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1.組織の概要

1)事業所名 株式会社　福岡植木
　 代表者名 小栁　隆輔

2)所在地 梅林本店 〒814-0144　福岡県福岡市城南区梅林4丁目11-12

福岡植木農場 〒814-0172　福岡県福岡市早良区梅林600

3）環境管理責任者 小栁　博隆
　　担当者氏名 井上　浩靖
　　連絡先 ＴＥＬ：092-873-1001　　ＦＡＸ：092-871-9911

Ｅメールアドレス　spyy46q9@biscuit.ocn.ne.jp

4）事業内容 造園土木業：公園緑化、和庭園、洋庭園、エクステリア外構工事

　　　　　　   　　 土木（造成、石垣、擁壁、基礎）工事

総合園芸販売：観葉植物、園芸資材、種苗、盆栽、用土、農業、生花、

　　　　　　　　　　フラワーアレンジ、貸植木、室内装飾

5）事業規模 総売上額：161百万円

従業員数
延床面積

6）事業年度 6月～翌年5月

2.認証・登録の対象範囲

1）事業活動 造園工事業、土木工事業、園芸販売業

2）対象事業所 梅林本店、福岡植木農場

梅林本店 福岡植木農場
4 10

144m² 622ｍ²
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　株式会社福岡植木は、造園土木業、園芸販売業を通じて社会に貢献し、

環境経営の継続的改善に向けて、全社員が地球環境の保全と汚染予防を

認識した地球にやさしい活動を行い、「花と緑で心に憩いの場を提供する」

企業を目指します。

　           次の項目を重点項目として取り組みます。

　　　     （1）電力、燃料等のエネルギーの効率的な使用及び省エネに努め、

　　　　　      二酸化炭素排出量を削減します。

     　　　（2）廃棄物排出量の抑制とリサイクルを推進します。

　　     　（３）節水に努め、水使用量を削減します。

　　　     （４）農薬の管理を徹底します。

　　　     （５）グリーン購入を推進します。

　　　     (6）地域社会貢献活動の推進を行います。

　           当社の事業に関連する環境関連法規等を遵守します。

         制定　　平成26年　10月　1日
         改訂　　令和　3年　　６月　1日

   株式会社　　福岡植木

代表取締役社長　　小栁　隆輔
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3.環境経営方針
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4.環　境　経　営　目　標　

①一般廃棄物排出量（剪定屑以外）の削減

4

5

6

備考　１．農場・梅林店の購入電力の二酸化炭素排出係数は、0.371㎏-CO2/kWh（九州電力 令和1年度調整排出係数）を使用した。
　　　　※現場は福岡植木農場も含む
　2.二酸化炭素排出量削減では、灯油・LPGは含まない。

3 3 12 12 12 12地域貢献活動を行う 全社 件数 12 3 3

農薬使用量の把握と適正管理
現場

梅林本店
適正管理をする

グリーン購入の推進 梅林本店 品数 2 2 2

62 62 62

145 605 602 599 596

2 2 2 2 2 2

現場 ｍ³ 63 14 16

100 100

3 水使用量の削減

梅林本店 ｍ³ 608 139 157 163

100 100 100 100 100 100

17 15 63

2

全社 kg 11,120 2,545 2,877

②産業廃棄物のリサイクル率の向上 現場 ％ 100

8,474 8,432 8,389

4,420 4,398 4,376 4,353

2,987 2,655 11,064 11,009 10,953 10,898

52,490

②ガソリン使用量の削減

梅林本店 Ｌ 2,106 482 545 566 503 2,095

13,856 14,389 12,790 53,293 53,025 52,758

2,085 2,074 2,064

現場 Ｌ 4,442 1,017 1,149

①電気使用量の削減 全社 ｋWｈ 53,561 12,257

15,671 13,929 58,039

③軽油使用量の削減 現場 Ｌ 8,560 1,959 2,214

1,193 1,061

2,300 2,044 8,517

57,748 57,456 57,164

Ｒ3年6月～
Ｒ4年5月

R4年6月～
R5年5月

R5年6月～
R6年5月

R6年6月～
R7年5月

1.二酸化炭素排出量の削減 全社 kg-CO₂ 58,331 13,349 15,090

環境経営目標 サイト
区分

単位

基準年 目標

R4年度
（1.0％削減）

R5年度
（1.5％削減）

R6年度
（2.0％削減）

1/4四半期 2/4四半期 3/4四半期 4/4四半期 合計

R2年6月～
R3年5月

R3年6月～
R3年8月

R3年9月～
R3年11月

R3年12月～
R4年2月

Ｒ4年3月～
Ｒ4年5月

R2年度

R3年度（0.5％削減）

活動期間：Ｒ3年6月～Ｒ4年5月
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1.二酸化炭素排出量の削減

2.廃棄物排出量

3.水使用量の削減

4.農薬使用量の把握と適正管理

5.グリーン購入の推進

6.地域社会貢献の推進

活動項目 担当者 日程

園芸教室の実施
花や緑の提案

・毎月園芸教室を行い、地域との交流を深める
園芸部
石田

令和3年6月から
令和4年5月まで

活動項目 担当者 日程

グリーン購入の
推進

・再生コピー用紙を購入・使用する
全社
梅田

令和3年6月から
令和4年5月まで

活動項目 担当者 日程

農薬使用量の把握
と適正管理

・有害物質の保管容器等の保守・点検を定期的に行う等
　適正管理を行う

全社
小栁

令和3年6月から
令和4年5月まで

・建設現場等で使用する有害性の農薬は、
　流出防止対策を徹底する

活動項目 担当者 日程

水使用量の削減
全社
井上

令和3年6月から
令和4年5月まで

・手洗い時、洗い物においては、日常的に節水を励行する

・水道配管からの漏水を定期的に点検する

一般廃棄物
排出量の削減

全社
梅田

令和3年6月から
令和4年5月まで

産業廃棄物
リサイクル率の

向上

工事部
小栁

令和3年6月から
令和4年5月まで

・産業廃棄物分別の徹底を行う

・廃棄物管理票（マニフェスト）をもとに廃棄物の適正な処理を行う

・花の過剰仕入、過剰在庫の削減

・会議におけるホワイトボードの使用によりペーパーレスに取り組む

・コピー用紙の再利用を行う

軽油
使用量の削減

・建設機械等の過積載が行われないよう徹底する。
工事部
井上

令和3年6月から
令和4年5月まで

活動項目 担当者 日程

・建設機器等のアイドリングストップを行う

ガソリン
使用量削減

・エコドライブ等運転方法の配慮を行う 工事部
北島

園芸部
弥永

令和3年6月から
令和4年5月まで

・燃料消費の少ない配達経路を検討し採用する

・燃料消費の少ない運搬経路や資材搬入経路を検討し、採用する

活動項目 部門（責任者） 日程

電気
使用量削減

工事部
小栁

園芸部
石田

令和3年6月から
令和4年5月まで

5.　環境経営計画

・クールビズ・ウォームビズを行う

・空調の設定温度を冷房２８℃、暖房２０℃に設定する

・不要な照明の消灯を励行する
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6.実施体制

全 従 業 員
・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚する

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加する

部 門 長

・環境方針、環境目標、環境活動計画を部門全員に周知する

・環境目標達成のため、責任を持って自部門の環境活動を推進する

・自部門で発生した問題点の是正処置、予防処置を実施する

・自部門に関連する法規制等を順守する

・自部門に関連する緊急事態への準備及び対応の訓練を実施する

・自部門の教育・訓練を実施する

Ｅ Ａ 21 委 員 会 ・6か月に1回開催し、環境目標及び環境活動計画の実施状況を審議する

Ｅ Ａ 21 事 務 局

・環境管理責任者を補佐し、ＥＡ21文書及び記録類、及び基礎データ

　の作成・維持・集計・管理を行う

・社外からの環境情報の収集と伝達を行う

環 境 管 理 責 任 者

・ＥＡ21ガイドラインの要求事項を満たす環境経営システムを構築し、

　実行し、環境実績を向上させる

・毎年、環境目標、環境活動計画を作成する。

・3か月に1回、環境目標の達成状況及び環境活動計画の実施状況を

　確認・評価する

・上記の結果を代表者に報告する

福岡植木農場

役割分担表
名 称 役割・責任・権限

代 表 者

・代表者として環境経営全般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

・環境管理責任者、ＥＡ21事務局員を任命する

・環境への取り組みを実施するための資源（人・もの・金）を準備する

・経営における課題とチャンスを整理し、明確にする

・ＥＡ21全体の取組状況に関し評価、見直しを実施する

経理部 工事部 園芸部

代表者
代表取締役　　小柳　隆輔

環境管理責任者　　小柳　博隆

ＥＡ21委員会 ＥＡ21事務局
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活動期間：R3年6月～Ｒ4年5月

4

5

6

備考　１．農場・梅林店の購入電力の二酸化炭素排出係数は、0.371㎏-CO2/kWh（九州電力 令和1年度調整排出係数）を使用した。
　　　　※現場は福岡植木農場も含む

　2.二酸化炭素排出量削減では、灯油・LPGは含まない。

〇 再生コピー用紙を使用している。

地域貢献活動を行う（園芸教室の実施） 全社 件数 12 12 0 〇
毎月様々なテーマで園芸講習会を実施しており、参加者から
も好評である。

グリーン購入の推進 梅林本店 品数 2 2 0

農薬使用量の把握と適正管理
現場

梅林本店
実施 実施 ― 〇 農薬は適正な管理を行っている。

現場 ｍ³ 63 69 6 ×

①一般廃棄物排出量（剪定屑以外）の削減

産業廃棄物搬出は無かった。

3 水使用量の削減

梅林本店 ｍ³ 605 743 138 ×
節水の意識は高いが、夏季の水やり等での水道使用量が増
えた。

現場 ％ 100 ー ― ー

薬剤散布や植栽等の件数が多く水道の使用量が増えた。

2

全社 kg 11064 26920 15856 ×
落ち葉の堆肥化を推進し、裏紙の使用等による紙ごみの削
減に努めたが、公園の委託管理などの増加に伴いゴミの排
出量も増加した。

②産業廃棄物のリサイクル率の向上

石油燃料消費削減と水道使用量の削減対策が必要

①電気使用量の削減 全社 ｋWｈ 53293 51233 -2060 〇
夏季・冬季のエアコン設定温度を見直し、使用量の削減につ
なげた。

③軽油使用量の削減

×
商品配送件数の増加に伴い、ガソリン使用量も増加した。エ
コドライブへの意識は従業員に浸透している。

現場 Ｌ 4420 3282 -1138 〇
ガソリン使用機器の日頃のメンテナンスと、使用時以外のア
イドリングストップを心掛ける事で、使用量の削減につながっ
た。

経年劣化により燃費率の高かった車両の買い替え、エコドラ
イブの徹底など軽油使用量削減に務めたが、目標値には届
かなかった。

〇

②ガソリン使用量の削減

梅林本店 Ｌ 2095 3262 1167

8634 117 ×現場 Ｌ 8517

  1.二酸化炭素排出量の削減 全社 kg-CO₂ 58039 56467 -1572

7.取り組み状況の確認及び評価

環境経営目標 サイト
区分

単位

R3年6月～R4年5月

目標 実績

7-1.環境経営目標の実績・取組結果とその評価

差異 達成状況 結果の評価

P
age6



　　7-2.　環境経営計画の実績・取組結果とその評価

1.二酸化炭素排出量の削減

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

　

2.廃棄物排出量

〇

〇

〇

〇

〇

産業廃棄物
リサイクル率

向上

コピー用紙の裏紙利用

落ち葉の堆肥化 廃材の再利用

ガソリン
使用量削減

・燃料消費の少ない配達経路を採用する

・燃料消費の少ない運搬・資材
　搬入経路を検討し採用する

・エコドライブ等運転方法の配慮を行う

実施
状況

今年度の評価

7.取り組み状況の確認及び評価

節電ラベルの添付 エコドライブ10・エコドライブ啓発ラベル添付（鍵置き場・車内）

適正な産業廃棄物処理を行った。

　適正な在庫管理と仕入は安定して出
来ている。コピー用紙の再利用は徹底
されている。データの見える化と掲示
については、行えていないため、来年
度に向け準備したい。

今年度の評価

継続する。

　引き続き在庫管理を徹底する。
　一般廃棄物排出量のデータを見える
化し掲示する。

来年度の取組活動項目

・花の過剰仕入、過剰在庫の削減

・資料のデータ化により
  ペーパーレスに取り組む

・コピー用紙の再利用を行う

・産業廃棄物分別の徹底を行う

・廃棄物管理票（マニフェスト）をもとに
　廃棄物の適正な処理を行う

実施
状況

一般廃棄物
排出量
削減

　車両や重機等の運転者や機材使用
者に対してエコドライブへの意識を促
す為に、
朝のミーティング時、活動項目に関連
した省エネに関する話を取り入れる。

　継続して電力消費がどのくらいまで
抑えられるのかを検証する。
　夏季の猛暑日対策として、空調服の
購入を検討し、取り入れたい。

来年度の取組

　電力使用に対する省エネ意識は向
上している。こまめな消灯やエアコン
の温度管理などを継続して実施するこ
とが出来た。

活動項目

・建設機器等のアイドリングストップを行
う

・建設機械等の過積載が
　行われないよう徹底する

電気
使用量削減

・クールビズ・ウォームビズを行う

・空調の設定温度を冷房２８℃
  暖房２０℃に設定する

　車両の運転や機器の使用に対する
省エネ意識は高まって来ている。
　売上や工事件数などによって使用量
の増加はあったが、活動項目への取り
組みは出来ていた。

　活動項目への取り組みは適切に行
われている。

・不要な照明の消灯を励行する

軽油
使用量削減
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3.水使用量の削減

4.農薬使用量の把握と適正管理

○

○

5.グリーン購入の推進

〇

6.地域社会貢献の推進

　節水を継続して行う。水やりや、現場
で使用する水に関して、雨水を貯水し
使用する。グラフ等を用いて年間使用
量の掲示を行い、節水意識の啓発に
つなげたい。

実施
状況

・手洗いや洗い物において日常
　的に節水を励行する

○

○

来年度の取組活動項目

水道
使用量削減

  節水プレートの設置

日頃より節水を心掛け、取り組めた。
雨量などをみて、花の水やりを実施し
た。

・水道配管からの漏水を
  定期的に点検する

今年度の評価

活動項目
実施
状況

今年度の評価 来年度の取組

継続し、適正管理を徹底する。

実施
状況

今年度の評価 来年度の取組

・再生コピー用紙を購入し使用
　する。

再生コピー用紙を使用している。 継続する。

　　　SDSファイル

活動項目

農薬
使用量の把握
と適正管理 ・建設現場等で使用する有害性の

　農薬は流出防止対策を徹底する。

・有害物質の保管容器等の保守・点
　検を定期的に行う等、適正管理を
　行う。 農薬は適正管理を行い、流出防止に

努めている。

            園芸教室         植栽ボランティア活動

グリーン購入
の推進

活動項目
実施
状況

今年度の評価 来年度の取組

・毎月園芸教室を行い、
  地域との交流を深める。

　園芸教室やボランティア活動を行
い、花や緑を通して地域の方々とふれ
あい、交流を深めることが出来た。

月1回園芸教室を行う。
植栽ボランティア活動を開催する。

○
園芸教室を実
施し、地域との
交流を深める
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7.取り組み状況の確認及び評価
   7-3. 次　年　度　の　環　境　経　営　目　標　

①一般廃棄物排出量（剪定屑以外）の削減

4 農薬使用量の把握と適正管理

5

6

備考　１．農場・梅林店の購入電力の二酸化炭素排出係数は、0.371㎏-CO2/kWh（九州電力 令和1年度調整排出係数）を使用した。
　　　　※現場は福岡植木農場も含む
　2.二酸化炭素排出量削減では、灯油・LPGは含まない。

3 12 12 12 12全社 件数 12 3 3 3

2 2 2 2 2 2

68 68

現場
梅林本店

適正管理をする

梅林本店 品数 2 2 2

728

現場 ｍ³ 69 16 18 19 16 69 68

192 200 177 739 736 732

3 水使用量の削減

梅林本店 ｍ³ 743 170

100 100 100

2

全社 kg 26920 6,161 6,964 7,232 6,428 26,785

100 100 100②産業廃棄物のリサイクル率の向上 現場 ％ 100 100 100

26,382

8,591 8,548 8,504 8,461

3,216

③軽油使用量の削減 現場 Ｌ 8,634 1,976 2,234 2,320 2,062

3,266 3,249

3,229 3,213

3,233

12,234 50,977 50,721 50,465

26,651 26,516

50,208

②ガソリン使用量の削減

梅林本店 Ｌ 3,262 747

全社 ｋWｈ 51,233 11,725 13,254 13,764

3,197

現場 Ｌ 3,282 751 849 882 784

844 876 779 3,246

R3年度
R4年度（0.5％削減） R5年度

（1.0％削減）
R6年度

（1.5％削減）
R7年度

（2.0％削減）

 1.二酸化炭素排出量の削減 全社 kg-CO₂ 56,467 12,922 14,608

1/4四半期 2/4四半期 3/4四半期

15,170 13,484 56,185 55,902 55,620 55,338

Ｒ4年6月～
Ｒ5年5月

R5年6月～
R6年5月

R6年6月～
R7年5月

R7年6月～
R8年5月

地域貢献活動を行う

グリーン購入の推進

①電気使用量の削減

活動期間：Ｒ3年6月～Ｒ4年5月

4/4四半期 合計

R3年6月～
R4年5月

R4年6月～
R4年8月

R4年9月～
R4年11月

R4年12月～
R5年2月

Ｒ5年3月～
Ｒ5年5月

環境経営目標
サイト
区分

単位

基準年 目標

P
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1.二酸化炭素排出量の削減

・不要な照明の消灯を励行する

・空調の設定温度を冷房２８℃、暖房２０℃に設定する

・クールビズ・ウォームビズを行う

・建設機器等のアイドリングストップを行う

2.廃棄物排出量

・コピー用紙の再利用を行う

・会議におけるホワイトボードの使用によりペーパーレスに取り組む。

・落ち葉の堆肥化による一般廃棄物排出量の削減

・花の過剰仕入、過剰在庫の削減

・廃棄物管理票（マニフェスト）をもとに廃棄物の適正な処理を行う.

・産業廃棄物分別の徹底を行う

3.水使用量の削減

水道配管からの漏水を定期的に点検する

手洗い時、洗い物においては、日常的に節水を励行する

4.農薬使用量の把握と適正管理

5.グリーン購入の推進

6.地域社会貢献の推進

園芸教室を実施し、
花や緑の提案を行う

毎月園芸教室を行い、地域との交流を深める。 園芸部　石田

日程

グリーン購入の推進 再生コピー用紙を購入・使用する。 全社　　梅田

活動項目 部門（責任者） 日程

令和4年6月から
令和5年5月まで

令和4年6月から
令和5年5月まで

農薬使用量の
把握と適正管理

有害物質の保管容器等の保守・点検を定期的に行う等適正管理を行う。

全社　　小栁
建設現場等で使用する有害性の農薬は、流出防止対策を徹底する。

活動項目 部門（責任者）

水使用量の削減 全社　　井上
令和4年6月から
令和5年5月まで

活動項目 部門（責任者） 日程

活動項目 部門（責任者）

令和4年6月から
令和5年5月まで

活動項目 部門（責任者） 日程

産業廃棄物の
リサイクル率の向上

工事部　小栁

一般廃棄物
排出量の削減

令和4年6月から
令和5年5月まで

活動項目 部門（責任者） 日程

7.取り組み状況の確認及び評価
    7-4.次年度の環境経営計画

令和4年6月から
令和5年5月まで

電気使用量削減
工事部　小栁

園芸部　石田

令和4年6月から
令和5年5月まで

工事部　井上

園芸部　弥永

令和4年6月から
令和5年5月まで

日程

ガソリン使用量削減

・エコドライブ等運転方法の配慮を行う
工事部　北島

園芸部　弥永

令和4年6月から
令和5年5月まで

・燃料消費の少ない配達経路を検討し採用する

・燃料消費の少ない運搬経路や資材搬入経路を検討し、採用する。

軽油使用量の削減
・建設機械等の過積載が行われないよう徹底する。

工事部　井上
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8.環境関連法規等の遵守状況の確認

当社の事業活動、製品及びサービスに適用される環境関連法規等は次のとおりです。

令和4年6月30日に上記の環境関連法規等の遵守状況を確認・評価した結果違反はありませんでした。

また、関係機関等からの指摘、利害関係者からの訴訟もありませんでした。

９.代表者による全体評価と見直し

■評価

　令和3年度、新型コロナウィルスの影響で様々なイベントが中止となり、来客数も減少する中、前年度で掲げた

『基本的遵守項目を念頭に置いた事業活動』をテーマに活動を行い、環境目標項目の達成率は55％、ＣO2排出量は

前年度に比べ、０．５％の増加であった。今回の結果は、EA21の環境活動だけによる結果ではなく、先に述べた

コロナ禍の影響も反映されており、今後の活動には今まで以上に尽力して取り組なければならない。

■見直し

削減を目指したい。

基準適合表又は少数特例表示が付された特定車の使用

   及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

　今回、水の使用量、燃料の消費量に於いて環境目標値を上回っている事を踏まえて。水やりや、現場の使用水

としての貯雨水の使用。また配達需要の増加に伴う燃料消費対策として、アイドリングストップをはじめとするエコドライブの

徹底など、これら現在実施している取組をPDCAサイクルで見直し、より効果的・効率的なものにして、更なる環境負荷の

特定建設作業

農薬取締法 農薬を取り扱う販売所ごとに届出書の提出

毒物劇物取扱責任者の配置

フロン排出抑制法 3ヶ月に1回以上の簡易点検

騒音規制法 特定建設作業

特定特殊自動車排出ガスの規制等に
関する法律
（オフロード法）

毒物及び劇物取締法

振動規制法

適用される法律等 適用される事項（施設・物質・活動等）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（廃掃法）

一般廃棄物処分は、許可を受けた一般廃棄物処分業者に委
託
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