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環境レポート基本事項 
 

■報告対象範囲 

この環境レポートは日特建設株式会社の技術本部の業務範囲に関する取り組みを記載しています。 

 

■報告対象期間  2010 年 4 月 1 日～2011 年 3 月 31 日 

 

■作成指針 

・環境報告書ガイドライン（2003 年度版）＜平成 16 年 3 月 環境省＞ 

・環境会計ガイドライン（2005 年度版）＜平成 17 年 2 月 環境省＞ 

・建設業における環境会計ガイドライン（2002 年度版）＜平成 14 年 11 月 （社）日本建設業団体連合会・ 

（社）日本土木工業協会・（社）建築業協会 環境会計ワーキンググループ＞ 

  

■連絡先 

この環境レポートに関するご意見・お問い合わせは，以下の連絡先にお願いいたします。 
日特建設株式会社 技術本部 環境委員会事務局 
〒104-0044 東京都中央区明石町 13 番 18 号日特建設明石町分室ビル 4F 

                              TEL  03-3542-9110  FAX  03-3542-9118  

                              Ｅ-mail：gijyutuhonbu@nittoc.co.jp 
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ごあいさつ 
建設業界を取り巻く環境は、激変しているとい

っても過言ではありません。公共工事が縮小され

る中においても、日特建設が果たさなければなら

ない社会的責任は多様化しています。 

地球環境といった視点で見た場合、地球の歴史

から考えれば、人類の関われる時間は必ずしも長

くはないかもしれません。しかし、次世代の地球、

子供たちに未来のある豊かな地球を残すことは

私たちの果たすべき責任でもあります。 

今年は地震、原発事故にはじまり、台風による

大きな被災といったように未曾有の大災害に見

舞われた年ではありますが、あらためて、今後の

社会資本整備のあり方を再考する契機になった

のではないでしょうか。 

このような状況の中、日特建設では、これまで

得意としてきた土木の専門工種としての環境、防

災、都市再生、維持補修等の技術分野を中心に社

会ニーズに合致したものづくりのため努力を重

ねていくつもりでおります。 

特に 

・ 自然環境の保全と回復 

・ 循環型社会を目指すリサイクル技術 

・ 環境にやさしい防災技術 

・ 廃棄物を押さえた工法 

・ 構造物の補修補強技術 

などについて、調査、研究、技術開発、工事施

工等を進めております。これらを本報告纏めまし

たので、ご高覧の上、忌憚のないご意見などをお

寄せ頂ければ幸いに存じます。 

環境問題は、負の遺産として残すことは許され

ません。弊社は今後も知識と経験を結集して取り

組んでいく所存であります。今後とも、深いご理

解とご支援を賜りますようお願いいたします。 

 

2011 年 10 月 

技術本部長 

荒 井  民 雄
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■日特建設の事業概要 
(平成 23 年 4 月) 

商  号 
日 特 建 設 株 式 会 社 

NITTOC CONSTRUCTION CO.,LTD. 

本  店   東京都中央区銀座8丁目14番14号 

設  立   昭和22年12月17日 

発行済株式総数 145,677千株 

資  本  金 60億円 資  本 

東京証券取引所 第一部上場 

技術系社員   705 名 

事務系社員  116 名 社  員 

計   821 名 

営業種目 総 合 建 設 業 
・土木 ・基礎 ・環境  

・地質コンサルタント 

許  可 建設業許可 特定建設業 国土交通大臣(特-18)第211号 

1級建築士事務所 

東京都知事登録 
登録番号 第15281号 

建設コンサルタント登録 登録番号 建21第15号 

測量業者登録 登録番号 第(13)-435号 

登  録 

地質調査業者登録 登録番号 質19第2号 

免  許 宅地建物取引業 東京都知事(1)第91766号 

指  定 土壌汚染調査機関指定業者 指定番号 環2003-1-20 

 

■日特建設の売上額推移 
 

年度 2010 2009 2008 2007 2006 

売上高 50,424 57,827 56,950 61,353 68,230 

                                   売上高（百万円） 

■日特建設技術本部の業務概要 

日特建設株式会社では、環境、防災、都市再生関連および維持補修の専門技術により社会貢献

することを経営理念のひとつとして掲げています。これに基づいて、当技術本部は、新技術の研

究、開発、導入ならびに顧客への技術営業、現業部門への技術指導および施工実施権の契約、工

業所有権の出願等に関する業務を担当しています。 

 

１．事業の概要 
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■技術本部 環境方針 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

２．環境方針 
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■環境マネジメントシステム構築から現在までの歩み 

 1999 年 2月に各環境関連部署の環境管理推進

委員から構成される環境委員会事務局を、さら

に 1999 年 10 月に環境管理責任者を委員長とす

る審議機関「環境委員会」を設置し、同年 11 月

に「日特建設株式会社技術本部環境方針」を発

表しました。 

 その後、環境マネジメントシステムの構築を

図り、2000 年 3 月、技術本部として ISO14001

環境マネジメントシステムを審査登録しました。 

 2003 年 3月には第１回更新審査にて登録更新

が承認され、2006 年 2 月には第２回更新審査（移

行審査を含む）にて登録更新および 2004 年版へ

の登録移行が承認されております。更に 2008 年

12 月に第 3 回更新審査にて登録更新が承認され

ております。 

■運用組織             

 環境管理責任者は、環境目的・目標

を達成するために「環境管理計画書」

を策定して、技術本部の環境保全活動

の推進を図るとともに、年度毎の成果

の評価や見直しを行い、次年度の各部

署の目標を立案しております。 

 当技術本部は、2006 年 4 月に組織の

変更が行われ、技術開発・技術営業・

資源管理の３つのグループによりＥＭ

Ｓの運用を行っております。 

３．環境マネジメントシステム 

1999 年 02 月：環境委員会事務局を設立 

 1999 年 10 月：環境委員会設立（委員長：環境管理責任者） 

 1999 年 11 月：「日特建設株式会社 技術本部 環境方針」を策定 

 1999 年 11 月：部署内の環境マネジメントシステムの構築・運用を開始 

 2000 年 03 月：環境マネジメントシステム審査登録（財団法人日本規格協会） 

 2001 年 03 月：第 1回定期維持審査により登録継続の承認 

 2003 年 03 月：第１回更新審査により登録更新の承認 

2003 年 04 月：「日特建設株式会社 技術本部 環境方針」を改訂 

2006 年 02 月：第２回更新審査（移行審査を含む）により登録更新・登録移行の承認 

2008 年 09 月：環境マニュアルを第 20 版に改訂 

2008 年 12 月：第 3回更新審査により登録更新の承認 

 
 

登録番号 JSAE 222 
CM001 

登録者名：日特建設株式会社 技術本部 
登録範囲：環境、防災、都市再生、維持管理関連の建造

物及び施工方法等に関する研究・開発、設計・

検討及び品質試験における、 
①環境有益性評価に基づく、研究・開発テーマ

及び設計・検討の実施 
②事務所での紙使用量・廃棄物排出量の削減 
を推進するための環境マネジメントシステム 
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■環境マネジメントシステム監査 

環境マネジメントシステムが、正しく有効に機能していることを検証し、指摘事項の抽出とそ

の予防処置を行うことを目的に、内部環境監査員による監査と審査登録機関による定期維持審査

で、二重に環境マネジメントシステムを監査する体制を採っております。 
 

・外部審査 

外部審査登録機関による定期維持審査を 2010 年 12 月 3 日に受けた結果、指摘事項 1 件、改善

課題 1 件を受けました。指摘及び観察事項については速やかに是正および予防措置を講じ、今後

も適切な運用を目指します。 
 

・内部監査の実施状況 

 内部監査は環境管理責任者により計画され、環境委員会の審議を経て技術本部長の承認を受け、

2～4 名からなるチームにより実施しております。監査結果は、技術本部長に報告され、経営層の

見直しの重要な資料として活用されます。直近の内部監査の結果については、以下のように総括

され、不適合および指摘については速やかに対応しております。 
 

内部環境監査結果（2010 年 11 月 4 日～11 月 9 日実施） 

 
 

 
■継続的改善 

システムの継続的な向上を目指し、環境目的・目標は年度末に見直しを行い、新たな目標を設

定し活動を行っています。 

技術本部では、毎月実施する全体的な教育と、適宜各グループで実施する教育との 2 本立てで

環境教育を行っております。全体的な教育は、その重要性を再認識し確実に実施させるため、月

に一度の技術本部のミーティングの中で行っています。そのほか、外部機関による内部監査員養

成研修に参加するなどして、環境マネジメントシステムに関する意識・技術の向上に努めており

ます。 

 

 
調査項目 

重大な不適合

 
合 格 

指摘事項および改善課題 

軽微な不適合 

63 59 0

推奨事項 

3 1
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■環境目的・目標 

 日特建設株式会社技術本部環境マネジメントシステムでは、各業務において具体的な目標を定

め、環境負荷低減・環境保全活動を行っています。 

 本マネジメントシステムの特徴は、環境に有害な影響の評価を行い、その低減を行うに留まら

ず、環境に有益な間接的な環境影響を有する土木工法を評価して、その研究・開発および設計・

検討を通じてその工法の普及を図るところにあります。そのために、「環境有益性」の評価手法を

確立させ活用しております。 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

技術本部の環境目的・目標（2010 年度） 

管理区分 環境目的 環境目標 

事務業務 

      

(研究・開発、設

計・検討業務の事

務的側面を含む) 

１．コピー用紙の使用量を減らし 環境への負荷を低

減する。 
２．一般廃棄物のリサイクル率を高めて 環境への負

荷を低減する。 
 

 

① 特に数値目標を置かない。 

 

② 既に定着した、用紙削減、節電とリサイクル活動

を継続する。 

 

研究・開発 

業務 

３．研究・開発業務実施要領で示された適用範囲のう

ち、技術本部の環境目的に示した著しい環境側面（有

益な環境側面）を有する研究開発テーマを実施する。

著しい環境側面（有益な環境側面）に配慮した研究開

発テーマについて、実施計画書に基づいて実施する。 

①ジオファイバー  ②新 ReSP 

 

設計・検討 

業務 

４．設計・検討業務実施要領で示された適用範囲の設

計・検討業務について、 
 ①省エネ       ②省資源 

 ③大気質保全     ④水質保全 

⑤自然環境保全    ⑥地盤環境の保全 

⑦掘削量の削減    ⑧廃棄物の削減 

⑨廃棄物のリサイクル 
上記９項目に該当する場合は確実に配慮する。 

 依頼された設計・検討業務の内有益な環境側面につい

て配慮する比率を前年より増やす。2010 年度の目標は

10 件とする。 

  前年実績件 2 件 
 

４．環境目的・目標達成の状況 

環境有益性の評価 環境有害性の評価 
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■環境目的・目標達成状況 
 
（１）研究・開発および設計・検討業務での活動 

 研究・開発業務、設計・検討業務の実施・達成状況を下表に示します。研究開発業務に関しま

しては、予定していた 2 件について実施することができました。また、設計・検討業務について

は、10 件の目標に対し 8 件と、前年度の 2 件に比べ増えはしたものの目標未達成となりました。

本年度の成果を生かし、本業における設計検討業務について環境を意識することを施策として、

能動的に環境側面について配慮し、次年度は是非とも目標達成できるように努めていく所存です。 
 

取り組み項目 実施内容 達成状況 

研究・開発業務 予定していた 2 件に関して達成できた。 達成率 100% 

設計・検討業務 8 件の設計検討業務について，環境への配慮を実施できた。 達成率 80% 

 
  

（２）事務業務での活動 

・コピー用紙使用量削減 

省資源の立場から、紙の使用量削減、再生紙使用の推進に取り組んでいます。また、分別収集

の容器やリサイクルボックスを設け、紙やゴミの削減とリサイクルによる資源再利用の推進を図

っています。今年度のコピー用紙の使用量は、130.8 千枚と前年度の 138.5 千枚に比べ 6%削減

することができ、リサイクル率についても、今年度 40.5%と昨年度の 36.3%に比べ 4.2%アップ

することができました。 
 

・一般廃棄物リサイクル率の向上 

一般廃棄物を分別し、その発生量の削減を図っております。リサイクル率の実績としては、

31.0％となり、前年度の 30.6%とほぼ同等の結果となりました。一般廃棄物とも既にリサイクル

が定着しておりますが、今後もより向上できるようさらなる改善を行なうことが大切だと考えて

おります。 

 

取り組み項目 実施内容 今年度 昨年度 達成状況 

コピー用紙の一人当りの使

用枚数 
3,551 枚/人 4,074 枚/人 前年度比 12.8％DOWN 

紙の消費量削減 
コピー用紙の裏面利用等に

よるリサイクル率の向上 
40.5 ％ 36.3 ％ 前年度比 4.2％UP 

一般廃棄物 

リサイクル率の向上 
リサイクル促進 31.0 ％ 30.6 ％ 前年度比 0.4％UP 
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日特建設技術本部では従来から環境にやさしい技術の開発・普及を目指して参りました。今年

度も引き続き環境に配慮した技術の研究・開発を進めるとともに、環境の保全に貢献すべく、設

計・検討業務を通じて、それらの技術の提案・普及を図って参りました。以下にその一部を、当

社の特徴である「環境」、「防災」、「都市再生」、「維持補修」に従ってご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．環境保全への取り組み ～環境配慮型技術の開発・普及～ 

自然環境の保全と回復 

開発や災害によって裸地化した斜面が、自然の回復力で再び緑を取り戻すためには、長い年月が

必要です。緑化には景観上の問題だけでなく、防災的役割や自然環境の保全の役割も期待されます。

当社は、特色ある斜面の景観・自然環境の保全・回復技術を開発・保有しており、その豊富な実

績に基づいて、これら環境にやさしい工法を幅広く設計・検討に活用しています。 

循環型社会をめざすリサイクル技術 

当社は、社会的課題となっている産業廃棄物のリサイクル向上技術を基に、循環型社会の形成に

向けた取り組みを行っています。特に建設現場で発生する現地発生土、伐採樹木の有効活用を目指

した緑化工法を開発しています。 

環境 

環境 

ジオファイバー工法 

既存木を残したまま急傾斜地崩壊対策を行
いました。 
川・川岸・民家などの周辺環境とジオファイ

バー工法で対策した法面とが一体となり、自然
との調和が図られています。 
ジオファイバー工法の特徴である連続繊維

補強土の厚い基盤を生かしてモミジやカエデ
を植栽し、季節が感じられる法面となりまし
た。 

ネッコチップ工法 

現地発生土や表土と伐採木をチップ化して混合し、植生基盤
材とします。 
現場で発生する廃棄物を有効活用したリサイクル緑化工法で

す。 
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大容量・急速施工の液状化対策 
注入工法 

 
エキスパッカ-N工法は、高速・広範囲

に注入材を吐出できる特殊な注入管に

よって、既設構造物に影響を与えるこ

となく、スピーディに地盤を改良する

液状化対策注入工法です。改良径3mの

造成が可能なため削孔本数が大幅に低

減でき、省資源・低コストの地盤改良

工法です。 

液状化対策技術 

近年、日本各地で大地震の発生が予想されており、既設構造物やその周辺、護岸やタンクの基礎

等の耐震補強として液状化対策が求められています。このような場所では、建物の真下の対策が難

しいことなど施工条件が厳しく、地上から大型機械で行う液状化対策では施工することができませ

んでした。当社では、浸透性の優れる恒久グラウトを使用して、注入技術による既設構造物の液状

化対策を行っています。 

 

環境にやさしい防災技術 

当社は、環境・防災・維持管理関連の専門技術を得意とする建設会社として、環境に配慮した防

災技術の開発を進めて参りました。これらの技術のさらなる環境影響低減を目指して研究・開発を

進めるとともに、設計・検討を通じて技術の普及を図っております。 

防災 

法面の浸食防止 

ジオファイバー工法により、海

岸法面の浸食防止とともに景観

改善を行いました。 

崩壊斜面の復旧 

土砂崩れの斜面をジオファイバ

ー工法によりコンクリートを使

わずに復旧しました。 

災害防除工事 

現場発生土を有効活用するカエ

ルドグリーン工法により、道路法

面を緑化しました。 

防災 
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トンネル補修工、橋脚補強工、表面被覆工 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

構造物の補修補強技術 

これまでコンクリート構造物はメンテナンスフリーと考えられていました。しかしながら、近年、

高度経済成長期に建設された構造物は、高齢化を迎え予防保全的な維持管理よる延命化が求められて

います。 

過去のマニュアルの見直しをはじめ新技術・工法の開発も活発であり、更に補修･補強工事におい

ては現状を把握した対応（技術提案等）能力が施工者へ求められている現状にあります。日特建設で

は保有技術はもとより、施工実績による技術蓄積や新技術を広く吸収・活用することにより、環境負

荷に配慮した補修･補強工法を展開します。 

水を汚さないセメント充填工法 

構造物の補修・補強を目的として、そのひび割れやすき間にセメント系の材料を注入する工事をセ

メント充填工事（グラウト工事）と言います。 

これまで水辺の構造物（ダム、河川護岸、港湾岸壁等）を対象とするセメント充填工事では、ひび

割れやすき間から、まだ固まらないセメントが溶け出して水質を汚染する心配がありました。一方、

セメントを水に溶けにくくする混和剤（水中不分離剤）を使用すると、材料の流動性や強度が必要以

上に低下するという問題がありました。 

日特建設は、２種類の特殊な増粘剤を用いることで、流動性の調整が可能で、強度が高く、しかも

水に溶けにくいセメント系の材料とその充填工法を開発しました。今後、水辺の構造物の充填におい

て、環境に与える負荷を低減しながら、設計上のさまざまな要求に応えることができます。 

維持 

管理 

維持 

管理 

パフェグラウト工法 
 多様な配合設計が可能なパフェグラウ

ト（セメント系材料）と高品質な制御を

行うパフェプラント（充填装置）を組み

合わせた新しいセメント充填工法。 
パフェグラウトは流動性の調整が可能

で強度が高く水に溶けにくいので（左写

真参照）、パフェグラウト工法は水辺の構

造物の充填を初めとして多方面で実績が

ある（右写真参照）。 
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騒音・振動を押さえた既存杭撤去工法 

社会環境の大きな変化や、都市問題の顕在化により、「都市の再生」への取り組みが強く求められ

ております。当社は得意とする掘削、地盤改良の分野で、都市環境の改善に寄与できる技術の開発・

普及に努めて参りました。都市土木においては、建設発生土などの産業廃棄物発生の抑制、騒音・

振動などの低減が求められます。当社は排泥や騒音・振動の少ない工法の開発に取り組み、その成

果を設計・検討に取り入れることにより普及を図っております。 

静かで安全・確実な杭撤去工法 
 
近年、建築物の老朽化が進み、場所打ち杭が

多く採用されている建物の解体・立替え工事

が増加しています。Ｒｅ．ボーン-パイル工

法は、在来の全周オールケーシング機を使用

し、2 枚の切断翼で既存杭や地中構造物を地

中で切断・撤去する工法です。 

都市 

再生 
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 技術本部で該当する直接的な法規制は、実験に伴い発生する産業廃棄物のマニフェスト交付と

浄化槽管理（埼玉試験所）にかかわる法規制のみであり、適正に対応しております。 

 

 

 

■ 主な技術展示会出展の実績（2010 年度） 

展示会名称 主催 会場 期間 展示内容・工法 

ＥＥ東北'10 
国土交通省 

東北地方整備局 
夢メッセみやぎ 

6 月 2 日(水) 

～ 

6 月 3 日(木) 

ReSP 工法 

ネッコチップ工法 

ジオファイバー工法 

コンクリートテクノプラ

ザ 2010 

（社）日本コンクリート

工学協会 
大宮ソニックシティー

7 月 7 日(水) 

～ 

7 月 9 日(金) 

キロ・フケール工法、

ReSP 工法、 

パフェグラウト工法 

福岡新技術・新工法ライ

ブラリー技術展示会 

財団法人福岡県建設技

術情報センター 

福岡県建設技術情報セ

ンター 
7 月 23 日(金) 

パフェグラウト工法、 

カエルドグリーン工法 

第 45 回地盤工学研究発

表会(技術展示コーナー) 
(社)地盤工学会 

愛媛大学  

城北キャンパス  

8 月 18 日(水) 

～ 

8 月 20 日(金) 

㈱不動テトラとの共同

出展/ 

ジオファイバー工法、 

パフェグラウト工法、 

Licos、Aki-Mos 

第 6 回建設資材権産品フ

ェア 
埼玉県 

さいたま新都心駅 

改札口前 

8 月 25 日（水） 

～ 

8 月 27 日（金） 

パフェグラウト工法、 

キロ・フケール工法 

フクイ建設技術フェア

2010 

（財）福井県建設技術公

社 
福井県産業会館 

9 月 29 日(水) 

～ 

9 月 30 日(木) 

パフェグラウト工法 

カエルドグリーン工法 

ReSP 工法 

ジオファイバー工法 

びわ湖環境ビジネスメッ

セ 2010 

滋賀環境ビジネスメッ

セ実行委員会 
長浜ドーム 

10 月 20 日(水) 

～ 

10 月 22 日（金） 

ジオファイバー工法、 

カエルドグリーン工法、

パフェグラウト工法 

九州建設技術フォーラム

2010 

国土交通省 

九州地方整備局 
福岡国際会議場 10 月 21 日（木） ジオファイバー工法 

建設技術フェア 2010in

中部 

国土交通省 

中部地方整備局 

中部地方整備局 

中部技術事務所 
11 月 4 日(木) 

Re ボーンパイル工法、

キロ・フケール工法、 

ジオファイバー工法 

ハイウエーテクノフェア

2010 

財団法人  

高速道路調査会 
東京ビッグサイト 

11 月 11 日(木) 

～ 

11 月 12 日(金) 

ReSP 工法、 

パフェグラウト工法、 

Licos、Aki-Mos 

建設技術展 2010 近畿 
国土交通省 

近畿地方整備局 
マイドームおおさか 

12 月 2 日(木) 

～ 

12 月 3 日(金) 

㈱不動テトラとの共同

出展/ 

ジオファイバー工法、 

パフェグラウト工法、 

Re ボーンパイル工法、

Licos、Aki-Mos 

６．環境に関する法律遵守の状況 

７．環境情報開示 
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■環境報告書 

日特建設技術本部では、2001 年より前年度の環境に関する活動状況

を年次報告「環境レポート」としてまとめ、ホームページ上で公表し

ています。 

 

■インターネットホームページでの情報開示 

当社ホームページに、環境レポート、技術本部で研究・開発および設

計 ・ 検 討 し て い る 工 法 の 技 術 説 明 を 掲 載 し て い ま す 。              

日特建設ホームページ：http://www.nittoc.co.jp 
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 環境保全活動の効率的な推進と、正確な情報開示を目的に 2001 年度より環境会計を導入いた

しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 環境保全コスト 
 

 
 

費用額（千円） 分類 主な取り組み内容 

2010 年度 2009 年度 2008 年度 2007 年度

公害防止コスト 水質汚濁などの公害防止対策など 13 13 150 150

地球環境コスト 地球温暖化防止対策など 0 0 0 0

事

業

エ

リ

ア

内 
資源循環コスト 

廃棄物の分別、リサイクル、適正

処理など 
3,555 715 1,775 941

上下流コスト 
環境に配慮した設計・検討に係る

人件費 
777 194 759 914

管理活動コスト 
環境マネジメントシステム維持お

よび教育 
2,729 2,747 2,860 3,612

研究開発コスト 
環境に有益な研究テーマの研究開

発費 
22,791 23,748 22,950 40,105

社会活動コスト 
環境情報公開、地域環境保全活動

への協力 
0 0 0 0

合計  29,864 27,417 27,209 46,555

８．環境会計 

●対象期間：2010 年 4 月１日～2011 年 3 月 31 日 

●集計範囲：日特建設株式会社 技術本部 

●算定基準：環境省「環境会計ガイドブック 2005 年度版」、（社）日本建設業団体連合会他

「建設業における環境会計ガイドライン（2002 年版）」を参考に、当技術本部の実情

を考慮して集計しました。人件費は環境に有益な研究テーマに対する比率で按分集計

しました。減価償却費は含めておりません。環境保全効果は数量把握可能なものにつ

いてのみ記載しました。電力、一般廃棄物については、技術本部が入居する当社分室

ビル全体の量（約 200 名所属）で計量しております。削減量は前期と今期の環境負荷

総量の差として記載しております。 



 

  
15

 
 

■環境保全効果 
指標の値 

効果の内容 指標の分類 単位 
削減量 2010 年度 2009 年度 2008 年度 2007 年度

コピー用紙

使用量 
枚 
 

7,700 130,800 138,500 145,000 144,000

電気使用量 千 kWh ▲18 351 333 374 421

事業活動に

投入する資

源に関する

効果 
グリーン購

入 
購 入 比 率

（％） 
－ － － － －

温室効果ガ

ス排出量 
t-CO2 ▲7 133 126 141 159

一般廃棄物 kg／年 5,303 12,592 17,895 12,940 13,958

産業廃棄物 ｍ3 ▲134.5 134.5 0 0 76.7

事業活動か

ら排出する

環境負荷及

び廃棄物に

関する効果 

再生利用さ

れる廃棄物 
kg／年 2,234 5,649 7,883 7,659 7,955

 

 

 

 

 

 

 

■結果と今後の取り組みについて 

環境保全効果については、コピー用紙使用量を約 5.5%削減しましたが、電気使用量は前年度比

で 18 千 kWh 増加しています（平成 24 年 4 月より、緑興産が当ビルに入居したため）。この結果、

温室効果ガス排出量も 7ｔ増となっています。 

また、廃棄物に関しては今年度は埼玉試験所にて産業廃棄物を排出しましたが、一般廃棄物、

再生利用される廃棄物では削減効果が現れております。今後も、さらなる廃棄物の削減、および

リサイクル率の向上に努めていきたいと考えています。 

  

 
 

 

 温室ガス効果ガス排出量の算出は、環境省地球環境局「事業者からの温室効果ガス排

出量算定方法ガイドライン（試案 Ver1.6、平成 15 年 7 月）」に拠りました。 
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お問い合わせは 

 
■連絡先 

この環境レポートの内容については，以下の連絡先にお願いいたします。 

日特建設株式会社 技術本部 環境委員会事務局 

住所：〒104-0044 東京都中央区明石町 13 番 18 号日特建設明石町分室ビル 

TEL  03-3542-9110  FAX  03-3542-9118 Ｅ-mail：gijyutuhonbu@nittoc.co.jp 
 
 
 
 
 
 
 

日 特 建 設 株 式 会 社           
    

    

本  店 〒104-0061 東京都中央区銀座 8-14-14 銀座昭和通りビル Tel.03(3542)9111 

    

●札幌支店 〒004-0041  札幌市厚別区大谷地東 4 丁目 2 番 20 号  

    第 2 西村ビル 1F Tel.011(801)3611 

●東北支店 〒982-0036  仙台市太白区富沢南 1 丁目 18 番 8 号 Tel.022(243)4439 

●東京支店 〒104-0044  東京都中央区明石町 13 番 18 号  

    日特建設明石町分室ビル 5、6F Tel.03(3541)6221 

●北陸支店 〒950-0864  新潟市東区紫竹 5 丁目 26 番 1 号 Tel.025(241)2234 

●名古屋支店 〒450-0002  名古屋市中村区名駅 3 丁目 21 番 4 号  

    名銀駅前ビル 4F Tel.052(571)2316 

●大阪支店 〒530-0028  大阪市北区万歳町 4 番 12 号 浪速ビル 8F Tel.06(6312)4621 

●広島支店 〒730-0803  広島市中区広瀬北町 3 番 11 号  

    和光広瀬ビル 9F Tel.082 (231)2109 

●九州支店 〒812-0027  福岡市博多区下川端町 1 番 3 号  

    明治通りビジネスセンター別館 Tel.092(271)6461 

●直轄グラウト部 〒104-0044 東京都中央区明石町 13 番 18 号  

    日特建設明石町分室ビル 3F Tel.03(3542)9131 
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