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１．組織の概要

・ 事業所名及び代表者氏名

株式会社　新　都

代表取締役　小口　大助

・ 所在地

本 社 ： 東京都豊島区東池袋4-24-3
神奈川支店： 神奈川県横須賀市荻野1-1
埼 玉 支 店： 埼玉県さいたま市浦和区東仲町12-9-502

・ 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

環境管理責任者 小石川　勇 TEL：03-3982-9386FAX：03-3982-9393

Eメール：i-koishikawa@shinto21.co.jp

環境管理担当者 齋藤　春美 TEL：03-3982-9386FAX：03-3982-9393

Eメール：haru-saitoh@shinto21.co.jp

・ 事業活動の内容

事業に関連した土地建物等に係る損失等の補償コンサルタント及び調査算定、事業説明・

・ 事業の規模

売上高 2.7億円／2021年度

神奈川支店

従業員数 無人

延床面積 -

２．対象範囲

・ 全組織・全活動

・ 登録組織名

株式会社　新　都

185㎡ -

同意取得等関連業務

本 社 埼 玉 支 店

18名 無人
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３．環境経営方針

株式会社新都は補償コンサルタントとして約50年にわたり社会資本整備に関わる

補償業務の専門家集団として活動してきました。私たちが取組む事業の目的は

人々の幸福と安全です。そのような立場にある我々は地球環境保全を人類の

テーマと捉え、自らが行動を示し啓蒙活動の一助となるべくこれを経営の重要

課題に掲げ、あらゆる角度から検証し環境問題に取組むことを決意しました。

当社は事業活動に関わる関連法規を遵守し、環境経営システム（EA21）

を運用するなかで次の環境経営活動を基本的方向と定め、これを全ての従

業員に周知するとともに全員で継続的環境負荷低減に取組むことを宣言します。

【環境経営活動の重点項目】

１）　二酸化炭素排出量の削減

①　空調温度の適正化 （冷房28℃、暖房20℃）

②　残業削減による電気使用量の削減

２）　廃棄物排出量の削減

①　分別管理の周知徹底

②　シュレッダー排紙のリサイクル化

③　電子メディアによるペーパーレス化

３）　排水量の低減

①　節水の意識を高め、徹底

４）グリーン購入の推進

①　事務用品のグリーン購入推進

５）自らが提供するサービスの改善

①　ペーパーレス普及の提案

2018 年 7 月 1 日 改 定

株 式 会 社 新 都

代表取締役 小口 大助
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役割・責任・権限

代表者 ・ 実施体制の構築

・ 環境経営に関する統括責任

代表取締役　小口大助 ・ 環境管理責任者を任命、環境経営方針を全従業員へ周知

・ 環境経営レポートの承認

・ 環境経営システムに必要な知識、人材、技術、費用を準備

環境管理責任者 ・ 環境経営レポートの確認及び修正、是正案作成

小石川勇 ・ 環境関連法規等の取りまとめ表を承認

・ 環境経営活動の取組結果を代表者へ報告

・ 環境経営システムの構築、実施、管理

環境管理担当者 ・ 環境管理責任者の補佐

齋藤春美 ・ 環境経営レポートの作成、公開(広報兼任）

・ 環境関連法規等の取りまとめ表を作成及び表に基づく遵守評価の実施

・ 環境経営活動の取組結果の実績集計

環境管理推進者 ・ 環境経営方針の理解、環境経営活動取組の重要性を自覚

・ 環境経営レポート結果に対する自己評価及び見直し

・ 環境管理担当者からの通達事項の把握及び是正事項への取組
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４.EA21実施体制図及び役割・責任・権限表

(=本社全従業員)
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代表者

小口 大助

環境管理責任者

小石川 勇

環境管理担当者

齋藤 春美

EA21

実行委員会

※定期打合せ実施

shinto*

環境管理推進者

全従業員

★気づき・行動★

推進・アピール→

←報告・提案

顧客

提 案→

ビル

貸主

環境経営目標

環境経営計画



５．環境経営目標・環境経営目標の実績

１．二酸化炭素排出量の削減 削減率

kWh

kg-CO2

２．廃棄物排出量の削減 削減率

kg

グリーン
購入比率

％

※1 注釈：化石燃料使用量は、業務用車輛を廃止し移動手段を公共交通機関等の利用に切り替えたため、環境経営目標を策定しない。

　　 　レンタカーを使用する場合は、燃料使用量が確実に把握できないため、エコドライブだけを実施する。

※2

※3

4

注釈：水道料が共益費に含まれていて水使用量の把握ができない。目標値が設定できないため節水活動だけを実施する。

注釈：CO2排出係数は、2020年東京電力エナジーパートナー㈱の調整後排出係数0.441kg-co2/kWhを使用した。

83.0

５．ペーパーレス普及の提案
提案　7件
実績　7件

提案に努める
提案　　　　0件
実績　　　　0件

提案に努める 提案に努める

４．事務用品のグリーン購入推進
3％増 14％増 4％増 5％増

79.0 81.4 90.2 82.2

252.6

３．水使用量の削減
共益費に含まれるため使
用量が把握できない

節水活動実施 節水活動実施 節水活動実施 節水活動実施

　取組目標：一般廃棄物排出量の削減 382.7 260.2 162.8 256.4

△32％ △58％ △33％ △34％

17,147

　　※CO2排出量は換算管理値とし、取組の目標値としない。 12,196 7,806 7,444 7,684 7,562

　　取組目標：電気使用量の削減  27,656 17,700 16,879 17,423

△36％ △39％ △37％ △38％

2023年度

基準値 目標値 実績 目標値 目標値
全社環境経営目標

2016年度 2021年度 2022年度



６．環境経営計画・取組結果と評価、次年度の取組内容

取組結果と評価 次年度の取組内容

・ 電気使用量削減

1. 12：00~13：00は消灯する。 電力を削減できている。

2. 複合機は小電力設定・夜間休日の主電源ＯＦＦ

3. 空調の適温化（クールビズ：冷房室内設定温度28℃）

空調の適温化（ウォームビズ：暖房室内設定温度20℃）
概して残業時間は減少している。

4. 残業削減による電気使用量の低減

・ 一般廃棄物排出量削減

1. ごみの分別を徹底。
個人の出したゴミはその日のうちに捨てることを周知。これに

より自分の出すゴミの量を日々認識できるようになった。

2. シュレッダー排紙のリサイクル化
用紙は無駄にせず、両面コピーや、確認の打ち出しには

裏紙を使用する。

3. 電子メディアによるペーパーレス化
タッチパネルで印刷対象を選択できることにより、無駄な印

刷は大幅に減っている。

・ 水使用量削減

1. 節水の意識を高め、周知徹底する 実施できている。

取り組みが恒常化してきた。

・ 事務用品のグリーン購入

1. 事務用品のグリーン購入に努める。 グリーン購入に努めることができた。

2. 購入リストの作成。 購入リスト作成済。

3. 購入前に、本当に必要な事務用品であるか確認する。 必要な事務用品であるか確認できている。

・ ペーパーレスの普及についての提案

1. 納品物の調査報告書類（調書、図面、付随資料） 提案はできているが、なかなかPAD機納品までは

を紙綴と同じ操作性を考慮したタッチパネル式のPADで 至らない。

納品することを提案する。 再度、提案方法等を考え、計画を実施できるように努める。

PDF、PAD機での納品ができるよう創意工夫する。
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環境経営計画

社員全員で削減活動を維持していく。

引き続きごみを出さない工夫を行う。更に模範社員を見習って

活動を向上できるようにする。

タッチパネル式の複合機の印刷対象選択により、再度確認す

ることを徹底し、無駄な印刷は行わない。

資料は共有化及びPDF化できるように努める。

計画通りに実施できている。次年度も継続して節水に努める。
（水道使用量が共益費に含まれるため、目標が設定

　出来ないことから、節水活動のみ実施する。）

購入リストの見直しを行い、グリーン購入が適している用品がな

いか定期的にチェックし、購入リストの更新を行う。



７．環境関連法規等の遵守状況の確認・評価の結果
　　　並びに違反、訴訟等の有無

当社に適用される主な環境関連法規は以下の通りで、遵守評価の結果

これらへの違反はありませんでした。

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。

適用環境関連法規等 適用される事項 遵守状況の確認・評価

(事業活動、施設、物質等)

廃棄なし

家電リサイクル法の制度、処理フローを理解す

るとともに、当該廃棄物の引取り業者の選定

や処分コストにも留意する。

パソコン2台廃棄

業者に連絡し、適正に処理。

小型家電リサイクル法の目的（資源の有効

利用と環境汚染の防止）を理解しつつ、回

収対象となる現行28品目について社内でも

認識できるようする。

一般廃棄物はビル管理会社が処理する。

2021.8月､10月 機密書類廃棄

産業廃棄物が発生した際は業者へ連絡し、

廃棄する。

遵守

消火器設置場所の認識の習慣化、定期点

検による設備管理の徹底、消防訓練の参加

を通じ、日常的な防災意識の向上に努める。

家庭用冷蔵庫の廃棄の有無
特定家庭用機器

再商品化法
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廃棄物処理法
一般廃棄物・産業廃棄物の確認を行い、業

者に引き渡す

使用済小型電子機器等の

再資源化の促進に関する

法律

対象品目の確認を行い、業者に引き渡す

消防法
消火器の設置及び点検状況

消防訓練の参加



８．代表者による全体の評価と見直し・指示の結果

取り組み状況の評価

１．環境負荷及び取組状況

２．環境経営方針

３．環境経営目標・経営計画実施状況

４．実施体制

５．環境関連法規等遵守状況 関連法規順守状況は良好であり、状況の維持に努めた。

７．その他 －

６．苦情・要望

　　　(近隣・取引先・行政)

一昨年事例があった成果品精度不良による環境負荷の増大につい

て、作業途中段階のチェックや納品時の精査を強化するなど、再発防

止策を実践した。

環境負荷を抑えるという視点から、業務のやり方・段取りを常に再考す

る意識が必要である。
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環境管理責任者のリーダーシップのもと、全社員が意識を持ち、全活動

において取組みを続けることが肝要である。在宅やリモートという多様な

業務環境の中でも取組みを継続している。

ものを大切にする。無駄をなくし「もったいない」という精神を育む。自分と同じように他者、会社そして社会を大

切にする。当社はＥＡ21のプログラムを道徳教育の一環と位置付けています。継続が意識を高め人を高める

こと、そして一人一人が良心に照らして行動することが結果としてエコ社会の実現に貢献すると信じ、取組みを

続けます。

作業行為が生み出す環境負荷を削減するためには、効率的かつ実現可能な作業計画を策定し、進捗管理

を厳しくする必要があります。コスト削減や時短と同様に、環境負荷削減を効率化の一つのモノサシとして意識

した業務マネジメントを目指します。

活動に取組む意識は引続き浸透している。ペーパーレス納品は常に客

先に提案しているが、個人情報の適正管理や保管費用削減の上でも

メリットがある。

環境経営方針と経営活動の重要項目方針は社内に常時掲示し、初

心を忘れずに活動を継続している。社員間で共有するだけではなく、客

先にもアピールし啓蒙活動を行っている。

環境経営目標達成に向け意識的に活動している。昨年に引続き、コロ

ナ禍による出社人数減少によって一般廃棄物排出量は大幅減となった

（特に紙ゴミの減少）。効率性や正確性は優先させつつも、作業にお

けるペーパーレス化を意識したい。業務機器の省エネルギー型への切替

やグリーン購入対象外商品使用の削減は今後も継続して課題とする。



環境管理責任者への指示事項

１．環境経営方針

３．環境経営計画

４．実施体制

６．その他
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日々継続して取組む姿勢を絶やさぬことが肝要。

２．環境経営目標

二酸化炭素・廃棄物・水使用の削減は日々意識を継続すること。グ

リーン購入やペーパーレス提案についてはアピールの仕方を考えること。

具体的な取組みについて、全員が参加しやすいように分かりやすく明示

すること。

在宅・リモート業務においても実施体制の維持すること。

新入社員への教育と活動への取込を行うこと。

後任の育成を検討すること。

５．環境経営システム

　　　(EA21全体)

環境負荷削減はコスト削減や時短に繋がるものであり、業務マネジメン

トと企業経営における重要なテーマとして、社員全員がそれに取組む企

業環境を目指してきた。

導入から6年が経過し、得られた成果・効果と今後の取組み方を一度

検証する必要がある。

全員が自発的に行動しやすくなるよう、管理責任者が率先して行動し、

周囲に気づきを与える人間を目指すこと。

在宅・リモート勤務などの多様な働き方においても、環境への配慮を忘

れぬよう、社員に呼び掛ける。


