工する技術が主なものです︒

ビスを心掛けているという

アに対して︑若手が入職し

から︒リサイクル率が高まれ

ればなりません︒私たちが公

が誇りを持てる業界にしなけ

仕事に見られています︒若者

会 社 概 要

▽

ルを総合的に進め︑樹木のこ

てこない現状については︒

ば︑住民も税金の使われ方に

園などの現場で行政の代わり

▽▽▽

時期もありました︒しかし︑

発注ロットを望みます︒現状

れればそれまでです︒まずリ

納得します︒そのためのさま

︵ＮＥＴＩＳ登録工法︶

▽マルチスプレッド工法

軽減できる︒

かからず︑環境への負荷も

しない︑運搬費や処分費も

産業廃棄物︵ごみ︶は発生

これら新工法の導入で︑

れ利用されている︒

トンネル建設などにそれぞ

工法﹂を導入︑高速道路や

﹁ウッドチップフィルター

▽

のものをリサイクルしていま

のままでは造園業界の衰退が

サイクルを試みて欲しいと要

﹁造園業は︑若者から見る

ざまな提案を私どもがしてい

に樹木を見て仕事を見つけ︑

することが︑生き残りの道を

生き物を扱うプロとして提案

きます﹂
さまざまな入札制度
が施行されていますが︑発

模索することになります﹂

物資源材の現地破砕と新工

グリーンアースは︑﹁植

注者へのご意見は︒

マルチスプレッド工法

法によるリサイクル事業﹂
が県の経営革新計画に認定
をされたことから︑マルチ
スプレッド工法などの採用
による自然環境の復元など
を︑県はじめ発注者に対し

従来からの植物資源材

て要請している︒

︵枝葉︑幹︑根︑刈草など︶
処分の課題として︑現場か
らリサイクル中間処理施設
までの伐採樹木・根株など
の輸送費や輸送時のトラッ

ママルルチチススププ
レレッッドド工工法法
クから発生する排気ガスな
どがある︒当然︑中間処理
費︵処分費︶も課題といえ
る︒
平成 年から同社と協力
関係にある㈱タック︵静岡

年

県藤枝市︶で
は︑平成

から新工法の
﹁マルチスプ
レッド工法﹂
を導入し︑工
業団地造成や
空港建設など
の現場でのマ

年

ルチング工事
に︑平成

から新工法の

▽▽▽▽

葉のリサイクルを行っている

﹁管理業務などの委託は︑

﹁国民の税金を公共事業と
額面だけでほぼ決定してしま

札制度に反映されているとは

います︒つまり技術力は︑入

いえません︒技術不足の異業

ことですが︒

てくれるの︑と感激してくだ

者でも容易に参入できてしま

﹁お客様が︑ここまでやっ

さることを目指しています︒

うのが現状です︒昨今散見す

私どもはチップの生産者とい

例えば︑堆肥をさし上げるサ

るずさんな街路樹の樹形を目

えます︒同時に︑枝葉は堆肥

ービスです︒ガーデニングに

にすると残念でなりません︒

となら何でも対応できる会社

使ってくださいと︑草・木を

もっと造園業者の技術力・専

であり続けます﹂

伐らせてくれたお礼をするわ

門知識を行政にアピールする

のリサイクルを工事の中に

進むだけです﹂

要です︒また︑適正価格での

組み込んでもらえるよう要

望しています︑国がごみの減

と︑ Ｋ業種の最たるものの

熟練技術者のリタイ

量化を推し進めているのです

﹁樹木がごみとして排出さ

望されてますが︒

行政に対して︑樹木

けです︒そこで感動していた

行政や市民のすべての皆さん

努めています﹂

をきれいにし︑品質の向上に

具体的な事業内容は︒ にしています︒根っこの土砂

﹁樹木破砕機でチップに加

社員のモチベーショ

ン向上に努めておられるよ
うですが︒
﹁当然のことながら︑社員
はかけがえのない財産と思っ
てます︒仕事を完遂させる信
念を大事にするため︑外部の
コンサルタントを呼んでセミ
ナーを行っています︒社員に
きっちりと仕事・リサイクル
を理解してもらい︑その上で
動いてもらえば︑自らが何を
なすべきかが見えてきます﹂
それと同時に︑社員

の家族の生活も大切にされ
ておられますね︒
﹁仕事に集中してもらうた
めには︑家族の支えがぜひと
も必要で︑ワークライフバラ
ンスを保つことです︒授業参
観など休めるときは休めるよ
う︑社長の私自らが率先して
います﹂
顧客が満足するサー

代表取締役

だければ︑他の方を紹介して

のお役に立ちたい︒それが弊

造園業とリサイクル
社に課せられた試練だと思い
ます︒今後も樹木のリサイク

雅士

案 さまざまな開発工事か
ら排出される伐採材や根株
材などを処理するに当たり︑
これまでの施工フローでは︑
現場からでる枝葉・根株な
どの輸送費と運搬時の排出
ガス発生問題︑処分費用が
多くかかるなどの課題があ
った︒そこで︑﹁現地破砕工
法﹂﹁マルチスプレッド工
法﹂﹁ウッドチップフィル
ター工法﹂を組み合わせる

こと︑金額と技術で競うよう

した﹂

といえば江戸時代です︒江戸

と﹁顧客満足度の向上﹂
︑
さ

ことで︑処分費用をかける

いただけますし︑笑顔で料金

ところは少ないです︒伐採し

の両立は大変ですね︒

という願いです︒造園業と農

は︑究極のリサイクル社会で

らには︑社員の健康で豊か

ことなく自然に還元し︑費
用対効果をあげトータルコ

な入札制度に変えることが重

たものをごみにしたくない︑
との思いが強くリサイクルの
﹁確かに︑収益が下がった

のは︑グリーンアースの石井
業のジョイントをどう発展さ

年勤めていました︒どこの県

事業の核となるのは︑植

な生活の実現を図り︑地球

ストを削減し︑﹁健全な自然
環境の復元﹂と﹁ゼロエミ
ッション﹂を可能にした

を支払っていただけます﹂

いう使途の中でどう有効に生

樹木・枝葉活用に活路

かすか︑それを行政に提案し
ています︒例えば︑公園の管
勉強をして︑グリーンアース

樹木の成長とともに予算も上
がる必要があります︒しかし

﹁その名の通り︑緑の地球

会社名の由来は︒

を創業しました﹂

です︒地球が緑に覆われてい

雅士代表取締役︒唯一生き物
せるかが会社のコンセプトで

でもそうですが︑造園業者の
す︒自然を大切にし︑すべて

物資源材︵枝葉・幹・根・

環境整備に貢献することを︑

提案型で維持管理

予算は限られている︒そこで
私どもは︑もっと根本から見
直し︑樹木資源リサイクルに
よる新たな提案をする︒行政

ざまな可能性も生まれてきま

る︑緑をさらに発展させたい

との情報共有によって︑さま

こう話す

す︒これが血税の節約につな

を扱う建設業としての造園業
す﹂

がるものです﹂

と︑ゼロエミッションを目指
会社のロゴマークは︑

地球の周りに矢印がありま

したリサイクル事業の展開に
ついて︑本紙のインタビュー
すが意図は何でしょうか︒

で︑未来に向かう志を示しま

﹁矢印は普通は︑時計回り

に次のようにこたえた︒

◇

地球を昔に戻すことを意味し

すが︑うちは逆に左回りで︑

からお話ください︒
ています︒どのくらい戻すか

まず会社創立の経緯

﹁私自身︑親の造園業に

数は多いけれども︑樹木・枝

１︶は︑植物資源リサイ

グリーンアース︵石井雅士代表取締役︑市
川市堀之内３
クル事業を中心に︑造園業とリサイクルのマ
ッチングを図ることで︑地域住民と地球環境
の調和に貢献するとともに︑行政など発注者
には提案型の維持管理などを行うことを通じ

草︶のチップ化技術を活用

て︑公共事業の適切な執行を提唱している︒

することで︑植物の資源循
経営理念としている︒

業 伐採や剪定から発生す

▽樹木資源リサイクル事

環型社会を実現させること

を目的としている︒その先

る枝葉・幹・根の植物を焼

石井

江戸時代こそゼロエミ

理業務などは︑本来であれば













植物資源材が核
却することなく︑現場や工
場で破砕・粉砕︵チップ化︶
し︑電力︵バイオマス発電︶
・燃料︵バイオマスボイラ
ー︶・公園・街路・学校な
どに資源として活用する︒
それが自然エネルギーとし
てまたは樹木資源のゼロエ
ミッションと自然環境保護
に対してよい土壌として再
び大地に還元され︑地球環
境を守る植物のリサイクル
工法
▽木チップ再資源化の提

破砕状況

法︶

現地で製造したフィ

ー工法︵ＮＥＴＩＳ登録工

▽ウッドチップフィルタ

ンが可能になる

環境の復元と︑コストダウ

材料かは不明︶
︑
健全な自然

するため︑どこで発生した

来工法では資材として購入

︵撒布︶ができるため︵従

郷土種を用いたマルチング



にある新たな価値を創造す

ることで︑高い﹁環境品質﹂

マルチスプレッド工法

植物資源材リサイクル事業：移動式
破砕（チップ加工）・選別、堆肥化・
植生マルチングの設計施工、マルチス
プレッド工法・ウッドチップフィルタ
ー工法。樹木に関わる工事：伐採・除
根工事、造園工事、樹木管理。木質リ
サイクル製品の販売：バイオマス燃料
・ウッドチップ・特殊堆肥・薪
（原木）
。
省エネ照明器具販売：反射板・蛍光灯
・水銀灯・ＬＥＤ

電
話
Ｆ ａ ｘ
Ｈ
Ｐ
資 本 金
設
立
従業員数




業務内容

株式会社グリーンアース
石井雅士代表取締役
〒２７２―０８３７
市川市堀之内３―２１―１
０４７―３１８―５２００
０４７―３１８―５２０５
http : //www.g–earth.co.jp
１０００万円
平成１３年６月２５日
２８人

できる

らにその後︑緑化にも利用

ルターを現地で設置し︑さ
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名
代 表 者
本
社

経営革新計画に認定
























ウッドチップフィルター工法

破砕状況







グリーンアースの取り組み

造 園 と リ サ イ ク ルを マ ッ チ ン グ




チップ化技術磨く
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