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副題

□１.安全・安心 ■５.公共工事の品質確保・向上 2

■２.環境 □６.景観 5

□３.情報化 □７.伝統・歴史・文化 8

□４.コスト縮減・生産性の向上 ■８.リサイクル 番号：

□1.省人化 □5.耐久性向上 ■9.地球環境への影響抑制 8 12
開発目標 □2.省力化 □6.安全性向上 ■10.省資源・省エネルギー 9
（選択） □3.経済性向上 □7.作業環境の向上 ■11.品質の向上 10

□4.施工精度向上 ■8.周辺環境への影響抑制 ■12.リサイクル性向上 番号： 11

従来技術名：

1.経済性 □1.向上（　％）　□2.同程度　■3.低下（4.1％）　番号： 3
2.工程 □1.短縮（　％）　■2.同程度　□3.増加（　％）　番号： 2
3.品質・出来型 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
4.安全性 □1.向上　■2.同程度　□3.低下 番号： 2
5.施工性 □1.向上　□2.同程度　■3.低下 番号： 3
6.環境 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
7.その他 □1.　（定義済みの値なし） 番号：

開発体制

開発会社 販売会社 協会名

会社名： 住所：

技術 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

会社名： 住所：

営業 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

（概要）

富士見環境緑化株式会社

分類

■1.単独 □2(1)共同研究(民民) □2(2)共同研究(民官) □2(3)共同研究(民学

CB-100007-VE 事後評価済み技術

活用の効果

植生基材吹付工

1-1-3.共通工／法面工

4.1%

新技術概要説明資料（１／５）

名称 環境対策緑化工法
収受受付年月日 平成28年4月27日

変更受付年月日

登録No. 1580

福田信二

054-283-2969

キーワード

国土交通省へ
の登録状況

申請地方整備局名 登録年月日

中部地方整備局

評価（事前・事後）

富士見環境緑化株式会社

平成22年6月7日

平成19年

■1.工法　□2.機械　□3.材料　□4.製品　□5.その他

登録番号

番号：

緑化資材包装袋空袋の現場内リサイクル 開発年

1

s-fukuda@fujimi-group.co.jp

区分

問合せ先

富士見環境緑化株式会社 静岡市駿河区富士見台1丁目21番22号

技術推進部
054-283-2933

1

従来、法面緑化工事では緑化資材の空袋が大量に発生し、産廃として焼却処分されて
いる。本工法は、包装袋を生分解性プラスチック製とし、この空袋を現場内で再資源
化処理して生育基盤材と混合吹付する工法で、産廃（空袋）発生量ゼロ（ゼロエミッ
ション）が可能となる。また生育基盤材と混合吹付することで、産業廃棄物（空袋）
発生量ゼロを可能とした工法である。

静岡市駿河区富士見台1丁目21番22号

静岡支店 054-283-2969

松山浩史

富士見環境緑化株式会社
054-283-2990

h-matsuyama@fujimi-group.co.jp



環境対策緑化工法 登録No. 1580

環境対策緑化工法

（施工方法）

（施工単価等） 1

その他（カタログなど）

積算資料等

施工管理基準資料等

A-2

従来工法と同様に基盤材・接合材・肥料・種子等の吹付材料を吹付機（モルタルガン）に投入・混
練し、圧縮空気で圧送して法面表面に吹付け生育基盤層を造成する。基盤材包装袋の空袋がある程
度（60枚程度）たまった時点でこれを専用の「造粒機」により粉砕・造粒化し、粒径5mm程度に成型
する（造粒ペレット）。これを生育基盤材と混合
（1バッチ当たり320～500g程度）し、法面に吹付
け生育基盤層を造成する。

□1(1).歩掛りあり（標準）　■1(2).歩掛りあり（暫定）　□2.歩掛りなし

積算資料（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　　　）
（　　カタログ　　　　　）

掲載刊行物
建設物価（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　　　）

自社積算資料

・本体の出来形については、土木工事施工管理基準（静岡県土木部）による。施工実績より出来形管理につい
ては問題はなし。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
従来工法の植生基材吹付工と比較し、空袋検収の手法のみが異なる。
　生育基盤材の包装袋全てを造粒しペレット化することが基本で、包装袋の空袋検収は行わない。
　但し、隅に印字を入れた包装袋があり、この部分を切り取り空袋検収とすることも可能である。

新技術概要説明資料（２／５）
新技術名称

（短　所）
・「造粒ペレット」を製造する工程が増えたこと。

（長　所）
・法面緑化工事で大量に発生する生育基盤材の空袋を現場内で再資源化処理、再生利用することで、建設資材
廃棄物（廃プラスチック）の大幅な減量、リサイクル率の向上が可能である。（例）1,000㎡、厚さ5cm、ロス
率30％として260kgの廃プラスチックが削減できる。
・「造粒ペレット」は透水性に優れており、これを生育基盤層に混合することで、気相の割合が増し、結果と
して通気性の向上が期待できる。



登録No. 1580

環境対策緑化工法

（設計上の留意点）

（施工上・使用上の留意点）

（残された課題と今後の開発計画）

（実験等作業状況）

（添付資料）
実験資料等

その他

特　許 □1.有り（番号:　　）■2.出願中　□3.出願予定　□4:無し 番号 2

特許番号 特開2009-41297

実用新案 □1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　■4:無し 番号 4

新案番号

建設技術評価制度番号 民間開発建設技術の審査証明番号

証明年月日 証明年月日

評価・証明
制度等の名称 証明機関

制度等の名称 制度等の名称

制度名、番号 制度名、番号

その他の
制度等に 証明年月日 証明年月日

よる証明
証明機関 証明機関

証明範囲 証明範囲

（適用できる条件）
・通常の植生基材吹付工に準ずる。

・通常の植生基材吹付工に準ずる。

新技術概要説明資料（３／５）
新技術名称 環境対策緑化工法

A-3

（適用できない条件）
・造粒ペレットを製造する際に、1ロット60枚の包装袋を必要とする。40ﾘｯﾄﾙ袋60枚では、吹付厚5cmで約200m2の
施工面積が必要となる。その為、本工法では最低ロットを200m2と設定する。
・上記以外については通常の植生基材吹付工に準ずる。

①課題
・造粒化作業の作業性向上。
②計画
・生育基盤材に下水汚泥コンポスト等（県産材）を混入し、リサイクル率の向上を目指す。

①「生分解性包装袋(PE肥料袋)」引張試験成績表,包装した状態での保管確認試験
 :通常の包装袋と比較し、強度に問題が発生しないことを確認
②「造粒ペレット透水性試験検査証明書」
 :造粒ペレットが優れた透水性を保有していることを確認
③「試験室での生育試験」
 :2種類の吹付基盤材で、播種後の生育試験を実施し、問題が生じないことを確認
④「生分解性試験結果報告書」
 :土壌に生分解性プラスチックを混合し、微生物により分解が進行していることを確認
⑤「造粒ペレットの分析結果報告書」
 :造粒ペレットの含有,造粒ペレットからの溶出試験を実施し、基準値内であることを確認
⑥「造粒ペレットの粒系確認試験」
:製造する造粒ペレットの大きさを確認し、モルタルガンで施工できる範囲内である事を確認

※上記①～⑥の試験を別途添付

・新規に「造粒機」の取扱いが加わるため、機械取扱いについて施工開始時に指導を実施する。

分解性プラスチックの技術は開発国である米国で1996年より、日本では2003年より導入が進められている。
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登録No. 1580

環境対策緑化工法 公共機関： 111 民間：

発　注　者 施工時期
静岡空港建設事務所 H21/7/10～

H21/12/18

静岡空港建設事務所 H25/2完成

静岡市役所（道路整備2
課）

H25/3完成

静岡県中部農林事務所 H25/4完成

静岡市役所（治山林道
課）

H25/4完成

静岡県中部農林事務所 H26/3完成

静岡県中部農林事務所 H２7/3完成

静岡県中部農林事務所 H27/1完成

静岡県志太榛原農林事
務所

静岡県中部農林事務所 28.6.6～

4013197138

4014049137

0

CORINS登録No.

施
工
実
績

新技術概要説明資料（４／５）
新技術名称 環境対策緑化工法

工　事　名

平成28年度畑地帯総合整備（担い手
育成）茂畑地区法面１工事

平成27年度山村道路網整備びく石
大沢線1工区工事

平成26年度 治山（緊急）中一色工事

平成25年度 道路整備交付金俵峰門
屋線２工区工事

平成24年度　市林道第17号林道慈
悲尾線外１改良工事

平成25年度 農林技術研究場果樹セ
ンター整備事業茂畑地区法面１工事

平成21年度[第20-M2100-70号]静岡
空港県単独空港整備工事（Y2調整
池掘削工）

平成23年度　静岡空港現年単独災
害空港施設復旧費工事（R0調整池
東側法面地すべり対策工)

平成24年度　駿嘱第1号　日本平動
物園進入路災害復旧工事

平成24年度　畑地帯総合整備(担い
手育成)　新丹谷地区法面4工事



登録No. 1580
環境対策緑化工法

新技術概要説明資料（５／５）
新技術名称 環境対策緑化工法

A-5

造粒機に分解性包装袋投入状況 分解性梱包袋の造粒物

造粒ペレットの投入状況 モルタルガン機による吹付施工状況

空袋検収が必要な場合 分解性包装袋の印字（例）

施工に必要となる、基盤材と
同時にオプションとして種
子，粘結剤，肥料を、専用の
「分解性袋」に包装します。


