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①　組織の概要
1.事業所名

青森三菱自動車販売株式会社
代表取締役社長　　佐々木　聡
E-Mail: info@aoji.co.jp
URL: http://www.aomori-mitsubishi-motor-sales.com

2.所在地

3.環境管理責任者及び連絡先
　常務取締役営業本部長 　　佐藤　一郎 　　017-781-3314

4.事業の概要
新車・部品・用品の販売、及び中古車の販売
自動車の車検・点検及び一般整備、
保険代理業務、車のレンタル事業

5.事業の規模

店　　舗　　名  郵便番号 住　　　　　　　所 電　話　番　号

038ｰ0042 青森市大字新城字平岡397－20 017-781-3313

青森東店 030‐0961 青森市浪打二丁目11－17 017-741-2188

問屋町ボディー工場 030‐0113 青森市第二問屋町三丁目2－8 017-739-4361

むつ店 035‐0083 むつ市大平町3－3 0175-24-1257

弘前店 036‐8091 弘前市大字高崎一丁目8－3 0172-28-3401

五所川原店 037‐0015 五所川原市大字姥萢字船橋247－1 0173-35-2744

八戸下長店 039‐1164 八戸市下長三丁目19－5 0178-28-3911

中古車部 039‐1103 八戸市大字長苗代字前田２９ー２ 0178-27-1201

十和田店 034‐0001 十和田市大字三本木字北平195 0176-23-4121

030‐0961 青森市浪打二丁目11－13 017-763-5015

039‐1103 八戸市大字長苗代字前田29－2 0178-27-0111

本社・
青森西バイパス店

青森スズキ自動車販売(株)
スズキアリーナ合浦公園

青森スズキ自動車販売(株)
スズキアリーナ八戸駅通

 (平成19年度及び直近3ヵ年を表示)

19年度(基準年度) 26年度 27年度 28年度

(19.4月～20.3月) (26.4月～27.3月) (27.4月～28.3月) (28.4月～29.3月)

新車 3,266.9 3,131.1 2,980.1 2,307.9

中古車 937.7 835.9 832.4 867.3

ｻｰﾋﾞｽ(整備) 1,569.5 1,587.6 1,442.2 1,137.1

合計 5,774.1 5,554.6 5,254.6 4,312.3

新車販売 2,074 1,938 1,737 1,459

中古車販売 2,134 2,114 1,930 1,862

ｻｰﾋﾞｽ(整備)入庫 67,198 54,373 54,370 59,891

合計 71,406 60,849 58,037 63,212

10,440.6 10,440.6 9,764.1 9,764.1
二酸化炭素排出量

　　　　　( kg-CO2／百万円)

廃棄物排出量

　　　　　( kg／百万円)

総排水量又は水使用量

　　　　　(m3／百万円)

特定化学物質使用量

          ( kg／百万円)

グリーン購入(中古部品)の促進

         (千円／百万円)

活動規模

売上高
（百万円）

取扱台数
（台）

期末(3.31)従業員数
パート含む（人） 172

延床面積(㎡)

160

 1.15㎥  1.18㎥

223 151

 1.94㎥

0.39kg

 1.30㎥

224.3kg-ＣＯ₂213.4kg-ＣＯ₂

12.0kg

186.7kg-ＣＯ₂

0.57kg

2.14千円 2.08千円 2.79千円

185.3kg-ＣＯ₂

38.9kg 9.3kg 9.0kg

0.34kg
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　　　6.環境負荷の推移

　　　　平成19年度及び直近3ヵ年の環境負荷は次の通りです。

※原単位とは(新車＋中古車＋整備)の総売上高100万円当りの量

注１：基準は平成19年4月～平成20年3月の数量

注2：水使用量のうち地下水について、19年度は一部把握できていないので、平成20年4月～平成21年

　　　　3月のデータを19年度数量と看做した。

注3：産業廃棄物・一般廃棄物は19年度は一部把握できていないので、平成20年4月～平成21年3月の

　　　　数量を19年度数量と看做した。

②　取組の対象範囲
　　1.認証・登録の対象組織範囲 （全社・全従業員）

　　 青森三菱自動車販売株式会社　下記の9店舗
29.4.1時点
人員(人)

延床面積(㎡)

青森東店 青森市浪打二丁目１１ー１７ 13 592.9

問屋町ボディー工場 青森市第二問屋町三丁目２ー８ 5 420.4

むつ店 むつ市大平町３ー３ 7 865.8

弘前店 弘前市大字高崎一丁目８ー３ 20 1,147.9

五所川原店 五所川原市大字姥萢字船橋２４７ー１ 10 834.1

八戸下長店 八戸市下長三丁目１９ー５ 18 1,117.0

中古車部 八戸市大字長苗代字前田２９ー２ 4 663.0

十和田店 十和田市大字三本木字北平１９５ 12 531.4

計 137 8,650.7

　　関連事業所

合計 160 9,764.1

　　2.認証・登録の対象活動範囲(全活動)

新車・部品・用品の販売、及び中古車の販売

自動車の車検・点検及び一般整備、

保険代理業務、車のレンタル事業

所　　　　　在　　　　　地事　　　業　　　所

青森市大字新城字平岡３９７ー２０ 48 2,478.2
本社・
青森西バイパス店

青森スズキ自動車販売(株)
スズキアリーナ合浦公園 青森市浪打二丁目１１ー１３ 10 434.2

青森スズキ自動車販売(株)
スズキアリーナ八戸駅通 八戸市大字長苗代字前田29－2 13 679.3

19年度(注1) 26年度 27年度 28年度

実績 実績 実績 実績

1 電力使用量 実数 1,173,094 883,616 854,379 860,074 単位kwh

原単位 203.2 159.1 162.6 199.5 単位kwh／売上百万円

化石燃料使用量 実数 321,360 224,950 205,457 201,204 単位ℓ

原単位 55.7 40.5 39.1 46.7 単位ℓ／売上百万円

2 水使用量 実数 11,212 6,389 6,191 5,617 単位ｍ3

原単位 1.94 1.15 1.18 1.30 単位ｍ3／売上百万円

3 産業廃棄物排出量 実数 189,741 19,927 20,904 18,508 単位kg
一般廃棄物排出量 実数 35,002 31,885 26,155 33,309 単位kg
廃棄物排出量合計 実数 224,743 51,812 47,060 51,817 単位kg

原単位 38.9 9.3 9.0 12.0 単位kg／売上百万円

4 二酸化炭素排出量 実数 1,231,901 1,037,259 973,913 967,371 単位Kg-CO2

原単位 213.4 186.7 185.3 224.3 単位Kg-CO2／売上百万円

5 PRTR法特定化学 実数 202 227 187 単位kg

物質使用量 原単位 0.04 0.04 0.04 単位kg／売上百万円

実数 11,910 10,926 12,049 単位千円

原単位 2.14 2.08 2.79 単位kg／売上百万円

6 地球環境の
保全

グリーン購入(中古
部品)の促進

地球環境の
保全

廃棄物の排出
抑制と適正処
理(注3)

温室効果ガス
の排出抑制

Ｎo 環境方針 管理指標 備考

エネルギーの
効率的利用

資源の効率的
利用(注2)
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③　環境方針

　青森三菱自動車販売株式会社及び青森スズキ自動車販売株式会社は、それぞれ環境方針を
策定し、企業経営に当たって環境への取組を推進してております。
グループの代表である青森三菱自動車販売株式会社の環境方針は、次のとおりです。

　　　青森三菱自動車販売株式会社　環境方針

　　基本理念

　青森三菱自動車販売（株）は、自動車の販売・サービス(整備)及び関連する事業活動を通じて、
　地球環境の保全が最重要課題であることを認識し、また、よき企業市民として、地域への環境保
　全活動に自主的かつ積極的に取り組み、次世代に住みよい社会を残せるように努力します。 　　

　　基本方針

1.当社は、自動車の販売、サービス(整備)を通じてエネルギーの使用や廃棄物の排出な
　どを認識し、お客様のエコライフをサポートする様な省エネ車の販売、エコ整備、エコドラ
　イブ等の取組を推奨し、生態系の保全等、環境保全に努めます。

2.環境に関する法令・規則・協定等を遵守し、環境保全レベルの向上に努めます。

3.当社の事業活動が環境に与える影響を正しく認識し、環境目標を定めて、全社員による
　継続的な環境負荷低減に取組みます。

4.電力使用量・廃棄物総量・温室効果ガス及び水使用量の削減並びにリサイクルの促進
　グリーン購入（中古部品の活用）の促進に努めます。

5.定期的な環境監査により活動を認識し、環境管理の維持向上を図ります。

6.環境方針を全社員に周知するとともに一般に公開し、地域社会に貢献します。

　　　平成23年　6月　1日

青森三菱自動車販売株式会社

代表取締役社長
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　④　環境目標

　　1.次期取組　単年度環境目標及び中期目標　その１

　　2.次期取組　単年度環境目標及び中期目標　その２

　平成２８年度の電力の温室効果ガス排出計数は事業者からの排出係数算定方法ガイドライン（（試案
ver1.6）の一般電力事業者（９電力会社及び沖縄電力）の排出係数0.547CO2-ｋｇ/ｋｗｈを使用。平成２９年度
からは東北電力の排出係数0.559CO2-ｋｇ/ｋｗｈを使用する。

1

自動車販売・サービ
ス（整備）を通じて
環境保全に配慮す
る。

・環境に配慮した自
動車の販売・サービ
ス（整備）の提供等

・取組方針及び数値目標等に基づき、充電インフラ
整備・電気自動車及びクリーンエネルギー車の販
売促進等の環境に配慮した事業活動を展開するこ
とを目標とする。外部に対しての取組として、引き続
きお客様へのエコ整備の推進・エコドライブの推奨
を図っていく。平成29年度は電気自動車・クリーン
エネルギー車販売　300台目標

№ 環境方針 取組項目 目標（平成２９年度～平成３２年度まで）

2
環境管理の維持向
上を図る。

・環境法令の遵守
・毎年、１回以上、定期的に、法令一覧表の見直、
遵守状況のチェックを行うことを目標とする。

・環境監査の実施 ・毎年、１回以上、内部監査を行うことを目標とする。

・社員教育の実施
・全従業員が年に1回以上、延べ2時間以上の研修
会や社内教育を受けることを目標とする。

3 地域社会への貢献

・地域の環境保全活
動への参加

・全従業員が会社や家庭などで年に1回以上、地域
や町会などの活動に参加することを目標とする。

・店舗周辺の清掃活
動の実施

・年2回以上、実施すること。

　　⇒　中　期　目　標
平成28年度実績

(原単位) 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年

目標（原単位）

2.79千円

<平成28年
度比>

△0.5％
46.43ℓ

<平成28年
度比>

△1.0％
46.19ℓ

<平成28年
度比>

△1.5％
45.96ℓ

<平成28年
度比>

△0.5％
0.04Ｋｇ

<平成28年
度比>

△1.0％
1.29㎥

<平成28年
度比>

△2.0％
1.28㎥

<平成28年
度比>
+2％

2.85千円

<平成28年
度比>

△1.0％
222.10Kg-

CO2

<平成28年
度比>

△2.0％
219.86Kg-

CO2

<平成28年
度比>

△0.5％
223.22Kg-

CO2

<平成28年
度比>
+3％

2.88千円

<平成28年
度比>
+4％

2.91千円

<平成28年
度比>

△1.0％
0.04Ｋｇ

<平成28年
度比>

△1.5％
0.04Ｋｇ

<平成28年
度比>

△2.0％
0.04Ｋｇ

<平成28年
度比>

△1.5％
222.98Kg-

CO2

主な実施事項Ｎo 環境方針 取組項目

資源の効率
的利用

温室効果ガ
スの
排出抑制

二酸化炭素
排出量の削減

1

2

3

<平成28年
度比>

△1.0％
11.90Ｋｇ

廃棄物排出
抑制と適正
処理

6

環境負荷が懸念され
る化学物質の代替物
への切り替え

リユース部品等の提
案及び供給者の確
保、事務用品など環
境配慮物品等の購入
の推進

199.46Kwh
エネルギー
の効率的利
用

電力使用量の
削減

224.34Kg-CO2

廃棄物の分別管理と
適正処理

4

化石燃料使用
量の削減

産業廃棄物　・
一般廃棄物の
排出量の削減

1.3㎥

46.66ℓ

0.04Kg
5

車両洗車時の無駄水
の防止(ストップノズル
取付け)　・漏水の定
期点検　（1回/2ヶ月）

・不要照明の消灯．
事務所の適正空調温
度の励行　・高効率
蛍光灯等の省エネタ
イプへの順次切換え

12.02Kg

地球環境の
保全

<平成28年
度比>

△2.0％
195.47KWh

<平成28年
度比>

△2.0％
45.73ℓ

<平成28年
度比>

△2.0％
11.78Ｋｇ

<平成28年
度比>

△1.5％
196.47KWh

<平成28年
度比>

△0.5％
1.30㎥

ＰＲＴＲ法特定
化学物質使用
量の削減

<平成28年
度比>

△1.5％
11.84Ｋｇ

<平成28年
度比>

△0.5％
11.96Ｋｇ

<平成28年
度比>

△0.5％
198.46KWh

<平成28年
度比>

△1.0％
197.47KWh

<平成28年
度比>

△1.5％
1.28㎥

地球環境の
保全

グリーン購入
(中古部品)の
促進

<平成28年
度比>
+1％

2.82千円

水使用量の削
減

電気使用量の削減・
化石燃料使用量の削
減　・.お客様へのエ
コ整備の推進とエコド
ライブの推奨を図る

社有車の省エネ運
転、点検整備の励行
・代車、レンターカー
の燃料管理
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　⑤　環境活動計画　(平成28年度)

Ⅰ.目標を達成するための取組み

1.　電力使用量の削減

　　　　(１)事務所の空調温度の励行

　・冷房28℃、暖房20℃(ショールームは冷房26℃、暖房22℃を目安)

　　(室内に温度計を設置し、目安温度は温度計を基準とする。)

　・クールビス(7～8月)による夏場の冷房温度設定の厳守。諸事情により、28年度は実施しない。

　・ブラインド、遮光フィルム等により太陽光の遮断。

(２)不要照明の消灯

　・昼休み、時間外の部分消灯を徹底する。

　・使用時以外の消灯（会議室、打合せ室、更衣室、給湯室、トイレ等)

　・サービス工場の部分照明の実施。

(３)夜間・休日等はOA機器の主電源を切って節電に努める。

(４)広告塔の点灯・消灯時間の励行

　・看板、展示場、駐車場の照明は防犯上必要なもの以外は消灯。

(５)パソコンは使用していない時は電源が切れる様、電源の設定をする。

(６)空調機のフィルター清掃・交換等適正管理（シーズンイン　１回／月実施）

(７)高効率蛍光灯・VE型魔法瓶採用等の省エネタイプへの順次切換え。

2.　化石燃料使用量の削減

(1)社有車の省エネ運転、点検整備の励行を図る。

　・社員の車の省エネ運転、定期点検整備の促進を図る。

　・社用車について、低燃費車への切り換えに取り組む。

(2)ウォームビズ等による冬場の暖房設定の遵守。(お客様用のブランケット準備)

  ・ボイラーや燃焼機器の空気比（空気過剰係数）を低く抑えて運転

(３)代車、レンタカーの燃料管理を徹底する。

　・満タン返しの促進(短期間・短距離使用の場合の満タン給油は、

　　トラブルにならない様、十分な説明が必要)

3.　水使用量の削減

(1)水道の蛇口は全開でにしないで、水圧を上げない様に心掛ける。(節水の意識付け)

(2)車輌洗車時の無駄水の防止。（ストップノズルの取り付け　○全数設置）

(３)漏水の定期点検（2ヶ月毎）

4.　廃棄物排出量の削減

(1)紙使用量の削減

　・プリンターで印刷を行う場合は可能であれば、両面印刷、片面複数印刷(割付)

　　などの機能を活用する。

　・裏面の利用、両面コピー、電子メール活用によるペーパーレス

　・コピー終了時には設定の初期化(リセット)を行い、次に使用する者のミスコピー

　　を防止する。

　・社内間の事務連絡などに封筒を使用する場合は、使用済みの封筒を再使用する。
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　・公文書以外の用途について、裏面が利用可能な用紙は裏面利用する。

(2)廃棄物の分別管理と適正処理

　・使い捨て製品を避け、リターナブル容器に入った製品を優先的に購入する。

　・再使用またはリサイクルしやすい製品を優先的に購入する。

(３)リサイクル業者との新規委託契約(適正な継続委託契約)

5.　二酸化炭素排出量の削減

(１)電気使用量の削減・化石燃料使用量の削減

(2)お客様へのエコ整備の推進・エコドライブの推奨を図っていく。

(3)電気自動車(I-MiVE・MINICAVE-MiVE)・PHEV車・省エネ車の普及に努める。

6.　PRTR法特定化学物質使用量の削減

(１)環境負荷が懸念される化学物質の代替物への切り替え。

(2)化学物質を適正に管理し、定期的に確認する。

7.　グリーン購入の促進

(１)ユーザーへ対して、リユース部品等の提案を積極的に推進する。

(2)良質な供給業者の確保に努める。

(3)環境ラベル認定等製品を優先的に購入し、使用する。

(4)社用車について低排出ガス認定車など低公害車への切り替えに取り組む。

8.　環境負荷実績の把握

(1)基礎データー入力表に基づき、毎月、環境負荷実績を早期に集計をする。

(2)有害性のPRTR法特定化学物質についても、記録･管理する。

(３)上記1～7の取組み項目について、記録･管理する。

9.　環境に配慮した自動車の販売・サービス(整備)の提供等

(1)電気自動車・省エネ車の販売促進を諮る。

(2)お客様に、車検・点検等の入庫時にエコドライブ推奨ポイントをチラシ等で案内する。

(3)急速充電器等、充電インフラの更なる整備に努める。

10.　地域社会への貢献

(1)店舗周辺の清掃もしくは美化運動を年1回以上実施する。

(2)地域の環境保全活動へ積極的に参加する。

　　　(ない場合は青森県主催の ノーマイカーデーへ参加する。)

11.　その他　環境管理の維持向上の為に

(1)定期的に法令一覧表の見直し、遵守状況のチェックを行う。

(2)年一回以上の内部監査を実施する。

(3)環境問題の現状やエコアクション２１における環境への取組の、

　　意義と重要性など、年一回以上の社員教育を実施する。

(4)環境上の事故及び緊急事態を想定し、その対応策を定め、年一回

　　以上の緊急事態対応の訓練を定期的に実施する。

- 6 -



Ⅱ.目標を達成するための実施体制

【推進員補佐役】

推進員補佐役

推進員補佐役

推進員補佐役

推進員補佐役

推進員補佐役

推進員補佐役

推進員補佐役

推進員補佐役

推進員補佐役

推進員補佐役

推進員補佐役

問屋町ボディー工場整備課

むつ店　整備課

弘前店　整備課

　　青森スズキ　弘前高崎
整備

問屋町ボディー工場
工場長

五所川原店
店長

内部監査責任者

十和田店
店長

中古車部
部長

青森スズキ自動車販売(株)
八戸駅通　整備課

青森スズキ自動車販売(株)
合浦公園　整備課

青森スズキ自動車販売(株)
八戸駅通　　　店長

青森スズキ自動車販売(株)
合浦公園　　　店長

十和田店　整備課

青森西バイパス店整備課
課長

八戸下長店
店長

弘前店
店長

【環境推進員】

五所川原店　販売課
係長

環境事務局

事務局長

スタッフ

営業本部販促営業部
販促・車輛・保険課

スタッフ

青森東店　整備課
課長

環境会議

総務部長

環境マネジメント実施体制組織図

営業本部販促営業部
部長

青森西バイパス店
店長

青森東店
店長

【部門責任者】

青森スズキ　弘前高崎
店長

取締役社長

総務部

環境管理責任者
常務取締役
営業本部長

中古車部
係長

む　つ　店
店長

営業本部サービス部

　　　営業本部販促営業部

八戸下長店　整備課
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主な推進者の役割、責任及び権限

１．環境管理責任者・環境監査責任者の任命

２．環境方針の制定

３．環境マネジメントシステムの実施および管理に必要な資源の準備

４．環境マネジメントシステムの評価、見直しの実施

５．内部環境監査の実施の指示

１．環境マネジメントシステムの確立及び実施、維持を推進

２．環境負荷、環境取組状況の把握及び評価

３．環境目標・環境活動計画の策定

４．環境経営マニュアルの制定

５．緊急事態対応手順の策定

６．取組状況の評価及び環境会議（社長）への報告

７．問題が発生した場合の是正処置等の指示

８．環境活動レポートの承認

１．環境管理責任者の補佐

２．環境関連法規等の取りまとめ及び最新情報の収集

３．環境方針の立案

４．環境目標、環境活動計画の立案

５．環境経営マニュアルの立案

６．緊急事態対応手順の立案

７．取組手順書（運用手順、運用基準、監視・測定基準、記録）の作成

８．各部門（店舗）の取組状況の取りまとめ

９．教育・訓練計画の作成

１０．文書・記録類の管理

１１．環境活動レポートの作成

１．部門（店舗）の環境マネジメントシステムの確立及び実施、維持を推進

２．部門（店舗）の環境活動計画の策定

３．教育・訓練の実施

４．外部からの苦情等への対応及び環境管理責任者への報告

５．緊急事態対応の訓練実施

６．部門（店舗）の取組状況の評価及び環境管理責任者への報告

７．問題が発生した場合の是正処置等の実施

１．部門（店舗）の環境活動計画の立案及び推進

２．部門（店舗）の取組状況の把握及び環境責任者への報告

１. 実際の活動・取組みにおいて環境推進員を補佐する。

２. 文書・記録において環境推進員を補佐する。

１. 環境マメジメントシステムがガイドラインの要求事項及び組織が定めたルール

　　に適合しているかをチェックする。

2.環境目標が達成状況と、環境活動計画が適切に実施されているのをチェック

    する。

環境推進員補佐役

環境責任者
各部門長
及び店長

環境管理
責任者

環境事務局

代表者

内部監査責任者

社長

役員

各部門員

営業本部
サービス部

各部門課長環境推進員

責任と権限ＥＡ２１の役割 社内職制

部長
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　⑥　環境目標の実績
　　1.　平成28年度　環境目標の実績及び評価　その1

※電力使用量の削減では、事務所・工場・屋外照明のLED化に取り組んだ結果、実数では削減目標は達成でき
　たが、売上の大幅な減少により原単位では削減目標は達成できなかった。今後も不要な照明の消灯等に努め
　全体の節電に努めたい。
※化石燃料使用量の削減は目標はなんとか達成できた。社有車の省エネ運転の励行及び社有車の省エネタイプ
　への切替も引き続き、順次推し進めて行きたい。
※水使用量の削減では、今年度も弘前店の地下水の使用量を大きく削減できた事により、大幅な削減となった。
　主要拠点3店舗に門型洗車機を設置した事により、29年度は更なる水使用量の削減を期待する。
※廃棄物についても廃油・廃バッテリーの有価物への移行と、汚泥の排出抑制により、削減目標は大きく達成された。
　29年度は汚泥の排出が増えそうなので、他の廃棄物の削減に努めたい。
※二酸化炭素排出量の削減については、電力使用量が目標を達成出来なかった事、東北電力の温室効果ガス
　排出係数が平成19年は0.378だったのが、平成23年からの係数が0.547と大きくなった事、売上が大きく減少した
　事により削減目標は達成できなかった。
※PRTR法特定化学物質使用量削減は、平成24年度実績にたいして大きく削減できた。
　現在は、クーラントに含まれるエチレングリコールはPRTR法特定化学物質の対象になっていないので、その数量を
　含めていない事により、大きな削減となっている。29年度からは、基準値の数量にはエチレングリコールは含めない事とする。
※グリーン購入(中古部品)の促進の目標は、実数でも110％と達成されている。今後更に増やして行きたい。

　　2.　平成28年度　環境目標の実績及び評価　その2

　※PHEV車・クリーンディーゼル車の販売目標は達成できなかった。特殊な事情により新車販売全体で
　　　大幅減少になった事による。次年度は目標達成に努める。
　※地域や町会などで活動を実施していない店舗は、引き続き県の「ノーマイカーディ」等に積極的に参加。
　　　今年度は7店舗の参加目標に対し、8店舗が実施、参加人員は延べ130名で目標を達成できた。
　　　次年度の取組では8店舗以上か、100名以上の参加を目指す。
　※店舗周辺にゴミ等が少なくなってきたが、引き続き清掃活動、又は美化の推進に努める。

平成19年度実績 28年度目標 平成28年度

(原単位) 19年度の(△12％) 実績

水使用量の削減

平成24年度実績   24年度の(△4％)
(原単位) (原単位)

 0.61kg  0.59kg  0.04kg 1475.0% ◎

平成25年度実績 25年度の+4％
(原単位) (原単位)

1.70千円 1.77千円 2.79千円 157.6% ◎

廃棄物排出抑制と
適正処理

130.8%1.71ｍ3

34.2kg 285.0%38.9kg
産業廃棄物・一般廃棄物
排出量の削減

地球環境の保全

地球環境の保全

PRTR法特定化学物質使用量
の削減

グリーン購入(中古部品)の促
進

187.8Kg-CO2

温室効果ガスの
排出抑制

二酸化炭素排出量の削
減 213.4Kg-CO2 83.7%

199.5kwh

46.7ℓ

1.30ｍ3

12.0kg

◎

◎

△224.3Kg-CO2

環境方針 取組項目

178.8kwh

資源の効率的利用
1.94ｍ3

化石燃料使用量の削減 55.7ℓ

エネルギーの効率
的利用 電力使用量の削減 203.2kwh

達成率 評価

89.6%

104.9%

△

○49.0ℓ

△

○

○

〇

△

△

3 地域社会への貢献

・地域の環境保全活
動への参加

・全従業員が会社や家庭などで年に1回以上、地域
や町会などの活動に参加することを目標とする。

青森・県南地
区のみ実施

・店舗周辺の清掃活
動の実施

・年2回以上、実施すること。
全店舗1回
実施

・環境監査の実施 ・毎年、１回以上、内部監査を行うことを目標とする。
28年11月実
施

・社員教育の実施
・全従業員が年に1回以上、延べ2時間以上の研修
会や社内教育を受けることを目標とする。

29年1～2月
全店舗実施

1

自動車販売・サービ
ス（整備）を通じて
環境保全に配慮す
る。

・環境に配慮した自
動車の販売・サービ
ス（整備）の提供等

・取組方針及び数値目標等に基づき、充電インフラ
整備・電気自動車及びクリーンエネルギー車の販
売促進等の環境に配慮した事業活動を展開するこ
とを目標とする。外部に対しての取組として、引き続
きお客様へのエコ整備の推進・エコドライブの推奨
を図っていく。平成28年度は電気自動車・クリーン
エネルギー車販売　300台目標

販売目標
300台に対し
て実績は
131台。

2
環境管理の維持向
上を図る。

・環境法令の遵守
・毎年、１回以上、定期的に、法令一覧表の見直、
遵守状況のチェックを行うことを目標とする。

28年7月実
施

№ 環境方針 取組項目 目標（平成２８年度～平成３１年度まで） 実績 評価
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⑦　環境活動計画(平成２８年度)の取組結果とその評価、次年度の取組内容
1.電力使用量の削減

(原単位) 　　 　      203.2kwh 　 　　　　178.8kwh       199.5kwh　(達成率　89.6％)

　○　評価
　　　　　・問屋町ボディー工場に於いては、今回も目標が達成できなかったが、不要照明の消灯等、節電につとめている。

　　　　　・本社西バイパス店に於いては、引き続きデマンド監視装置の活用により、冬のルーフヒーター・パネルヒーター

　　　　　　の節電に効果を上げた。

　　　　　・更に、本社・西バイパス店に於いては、非常用照明・事務所・工場・屋外照明をすべてLEDに交換した。

　　　　デマンド監視装置 　　　非常用照明・事務所・屋外照明をLEDに交換

　　事務所のLED化 　　工場のLED化

　○　次年度の取組内容
　　　　　・照明をLEDに交換した店舗に於いても、引き続き不要照明の消灯等に配慮し、節電に努める。

　　　　　・引き続き窓側の照明は、天気の良い日の日中は消灯し節電に努める。

　　　　　・引き続き、ショールームの照明は午後7時以降は消灯し節電に努める。

　　　　　・看板、展示場、駐車場の照明は節電効果が大きいので、防犯上必要なもの以外はできるだけ消灯し、

　　　　　　引き続き節電に努める。

　　　　　・青森地区3店舗の照明をLEDに交換したのは昨年度後半なので、今年度の効果を期待したい。

　　　　　・残りの事務所・工場についても、順次照明のLED化を図りたい。

　　　　　・全社的な取り組みとしては、このまま継続する。

2.化石燃料使用量の削減

(原単位)   55.7ℓ         　  49.0ℓ     　 46.7ℓ　(達成率　104.9％)　　

100

120

140

160

180

200

220

19年度実績 28年度目標（△12％） 28年度実績 

203.2 
178.8 

199.5 

電力使用量の削減 

19年度実績 

28年度目標（△12％） 

28年度実績 

20

30

40

50

60

19年度実績 28年度目標（△12％） 28年度実績 

55.7 49 46.7 

化石燃料使用量の削減 

19年度実績 

28年度目標（△12％） 

28年度実績 
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　○　評価
　　　　　・28年度も暖房に使用する重油・灯油は削減できた。

　　　　　・社有車の省エネ車への切換え、省エネ運転・点検整備を励行し、ガソリンの削減目標も達成出来た。

　　　　　・冬季間の除雪車の軽油使用量の増加による西バイパス店をはじめ、弘前店、八戸下長店、十和田店で

　　　　　　軽油の使用量は増加したが、全体的には削減目標は達成できた。

　○　次年度の取組内容
　　　　　・引き続き代車・レンタカーの満タン返し等、燃料管理を徹底するが、短期間・短距離使用の場合の

　　　　　　満タン給油依頼は、トラブルにならない様、十分な配慮、説明をする事。

　　　　　・引き続き冬期間の暖房に係る、灯油・重油についてはもウォームビス等により削減を図る。

　　　　　・引き続き、社有車の省エネ車への切替、社員の車の省エネ運転、定期点検整備の促進を図る。

3.水資源使用量の削減

(原単位)      1.94ｍ3  1.71ｍ3         1.30ｍ3
(達成率　131.5％)

　○　評価
　　　　　・上水においては、ほとんどの店舗に於いて削減目標は達成されている。

　　　　　・上水では唯一削減目標を上回っている青森西バイパス店に於いても、地下水の使用量は大きく削減

　　　　　　できている。全体としては削減目標を達成する事ができた。

　　　　　・青森西バイパス店、弘前店、八戸下長店に、水使用量の削減が期待できる、門型洗車機を設置できた。

青森西バイパス店に設置した門型洗車機

　○　次年度の取組内容
　　　　　・門型洗車機設置の3店舗に於いては、正しい取扱い等に注意し、効率的な運用の取り組みに努める。

　　　　　・引き続き洗車用の蛇口にはストップノズルを必ず取り付けて、節水の意識づけを徹底する。

　　　　　・引き続き、漏水の定期点検（2ヶ月毎）を励行する。。

　　　　　・引き続き、水洗トイレの水が流れっ放しになっていないか等を、毎日確認するよう徹底する。

4.廃棄物排出量の削減

(原単位) 　　38.9kg　　　　　　34.2kg          12.0kg　(達成率　285.0％)

0

0.5

1

1.5

2

19年度実績 28年度目標（△12％） 28年度実績 

1.94 

1.71 
1.3 

水使用量の削減 

19年度実績 

28年度目標（△12％） 

28年度実績 

0

10

20

30

40

19年度実績 28年度目標（△12％） 28年度実績 

38.9 

34.2 

12 

産業廃棄物・一般廃棄物排出量の削減 

19年度実績 

28年度目標（△12％） 

28年度実績 

- 11 -



　○　評価

　　　　　・有価・有償関係なく廃棄物総量として、実数としては削減目標は達成できている。

　　　　　・分別の徹底により、マニュフェスト交付対象の産業廃棄物は大幅に削減できている。

　　　　　・28年度も汚泥の処理がおさえられたので、廃棄物排出量は大幅に抑えられた。

　○　次年度の取組内容

　　　　　・汚泥の処理については、廃棄量の増加が見込まれるので、処理方法等の工夫に取り組む。

　　　　　・今期も低年式車の入庫により、廃タイヤ・廃プラスチック、廃エレメントの増加がみこまれるが、他の

　　　　　廃棄物の削減により、全体の廃棄物の削減に努めたい。

5.二酸化炭素排出量の削減

(原単位)  　　　　　 213.4Kg-CO2 187.8Kg-CO2 224.3Kg-CO2 (達成率　83.7％)

　○　評価

　　　　　・電気使用量の削減率は89.6％、化石燃料使用量の削減率は104.9％と、それぞれの削減目標は厳しい

　　　　　　状況となってる。そして、項目については、温室効果ガス排出係数が大きく増えている為、削減目標は

　　　　　83.7％と更に厳しい状況になっている。　しかしながら、実数では112.1％の達成率となるので評価したい。

　○　次年度の取組内容

　　　　　・引き続き、お客様への更なるエコ整備の推進と、エコ安全ドライブを、推奨していく事に努める。

　　　　　・引き続き、電気自動車(I-MiVE・MINICAVE-MiVE)・PHEVアウトランダー・省エネ車の普及に努める。

6.PRTR法特定化学物質使用量の削減

(原単位) 　    0.61kg 　0.59kg 　　　　　0.04kg　(達成率　1,475.0％)

　○　評価

　　　　　・各店舗の整備工場において、化学物質を含有する使用製品は一定しています。「PRTR法特定化学物質

　　　　　　調査表」により使用量を把握するとともに、保管状況などを定期的に確認・記録しています。

　　　　　・板金塗装工場である問屋町ボディー工場においては、塗料・シンナー等ひとつひとつの製品の　購入記録

　　　　　　表を作成し、「製品安全データーシート」により化学物質成分の含有量を調べ、年間のPRTR法特定化学物

　　　　　　質使用量を把握しています。　　　

　　　　　・28年度の対象のPRTR法特定化学物質として、トルエン・キシレン・ジクロロジフルオロメタン・エチルベンゼン

　　　　　　・n-ヘキサン・1-2-4トリメチルベンゼンの数量を把握した。

            ・28年度は、油の流出、化学物質の流出等の環境上の事態は発生しませんでした。

160
170
180
190
200
210
220
230

19年度実績 28年度目標（△12％） 28年度実績 

213.4 

187.8 

224.3 

二酸化炭素排出量の削減 

19年度実績 

28年度目標（△12％） 

28年度実績 

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

24年度実績 28年度目標（△4％） 28年度実績 

0.61 0.59 

0.04 

PRTR法特定化学物質使用量の削減 

24年度実績 

28年度目標（△4％） 

28年度実績 

- 12 -



　○　次年度の取組内容

　　　　　・クーラントに含まれるエチレングリコールは、PRTR法特定化学物質の対象からはずれたので、今後はエチレン

　　　　　　グリコールの使用量は含めない。

　　　　　・引き続き、全工場においても、PRTR法特定特定化学物質の適正な管理及び代替物への切替に努める。

　　　　　

7.グリーン購入の促進

(原単位) 　　1.70千円 1.77千円 　　　　2.79千円　(達成率　157.6％)

　○　評価
　　　　　・引き続き、リユース部品の購入・ユーザーへの呼掛け・提案、事務用品など環境配慮物品の購入、

　　　　　社用車の低排出ガス認定車など低公害車などへの切り替えに努めている。

　　　　　・グリーン購入(中古部品)についても促進目標は157.6％と達成されている。金額の把握も「基礎デ

　　　　　ータ記入表」できちんと集計されている。

　○　次年度の取組内容
　　　　　・グリーン購入(中古部品)は、平成28年度実績を基準として、今後も増加に努めたい。

　　　　　・引き続きユーザーへ対して、リユース部品等の提案を積極的に推進すると共に、良質な供給業者の

　　　　　　確保に努める。

　　　　・環境ラベル認定等製品を優先的に購入し、使用することに努める。

8.環境負荷実績の把握
　　(1)基礎データー入力表に基づき、毎月、環境負荷実績の集計をする。
　○　評価
　　　　　・全店舗で毎月きちんと基礎データを入力、事務局への報告がされている。

　　　　　・有害性のPRTR法特定化学物質についてもデーターは記録・管理されている。

　　　　　・事務用品紙類・ウエス、リベルト部品も記入がされている。

　○　次年度の取組内容
　　　　　・引き続き、基礎データー入力表の早期入力、集計表作成の早期作成に努める。

9.環境に配慮した自動車の販売・サービス(整備)の提供等
　　(1)電気自動車・省エネ車の販売促進
　　(2)急速充電器の整備促進
　　　　・弊社としての充電器の設置は、普通充電器は全店舗に設置、急速充電器は、青森三菱自動車販売(株)の

　　　　　青森西バイパス店・青森東店・むつ店・弘前店・五所川原店・八戸下長店・十和田店と青森スズキ自動車販

　　　　　売(株)の八戸駅通に設置され、対象店舗への急速充電器の設置は完了しています。　　　　　　　　

　　(3)お客様に、車検・点検等の入庫時にエコドライブ推奨のポイントをチラシ等で案内する。

　○　評価
　　　　　・今年も300台の目標達成はできなかった。EV・PHEV車が43台、クリーンディーゼル車が88台と、131台に留まった。

　　　　　　諸事情により、新車販売全体で大きく落ち込んだ事による。

　　　　　・急速充電器の設置状況等は、店頭にチラシ等を掲示するなどして一般ユーザーへのアピールをしている。

　○　次年度の取組内容
　　　　・全体としても販売台数を増やし、EV・PHEV車・クリーンエネルギー車の販売については目標300台の達成に努めたい。

　　　　・今後も、青森県内の充電インフラ整備の推進に努めたい。
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電気自動車 　　　i-MiEV MINICAVE-MiVE 　　　MINICAVE-MiVEトラック

クリーンディーゼル車　(デリカD:5) 　　　　　PHEVアウトランダー 　低燃費車　(ミラージュ)

　　低燃費車　(ekシリーズ)

　　　　・低燃費車の　ミラージュ・軽自動車のｅｋシリーズ等の車の運転を通して、エコドライブをしっかりとお客様への

　　　　　推奨に努める。

10.地域社会への貢献
　　(1) 年1回以上の地域環境保全活動への参加　( ノーマイカーデーへの参加等)
　　(2) 年１回以上の店舗周辺の清掃もしくは美化活動の実施

　○　評価

　　　　・地域活動のない店舗のうち6店舗で、青森県で実施する「ノーマイカーデー」への参加を実施できた。

　　　　　店舗周辺の清掃活動は全店舗実施できました。実施状況と評価は下記の表の通りです。

平成28年度実施 　地域環境保全活動への参加 　店舗周辺の清掃・美化活動 　　評価

本社・青森西バイパス店 ◎

青森東店 ○

問屋町ボディー工場 ○

むつ店 ○

弘前店 ○

28年度問屋町合同清掃活動　各1名参
加　4.14,　5.19,　6.23,　7.22,　8.4,
9.8、　10.20

新城川をきれいにする会の清掃活動
は雨の為中止       28.7月、28.10月実
施ノーマイカーデー延べ17名参加

店舗と新青森駅周辺の大規模なゴミ拾
い　28.4.18日　　28名参加、28.5.18
構内草取り実施　12名参加

店舗周辺のゴミ拾い       　28.4.18日
５名参加

店舗周辺地域の活動はなかった
28.7月、10月実施ノーマイカーデー延
べ26名参加

店舗周辺のゴミ拾い　       28.4.18日
11名参加

店舗周辺地域の活動はなかった
28.7月、10月実施ノーマイカーデー延
べ14名参加

店舗周辺のゴミ拾い　     　28.4.18日
7名参加

店舗周辺地域の活動はなかった
28.7月実施ノーマイカーデー延べ12名
参加

店舗周辺のゴミ拾い　     　28.4.18日
12名参加
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平成28年度実施 　地域環境保全活動への参加 　店舗周辺の清掃・美化活動 　　評価

五所川原店 △

八戸下長店 ○

中古車部 △

十和田店 △

東奥三菱自動車販売株式会社 ○

青森スズキ自動車販売株式会社 ○

　○　次年度の取組内容

　　　　・地域活動のない店舗は青森県で実施の「ノーマイカーデー」に積極的に参加し、8店舗以上の地域環境保全活動に

　　　　　努める。

　　　　・店舗周辺の清掃活動の実施は年に1回以上、他に美化運動等にも努める。

※下記写真等は、直近(平成29年4月)実施分です。

本社・青森西バイパス店は、近くを流れる新城川をきれいにする運動に毎年参加しています。

年々、参加者が増え近隣の住民・小・中・高の学生さんら多数参加され、今年も400名程にもなりました。

毎年開催される弊社の決起大会集合の前に各店舗毎に、店舗周辺の清掃活動を実施しています。

　　　本社・青森西バイパス店　店舗周辺ゴミ拾い

　　弘前店。弘前高崎　店舗周辺ゴミ拾い 五所川原店舗周辺ゴミ拾い他

店舗周辺地域の活動はなかった
ノーマイカーデー参加者なし

店舗周辺のゴミ拾い      　28.4.18日
10名参加

店舗周辺地域の活動はなかった
28.7月、10月実施ノーマイカーデー延
べ27名参加

店舗周辺のゴミ拾い　　　　28.4.18日
8名参加

店舗周辺地域の活動はなかった
28.7月、10月実施ノーマイカーデー延
べ19名参加

店舗周辺の清掃活動    　28.4.18日
20名参加

店舗周辺地域の活動はなかった
ノーマイカーデー参加者なし

店舗周辺のゴミ拾い　　  　28.4.18日
5名参加

店舗周辺地域の活動はなかった
28.7月、10月実施ノーマイカーデー延
べ8名参加

店舗周辺のゴミ拾い　　　　28.4.18日
13名参加

店舗周辺地域の活動はなかった
ノーマイカーデー参加者なし

店舗周辺のゴミ拾い　　  　28.4.18日
10名参加
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　八戸下長店舗周辺ゴミ拾い 十和田店舗周辺ゴミ拾い

　　むつ店　周辺ゴミ拾い 　　スズキアリーナ八戸駅通　周辺ゴミ拾い

11.　その他　環境管理の維持向上の為に
　　　弊社では、環境管理の維持向上のために、内部監査、社員教育及び緊急事態対応の訓練を
　それぞれ実施しております。　その実施状況は次表のとおりです。 

　○　評価

2)内部監査実施日 　3)社員教育実施日 4)緊急事態対応訓練実施日　評価

本社・青森西バイパス店 　　　28.11.18
29.01.06・
29.01.19

29.01.20 29.02.28 ○

青森東店 　　　28.11.18 29.01.17 29.01.25 29.01.17 ○

問屋町ボディー工場 　　　28.11.18 29.02.02 29.02.02 ○

むつ店 　　　28.11.19 29.02.16 29.02.16 ○

弘前店 　　　28.11.17 29.01.12 29.02.17 29.01.21 ○

五所川原店 　　　28.11.17 29.01.13 29.02.17 29.01.13 ○

八戸下長店 　　　28.11.20 29.01.05 29.01.11 29.01.05 ○

中古車部 　　　28.11.20 29.01.05 29.01.11 対象外 ○

十和田店 　　　28.11.19 29.02.15 29.02.15 ○

東奥三菱自動車販売株式会社 　　　28.11.20 29.01.05 29.01.11 28.11.19 ○

青森スズキ自動車販売株式会社 　　　28.11.18 29.01.17 29.01.25 29.01.17 ○

　○　次年度の取組内容

引き続き、内部監査・社員教育・緊急事態対応の訓練は年一回以上必ず実施する。

緊急事態対応の訓練は、全店舗が早期に実施する様、スケジュール管理を強化する。
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⑧環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果、違反・訴訟等の有無

環境関連法規等の遵守状況については、毎年定期的に法令一覧表の見直し、遵守状況のチェックを

行っております。

環境関連法規については、自らその遵守状況をチェックしたところ違反はありません。

また、関係当局よりの違反等の指摘、訴訟は過去3年間ありません。

近隣住民からの苦情は、平成23年度は1件ありましたが、改善策を提示し、解決済みです。

平成28年度は苦情はありません。 

「環境関連法規等の遵守状況」の確認表(全社総括)については次表のとおりです。

「環境関連法規等の遵守状況確認表」　平成28年度版

　○　評価

      ・上記、「環境関連法規等の遵守状況確認表」の通り、見直し・チェックが適正に把握できている。

　　　水質汚濁防止法により、排水の水質検査実施を求められている、むつ店・弘前店・十和田店の

　　　検査結果においては、基準値をクリアし、適合となっています。

　　　・青森西バイパス店・弘前店・八戸下長店の3店舗に門型洗車機を設置。水質汚濁防止法の特定

　　　施設に該当するので各該当自治体へ届出が義務付けられているが、適正に届出されている。

　　　・平成27年4月から施行された「フロン排出抑制法」について、対象店舗である八戸下長店において

　　　定期点検を実施し、特に異常のない事を確認している。

　○　次年度の取組内容

　　　引き続き、マニュフェストの適正な管理等、廃棄物処理及び、PRTR法特定化学物質の環境関連

　　　法規等の順守について、全店舗が適正に把握できる様、継続して取組みます。

－

○

○

○

○

①ボイラーの届出 ○

昼；６０ｄＢ以下　　夜間；５０ｄＢ以下

○

○

○

○

廃棄物管理票交付状況等報告 保管部門 ○

○

貯油庫

保管部門

○

○

－

①定格出力７.５kw以上のエアコン室外機 定期点検の実施 保管部門 ○ 八戸下長店

○１回／年 担当部門 青森西バイ店報告済み

［確認結果］　○：適合　　△：一部不適合　　×：不適合　－：該当しない

○フロン排出抑制 １回／年

○地盤沈下防止（条例） ①地下水採取の規制 「地下水採取量の測定及び報告」の確認

ﾄﾙｴﾝ・ｷｼﾚﾝ使用量 １回／月 塗装施設 把握している。

②特定化学物質の排出量・移動量の届出 取扱量：１ｔ以上／年 １回／年 担当部門 全店該当しない

全店
②危険物貯蔵の届出 「届出済」の確認 １回／年

○化学物質管理
(PRTR法)

①化学物質使用量 ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ使用量 １回／月 ｻｰﾋﾞｽ工場 把握している。

②引取業・フロン回収業の届出 登録の更新 １回／5年 保管部門 全店

○危険物管理
（危険物第４類）

①危険物の適正貯蔵 危険物取扱の表示、貯蔵量のチェック １回／月
○

④実績の報告 １回／年 27年度　全店報告済み

○使用済自動車処理 ①電子マニフェストの移動報告 引取報告：使用済車引取り後3日以内，引渡
報告：引取報告後30日以内かつ使用済車引
渡し後3日以内

１回／月
移動報告実施部
門

○ 問屋町除く全店　

②産業廃棄物マニフェストの交付・回収 B2・D票：90日以内　E票：180日以内 １回／月 交付部門 合浦公園を除く全店

③委託契約書の締結・更新 「産業廃棄物委託契約書」の確認 １回／年 保管部門 合浦公園を除く全店

○廃棄物処理 ①産業廃棄物の適正保管 保管場所の表示・保管状況 １回／月 廃棄物保管場 合浦公園を除く全店

○騒音・振動防止 ①エアコンプレッサー、エアコン室外機の騒音測定 １回／年 敷地境界
20年実施時　西バイ店○、八戸下長

○、整備団地○、その後異常なし

8店測定なし、苦情なし

②エアコンブレッサー等の届出 「特定施設設置届出書」の確認 １回／年 保管部門 該当3店届出済み

⑥廃油タンク周りの油漏れ タンク亀裂・油垂れ等のチェック １回／月 廃油タンク周り 亀裂、油垂れ無

○大気汚染防止 「ばい煙発生施設届出書」の確認 １回／年 保管部門 青森西バイパス店

④排水溝の保守 清掃の実施 １回／6ヶ月 排水溝 全店

⑤浄化槽の点検・保守 点検・清掃の実施 １回／年 浄化槽 ○５店、定期的に実施している

②門型洗車機など、特定施設の届出 「特定施設設置届出書」の確認 １回／年 保管部門 ３店舗　届け出済

③油水分離槽の点検・保守 点検・清掃の実施 １回／6ヶ月 油水分離槽 合浦公園を除く全店

○水質汚濁防止 ①排水の水質測定
条例に基づく排水規制

１回／年
排水出口
（測定機関）

29年2月実施時　弘前店〇、むつ
店〇、十和田店○

排水基準の適用 8店

環境関連法規遵守項目 測定・監視項目 判定基準 測定・監視頻度 測定場所 確認結果
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⑨　代表者による全体評価の結果と見直し

　青森三菱自動車販売株式会社及び青森スズキ自動車販売株式会社３社での環境への取組を推進

 してきましたが、各項目ごとの評価結果及び指示事項は、次表のとおりです。　

評価項目

１．環境方針 特に問題なし このまま継続する。

２．環境目標 全社的には、電力使用量・二酸化炭素排出量 １）審査人からの推奨事項を尊重し、目標と

が目標を達成できなかった。 する基準年を2016年度とする。

理由として、基準値に対して売上が大きく減少 ２）2017年度の電力使用量・化石燃料使用

している事と東北電力の温室効果ガスの排出 量・水使用量・廃棄物使用量・二酸化炭素

係数の増加があげられる。 排出量の削減目標は基準年に対し2020年

化石燃料使用量・水使用量・廃棄物排出量の 度で2％削減を目指す。

削減目標は達成できている。 ３）グリーン購入の促進として、中古部品の

グリーン購入(中古部品の活用)促進の取組は、 購入目標は、中期目標として、2020年度まで

今年も4店舗が達成できていないので、全店舗 に基準年(2016年)に対して、4％の増加を

で目標を達成できる様努める。 目指す。

目標の基準年が、年数が経過しすぎなので、 ３）クリーンエネルギー車の販売目標は

直近の年度にする事を推奨された。 2017年度は３００台を目標とする。

３．環境活動計画 １）削減目標事項の取組みについては、無意識 １）節電・節水の削減については、今後も照明

のうちに、しっかり実行出来ている。 のLED化、門型洗車機の設置等に努める。

２）エコカーの販売促進については、新車販売が２）省エネ車の販売促進、お客様へのエコ

大きく減少したので、目標は達成できなかった。 整備・エコドライブの呼びかけを引き続き

３）エコ整備、エコドライブの推進により、社外に 積極的に推進していく事。

対してのCo2の削減は実行できている。 ３）中古部品の活用を引き続き積極的に推

４）地域の環境保全活動が、まだ半分の店舗で 進し、グリーン購入の促進に更に取り組む。

実施されていないので、ノーマイカーデーへの ４）全店舗が地域の環境保全活動(ノーマイ

参加を、更に指導していく必要あり。 カーデー等)へ積極的に参加する様、指導。

５)教育・緊急対応の訓練が、ほとんどの店舗で ５)教育と緊急対応の訓練実施は、早めに

自主的に実施されていないので対策の必要あり。必ず実施する様に更に指導する事。

４．実施体制 環境事務局のスタッフを増員し、新スタッフその １)今後も、各部門では責任者(部門長)が

ものに教育を実施してきたが、時間がとれなくて 中心になり取組みを推進していく事。

なかなか成果は出ていない。 ２)環境事務局において、事務局長とスタッフ

による定期的な打ち合わせを実施する。

３)環境推進員との連絡会等を開催し、横の

連絡を密にしていく事。

５．その他 環境関連の法律・法令に基づいて、必要とされ 今後も引き続き、きちんと法令を順守して

ている測定、点検等はしっかり実施されている。 いく事。

以上

評価結果 指示事項(見直し)
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