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ごあいさつ

　株式会社フクユー緑地は、公共工事（公園工事、維持管理工事）を中心に緑化工事を行って

きました。人力で行ってきた樹木移植を機械化し、生物多様性の保全に寄与する技術で平成11

年11月19日特許第005532号を取得しました。これを境に研究開発型企業を目指し様々な技術開

発を行い、数々の特許取得を行いました。さらに太陽光発電用杭打ち機の実用新案を取得し大

規模発電所での活用が始まりました。再生クラッシャーランを透水性保水型再生クラッシャー

ランへと機能向上する製造方法で平成30年9月21日特許第6404170号を取得しました。また、多

くの企業と技術提携を行い、他社保有技術の活用を通じてさらなる技術革新に努めています。

　技術提携の1つ目に、地域性在来種は地域に根差し様々な環境変化に対応してきた植物で、そ

れらの生物多様性の保全や創出に欠かせない根底となる植物で貴重な位置づけとなります。そ

れらの植物の種を採取し、発芽・苗化し地域に返す技術によって、質の高い緑化を目指します。

　2つ目に透水性保水型土舗装は、地域の土を透水性保水型に改良しグラウンドや園路に用いる

ことで雨水の一時貯留や地下浸透を促す技術で、流域治水に貢献します。

　3つ目に遊具やポール、フェンスの基礎として使用されてきたねじ杭基礎を太陽光発電所の基

礎として用いる環境負荷の少ない技術提案を行います。

　我々は技術革新を進め、「造園」の枠を超えた「環境」に係る一員として社会に貢献します。

　　当社の特許取得・独自工法のいろいろ

大径木移植工

植物群移植工

ネジ杭工法（太陽光発電基礎工事） 透水性保水型舗装（ATTAC工法）

在来種の保全と育成
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◆ 事業所名 株式会社　フクユー緑地

代表者氏名 代表取締役　栗山　和道

◆ 所在地 本 社

    〒812-0893  福岡市博多区那珂３丁目１８番２６号

◆ 環境管理責任者 取締役　　　　

担当者氏名 工事Ｇ長

連絡先 TEL

FAX

URL

E-mail info@e-fukuyu.jp

◆ 事業活動内容 建設業（造園工事業）

造園工事、造園関連資材の製造及び販売

(造園工事、土木工事、とび・土工工事）

造園 福岡県知事　許可（特26）第　108594　号

土木 福岡県知事　許可（特26）第　108594　号

とび・土工 福岡県知事　許可（特26）第　108594　号

◆ 事業年度 11月1日～翌年10月31日

◆ 事業の規模

本　　社 単位 平成29年度 平成30年度 2018年度

売 上 高 百万円 236 290 297

従業員数 人 8 6 7

床 面 積 ｍ2 110 110 147

当社は全組織・全活動を対象範囲にしています。

092-432-0826

http://e-fukuyu.jp

 ２.対象範囲

 1.会社概要

中西　茂樹

久冨　　誠

092-432-0825
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組織・対象範囲　【全社・全事業】

認証登録範囲

代表取締役

栗山　和道

環境管理責任者

中西　茂樹

総務・経理 工事部

【役割分担表】

　・環境経営システムを構築し、実行・維持する

　・取組結果を代表者へ報告する

　・EA２１文書の作成・維持・管理を行う

　・環境関連法規を整理し、取りまとめる

　・電力・節水の管理を行う

　・環境管理責任者の補佐を行う

　・廃棄物の削減・分別・リサイクルの管理を行う

　・車両の燃料抑制の管理を行う

　・環境活動の状況報告

　・環境活動計画の見直し・検討を行う

　・環境方針を理解し、環境目標・環境活動計画に基づく自らの

　　業務を通して、取組むべき内容把握と実践

EA21委員会 上記メンバー

全　従　業　員

環境管理責任者 中西茂樹

総　　務　　部
（事務局）

事務

工　　事　　部
（工事Ｇ長）

工事

代　　表　　者 栗山和道

　・EA２１全体について責任と権限を持つ

　・環境方針を作成・見直し、従業員に周知する

　・環境取組を実施する為の資源（人・物・金）準備

　・取組状況に関し、評価・見直しをする

所　　属 担当者 役割　・　責任　・　権限
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3.フクユー緑地の環境経営方針

<企業理念・行動指針> 

株式会社フクユー緑地は 『 大地、水、緑』 をテーマとした新しい緑の環境づくり

１．環境経営システムを構築し、次の事項を重点的なテーマとして継続的に取組みます。

a.事業活動の全てにおいて、省エネルギーの推進を図りCO2の削減に取組みます。

b.事業活動の中で発生する廃棄物等の関係法令に沿った適切な処理を行い、環境

負荷の軽減に取り組みます。

c.事業活動の中で、社員が意識して節水に取り組みます。

d.化学物質使用の適正管理に取り組みます。

e.循環型社会形成のため、グリーン購入法による商品購入に取り組みます。

f.自然環境保全のために環境対策を考慮した施工に取り組みます。

g.より良い環境の創造のために、積極的に環境活動レポートを公表し、継続的に環境

2．当社の事業活動に関わる環境関連法規制等を遵守します。

3．環境活動レポートを公表し、地域社会とのコミュニケーションを図ります。

4.この環境方針を全社員に周知し、環境負荷の低減に対する意識向上に努めます。

制定日：２０１5年 １１月 １日

改定日：２０１９年 5月 8日

株 式 会 社 フ ク ユ ー 緑 地

代表取締役 栗 山 和 道

を基本理念とし、「みどり」という素材を通して、地球環境、都市環境、自然環境のより

良い創造をめざして社会に貢献していきます。

保全活動を行って地域社会に貢献します。

h.生物多様性保全や自然エネルギー関連の特許技術を活かして、社会の継続的発展
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目標比

目標値 実績値 （％）

事務所 ㎏-CO2 42,374.7 41,783.0 101.4 ○

現　場 ㎏-CO2 14,739.6 24,623.5 59.9 ×

事務所 ｋWh 9,862.2 8,685.0 113.6 ○

現　場 ｋWh 0.0 0.0 100.0 ○

事務所 ℓ 13,335.8 13,960.1 95.5 △

現　場 ℓ 273.9 0.0 273.9 ○

事務所 ℓ 2,477.6 2,015.8 122.9 ○

現　場 ℓ 5,265.8 9,544.0 55.2 ×

事務所 ｋｇ 194.0 109.7 176.8 ○

現　場 ｔ 271.6 279.8 97.2 △

事務所 ｔ 0.0 0.0 100.0 ○

現　場 ｔ 51.6 51.0 101.2 ○

事務所 m3 46.9 36.0 130.3 ○

現　場 m3 節水 0.0 - ○

事務所 - 適正管理 ○ - ○

現　場 - 適正管理 ○ - ○

事務所 品目 配慮 配慮 - △

全社 - 提案 提案 - ○

全社 - 推進 推進 - △

○×の判定基準　100%達成○、90%達成△、90%未満×

特許技術を活かして自然環境等の創造

働き方改革や継続的発展

達成状況

水使用量の削減

化学物質の適正管理

グリーン購入率の向上

二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削

減

二酸化炭素排出量の削減

電気使用量の削減

ガソリン使用量の削減

軽油使用量の削減

廃
棄
物
排
出

量
の
削
減

一般廃棄物排出量の削減
(造園業に係る剪定枝等)

産業廃棄物排出量の削減

5.環境目標と実績　　　

環境目標 部署 単位
2018年度

41000
41500
42000
42500

目標値 実績値

二酸化炭素（事務所）

kg-CO2

0

10000

20000

30000

目標値 実績値

二酸化炭素（現場）kg-CO2

0

5000

10000

目標値 実績値

電気使用量（事務所）kwh

0

5000

10000

15000

目標値 実績値

ガソリン使用量（事務所）ℓ

0

2000

4000

目標値 実績値

軽油使用量（事務所）ℓ

0

5000

10000

15000

目標値 実績値

軽油使用量（現場）ℓ
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0

100

200

300

目標値 実績値

一般廃棄物（事務所）kg

265
270
275
280
285

目標値 実績値

一般廃棄物（現場）t

50.5

51

51.5

52

目標値 実績値

産業廃棄物（現場）t
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　　6.環境経営計画　 2018年度（2018年11月～2019年10月）

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

昼休み及び不在時不在箇所の照明換気扉消灯 栗山（事）

パソコン未使用時の電源OFF 全社員

エアコンフィルター清掃 久富

冷房温度：27℃、暖房温度：22℃に設定する 栗山（事）

クールビズ・ウォームビズでエアコン節約 全社員

効率的な営業ルートの選定 全社員

エコ運転の推進（急発進、急加速、急ブレーキの削減） 全社員

定期的な車両整備の実施 中西

施工計画・運搬計画の際、エネルギー消費の少ない工程や経路を工夫する 久富

エコ運転の推進（急発進、急加速、急ブレーキの削減） 久富

駐車時、積み込み時のアイドリングストップ実施 久富

定期的な車両整備の実施 中西

施工計画・運搬計画の際、エネルギー消費の少ない工程や経路を工夫する 久富

エコ運転の推進（急発進、急加速、急ブレーキの削減） 久富

駐車時、積み込み時のアイドリングストップ実施 久富

定期的な車両整備の実施 中西

２．廃棄物排出量の削減とリサイクル率の向上

分別回収を徹底しリサイクルに努める 栗山（事）

裏紙の再利用をする 栗山（事）

詰め替え可能な製品の利用 栗山（事）

②産業廃棄物排出量の把握と削
減

適正処理、分別回収を徹底しリサイクルに努める 久富

③産業廃棄物のリサイクル率の
向上

積込、荷卸し時混在しない積み降ろし方を工夫。分別徹底する 久富

③軽油使用量の削減 現場

①一般廃棄物排出量の把握と
削減

現場

事務所

取組目標
達成手段

スケジュール

１．二酸化炭素排出量の削減

責任者
担当者

①電気使用量の削減 事務所

②ガソリン使用量の削減

事務所

現場
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水道の蛇口を調整し節水に努める 中西

出しっぱなしにしない 中西

バケツ、洗い桶の使用 栗山（事）

節水シールの表示 栗山（事）

現場 水道の蛇口を調整し節水に努める。ストッパー設置 久富

現場 SDSにより管理する 吉開

事務所 文房具のグリーン購入に配慮する 栗山（事）

現場 資材のグリーン調達を推進（可能な限りグリーン調達） 久富

全社 営業活動における提案と継続的技術開発 栗山

全社 社員の福祉向上や仕事の効率化・残業等改善を進める 栗山

6.特許技術を活かして自然環境
等の創造

7.働き方改革や継続的発展

３．水使用量の削減
事務所

４．化学物質使用量把握と適正
管理

５．グリーン購入率の向上
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【二酸化炭素排出量の削減】

【次年度の取り組み内容】

　・エアコンの使用、残業時間の削減

　・ガソリン・軽油の使用量の削減

取組状況チェック

【取組結果の評価】

　　・電力の使用量では概ね守られたいたが、エアコンの使用量の

　　　努力が必要

　　・ガソリンの使用量は、一部低燃費車の導入を図った。

　　・軽油使用削減は工事内容によって困難であった。

【次年度の取組】

　　・電力使用量の削減では、クールビズや残業時間の短縮が必要

　　・軽油使用削減は困難であるが、作業効率等の努力が必要

【電気使用量の削減】 【次年度の取り組み内容】

　・夏場の適切なエアコン使用

　・残業時間の短縮

　

エアコン設定温度

7.環境経営目標及び環境経営計画の実績・取組結果とその評価、並びに次年度の環境
経営目標及び環境経営計画

次年度の環境経営目標は、項目毎に中期環境目標に記載しています。

0

20000

基準年 2017年 2018年

電気使用量

事務所

0

20000

40000

60000

基準年 2017年 2018年

二酸化炭素排出量

事務所 現場

kg-CO2

kwh
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照明分散化

【取組結果の評価】

　　・電力削減の未達月があった。

　　・エアコン温度の設定、不要照明の消灯等は守られたいた。

【次年度の取組】

　　・クールビズ等で夏場のエアコンの抑制

　　・残業時間の短縮を協議する。

　　・サーキュレーターの設置

　　　サーキュレーターの設置

【ガソリン使用量の削減】

【次年度の取り組み内容】

　　・購入時には低燃費車を選択

当社駐車場

低燃費車への交換推進

【取組結果の評価】

　　・一部低燃費車を導入したために、削減効果があった。

　　・定期的な車両整備の実施は継続していく。

【次年度の取組】

　　・今後も燃費の良い車に変えていく

【軽油使用量の削減】

【次年度の取り組み内容】

　　・使用量削減への意識向上

社内会議状況

12000
14000
16000

基準年 2017年 2018年

ｶﾞｿﾘﾝ使用量

事務所

0

10000

20000

基準年 2017年 2018年

軽油使用量

事務所 現場

ℓ

ℓ
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【取組結果の評価】

　　・軽油使用量は工事量の増大に比例していく。一概に量的削減だけ

　　　では測れない

　　・施工方法や工程管理等の検討もさらに必要か

【次年度の取組】

　　・使用量削減への意識向上

　　・工事会議での施工方法や工程管理等の検討

【廃棄物排出量の削減】

【次年度の取り組み内容】

　　【一般廃棄物の削減】 　・廃棄物の削減に努力する

　　　　ボックスは燃えるごみ

　　　　ボックスはリサイクルごみ

【取組結果の評価】

　　・事務所の一般廃棄物は分別等は守られている。

　　・現場の一般廃棄物は、工事による剪定枝が大半なのでチップ化

　　　や堆肥化で資源化・リサイクルされている。

　　・産業廃棄物は工事によるもので、ほぼ資源化・リサイクルされている。

【次年度の取組】

　　・廃棄物の削減化に努める。

0

100

基準年 2017年 2018年

産業廃棄物

現場

t

050
100150200250300

基準年 2017年 2018年

一般廃棄物

事務所 現場

t
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【取組結果の評価】

　　・ねじ杭工法は太陽光発電工事の杭基礎工事に受注が拡大

　　　している。

　　・ATTAC工法は設計折り込み営業を行っている

　　・エコユニット工法は受注減である

【次年度の取組】

　　・特許関連技術を応用した受注を、引き続き促進する

【取組結果の評価】

　・健康保険等各種保険は加入済み

　・工事現場での災害保険も工事受注時に加入済み

　・年度末には工事残業が頻発する

　　

【次年度の取組】

　・残業に関しては、所定の時間内に収めるよう検討する

　・有給休暇の取得等推進する

【働き方改革や継続的発展を目指して経営情報入手】

【特許技術を活かして自然環境等の創造・保全】

特許等自社技術

　・エコユニット工法 生物多様性保全技術

　・ルーフソイル工法 天然有機基盤材を用

いた屋上緑化

　・ATTAC工法 透水性保水性土系舗装

　・グランドスクリュー工法 ねじ杭基礎

　・穿孔ラミング工法 直接打込み式式基礎杭

工法
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８．環境保全活動の紹介

１．生物多様性保全活動・自社の保全技術の紹介

　a.地域の小学校で環境学習 　　　　b.自社技術での施工で小学校の環境教育が行われた。

　c..地域の小学生にホタルビオトープ 　　d.湿地の希少種保全

ｴｺﾕﾆｯﾄ工法（特許工法）

e.太陽光発電・基礎工事（特許工法） f.透水性舗装工事（占有特許工法）

３．地域貢献活動

１～2回／年の清掃活動
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