
環 境 経 営 レ
(令和 4年 1月 ～令和 4年 12月 )
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株式会社 三留モーター商会

令和 5年 1月 23日 作成
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環境経営方針

環境理念

当社は、葉山町で三代に渡 り整備工場をしています。葉山の綺麗な海 と山を守 り、環境と自動車整
備業を共存して行きたいと思います。変わって行く環境を守 り、次世代へ繋げて行きます。

そのために二酸化炭素排出量、廃棄物排出量そして水使用量の削減に取り組みます。またエコ整備
の普及・促進を通じて、燃料消費率向上による二酸化炭素排出量の削減や、排出ガスの清浄化により
社会に貢献します。さらに低公害車の販売になど、企業のあらゆる活動面で、地球環境の保全に配慮
して行動 します。

環境行動方針

当社は、上記理念に従い、全従業員をあげて環境負荷の低減に配慮した活動に取 り組みます。
取 り組みの重点テーマとして下記を定めます。

(1)二酸化炭素排 出量削減 の推進

事業所内の整理・整頓 。清潔 。清掃に留意 します。事業活動に於ける電力・ガソリン・軽油
などの削減による二酸化炭素排出量の低減に努めます。また社有車における、アイ ドリング
ス トップ、エコドライブやエコ整備の普及 。拡大を継続的に推進 します。

(2)廃棄物排 出量削減の推進

事業所から出る廃棄物を削減するために、分別・リサイクル化を推進します。

(3)総排水量削減の推進

事業所内で使用する使用水量の削減により、総排水量の削減に努めます。

(4)エ コ整備・エ コ車検の推進

グリーン購入法 「特定調達品目」のエンジン洗浄を実施 します。 自動車の燃費向上や、有害
な排出ガスの削減を目ざし、エコ整備 (環境汚染防止に貢献する整備)を強力に推進 します。
そのために、エコ整備の有用性について顧客への説明を積極的に行います。

(5)リ サイ クル活動による省資源化の推進

省資源のために、リサイクル自動車部品の使用を積極的に推進します。

(6)環境 関連法規制等の遵守

環境関連法規制等を遵守することを誓約 します。

平成 19年 11月  9日 制定

全国ア ドバンスクラブ会員

株式会社 三留モーター商会

代表取締役 三 留 直 也
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◆ 事業の概要

(1)事業者名

株式会社 三留モーター商会

代表取締役 三留 直也

(2)所在地

〒240-0113 神奈川県三浦郡葉山町長柄 512-1

(3)環境保全 関係 の担 当者連絡先

環境管理責任者  佐藤 恵美

担当者      佐藤 恵美

連糸各先  電1言舌:046‐ 875‐ 7272 FAX 1046‐ 875‐ 6699
URL http:〃www.mitOmemOto■ com/

(4)事業規模

社 員 数  7名
社屋床面積  495m2

(5)事業内容

自動車整備と販売

(6)認証・登録の対象範囲

事業活動 :自 動車整備と販売

対象事業所 :本社工場 (本社工場以外の組織なし)

対象者 :全従業員

◆ 環境経営 目標 とその実績

(1)現状と活動状況

当社の過去 3年間の実績は以下の通 りです。 (年度 11月 ～12月 )

*二酸化炭素排出係数 (東京電力 調整後排出係数):0。 441 kg― C02/kWh

(2)次年度以降の 目標

下記必須 3項 目につき、排出量・使用量ともに目標達成でき、水使用量も目標達成できました。今度

も達成できるように努力し来年も0.5%削 減を目標値で進めていこうと思います。廃棄物発生量は

毎月回収をしている訳ではないので目標達成できない年もあります。昨年と同様、エコ整備台数比 5

0%以上にする。また、グリーン商品購入については、今まで同様に推奨していきます。

3

年間総量 R2年度 R3年度 R4年度

二酸化炭素排出量 総量 (kg― C02) 14,108 13,258 12,841

(電力使用量) 総量 (kWh/年 ) 16,358 15,827 15,295

(灯油使用量) 総量 (L/年 ) 686 616 594

(ガ ソリン使用量 ) 総量 (L/年 ) 2,115 2, ４
ェ

０
〉 1,990

(軽油使用量 ) 総量 (L/年 ) 0 0 0

一般廃棄物発生量 総量 (ト ン/年 ) 7.456 7.722 8.072

産業廃棄物発生量 総量 (ト ン/年 ) 2.500 2.000 2.020

水使用量 総量 (1lf/年 ) 146 158 153

エコ整備 % 64 67 62

グリーン購入 % 87 66 87



5年度以降の目標値

*エ コ整備台数比 :エ コ整備台数■総整備台数
*グ リーン商品 :ア スクルで購入する備品 。文房具

◆主要な環境経営計画の内容

期間 :令和 4年度及び次年度

(1)日 標を達成するための手段

1)二酸化炭素排出量削減 担当 :佐藤 恵美
①昼休みの事務所、工場内照明不要箇所の消灯
②エアコンは、夏は28℃、冬は20℃設定
③ファンヒーターの効率的活用

④スチーム洗車機の効率稼動

⑤エコドライブの実行

⑥社有車へのエコ整備の実施

⑦照明のLED化

2)廃棄物の排出量削減 担当 :船越 邦彦
①電子マニフェストの導入

②廃バッテリーの有価物化

③廃棄物・分別回収の実施と推進
④リサイクルパーツの活用・推進

3)水使用量削減 担当 :大隅 翔大

①節水の実施

②洗車用ホースヘのストップバルブの取付

4)エ コ整備 (台)の推進 担当 :阿部 健一

①エコ整備、エコ車検のユーザーヘの説明

5)グ リーン購入の推進 担当 :佐藤 恵美

①消耗品購入に関してグリーン商品を推奨

(2)そ の他の取 り組み事項

社員の環境への意識高揚のための啓蒙に努める。

4

年間総量 基準値 R5年度 R6年度 R7年度

二酸化炭素排出量 kg~C02 12,841 12, 777 12,713 12,649

(電力使用量) kWh 15,295 15,218 15,142 15,066

(灯油使用量 ) L 594 591 588 585

(ガ ソリン使用量) L 1,990 1,980 ∩
Ｖ

７
‥

Ｏ
υ 1,960

(軽油使用量) L

一般廃棄物発生量 トン 8.072 8.032 7.991 7.952

産業廃棄物発生量 トン 2.020 2.010 2.000 1.990

水使用量 In 153 152 151 150

エコ整備台数比 % 50 51 52 53

グリーン商品購入 % 70 71 72 73



エコアクション21取 り組み実施体制図

代表者 i三留 直也

1.環境管理責任者の任命

2.環境方針の制定

3.環境経営システムの実施および管理に必要な資源の準備

4.環境経営システムの定期的見直しの実施

5,社内情報の外部公開可否決定

環境管理責任者 :佐藤 恵美

1.環境経営システムの確立、実施および維持するための処置

2.社長に対し、環境経営システムの実施報告

3.推進機関であるEA21EMS事 務局の責任者として事務局運営

4.環境経営システムの教育 口訓練の計画・実施責任者

EA21巨 MS事務係 :佐藤 恵美

環境管理者を補佐し、構成員の全員参画による巨A21の
運営改善を推進する。
EA21関連文書の作成、改廃、保管、伝達の業務を推進する。

整備係

☆C02削減のため整備の研究
技術開発

①エコ車検
②エコ整備
③エコアース
④窒素ガス充填その他

施設係

☆リサイクル品の活用及び
廃棄物の削減・分別処理

①リサイクルパーツの積極的利用
②バッテリー・バンパー・タイヤ・
オイル等リサイクルに流通させる

③ゴミの分別処理の徹底
④整理・整頓・清掃・清潔の徹底

事務係

☆省資源・省エネルギーの推進

①アイドリングストップ
エコドライブの推進

②節水・節電・紙消費量の削減
③グリーン購入比率UPの推進

阿部 健一

船越 邦彦 大隅 翔大

・当社は環境管理責任者の下に具体的取組事項を推進する。

・具体的取組の推進状況の調整は、環境管理責任者と話し合い会合でまとめる。

・環境管理責任者は、エコアクション21の要求事項を満たす環境経営システムを構築し、実施し、

管理する。

'環境管理責任者は、代表者に代わつてエコアクション21全体の構築及び運用に責任を持つととも

に、必要な権限を与えられる。

・各部の担当者は、自らが組織の中でどのような役割を担つているのかを確認し、環境管理責任者の

指示のもとに行動する。
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(12ヶ 月間) 目標 結果 評価

二酸化炭素排出量 kg―C02 13,381 12,841 ○

(電力使用量) k WV h 15,827 15,295 ⌒

ヽノ

(軽油使用量) L 0 0

(灯油使用量) L 616 594 ○

(ガ ソリン使用量) L 2,045 1,990 ○

一般廃棄物発生量 トン 7.722 8.072 ×

産業廃棄物発生量 トン 2.000 2.020 ×

水使用量 In 158 153 ○

エコ整備 0/
/0 50 62 ○

グリーン購入 % 70 87 ○

◆ 1年間の運用の結果と評価

(1)目 標 と結果 (最終評価 )

令和 4年度 (1月 ～ 12月 )の 目標、結果、評価

(中 間評価 )

令和4年度 (1月 ～6月 )の 目標、結果、評価

電力の二酸化炭素排出係数 (東京電力 調整後排出係数):0.441 kg― C02/kWll

(2)評価 と取組

①二酸化炭素排出量 ;夏はブラインドの使用で日射侵入をふさいだので効率よくエアコンが

効いた。冬は防寒をしてこまめに換気扇を使ったので達成できた。

②廃棄物発生量 ;廃品物回収が月単位でない為、達成できない事もある。今後も分別を強化
して、目標達成できるようにする。

③水使用量 ;お客様の依頼で洗車をすることが増えたけど、スチーム洗浄が必要な重整備車が
減ったので、結果的に目標は達成できた。

④エコ整備 ;目 標数値のエコ整備台数比50%以上実施、達成できた。

⑤グリーン購入 ;今年度もグリーン商品購入を推進している。今回はグリーン商品の中に
ニーズに合った物が多く達成する事ができた。

ｈ^
）

(6か月間) 目標 結果 評価

二酸化炭素排出量 kg―C02 6,691 6,558 ○

(電力使用量 ) kWh 7,914 7,528 ○

(軽油使用量) L 0 0

(灯油使用量) L 308 378 ×

(ガ ソリン使用量 ) L 1,023 990 ○

一般廃棄物発生量 トン 3.861 4.176 ×

産業廃棄物発生量 トン 1.000 0.600 ○

水使用量 ln 79 79 ×

エコ整備 % 50 64 ○

グリーン購入 0/
/0 70 83 ○



(3)社員の意識高揚

ショールームに「リサイクルパーツ取扱」の掲示をして顧客へのアピールをはかるとともに、
社員の環境への意識高揚を図つていて、又、社長からの社員個人への折りに触れての啓蒙等を実
施している。

◆環境関連法規への違反、訴訟等の有無

(1)適用となる主な環境関連法規

・コンプレッサは法対象外 (2.2kW)、 。自動洗車機なし、・塗装ブースなし、・業務用エアコンなし

(2)違反、訴訟等

環境関連法規への違反や訴訟はありませんでした。なお、関係当局より違反等の指摘は、過去 3年間
ありませんでした。その他自主的に法規の遵守状況をチェックし、問題がありませんでした。また、
近隣からの苦情はありませんでした。

◆代表者の見直し結果

主な適用法規等 該当する活動

廃棄物処理法 廃棄物の排出適正処理 。電子マニフェス ト導入
消防法 消火設備の設置、維持管理

葉山町火災予防条例 届出、指定数値以内
フロン排出抑制法 自動車用エアコンの修理取扱管理
自動車 リサイクル法 使用済自動車の再資源化、適正処理
下水道法 油分分離槽の清掃、管理

家電 リサイクル法 家庭用エアコンの廃棄
グリーン購入法 グリーン商品購入につとめる

神奈川県生活環境保全条例 騒音 。振動の許容限度順守

代表者の指示事項

指 示 内 容NO 項  目
変更の必要性

あり  なし

1 環境経営方針 ⌒
∪ 会社 として環境意識を強く持ち、次世代へ繋がる事

をしていきたい。 2017年 版に対応 してこれから

もより多くの項 目を増や していきたい。グリーン商
品を推奨 していく。

2 環境経営目標及

び環境経営計画

今後も統計を取 り、日標値を達成できるように努め
ていきたい。 目標値より減少 しているところもある
が、さらなる削減に向けて努力する。

3 実施体制 ○ 社員全員で話し合い、一つ一つ確認 しながら、
より良い環境経営に努めて行きたい。

4 そ の 他 会社だけでなく一人一人が常に心掛け、周 りにも

伝えていけるように努めていくこと。
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