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ごあいさつ

本年 2002 年 8 月から 9 月にかけ
て、ヨハネスブルグサミットが開催
されました。この会議は、10 年前の
リオ･デ･ジャネイロで採択された｢ア
ジェンダ 21｣の実施状況や、新たに生
じた課題等を検証し、今後の取組の
強化を図るものです。さらに、地球
温暖化を抑制するための数値目標を
設定する京都議定書についても、我
が国をはじめ各国の批准が進み、発
効が目前となってきております。国
際舞台においては、このように環境
が最重要の課題として議論されてお
ります。
当社は、土木の専門工種に特化した
業者として、その得意技術につい
て、多くの環境保全に配慮した技術
を開発して参りました。これらの成
果を皆様にご報告するため、昨年初
めて環境レポートを発行致しまし
た。今年は２回目として、さらに充
実を図りました。ご高覧のうえ、ご
意見などをお寄せいただければ幸い
に存じます。
当社技術本部は、様々な環境関連業
務に関わっておりますが、それらを
大別すると、今回の内容について言
えば、特に
「河川環境の復元と創出」
「斜面の景観･自然環境の保全･回復」
「都市再生に貢献する環境技術」
の３つに関わる業務が大きな比重を
占めてきています。
今後とも、このように環境関連技術
に強い日特建設としての活動にご注
目いただき、深い理解とご支援を賜
りますようお願い致します。

2002年 9月
取締役 副社長

　皐  守 宏     
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１．業務概要１．業務概要１．業務概要１．業務概要

■■■■日特建設の事業概要日特建設の事業概要日特建設の事業概要日特建設の事業概要

日　特　建　設　株　式　会　社日　特　建　設　株　式　会　社日　特　建　設　株　式　会　社日　特　建　設　株　式　会　社
商　　号商　　号商　　号商　　号

NITTOC CONSTRUCTION CO.,LTD.

本　　店本　　店本　　店本　　店 東京都中央区銀座8丁目14番14号

設　　立設　　立設　　立設　　立 昭和22年12月17日

発行済株式総数 41,065千株

資　　本　　金 73億円資　　本資　　本資　　本資　　本

東京証券取引所 第一部上場

技術系社員 1,041名

事務系社員 224名社員数社員数社員数社員数

計 1,265名

営業種目営業種目営業種目営業種目 総　合　建　設　業

・土木　・建築　・開発

・基礎　・環境

・地質コンサルタント

許　　可許　　可許　　可許　　可 建設業許可　特定建設業 建設大臣(特-8)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11第15号

測量業者登録 登録番号 第(11)-435号

登　　録登　　録登　　録登　　録

地質調査業者登録 登録番号 質9第2号

免　　許免　　許免　　許免　　許 宅地建物取引業 建設大臣免許(6)3193号

■■■■日特建設の売上額（連結決算）日特建設の売上額（連結決算）日特建設の売上額（連結決算）日特建設の売上額（連結決算）

売上高（百万円）

決算年月決算年月決算年月決算年月 平成14年3月 平成13年3月 平成12年3月

売上高売上高売上高売上高 115,652 131,334 130,838

■ 日特建設技術本部の業務概要日特建設技術本部の業務概要日特建設技術本部の業務概要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、維持管理関連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、

導入ならびに同工事に関する技術営業、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。

■■■■この環境レポートの範囲この環境レポートの範囲この環境レポートの範囲この環境レポートの範囲

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。

■ 連絡先連絡先連絡先連絡先

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致します。

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

■■■■対象期間対象期間対象期間対象期間　　平成 13年 4月 1日～平成 14年 3月 31日
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２．マネジメントシステムの概要２．マネジメントシステムの概要２．マネジメントシステムの概要２．マネジメントシステムの概要

■■■■環境方針環境方針環境方針環境方針

日特建設株式会社　技術本部　環境方針

日特建設は、環境、防災、維持管理関連の専門技術を得意とする総合管理力のある建
設会社として、広く社会に貢献することを経営理念のひとつに掲げている。
当技術本部は、この経営理念に基づき、限りある資源の有効活用と環境への負荷低減

のため、資源循環社会の構築に向けた研究・開発及び設計・検討等を進めるとともに、生
命体や生態系のあり方に学び、真の環境共生型保全技術の研究・開発及び設計・検討によ
って、その最適環境の創造を図るなど、地球環境の保全に取組み広く社会に貢献するた
め、下記の事項を業務活動の指針と定める。

１．当技術本部は、地球環境の保全活動を事業活動
の一つと位置付ける。地球環境への負荷低減を
目指し、環境マネジメントシステムの改善を図
るとともに継続的向上に努める。

２．限りある資源の有効利用と環境への負荷低減に
向けた資源循環社会と、人を含む地球上の生物
の環境共生型社会の構築に向けた研究・開発及
び設計・検討等を進める。

３．廃棄物量低減、リサイクル率向上、省資源、省
エネルギー、生態系保全、景観保全、環境保全
型商品利用の促進などを目指した活動を推進す
る。

４．環境関連の法規制、協定書、顧客及び業界の要
求事項を遵守し、環境保全に関する社会的責務
を積極的に果たす。

５．技術本部の要員への環境教育を実施し、環境保
全意識の向上に努める。

６．顧客及び地域社会との協調を図るため、必要に
応じ環境方針及び環境保全活動の実施状況を公
開する。

平成 14年 7月 1日　　日特建設株式会社　　技術本部長　皐　守　宏
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■■■■システム構築から現在までの歩みシステム構築から現在までの歩みシステム構築から現在までの歩みシステム構築から現在までの歩み

平成 11 年 2 月に設立された環境委員会事務局
は、各環境関連部署の環境管理推進委員から構成

される組織です。また、平成 11 年 10 月に設立さ
れた環境委員会は、各環境関連部署の管理責任者

から構成される組織です。委員会及び委員会事務

局では「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、年度ごと

の成果の評価や見直しを行い、次年度の各部署の

目標を立案しています。

平成 11年 10月に環境管理責任者を委員長とす
る環境に関する審議機関である「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、平成 12 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。また、

平成 13 年 3 月の第
1 回定期維持審査、
平成 14 年 4 月の第
2 回定期維持審査に
より、登録継続が承

認されております。

■■■■運用組織運用組織運用組織運用組織

当技術本部は、1 都２県にある合計 7
つの部署に分かれております。環境マネ

ジメントシステム構築にあたり、管理を

効率的にするために、明石町、埼玉、筑

波の各サイトにまとめ、３サイトにおい

て管理を行っております。

■■■■環境マネジメントシステム環境マネジメントシステム環境マネジメントシステム環境マネジメントシステム

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、各サイトにおい

て、具体的な目標を定め、環境負荷低減、

環境保全活動を行なっています。

以下に業務管理区分ごとの環境目的

と環境目標の概要を示します。なお、各

サイトでも数値目標を掲げ、環境負荷低減、環境保全活動に努めています。

技術本部環境マネジメントシステム運用組織図技術本部環境マネジメントシステム運用組織図技術本部環境マネジメントシステム運用組織図技術本部環境マネジメントシステム運用組織図

技術本部長

審査登録対象

環境委員会

事 務 局

環境委員会

環 境 管 理

責 任 者

事務部

技術部
明石町

サイト

埼玉試験所

開発部
埼　玉

サイト

緑化工試験所

地質部

筑波研究所
筑　波

サイト

技術系：26 名

事務系：3 名
（H14.3.31 現在）

登録者名：日特建設株式会社　技術本部
登録範囲：環境、防災、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、試験所、研究所内での紙使用
量・電力消費量・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

JIS Q 14001:1996
ISO  14001:1996
登録番号　JSAE 222

EMS Accreditation
RE005

平成 11 年 2 月：環境委員会事務局を設立

平成 11 年 10 月：環境委員会設立（委員長：環境管理責任者）

平成 11 年 11 月：「日特建設株式会社　技術本部　環境方針」を策定

平成 11 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

平成 12 年 3 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）

平成 13 年 3 月：第 1 回定期維持審査により登録継続の承認

平成 14 年 4 月：第 2 回定期維持審査により登録継続の承認
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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はかるところにあります。そのために、「環境有益性」の評価手法

を活用しております。

技術本部の環境目的・目標技術本部の環境目的・目標技術本部の環境目的・目標技術本部の環境目的・目標

管理区分管理区分管理区分管理区分 環境目的環境目的環境目的環境目的 平成平成平成平成 13131313 年度環境目標年度環境目標年度環境目標年度環境目標

再生紙（グリーンマーク等認定）を使用

する。

コピー用紙の使用量を 2002 年度まで

に、2000 年度対比で 2％削減する。

紙の消費を 2000 年度対比で 1％
削減する。

定常時の電力消費を 2002 年度まで

に、2000 年度対比で 2％削減する。

（動力の消費電力を除く）

電力消費を 2000 年度対比で 1％
削減する。

事 務 業 務事 務 業 務事 務 業 務事 務 業 務

（研究・開発、設（研究・開発、設（研究・開発、設（研究・開発、設

計・検討等業務計・検討等業務計・検討等業務計・検討等業務

の事務的側面をの事務的側面をの事務的側面をの事務的側面を

含む）含む）含む）含む）
一般廃棄物を分別し、発生量を 2002
年度までに、2000 年度対比で 2％削減

する。

一般廃棄物の発生を 2000 年度対

比で 1％削減する。

研究・開発業務研究・開発業務研究・開発業務研究・開発業務

選定、承認された環境負荷低減、環境

保全技術に関する研究・開発テーマを

実施する。

環境に有益な影響を及ぼすと特定さ

れた 6 件の研究・開発テーマを実施

する。

設計・検討業務設計・検討業務設計・検討業務設計・検討業務

選定、承認された著しい環境側面（有

益な環境側面）のいずれかを確実に配

慮した設計・検討提案を実施する。

依頼された設計・検討業務のうち､

40％以上について著しい環境側面

（有益な環境側面）を配慮した設計・

検討業務を実施する。

環境有益性の評価 環境有害性の評価



３．環境目標達成の状況３．環境目標達成の状況３．環境目標達成の状況３．環境目標達成の状況
研究開発・設計検討業務での活動研究開発・設計検討業務での活動研究開発・設計検討業務での活動研究開発・設計検討業務での活動
⑥⑥⑥⑥

以下の表に記したように、研究開発,設計検討業務いずれも、年度の目標値を達成することがで
きました。

取り組み項目取り組み項目取り組み項目取り組み項目 実施内容実施内容実施内容実施内容 達成率（％）達成率（％）達成率（％）達成率（％）

研究･開発業務研究･開発業務研究･開発業務研究･開発業務
目標に掲げた 6 件の環境に有益な影響を及ぼすと

特定された研究･開発テーマを実施した。
100

設計･検討業務設計･検討業務設計･検討業務設計･検討業務
26 件の設計･検討業務のうち、54％(14 件)につい

て、環境配慮を実施できた。
140

当社では従来から地盤環境にやさしい技術の開発・普及を目指していますが、今年度は特に、

「河川環境の復元と創出」、「斜面の景観・自然環境の保全・復元」、「都市再生に貢献する環境技

術」等に力を入れて研究・開発、設計検討業務を行ってまいりました。以下にその成果の一部を

ご紹介いたします。

◆脱コンクリート護岸≪ジオファイバー工法による河川整備≫

近年、河川本来の環境、景観等の保全・創出を目指す「多自然型川づくり」が積極的に推進さ

れております。その一環として当社では、砂質土と連続繊維を使った複合補強土工法ジオファイ

バーを河川護岸に適用した「緑の護岸」工法を提案し、いくつかの現場において適用を図ってお

ります。これにより、従来のコンクリート護岸にかわって、治水上の安全確保と自然環境、景観

の保全・創出が両立できる護岸が可能となりました。今年度は、水理モデルによる侵食・耐流速

性試験、寒冷地における適用試験を実施し、条件の厳しい河川への適用性を検証・確認いたしま

した。

◆河川水質浄化≪窒素･リン対策型浄化施設の開発≫

河川・湖沼の富栄養化防止には、有機物、浮遊性物質の除去

に加え、窒素･リンの除去効果が高いとされており、維持管理

の容易な浄化施設の開発が期待されております。

当社は、BOD に加え窒素･リンの除去も可能なシステムの開

発をめざし、平成 10、11 年度に、千葉県水質保全研究所(現

千葉県環境研究センター)、千葉県環境部との共同研究を民間

河川環境の復元・創出技術河川環境の復元・創出技術河川環境の復元・創出技術河川環境の復元・創出技術

侵食・耐流速性試験 寒冷地での適用試験緑の護岸

適用試験実施施設
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２社とともに実施しました。この成果を踏まえ、現在「千葉方式研究会」を発足し、実用化に向

けたさまざまな研究を進め、高効率な浄化システムの開発に取り組んでおります｡今年度は千葉

県八日市場市のご協力のもと、既存浄化施設での適用試験を行い、その浄化効果の検証および更

なる改良に向けた長期的データの収集を進めております。

◆ダム原石山、地震による崩壊斜面の景観復旧対策

開発や災害によって裸地化した斜面が、自然の回復力で森林化するには、長い年月が必要で

す。裸地化した斜面を放置しておくと、景観上の問題だけでなく、風化・侵食が進み、崩落・崩

壊の発生にもつながるため、早急な表面保護と植生の回復対策が必要となります。

当社は、斜面の樹林化工法「ファイバーソイル緑化ステップ工法」、現場発生材のリサイクル

システム緑化工法（ネッコチップ工法）、既存樹木の保全や水辺の緑化ができる複合補強土工法

（ジオファイバー工法）をはじめとし、特色ある斜面の景観・自然環境の保全・回復技術を保有

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。

◆伐採木リサイクル技術の開発≪ネッコチップ工法≫

造成工事等の工事現場から伐採・除根された枝葉・

幹・根などの処分方法は、これまで場内で野焼き焼却さ

れたり、埋立て利用または場外へ廃棄物として搬出され

てきました。 ネッコチップ工法は、これら伐採樹木等
を場内でリサイクル化（環境リサイクル化）させるため、

伐採材（枝葉・幹・根）を針状にチップ化したものと、

現地の表土等の粘性土を混合して、法面に蒔き出す、自

然還元型のリサイクル法面緑化工法です。これにより当

社では、ゼロエミッションを目指した自然還元型のリサ

イクル法面緑化を各地で実施しています。今年度は様々

な条件の法面において適用できるように、高所施工機械

の開発を目指して現場適用試験を行いました。

ジオファイバー工法

斜面の景観・自然環境の保全・回復技術斜面の景観・自然環境の保全・回復技術斜面の景観・自然環境の保全・回復技術斜面の景観・自然環境の保全・回復技術

ファイバーソイル緑化ステップ工法 ネッコチップ工法
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◆現地発生土リサイクル技術の開発

                        ≪カエルドグリーン工法≫

当社では、建設発生土のリサイクルをめざし、現地発生土を吹

付造成可能な緑化生育基盤として活用していくリサイクル技術カ

エルドグリーン工法の確立を目指しております。これは、建設発

生土に改良剤などを添加して改良し、従来型技術である厚層基材

吹付工に代わる新らたな緑化工法の確立を目的とするものです。

今年度は室内試験等で使用可能な土の範囲を特定するとともに、

試験的な実施工を数件実施いたしました。今後品質の検証、施工

方法の確立を目指していきます。

◆斜面環境保全のための基礎研究

自然環境を相手にする技術のレベルアップには、地道な基礎研究が欠かせません。当社は、自

社施工法面のうち約 40箇所の法面をピックアップし､長期にわたる植生の推移（植栽木や播種植
物の生育経過）や生育基盤の変状などの調査を続けております｡また、土木工事等による生態系

への環境影響の予測・低減技術の提案を目的とする財団法人土木研究所との共同研究に参画し、

調査・研究を進めております。

◆都市環境汚染の解消≪汚染地盤改良技術の開発≫

当社では、これまでに得意とする掘削技術、地盤改良技術を応用して、有機塩素系、重金属、

油類の処理等、様々な汚染地盤改良工事を実施してきました。今後はさらに、当社の得意とする

ボーリング技術、地質調査技術等を活用した汚染状態調査技術、また、土壌浄化技術を組み合わ

せることにより、総合的な土壌汚染対策技術の構築を目指しております。その一環として今年度

は、汚染地盤解析技術の開発、調査結果を基に設計を行う場合の工種選定フローの作成を行いま

した。

都市再生に貢献する環境技術都市再生に貢献する環境技術都市再生に貢献する環境技術都市再生に貢献する環境技術

ＰＲＳ工法連続乾燥炉不活性ガス併用全旋回掘削 地下水流動解析（濃度コンター図）

ジオファイバーにより景観・自然環境復元を図った法面の追跡調査結果

施工直後施工直後施工直後施工直後 2222 年後年後年後年後 8888 年後年後年後年後



◆クリーン工法による都市再開発をめざして≪廃泥水の少ない地盤改良技術≫

クリーンジェット（Ｃ－ＪＥＴ）工法は排泥水に硬化材が極力混入しないよう、泥水と硬化

材を分離し、セメント廃棄量を低減するとともに、造成時間を短縮し排泥水量そのものも減量化

した高圧噴射撹拌工法です。平成 12 年 3 月 27 日には、（財）先端建設技術センターより、技術
審査証明を取得しております。今年度は、適用可能な地盤条件の範囲を拡大を目指して、装置の

改良および現場実証実験を実施し、硬質粘性土地盤などへの適用性を確認いたしました。

「環境に有益な影響を及ぼすと特定された研究･開発」により開発された工法は、さらなる環

境への有益性の向上をめざし継続的に改良を行っておりますが、平行して実施工への適用をはか

り、普及させていくことを目指しております。すでに実用段階に入っている４工法について、今

年度の採用実績を示しました。

C-JET工法の概要

地盤環境にやさしい技術の普及地盤環境にやさしい技術の普及地盤環境にやさしい技術の普及地盤環境にやさしい技術の普及
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H9年度 H10年度 H11年度 H12年度 H13年度

ジオファイバー

ネッコチップ

カエルドグリーン

C-JET

平成 13 年度 採用実績

195195195195件件件件 6666件件件件

21212121件件件件
８件８件８件８件
採用件数（ジオファイバー工法のみ×10 件）
⑨⑨⑨⑨
ジオファイバー工法ジオファイバー工法ジオファイバー工法ジオファイバー工法
 カエルドグリーン工法カエルドグリーン工法カエルドグリーン工法カエルドグリーン工法
ネッコチップ工法ネッコチップ工法ネッコチップ工法ネッコチップ工法
 CCCC－－－－JETJETJETJET 工法工法工法工法
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■■■■紙の使用量削減紙の使用量削減紙の使用量削減紙の使用量削減

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、各サイ

トのフロアに分別収集の容器やリサイクルボックスを設け、サイト内の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。しかし、今年度は平成 12 年度報告書の提出
用コピー用紙の購入枚数が増加したため、削減量に対して 2.8％の増加となりました。今後は
委託業務の報告書を遅滞なく提出し、また、ミスコピー用紙の削減に努めていきます。

■■■■電力消費量の削減電力消費量の削減電力消費量の削減電力消費量の削減

電力消費量について、消灯の徹底、エアコンの設定温度管理により消費量の削減を図ったと

ころ、1.7％の削減となりました。関係部署への協力要請を進め、削減に努めております。
■■■■一般廃棄物排出量の削減一般廃棄物排出量の削減一般廃棄物排出量の削減一般廃棄物排出量の削減

一般廃棄物を分別し、その発生量の削減をはかりました。特に、当技術本部では、事務業務

にともなう文書の廃棄量が多かったため、これをリサイクルのための資源として回収する努力

により、5.6％と大幅な削減を行うことができました。
■■■■グリーン購入グリーン購入グリーン購入グリーン購入

事務用品を購入する際に、環境への負荷ができるだけ少ないグリーンマーク・エコマーク認

定商品を選んで購入しています。各サイトの購入状況（購入率）は明石町サイトで 56％、筑
波サイトで 91％、埼玉サイトで 100％、全体で 86％（163／190 件）です。今後も環境負荷
の少ない商品購入に努めていきます。

取り組み項目取り組み項目取り組み項目取り組み項目 実施内容実施内容実施内容実施内容 削減目標削減目標削減目標削減目標 削減量削減量削減量削減量 削減率（％）削減率（％）削減率（％）削減率（％）

紙の消費量削減紙の消費量削減紙の消費量削減紙の消費量削減
コピー用紙の裏面利用

等による削減の促進
2,412 枚 -6,800 枚 増加 2.8

電力消費量削減電力消費量削減電力消費量削減電力消費量削減
消灯の徹底、エアコンの

設定温度管理
4,511kWh 7,809kWｈ 削減 1.7

一般廃棄物排出量の削減一般廃棄物排出量の削減一般廃棄物排出量の削減一般廃棄物排出量の削減 古紙へのリサイクル推進 361.6kg 2,016 kg 削減 5.6

4444．内部監査．内部監査．内部監査．内部監査

内部環境監査は、環境マネジメントシステムの中で特に重視されています。技術本部では、

内部環境監査員による監査と審査登録機関によるサーベランスで、二重に環境マネジメントシス

テムを監査する体制をとっています。

○内部監査の目的

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か検証し、不適合の抽出とその予

防処置を行います。

○内部環境監査の特徴

・環境管理責任者により計画され、環境委員会の審議をへて技術本部長の承認により実施さ

れます。

事 務 業 務 で の 活 動事 務 業 務 で の 活 動事 務 業 務 で の 活 動事 務 業 務 で の 活 動
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・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。

・内部監査は、2～4名からなるチームにより実施されます。
○平成 13年度内部環境監査の実施状況

平成 13 年 11 月 1～8 日にかけて、明石町、筑波、埼玉の各サイトおよび、環境管理責任
者、環境委員会事務局に対して実施されました。その結果、以下のように総括され、不適合

および推奨事項について、是正されました。
不適合および指摘不適合および指摘不適合および指摘不適合および指摘

調査項目調査項目調査項目調査項目 合格合格合格合格
軽微な不適合軽微な不適合軽微な不適合軽微な不適合 重大な不適合重大な不適合重大な不適合重大な不適合 推奨事項推奨事項推奨事項推奨事項

136 127 7 2 0

５．環境教育５．環境教育５．環境教育５．環境教育

当技術本部の環境教育は、毎月実施する全体的な教育と、適宜、各サイトで実施する教育

との 2 本立てで行っております。全体的な教育については、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ミーティングの中で行っています。また、内部監査員

養成研修を行い、環境に関する意識の向上に努めております。

６．社会貢献６．社会貢献６．社会貢献６．社会貢献

■公園内修景池の浄化施設の建設支援公園内修景池の浄化施設の建設支援公園内修景池の浄化施設の建設支援公園内修景池の浄化施設の建設支援

当社はコンパクトウェットランド研究会

員として、北九州市が整備するエコタウン

センター内にあるエコパーク内の池水浄化

のために、コンパクトウェットランドシス

テム設置に協力致しました。

コンパクトウェットランドシステムは、

旧建設省土木研究所との共同研究で開発し

た高効率の糸状生物担体とビオトープとな

る湿地（コンパクトウエットランド）とを

組合わせたもので、植生基盤材には天然の

ヤシ繊維を、植生にはヨシを使用するもの

で、公園等の景観に配慮したシステムです。

７．環境に関する法律遵守の状況７．環境に関する法律遵守の状況７．環境に関する法律遵守の状況７．環境に関する法律遵守の状況

当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（埼玉サイト）にかかわる法規制のみであり、適正に対応しております。
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８．環境会計８．環境会計８．環境会計８．環境会計

今回、はじめて環境会計の取りまとめを行いました。この初回においては、前年度と比較

した負荷削減量が算出されておりませんので、次年度からこの負荷削減量を算出して、環境

経営に役立つシステムとして確立していく予定です。

■■■■集計の方法集計の方法集計の方法集計の方法

①集計範囲：日特建設株式会社　技術本部

但し、負荷量については、技術本部明石町サイトが入居する当社分室ビル全体の量(約 200 名
所属)で計測しておりますので、この中には他部署の負荷量も含まれております。
②対象期間：平成 13年 4月 1日～平成 14年 3月 31日
③費用の分類：環境庁の｢環境会計システムの確立に向けて（2000 年報告）｣を参考にして当技
術本部の実情を考慮して集計しました。

④人件費：活動に要する割合による按分集計しております。

■■■■2001200120012001 年度環境保全活動によるコスト及び成果年度環境保全活動によるコスト及び成果年度環境保全活動によるコスト及び成果年度環境保全活動によるコスト及び成果

環境保全コスト環境保全コスト環境保全コスト環境保全コスト 成果または環境負荷量成果または環境負荷量成果または環境負荷量成果または環境負荷量

分　　類分　　類分　　類分　　類
費用額費用額費用額費用額

（千円）（千円）（千円）（千円）
内　　容内　　容内　　容内　　容

①公害防止コスト①公害防止コスト①公害防止コスト①公害防止コスト

・実験施設の中和装置運転
63

事業事業事業事業

エリア内エリア内エリア内エリア内

コストコストコストコスト

②資源循環コスト②資源循環コスト②資源循環コスト②資源循環コスト

・事務所からの一般廃棄物処理

・資源ゴミのリサイクル

・実験室からの産業廃棄物の処理処分

1,225

　今回（H13年度）から環境会計を始めたので、

前年度との効果の対比は行っておりません。

　環境負荷は、以下のとおりです。

○一般廃棄物量37,247kg/年、

○産業廃棄物量16m3/年、

○一般廃棄物のリサイクル率8.2％

○使用電力量443,487kWH/年

上下流コスト上下流コスト上下流コスト上下流コスト

・環境配慮設計に係る人件費
1,811

・緑化工法、地盤改良工法､法面保護工法につ

いて環境配慮の設計･検討を14件実施しまし

た。

管理活動コスト管理活動コスト管理活動コスト管理活動コスト

・環境保全活動に要した人件費および物件費
3,523

・ISO14001登録の維持。環境レポート印刷

・環境負荷監視による適正な環境保全の確保

研究開発コスト研究開発コスト研究開発コスト研究開発コスト

・環境に有益な研究テーマの実施に係る人件費お

よび物件費

56,210

6件の環境に有益な研究テーマを実施しまし

た。

（緑化工関連4件、建設発生土削減1件、土壌

汚染対策1件）

注：当社の新工法開発にかかわる研究テーマ

の総数は25件

社会活動コスト社会活動コスト社会活動コスト社会活動コスト 300 ・自治体に対する修景池浄化装置の設置支援

合　　計 63,131



⑬⑬⑬⑬

９．環境情報開示９．環境情報開示９．環境情報開示９．環境情報開示

■■■■主な技術展示主な技術展示主な技術展示主な技術展示

Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ． 建設技術フェア名称建設技術フェア名称建設技術フェア名称建設技術フェア名称 主催主催主催主催 会場会場会場会場 開催日開催日開催日開催日 出展技術出展技術出展技術出展技術

1 第11回K-DAY（建設フ

ェスティバル）

(社 )宮城県建設

専門事業団体連

合会

仙台サンプラ

ザホール
平成13年4月28日 クリーンジェット工法

ジオファイバー工法

2 平成13年度砂防学会

研究発表会
(社)砂防学会 山口市民会館 平成13年5月16～17日 ジオファイバー工法

3 EE東北2001 国土交通省東北

地方整備局

東北技術事務

所

平成13年5月23～
24

ネッコチップ工法

レスプ工法

ジオファイバー工法

4 第36回地盤工学研究

発表会
(社)地盤工学会

アスティとくし

ま
平成13年6月12～14日

ジオファイバー工法

ネッコチップ工法

クリーンジェット工法

5 しまね建設技術展2001 国土交通省中国

地方整備局
くにびきメッセ 平成13年10月5～6日 環境・リサイクル技術

6 いわて大環境祭21 岩手県
岩手産業文化

センター
平成13年10月6～8日 環境・リサイクル技術

7 けんせつフェア in北陸

2001
国土交通省北陸

地方整備局

新潟市産業振

興センター
平成13年10月12～13

ジオファイバー工法

ネッコチップ工法

クリーンジェット工法

レスプ工法

8 建設技術フェア2001in
関門

国土交通省九州

地方整備局

下関アルカポ

ート4番
平成13年10月31日～11
月1日

環境・防災・リサイクル

技術

9
平成13年度「みる・きく・

ふれる・国土建設フェア

2001」

国土交通省中国

地方整備局

広島グリーン

アリーナ
平成13年11月2～3日 環境・防災・リサイクル

技術

10 建設技術フェア2001in
中部

国土交通省中部

地方整備局

ポートメッセな

ごや
平成13年11月15～16日

ジオファイバー工法

ネッコチップ工法

クリーンジェット工法

レスプ工法

11 建設技術展2001近
畿

国土交通省近畿

地方整備局

アジア太平

洋トレードセ

ンター

平成13年11月27
～28日 環境・防災技術

12 河川環境展2001
国土交通省

(社)全国防災協

会

幕張メッセ
平成13年11月27

～30日

ジオファイバー工法

バイオモジュール

システム

13 くらしと技術の土木

展2001
国土交通省四国

地方整備局

アスティとく

しま

平成13年11月27
～30日

環境・防災・リサイク

ル技術

■■■■インターネットホームページでの情報開示インターネットホームページでの情報開示インターネットホームページでの情報開示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、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。　　　　ホームページ：http://www.nittoc.co.jp/

●この報告書の構成
この報告書は、環境省の「環境報告書ガイドライン（2000年度版）」を参考として作成しました。
今回から環境会計を始めたので、負荷削減量が未だ算出されておりませんが、次回以降において負
荷削減量を算出し、環境経営に役立つシステムとして確立していきます。

http://www.nittoc.co.jp/


お問い合わせはお問い合わせはお問い合わせはお問い合わせは

この環境レポートについてのお問い合わせは、技術本部へお願いします。

●技術本部
〒104-0044　東京都中央区明石町 13番 18号　　　　　　　　Tel.03(3542)9110　Fax.03(3542)9118

日 特 建 設 株 式 会 社日 特 建 設 株 式 会 社日 特 建 設 株 式 会 社日 特 建 設 株 式 会 社                                                
■本　　店　　Tel.03(3542)9111

〒104-0061　東京都中央区銀座 8-14-14　銀座昭和通りビル

●札幌支店〒064-8513　札幌市中央区南十三条西 11丁目 2番 32号 Tel.011(561)5111

●東北支店〒980-0823　仙台市太白区富沢南 1丁目 18番 8号 Tel.022(243)4439

●北関東支店〒371-0845　前橋市鳥羽町 38番１号アイディアビル 2Ｆ Tel.027(253)2305

●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

●横浜支店〒222-0033　横浜市神奈川区神奈川 1丁目 18番 6号京浜興産コヤマビル 3F

Tel.045(473)3331

●新潟支店〒950-0963　新潟南出来島１丁目 10番 1号 Tel.025(285)2231

●北陸支店〒930-0029　富山市本町 6番 20号　北国ビル 2F Tel.076(433)2766

●長野支店〒380-0921　長野市大字鶴賀 547-1 Tel.026(228)6761

●名古屋支店〒450-0002　名古屋市中央区名駅 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　〒730-0051　広島市中央区大手町 1丁目 2番 1号　広島東京海上ビル3F

Tel.082 (244)5053

●四国支店　〒760-0025　高松市古新町 6番地の７　第２ミタケビル 4F Tel.087 (821)0621

●九州支店　〒812-0027　福岡市博多区川端町 1番 3号　日動福岡第 2ビル 3F Tel.092(271)6461

●直轄グラウト工事部〒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6F

Tel.03(3542)9131

●直轄建築工事部〒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(3545)1633
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