会社案内

快適な地球の未来をクリエイトする

沼田資源株式会社
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沼田資源株式会社は、
快適な地球の未来をクリエイトします。

ごあいさつ

沼田資源株式会社は、快適な地球の未来をクリエイトします。
お客様やパートナーとの共存共栄を実現するため、一般・産業廃棄物処理、
総合建設、解体工事といった業務を通じて、地球環境と暮らしの発展に貢
献し続けたいと願っております。
また、私たちはあらゆるビジネスや人間関係において、互いに信頼し、魅
力ある存在になるよう努力し、共通の目標に向かっていく中から共に喜び
共感を高めていきます。
人を活かし、物を活かし、資源リサイクル活動を通じて社会貢献に努め、
お客様と社員が誇りと喜びを共創できる社会を目指します。

わたくしたちは、お客様からお預かりした仕事を通じ、
地球環境の美化に努めます。

・新築、リフォーム工事
・解体工事
・杭抜工事
・土木工事
・一般廃棄物収集運搬
・産業廃棄物収集運搬
・特別管理産業廃棄物収集運搬

建築廃材の細かな分別を行い、
廃棄物のリサイクルを推進し
環境にやさしい建設工事を行
います。

建築業部門

一般廃棄物の分別を推進し、
地域一体型の環境改善に尽力
すると共に、円滑な配車業務
と、無駄のない走行で省エネ
による環境対策に尽力します。

・一般廃棄物処分
・産業廃棄物処分

廃棄物
収集運搬部門

再生可能廃材（木くず）の再
利用（木質燃料チップ）の供
給を通じ、クリーンなエネル
ギー事業の発展に微力を尽く
します。

廃棄物
処分部門

破砕処理

建築工事
杭抜工事

解体工事
収集運搬

提携する発電所
にて再生燃料
として使用

沼田資源株式会社

総合建設業務

ニーズに応じた技術・サービスをご提供いたします。
沼田資源株式会社では、お客様のニーズに合わ
せて満足のいく技術・サービスをご提供いたし
ます。
公共工事から民間住宅、マンション、アパート
等や、大規模商業施設の新築・改修・解体まで
幅広く対応しています。

■対応可能工事
新築工事/リフォーム工事/改修・修繕工事/土木工事
鉄骨造解体工事/鉄筋コンクリート造解体工事
木造住宅解体工事/改修に伴う解体工事
プラント解体工事/ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事
ダイオキシン除去工事/ワイヤーソーイング解体工事
土留工事(バイブロ）/フロンガス回収/杭抜き工事

新築・改修・修繕工事

解体工事

杭抜工事

新築からリフォーム工事まで
官公民問わず幅広く対応

安全で確実な工事を
スピーディーに

安定性に優れた
リーダレス工法を採用

■主な取引先

株式会社奥村組 ／ 株式会社大林組 ／ 清水建設株式会社 ／ 戸田建設株式会社
イオングループ ／ 萬屋建設株式会社 ／ 沼田土建株式会社 ／ 前田建設工業株式会社
東急建設工業株式会社
他500社
各中央省庁・政府関連機関 ／ 各都道府県市町村

個人ユーザーから官公庁まで幅広い発注者様から
信頼を頂く他、大手流通企業グループの建築事業
とも良きビジネスパートナーとして御取引きをさせて
頂いてます。

あらゆる解体法で質の高い解体工事を行い、
多くの企業から高い信頼を得ています。
また、「騒音」、「振動」等の環境公害を解消すべく、
ダイヤモンドワイヤーソー工法などの技術を取り入れ
ています。

Φ300‐400 Ｌ=12m に対応
操作性・精度・効率を重視した他、振動・騒音の
少ない油圧駆動式の重機を採用しています。

廃棄物処理業務
豊富な知識とノウハウで資源環境型社会を創ります。
様々な廃棄物の収集運搬から適切な中間処理、そして「ゴミを資源
化する」リサイクルまで ― 。
地域パイオニアとしての一貫した廃棄物処理システムを誇ります。
また、処理場周辺地域への配慮などの環境対策にも努めています。
社会問題となっているアスベスト除去にも積極的に取り組み、大気汚
染の防止にも努力しています。
【収集運搬業取扱い品目】
燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残渣

ゴムくず

金属くず

ガラス・陶磁器くず

鉱さい

がれき類

ばいじん

廃石綿など

感染性産業廃棄物

※特別管理産業廃棄物

廃油
（揮発油類・灯油・軽油類）

【廃棄物処分業取扱品目
木くず
［処理能力 531.2ｔ/日］

中間処理（破砕）】
廃プラスチック類
（廃発泡スチロールに限る）

金属くず・ガラスくず
（廃蛍光管に限る）

沼田資源株式会社

チップ工場

（取扱い品目：木くず）

〒378-0001 群馬県沼田市戸神町86-2

パッカー車

移動式クレーン車

脱着装置付コンテナ専用車

ダンプ車 兼クラムシェル付

廃棄物処分業務

チップ工場 中間処理

①

計量

[主要設備と処理の流れ]
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③一次破砕機

一次破砕された建設廃材をストックする
スペースです。

建設廃材は一次破砕機にて荒破砕し、
金属くず等の不純物を取り除きます。

⑤二次破砕機

⑥製品ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ

廃棄物（木くず）を破砕して建設廃材と
一般廃材に選別します。

トラックはダンピングヤードで積荷を降ろ
します。

①
計
量

②ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞﾔｰﾄﾞ

トラックはダンピングヤードで積荷を
降ろします。

⑦出荷ﾔｰﾄﾞ

破砕された製品をトラックに積み込み
出荷します。

施工の流れ
当社は、お客様からお受けしました建設工事・廃棄物処理業務を通じ、環境美化に努めます。

全てのお客様が満足の行くよう、仕事の品質・手際・サービスに高い意識を持って提供し、仕事で得た収益を地域産業の
発展、地域の環境改善の為に微力ながら貢献し続けて行きます。
お客様から高いご信頼を頂けるよう、従業員一同、精一杯対応させて頂きますので、ご要望は何なりと申し付けください。

１

お問合せ

５

施工計画

お電話、ＦＡＸ、電子メール等でお気軽にお問合せください。

工事若しくは廃棄物引き取り計画についてお知らせします。

お客様からのご相談を受け賜ります。

近隣対策もお任せ下さい。

２

６

現地調査

施工

営業担当者がお客様ご指定の現地に伺い、詳しい御用命をお

当社従業員・職人が責任を持って、丁寧・安全かつスピー

伺い致します。

ディーに工事を行います。

３

設計・お見積もり

７

検査・お引渡し

現地調査を基に当社従業員が施工プランを作成し、お客様の

営業担当者立会の元、施工のチェックを行います。

ご要望に添い修正をプランの構築を行います。

その後、お客様ご納得のうえお引き渡しとなります。

４

８

ご契約

サポート

ご提案させていただいたプランにご納得頂けました際は、ご

施工後のご要望、ご相談などがございましたら、お気軽に

契約の手続きへと移行となります。

お問合せください。

人材育成
自発性と主体性を持ち、創造性を発揮する
集団を目指します。
従業員の自発性と主体性を重視し、積極的に革新・変革
や資格の取得をサポートしております。
全社員がベクトルを合わせ、多種多様化する顧客ニーズ
への対応とサービスの向上に取り組みます。

■有資格者
大型自動車免許 ／17名
大型特殊自動車免許 ／9名
けん引自動車技能講習修了 ／2名
高所作業車技能講習修了 ／11名
運転管理者基礎講習修了 ／2名
車輌系建設機械技能講習修了（整地） ／17名
車輌系建設機械技能講習修了（解体） ／3名
不整地運搬車運転技能講習修了 ／1名
小型移動式クレーン運転技能特例講習修了 ／18名
玉掛技能講習修了 ／20名
冷媒回収技術者修了 ／3名
フォークリフト運転技能講習修了 ／9名
巻上機の運転といし ／1名
建築監理技術者 ／4名
1級建築士 ／1名
1級建築施工管理技士 ／3名
2級建築士 ／2名
1級土木施工管理技士 ／2名
2級土木施工管理技士 ／4名
2級管工事施工管理技士／1名
1級電気施工管理技士／1名
測量士 ／2名
宅地建物取引主任者 ／1名
職長・安全衛生責任者 ／16名
コンクリート造の工作物解体等作業主任者技能講習修了 ／14名
石綿取扱い作業従事者特別教育修了 ／9名
石綿作業主任者技能講習修了 ／4名

PCB収集運搬業作業従事者講習 ／2名
破砕・リサイクル施設技術管理士 ／2名
地山の掘削作業主任者技能講習修了 ／4名
土止め支保工作業主任者技能講習修了 ／5名
型枠支保工の組立等作業主任者技能講習修了 ／1名
研削砥石の取替え業務特別教育修了 ／3名
締固め用機械特別教育終了 ／2名
足場の組立等作業主任者技能講習修了 ／5名
建物等の鉄骨組立て等作業主任者技能講習修了 ／5名
木造建物の組立等作業主任者技能講習修了 ／2名
振動工具安全衛生教育修了 ／1名
下水道排水設備工事責任技術者 ／1名
除染等業務特別教育修了 ／5名
危険物取扱者 乙種4類 ／2名
ガス溶接技能講習修了 ／7名
アーク溶接等業務特別教育修了 ／3名
粉じん作業に係る業務特別教育修了 ／1名
刈払機取扱作業者教育終了 ／3名
伐木等の業務技能講習修了（チェーンソー取扱い） ／1名
ダイオキシン特別教育修了 ／2名
交通誘導2級 ／1名
第1種衛生管理者 ／1名
特別管理産業廃棄物管理責任者講習修了 ／2名
解体工事施工技士 ／5名
日商簿記2級 ／3名
建設業経理士2級 ／1名

会社概要
会

社

名

沼田資源株式会社

代 表 者 名

代表取締役

設立年月日

平成2年4月19日

資

3,000万円

本

金

小林

修

本 社 住 所

群馬県沼田市岩本町550番地１

事 業 内 容

産業廃棄物の収集運搬とその処理
解体工事業、土木工事業
とび・土工工事業、舗装工事業、
しゅんせつ工事業、鋼構造物工事業
石工事業、水道施設工事業
建築工事の請負・設計・施工及び管理
労働者派遣事業

従 業 員 数

55名

車 両 台 数

29台

関 連 会 社

株式会社 戸部組
シンエネルギー開発 株式会社
株式会社野田バイオパワーJP
有限会社 友和重機工業
有限会社 エステート野村

会社沿革
平成2年4月

沼田資源株式会社を 設立

平成2年5月

群馬県産業廃棄物収集運搬業許可取得
代表取締役に戸部 和明 就任

平成2年8月

沼田市一般廃棄物収集運搬業許可取得

平成4年11月

沼田市高橋場町2013－5へ本社移転

平成5年5月

群馬県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得

平成6年12月

沼田市町田町字小沢1993-1へ本社移転

平成8年2月

資本金を 800万円から1,000万円に増資

平成15年7月

代表取締役に原 稔 就任
一般建設業許可取得
土木一式工事業・建築一式工事業・とび土木工事業 ・舗装工事業

木質バイオマスの有効活用で再生エネルギーを創出する

平成16年7月

沼田市岩本町550-1に本社移転

平成17年5月

環境マネジメン トシステム国際規格
ISO14001認証取得

平成18年3月

群馬県産業廃棄物処分業許可取得
中間処理 溶融施設／廃プ ラ スチ ック類（廃発スチ ロ ールに限る ）

平成19年4月

2015.9 資本参加 シンエネルギー開発株式会社
URL http://www.n-e-d.net/

資本金を 1,000万円から3,000万円に増資
東京営業所開設

平成19年5月

特定建設業許可 取得

平成20年8月

埼玉県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得
代表取締役に髙橋伸也・戸部和明 就任
（共同代表の定めなし）

平成20年12月

沼田市一般廃棄物処分業許可取得
（木くず／破砕処理施設）

平成21年2月

群馬県産業廃棄物処分業許可取得
（木くず／破砕処理施設）

平成21年7月

特定建設業許可 取得 大工工事業他13業種に変更

平成22年10月

１級建築士事務所登録

平成25年4月

中央区八重洲1-15-15へ東京営業所移転

平成26年5月

一般建設業許可 管工事業追加

平成26年10月

ISO 14001認証取得（東京営業所を 追加）

平成26年10月

一般及び特定建設業 国土交通大臣許可取得
建設業 国土交通大臣許可 取得（5業種）

2017.1 資本参加 株式会社野田バイオパワーJP
URL http://www.noda-bio.jp/

平成28年10月

特定建設業許可 解体工事業追加

平成29年3月

川越市中台南1-22-12ウエルズ２１今福B号棟へ
東京営業所 川越サテラ イ トを 開設

平成30年7月

特定建設業許可 電気工事業追加

平成30年11月

代表取締役に小林修 就任

許 認 可
■産業廃棄物収集運搬業許可

■全省庁統一資格（物品・役務）

群馬県産業廃棄物収集運搬許可

01000003132号

群馬県特別管理産業廃棄物収集運搬許可

01050003132号

新潟県産業廃棄物収集運搬許可

01509003132号

新潟県特別管理産業廃棄物収集運搬許可

01559003132号

長野県産業廃棄物収集運搬許可
長野県特別管理産業廃棄物収集運搬許可

全省庁統一資格（関東甲信越）

■建設業許可

2009003132号
2059003132号

東京都産業廃棄物収集運搬許可

13-00-003132号

東京都特別管理産業廃棄物収集運搬許可

13-57-003132号

埼玉県産業廃棄物収集運搬許可

01104003132号

埼玉県特別管理産業廃棄物収集運搬許可

01154003132号

千葉県産業廃棄物収集運搬許可

01200003132号

栃木県産業廃棄物収集運搬許可

0900003132号

栃木県特別管理産業廃棄物収集運搬許可

0950003132号

愛知県特別管理産業廃棄物収集運搬許可

02350003132号

宮城県産業廃棄物収集運搬許可

0400003132号

宮城県特別管理産業廃棄物収集運搬許可

0450003132号

神奈川県産業廃棄物収集運搬許可

01402003132号

神奈川県特別管理産業廃棄物収集運搬許可

01452003132号

茨城県産業廃棄物収集運搬業許可

00801003132号

国土交通大臣許可（特‐26）第

国土交通大臣許可（般‐26）第

沼田市一般廃棄物収集運搬業許可

32号

川場村一般廃棄物収集運搬業許可

8号

片品村一般廃棄物収集運搬業許可

9号

みなかみ町一般廃棄物収集運搬業許可

7号

昭和村一般廃棄物収集運搬業許可

9号

渋川市一般廃棄物収集運搬業許可

79号

前橋市一般廃棄物収集運搬業許可

194号

■廃棄物処分業許可

沼田市一般廃棄物処分業許可
廃プラスチック類（発砲スチロール EPS及びPSP）の減容・
木くずの破砕

01020003132号

8号

25564号

土木工事業／舗装工事業／水道施設工事業 / 管工事業 / しゅんせつ工事業

■建築士事務所登録
沼田資源株式会社一級建築士事務所

4300

■その他
群馬県環境G S 事業者認定

■一般廃棄物収集運搬業許可

25564号

建築工事業／左官工事業／石工事業／タイル・れんが・ブロック工事業／鉄筋工事業
ガラス工事業／防水工事業／熱絶縁工事業／大工工事業／とび・土工工事業
屋根工事業／鋼構造物工事業 / 板金工事業／塗装工事業／内装仕上工事業／建具工事業
／解体工事業／電気工事業

IS O 14002認証

群馬県産業廃棄物処分業許可
中間処理（破砕・溶融）木くず・廃プラスチック類・廃蛍光管

75838

古物商許可
第一種フロン類回収事業者登録
廃棄物再生事業者登録

MEMO

C 37974
252332号
421170117300号
100999
34号

沼田資源株式会社
本 社

〒378-0021 群馬県沼田市岩本町550番地１
TEL：0278-23-8153 ／ FAX：0278-23-7831

東京営業所

〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-15 田中八重洲ビル２F
TEL：03-5542-1965 ／ FAX：03-5542-1898

東京営業所
川越サテライト 〒350-1150

埼玉県川越市中台南1-22-12 ウエルズ21今福B号室
TEL：049-293-8625 ／ FAX：049-293-8626

チップ工場

〒378-0001 群馬県沼田市戸神町86-2
TEL：0278-23-8813 ／ FAX：0278-23-8812

U R L ：http://www.numatasigen.com
E-mail : info@numatasigen.com

沼田資源株式会社 本社

URL http://www.numatasigen.com
E-MAIL : info@numatasigen.com

