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株式会社　エステックコンサルタンツ

　（対象期間：２０1３年９月～２０1４年８月）
第25期　環境活動レポート

2014年9月9日

私たちは社会プランナー（Social Planner）とし
て
様々な問題を解決（Solution）するため
これまで培ってきた技術力（Technology）を、
環境（Environment）に優しい知恵（Knowledge 
Management）に変えて社会に貢献します
S．T．E．K コンサルタンツです





□組織の概要
（１） 名称及び代表者名

株式会社エステックコンサルタンツ

代表取締役社長　山木　康雄

（２） 所在地

本　　　社 大阪市北区天神橋３丁目3番3号

九州支店 福岡県宗像市東郷6丁目1番12号

神戸営業所 神戸市垂水区塩屋町5丁目13番12号

京都営業所 京都市上京区浄福寺通五辻下る有馬町184

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

責任者 社長 山木　康雄 TEL：06-6353-2205

担当者 技術部 西　　慶子 TEL：06-6353-2205

（４） 事業内容

建設コンサルタント

　道路部門

　河川、砂防及び海岸、海洋部門

　土質及び基礎部門

　施工計画、施工設備及び積算部門

　測量業

（５） 事業の規模

製品出荷額 １億円

本社 九州支店 神戸営業所 京都営業所

９名 １名 ０名 ０名

９０㎡ ３０㎡ １０㎡ ２０㎡

（６） 事業年度 １０月～９月

□認証・登録の対象組織・活動

登録事業者名： 株式会社エステックコンサルタンツ

認証登録範囲：　　　全組織、全活動

対象事業所： 本社

九州支店

神戸営業所

京都営業所

活動： 建設コンサルタント及び測量業
①道路関係の基本設計・詳細設計、河川砂防関係の基本設計・詳細設計
②上記業務に関る調査及び測量
③現場技術業務
④ゼネコン各社への技術支援業務

従業員　　　　　

延べ床面積　　　



□主な環境負荷の実績

単位
23期（23.10
月～24.9月）

24期（24.10
月～25.9月）

25期（25.9月
～26.8月）

kg-CO2 9751 6,299 4,186
トン
kg 128 118 75

㎥ 96 108 115
0.378 ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ

□環境目標及びその実績
基準値 26期 27期

（基準度) （目標） （実績） 目標値 目標値
kg-CO2 5,198 5,094 3,833 ○ 5,042 4,990
基準年比 98% 74% 97% 96%
kg-CO2 4,553 4,462 353 ○ 4416 4371

基準年比 98% 8% 97% 96%
kg-CO2 9,751 9,556 4,186 ○ 9,458 9,361

98% 43% 97% 96%
kg 128.0 125.0 75.2 ○ 124.0 123.0

基準年比 98% 59% 97% 96%
㎥ 96.0 94.0 115.0 × 93.0 92.0

基準年比 98% 120% 97% 96%
％ 60% 63% 63% ○ 64.0 65.0

基準年比 105% 105% 107% 108%
件 27 30 30 ○ 32 35

基準年比 110% 111% 120% 130%

25期

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

成果品への環境配慮

グリーン購入

節水

一般廃棄物の削減

項　目

（26.9～
27.8）

（27.9～
28.8）

（25.9月～26.8月）
達
成
状
況

（23.10月～
24.9月）

※電力の二酸化炭素排出量換算値

二酸化炭素総排出量

上記二酸化炭素
排出量合計

総排水量

電力による二酸化炭
素排出量削減

廃棄物排出量
一般廃棄物量排出量

自動車燃料による二
酸化炭素排出量削減



□環境活動計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容
◎よくできた　○まあまあできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

達成状況 次年度

数値目標 ◎

◎ 継続

◎ 継続

◎ 継続

数値目標 ◎
○ 継続
○ 継続

◎ 継続

数値目標 ◎
◎ 継続

◎ 継続

継続

数値目標 ×
◎ 継続
◎ 継続

数値目標 ◎
◎ 継続
◎ 継続

◎
◎ 継続

◎ 継続
・環境に関する工法や材料の提案 新規

数値目標
・ボランティア活動 × 継続

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃） ９８％が目標であったが、大幅な削減を達成
している。
来期も継続して活動を進める

・ポスター掲示

□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し
電力による二酸化炭素排出量の削減

取り組み計画 評　価（結果と次年度の取組内容）

・公共交通機関を優先利用しレンタカーの使
用を削減する

・エコドライブ

・低燃費車の使用

・湯沸し室、トイレの照明は普段は消灯、使用時のみ点灯

・事務室の照明は昼休み残業時等不必要なものは消灯

□上方修正　　□下方修正　　■基準見直し
自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減

・日常的に節水を励行する

□上方修正　　□下方修正　　■基準見直し
一般廃棄物の削減のため、主に用紙関係で
リサイクルに回せるものを徹底して分別する
よう各自が努力している。
シュレッダーをリサイクルに分別するので基
準値の引き下げを行う。

水道水の削減

・コピー機、プリンターのトナーカートリッ
ジは全てリサイクル

・シュレッダーを含め紙類はリサイクル

・分別の徹底

◎

目標値は達成している。来期も引き続きOJT
やOFFJTを通じ、工法や材料の知識を修得
し、件数の増加を目指す。また、NETISの採
用を提案する取組みを行う

・環境ラベル認定等製品を購入する

グリーン購入
□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し

購入窓口を1本化して注文することで、グ
リーン購入率の向上に努めている
来期も継続して取り組む。

購入窓口を1本化して注文することで、グ
リーン購入率の向上に努めている
来期も継続して取り組む。

□上方修正　　□下方修正　　■基準見直し

・コピー用紙、名刺は再生紙を使用する

□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し

　　　数値目標
成果品への環境配慮

・

今期は活動ができず、目標は達成できな
かった。
来期は年間2件以上を目標とする。

共同使用の配分として数字が出るため評価
は難しい。トイレの手洗いや食器洗い時に節
水を心がけることが重要で、日常の全員の
意識の高さは評価している。来期も継続して
活動を進める。

現場調査等道具を必要とする時以外は、公
共交通機関による移動を徹底した。その結
果目標値の1/10以下となった。
来期は基準値の見直しを行い、継続して活
動を進める

一般廃棄物の削減

□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し

社会貢献

・再生資源を利用した設計

・省エネ工法及び材料の提案



法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。
遵守評価

○
○
○
○
○

自動車リサイクル法 廃車時の適正処理 ○
○

フロン回収破壊法 空調機械の適正処理 ○
大阪市紙類資源化の条例 紙のリサイクル 〇

なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去3年間ありませんでした。

□代表者による全体の評価と見直し

□環境活動の紹介
社内教育 幹部教育

照明のLEDライト化 節電

廃棄物リサイクル

購入品、調達品

地質調査（ボーリングマシン等）　騒音振動基準の遵守
地質調査（ボーリングマシン等）　廃棄物の適正処理の実施

適用される事項（施設・物質・事業活動等）

各項目において、社員全員が真剣に取り組んでいる。結果としてそれが表れている。
今後も引続き意識を高くもって取り組んで行きたい。
特に自動車燃料によるCO2の削減については、極力自動車を使用しないことを指示
し、公共機関の利用に切り替えた為、大幅な削減となった。これについては来期の目
標値の見直しを行なう。
　また、以下の①②の２項目を新たに追加し、③の設定を変更する。
①ボランティア活動への参加。
②環境に関する工法や材料について、発注者に提案する。これについては月別ではな
く業務1件あたりで設定する。
③環境配慮設計についても、月別ではなく業務1件当たりの設定に変更する。
次期は社会貢献に取り組み実践していく。

適格車ステッカー、流入車規制適格車ステッカー、流入車規制
グリーン購入法

家電リサイクル法 家電の適正処理

NOｘ・PM法・大阪府条例

廃棄物処理法
適用される法規制

地質調査（ボーリングマシン等）　廃棄物の適正処理の実施

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。

水質汚濁防止法
騒音・振動規制法

地質調査（ボーリングマシン等）　有害物質漏出防止等


