
株式会社甲信マツダ

２０２２年６月30日発行

２０２１年度　環境経営レポート

対象期間：２０２１年４月～２０２２年３月
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１-１．　組織の概要

（１）　事業社名及び代表者

株式会社甲信マツダ

代表取締役　的場　智英

（2）　所在地

長野県長野市中御所１丁目２７番２２号

（３）　事業内容

MAZDAブランドの乗用車・商用車の新車販売

各種中古自動車販売

車検・点検等の自動車整備業

自動車用品・部品販売

損害保険代理店業　他

（４）　事業規模

店舗数 長野県：１８店舗

山梨県：５店舗

板金塗装工場：２拠点

従業員数 ５３４名（２０２２年４月現在）

年間売上高 １９０億円

（５）　環境管理責任者及び担当者

環境管理責任者 人事労政部　部長　村松　淳

ＥＡ２１推進事務局 人事労政部　人事労政グループリーダー　田村　晃　

人事労政部　人事労政グループ　係長　山﨑　友加里

人事労政部　人事労政グループ　堤　梨乃
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環境統括責任者 　・環境マネジメントシステム（以下EMS）に関する統括責任者

＜代表者・社長＞ 　・EMSの実施及び運用に必要な人・設備・費用・時間を用意

　・環境管理責任者の任命

　・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

　・環境目標の設定を承認

　・代表者による全体の評価と見直しを実施

　・環境活動レポートの承認

環境管理責任者 　・実務上の責任者として、環境取り組みを推進

      ※代表者は、環境活動の実務に関して全部門に対する指揮命令権限を委譲

　・EMSの構築、実施、管理

　・環境活動計画書、環境関連法令取りまとめリスト等の承認

　・環境活動の取組結果を代表者へ報告

　・環境活動レポートの確認

TCM推進室 　・顧客管理、Meetsの活用推進、定着

業務標準・コンプライアンス推進室 　・環境管理責任者をサポートし、環境取り組みを推進

　・店舗の環境取り組みの指導

　・内部環境監査の実施

EA21推進事務局 　・環境管理責任者をサポートし、EA21推進事務局として環境取り組みを推進

　・店舗の環境取り組みの指導、支援

　 　・環境データの集計、取りまとめ

　・全社環境委員会の事務局

事業部長　部門長 　・全社環境委員会のメンバーとして、全社の環境取り組みを推進

　・担当部門の環境取り組みの責任者

店舗環境管理責任者

＜正：店長、　副：サービスMgr＞

　　店舗全体の環境取り組みにおいて店長をサポートする

店舗環境推進委員

　・店長：店舗の環境取り組み全体の責任者として、店舗環境取組の推進、管理

　・サービスMgr：MECA21を中心にサービス領域の環境取り組みに責任を持つとともに

　・店長とともに店舗全体の環境取組みにおいて取りまとめを行い、環境推進事務局に報告する

　・環境推進事務局からの連絡を店舗に伝達する

　・環境推進委員会（研修会）に出席し、環境関連法規及び市町条例のチェックと内部環境監査実施

環境統括責任者
代表取締役社長

環境管理責任者

人事労政部長

EA21環境推進事務局

人事労政部 人事労政Gr.

環境委員会

経営企画部

1-2.環境組織体制

店舗 23店舗＋2ボディセンター

店舗環境管理責任者：正）店長・副）サービスマネージャー

店舗環境推進員：エコアクション21推進委員

ＴＣＭ推進室
営業本部

営業本部長
事業部長
各部門長

管理本部
管理本部長

事業部長
各部門長
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２．　対象範囲

２０２１年度対象範囲

拠点名 住所 電話番号

本社 〒３８０－０９３５　長野市中御所１丁目２７番２２号 ０２６－２２６－０２９４

長野県　１８店舗

長野本店 〒３８０－０９３５　長野市中御所１丁目２７番２２号 ０２６－２２６－０３９９

長野本店ユーカーランド 〒３８０－０９３５　長野市中御所５丁目１番２３号 ０２６－２２７－３１８５

中野店 〒３８３－００１５　中野市大字吉田字七瀬境６７番地５ ０２６９－２６－６４１１

古牧店 〒３８１－００３４　長野市大字高田五分一沖６７４番地３ ０２６－２２７－０３１３

篠ノ井店 〒３８８－８００８　長野市合戦場２丁目１００番地 ０２６－２９２－１４７１

更埴店 〒３８７－０００７　千曲市大字屋代字中田島２３６０番地２１ ０２６－２７２－１０９７

上田店 〒３８６－００１５　上田市常入１丁目５５号 ０２６８－２５－００４５

小諸店 〒３８４－０８０３　小諸市丙字水押４００番地１ ０２６７－２２－１３８２

佐久平店 〒３８５－００２２　佐久市岩村田１７５３番地１ ０２６７－６７－３３４０

佐久南店 〒３８４－０３０１　佐久市臼田１３９２番地１ ０２６７－７７－７７３４

松本店 〒３９０－０８６３　松本市白板２丁目３番５０号 ０２６３－３３－６３３６

南松本店 〒３９９－０００５　松本市野溝木工１丁目２番２号 ０２６３－２５－６４９０

大町店 〒３９８－０００３　大町市社字松崎５８８７番地１ ０２６１－２２－１９３９

穂高店 〒３９９－８３０３　安曇野市穂高１８２２番地１ ０２６３－８２－５５１６

諏訪店 〒３９２－００１３　諏訪市沖田町３丁目８４番地 ０２６６－５３－２１４１

岡谷店 〒３９４－００８１　岡谷市長地権現町２丁目７番３０号 ０２６６－２８－６５３３

伊那店 〒３９６－００２２　伊那市御園７７番地１ ０２６５－７２－８７６６

飯田店 〒３９５－０００２　飯田市上郷飯沼１４２０番地１ ０２６５－２２－５８５５

山梨県　５店舗

美術館前店 〒４００－００６５　甲府市貢川１丁目２番１５号 ０５５－２２４－５１１７

国母店 〒４００－００４３　甲府市国母８丁目１２番３９号 ０５５－２２２－５３１１

昭和店 〒４０９－３８５２　中巨摩郡昭和町飯喰１２８５ ０５５－２７５－０５７７

富士吉田店 〒４０３－０００４　富士吉田市下吉田７丁目２７番４０号 ０５５５－２４－９７１１

ボディセンター松本 〒３９０－０８６３　松本市白板２丁目３番５０号 ０２６３－３４－４１９３

バイパス小瀬店 〒４００－０８５１　甲府市住吉５丁目２番１４号 ０５５－２２３－７７７８

板金塗装工場　２拠点

ボディセンター長野 〒３８１－００２２　長野市大豆島５９１０番地 ０２６－２２２－５１２３
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３－１．　環境経営方針

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

制定日　

対象化学物質を維持管理し、使用量を把握します。

環　境　経　営　方　針

基本理念 

株式会社　甲信マツダは自動車販売、整備など全ての事業活動を通じて継続的に環境への

負荷の軽減に取り組み、地域環境の保護に努めながら豊かな循環型社会づくりに貢献します。

環境保全に向けての活動指針

環境改善目標を定め、継続的な環境活動を実施します。

事業活動に適用される環境関連法規及び、当社が同意する要求事項を理解し遵守します。

地球温暖化防止に向けた二酸化炭素排出量削減や省エネルギーに取り組みます。

限りある資源を守るため、水の使用量削減及び廃棄物排出量の削減に取り組みます。

グリーン購入の促進に努め、環境に配慮した製品の販売に努めます。

環境に関する地域社会の要請に積極的に応え、企業活動に反映させます。

全従業員にこの環境方針を周知徹底するとともに、環境活動レポートを作成し、公表します。

SDGs達成に向けた方針及び取組を別途定め、上記の方針と合わせて推進に努めます。

平成20年8月1日

株式会社 甲信マツダ
代表取締役社長

的場 智英

改訂日

平成21年4月1日
平成22年9月1日
平成25年4月1日

平成28年4月1日
平成28年11月1日
平成31年4月1日
令和３年４月1日

改定日
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３－２．　SDGs達成に向けた宣言書
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４．　環境経営目標

（１）　環境負荷の目標

kg－CO２

ｋＷｈ

ガソリン L

軽油 L

ＬＰガス ㎥

ｔ

㎥

※目標値は前年度対比１％削減とする

※目標値は前年度対比１％増加とする

※１　エコ対象事務用品購入比率

※2　SKYACTIV販売構成比

※３　ＭＳＣ（６ヶ月点検）、１２ヶ月点検

項目 単位
２０１９年度

実績

２０２０年度

実績

２０２１年度

目標

二酸化炭素排出量 2,498,297 2,279,320 2,256,526

電力使用量 2,855,699 2,354,321 2,330,777

15,679 14,601 14,454

産廃物排出量 1,172 1,148 1,136

化石燃料

使用量

203,409 201,613 199,596

204,637 154,629 153,082

水使用量 17,277 17,987 17,807

項目
２０１９年度

実績

２０２０年度

実績

２０２１年度

目標

グリーン購入　※１ 49.8% 45.3% 46.0%

エコカー販売台数構成比　※2 90.4% 93.7% 94.6%

点検整備入庫台数　※3 42,537 43,230 43,662
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５．　環境経営計画

（１）　本社

■ 営業推進部

・ クリーンディーゼルなど環境対応車両の販売促進

・ 代替え期間の短縮促進による、安心安全と環境性能の高い車両の提案促進

・ 下取車のリサイクルセンターでの適正な処理及び良質な中古車の提案促進

・ 顧客の保有体験、カスタマーケアの充実

・ オートザム等、販売会社との協力体制強化

・ 任意保険手続きのペーパーレス化による紙資源削減、及び業務の効率化

・ 環境配慮型の高いノベルティの作成

■ サービス部

・ 車検・定期点検を適正タイミングで実施

・ 整備入庫の平準化促進

・ 在庫部品の適正管理

・ サービスパック商品(パックdeメンテ）の提案

・ エコオイルの利用促進

・ リビルトパーツの活用促進

・ エコタイヤの販売促進

・ 新車検手順書作成による、お客様への安心、安全の提供

■ TCM推進室

・ MeetsP1、P2システムの導入により、

店舗オペレーション改革の推進と定着を図り、

お客様の満足向上と、業務効率改善の両立を推進

■ 営業業務部

・ 車両登録業務の平準化促進

・ OSS申請を利用し紙資源削減、及び業務の効率化促進

・ 契約工程管理導入による業務の効率化促進
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■ 管理本部

・ 残業時間の適正管理

・ 申請業務のｗｅｂ化による紙資源削減、及び業務の効率化

・ 店舗や設備、機器類の調査、改修・修繕

・ 健康スクリーニングの実施、人間ドック補助制度の活用で社員の健康促進

・ 安全衛生委員会の実施、社員への展開

・ 高齢者、障害者の雇用制度や、女性管理職の登用を推進

・ 時短勤務やフレックス制度を活用し、各自に合った働き方の提案、サポート

・ 『裾花川河川敷清美・運動場・広場整備プロジェクト』への参加

・ 消防訓練等、災害に備えた体制作り

■ 経営企画部

・ 紙媒体業務のｗｅｂ化による紙資源削減、及びシステム化による業務効率改善
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（２）　店舗・全社

対象

電気 1 使用量の管理 請求書による使用量及び料金推移の把握

2
照明不要時・不要部分消灯

（昼休みなど）
ショールーム、工場、事務所、トイレ、会議室、更衣室　など

3 エアコン設定温度・風量の管理 ショールーム、事務所、休憩室（設定温度　夏：28℃、冬：20℃）

4 エアコンフィルターの清掃 ショールーム、事務所のクリーンＵＰデーによる清掃

5 エアコン風の効率的・限定的な使用 扇風機やファン等との併用、場所、時間等を限定して使用

6 ブラインド、カーテン等の活用 熱の出入りの調節用

8
ＬＥＤ照明・エアコンの

省エネルギー機の導入
リニューアル店舗・改修工事時に随時導入

9 メジャーサイン点灯時間の管理 タイマーによる季節に応じた点灯時間の管理

10 クールビズ推進 5月～9月までクールビズの推進

ガソリン・軽油 11 エコドライブの実践 朝礼時等定期的な呼びかけ、セーフティドライブ推進

12 社用車の管理 タイヤ空気圧のチェック、定期点検、不要積載物の撤去

13 代車の満タン返却 ツールによるお客様への呼びかけ、請求書の確認

14 使用量の管理 検針票、請求書による使用量及び料金推移の把握

水道 15 日常的な節水の励行 手洗い、洗い物、洗車、洗車代替商品提案等

16 洗車時ストップノズルの活用 継続して活用中

17 漏水のチェック 蛇口、ホース、メーター、洗車機。異常発見時は即対応する

18 使用量の管理 検針票、請求書による使用量及び料金推移の把握

ガス・灯油 19 使用量の管理 検針票、請求書による使用量及び料金推移の把握

廃棄物削減 20 マニフェストの管理による排出量の把握 業務担当者及びエコアクション推進担当者による適正管理

21 廃棄物分別の徹底 分別早見表により徹底

22 油水分離槽、浄化槽の点検実施 使用状況に応じた点検と清掃実施。水質検査の実施

その他 23 ファックス誤送信の徹底、個人情報等のファックス送信件数の削減による紙資源削減

24 エコキャップの回収

25 グリーン購入法適合商品の購入、拡販

26 環境推進委員会研修会の実施

27 インターンシップ、職場体験学習の受入

28 地域の清掃活動への参加

29 緊急事態訓練（オイル流失・消防）

30 SDGｓへの参加、取り組み

対策

7 待機電源OFFの管理

パソコンの使用可能時間帯の設定（起動8：00～、シャットダウン20：00）、本社

フロア端末における待機電源OFF、事務所（プリンタ、電気ポット等）、工場（コン

プレッサ、プリンタ等）、ショールーム

場所・対応方法　など
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６．環境経営目標、及び計画の取組結果

（１）　環境負荷の実績結果

kg－CO２ 2,279,320 2,256,526 1,823,433 123.7% 80.0% ○

ｋＷｈ 2,354,321 2,330,777 2,362,250 98.6% 100.3% ×

ガソリン L 201,613 199,596 196,382 101.6% 97.4% ○

軽油 L 154,629 153,082 184,262 83.0% 119.2% ×

ＬＰガス ㎥ 14,601 14,454 12,832 112.6% 87.9% ○

ｔ 1,148 1,136 1,114 101.9% 97.0% ○

㎥ 17,987 17,807 16,827 105.8% 93.6% ○

45.3% 46.0% 48.0% 104.3% 106.0% ○

93.7% 94.6% 95.1% 100.5% 101.5% ○

43,230 43,662 44,382 101.6% 102.7% ○

（２）　対象化学物質と使用量

491.0 489.5 375.0 415.4 288.0 256.0 221.0

145.6 111.5 62.6 131.9 48.0 37.9 37.8

162.2 150.2 111.6 135.7 95.5 84.7 75.0

7.2 20.4 3.5 49.3 24.0 3.3 22.0

25.6 15.1 33.7 0.0 0.0 9.2 11.3

831.6 786.7 586.4 732.3 455.5 391.1 367.1

2021年度

達成率
前年比 評価項目 単位

2020年度

前年実績

2021年度

目標

2021年度

実績

評価

二酸化炭素排出量

電力使用量

化石燃料

使用量

産廃物排出量

水使用量

項目
2020年度

前年実績

2021年度

目標

2021年度

実績

2021年度

達成率
前年比

２０２０年度 ２０２１年度

グリーン購入

エコカー販売台数構成比

点検整備入庫台数

項目 ２０１５年度

令和2年度基礎排出係数

オリックス0.336kg-CO2/kWh、東京電力エナジーパートナー0.447kg-CO2/kWh

中部電力ミライズ0.406kg-CO2/kWh、エネット0.373kg-CO2/kWh

合計

２０１６年度 ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度

キシレン

トルエン

エチルベンゼン

トリメチルベンゼン

スチレン
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■主な具体的取組について

(1)　トレードサイクルマネジメント（TCM）という考え方の浸透と活動推進

当社では、トレードサイクルマネジメント（以下TCM）という考え方を活動の中心として、営業活動を進めています。

ランニングコストを元に残価設定型クレジットを利用し、「出来るだけ早いタイミングで新車へ乗り換えて頂く」

という考え方です。例えば、同じ車に10年乗り続けた際の「車両代」「メンテナンス費用」「消耗品代」「車検費用」等の

合算コストと、継続車検を受けず、3年で残価設定型クレジットを利用し新しい車へ乗り換える場合のトータルコストが

ほとんど変わらない、場合によっては後者の方がコストがかからない事実をお客様と共有し、選択肢として3年での

新車代替をご案内するという活動です。

現在当社で販売している新車のほとんどが優れた環境性能を実現しており、先進安全技術を標準装備で

搭載しております。TCMの活動は出来るだけ早いタイミングで最新の環境性能、安全安心を持った車に

乗り換えて頂くことで、環境への負荷軽減にも貢献していける活動と位置付け、営業活動の中心として推進しています。

下取車として搬入された車は、中古車として当社にて販売することとなりますが、TCMの活動が上手く回れば

年式の新しい車の販売へと繋がりますので、環境性能にも劣らず、負荷軽減への貢献に繋がると考えています。

ただし、これらの提案活動をおこなう為には、全てのお客様一人ひとりに寄り添った対応をする必要があります。

その為の必要な活動として、「5つの約束」の取組を始めます。

【5つの約束】

①お客様をとことん知る

②100人100通りの理想のカーライフを提案する

③すべてのお客様の声を聞き不安や、不満を解消する

④ご来店のたびにマツダの独自価値をお伝えし、体感してもらう

⑤マツダブランドを好きになってもらう活動を行う

(2)　点検入庫促進への取り組み

車の6ヶ月、12ヶ月の定期点検は、車両をより良い状態で運行させる為に必要な要件となります。

確実に点検を実施することで、燃費性能の維持や故障による有害物質の漏洩防止を推進します。

定期点検を確実に入庫頂く為の取り組みとして、メンテナンスパック商品「パックdeメンテ」（以下PDM）の拡販に

取組みました。新車購入時からの3年間の点検、油脂類をセットにしたPDMの販売を促進し、点検入庫の抜け漏れを

防止し、収益確保と車両の環境性能維持の両立を図りました。

また、入庫予約の前倒し平準化をおこなうことで、お客様の利便性、待ち時間短縮を図ると同時に、

サービススタッフの業務効率、働き方の改善につながります。

(３)　働き方改革、有給休暇取得の促進

働き方改革に継続して取り組みし、社員5日以上の有給休暇取得を達成いたしました。

有給休暇を取得しやすい会社風土を醸成し、ワークライフバランスについての考え方の理解浸透を進めることで、

時間外労働の適正化もより一層進むと考えます。

また、2021年度は時間短縮勤務で育児と仕事を両立させた女性が活躍し、加えて男性の育児休暇の取得もありました。

(４)　SDGsへの取り組み（長野県SDGs推進企業登録制度への参画）

人権や地域、社会貢献等の活動も環境活動と捉え、活動の幅を広げるべく、SDGsへの活動に取り組む

体制作りを進めました。長野県SDGs推進企業登録制度への参画を進め、2019年10月に第2期として登録することが

出来ました。これまでのエコアクション21の活動を振り返る良い機会となり、さらに広い領域での活動について

理解が進んだことは、今後の活動にもプラスになると考えています。

我々の業務とSDGｓとの関連性を、事例を交え伝えることでスタッフの参画意識も変わってきたと感じています。

※その他日々の環境対応活動は、日常の活動として、計画に基づき継続して行っています。

7. 環境経営計画に基づいた取組
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(1)　二酸化炭素排出量の削減

二酸化炭素排出量　目標達成率　123.7％　　前年比　80.0 ％　　総合評価　：○

(2)　エネルギーコストの削減

①電力使用量　目標達成率　98.6%　　前年比　100.3%　　総合評価：×

　②水使用量　目標達成率　105.8%　　前年比　93.6%　　総合評価：〇

8. 環境経営活動の取組結果と評価、次年度の取組内容

2,596,266 
2,498,297

2,279,320

1,823,433

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

■CO2排出量推移

2,604,502

2,855,699

2,354,321 2,362,250

2,000,000

2,200,000

2,400,000

2,600,000

2,800,000

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

■電気使用量推移

17,120 17,277
17,674

16,827

16,500

17,000

17,500

18,000

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

■水使用量推移
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　③燃料使用量

ガソリン　　目標達成率　101.6%          前年比　97.4%　　  総合評価：〇

軽油　　　　目標達成率　83.0%       　 前年比　119%　  　  総合評価：×

・コロナ禍をきっかけに、働き方改革を大幅に推進し、結果的に環境負荷低減にも貢献した。

  時間外労働の適正管理を進めたことで、夜間作業等で発生する電力消費については前年並みに推移した。

・コロナ禍をきっかけに、すべての領域でオンラインによる取り組みを推進したことで、

・移動にかかるエネルギーコスト・時間を削減し、効率化と脱炭素の両立に取り組した。

  一方では移動制限も緩和され、対面による会議体などの実施に伴い、燃料使用量が増加した。

・マツダの独自価値であるクリーンディーゼルを中心に、積極的にご試乗を提案していることから、

 軽油使用量が増加していると考える。

・コロナ禍をきっかけに固定費削減を推進し、コントロール可能な洗車等において水資源を削減出来たと

  考える。

  また一律の洗車ではなく、お客様ごと洗車の要望を伺い実施することで、お客様の満足向上と、

  作業時間の有益化の両立に取り組んだ。

・環境推進担当者研修会を実施し、問題点や、課題などを共有することで、環境負荷低減や環境法令に

  対する意識を高めた。（2021年9月3日開催）

〈次年度の取組〉

・今後もオンライン可能な研修等は、引き続きオンラインで開催する

  ETCの使用履歴のフィードバックを引き続き継続しておこない、燃料の無駄な使用の削減に取り組む

  また、移動時はエコドライブを意識して運転をする

・電気使用量は、使用していないエリアや、不使用時のPCモニターの電源を切る等、意識的に行動していく

・水使用量に関しては、引き続き漏水チェックや洗車のコントロールをおこなう

・エネルギーコスト削減に向けて、こまめな事務局からの案内やフィードバックで、全社員の意識を

  高めていく

・2021年9月3日に開催した環境推進担当者研修会にて問題点や課題等を共有したことで

  環境負荷低減や、環境法令に対する意識が高まったので、2022年度も引き続き研修会をおこない

  環境推進担当者から各店舗のスタッフへも、共有展開をしていく

183,900 203,409

201,613 196,382

232,153
204,637

154,629 184,262

416053 408,046
356,242

380,644

150,000

250,000

350,000

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

■燃料使用量推移

ガソリン使用量 軽油使用量 合計
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(2)　産業廃棄物排出量の削減

産業廃棄物排出量　目標達成率　101.9%　　前年比　97.0%　　総合評価：○

・車検、点検の整備入庫の促進活動が進み、前年より入庫台数が増加している。

   近年の安全装備の普及に伴う自動車事故減少により損傷の大きな外装入庫が前年より減少したことや、

   消耗部品の長寿命化により、廃棄物の排出量の削減に繋がっていると考える

   入庫車両へのメンテナンス商品の交換提案活動をおこなうことで、お客様により良い状態で

   車を利用して頂け、環境負荷低減にも繋がっていると考える

＜次年度の取組＞

・産業廃棄物の電子マニフェスト導入が始まるので、タイムリーに廃棄物量の見える化を推進する

（4）グリーン購入の推進

グリーン購入率　目標達成率　　104.3%　　前年比　106%　総合評価：〇

・グリーン購入比率については、2020年度より増加している

   全社で備品の購入先をWEBで統一し、購入商品、量の把握をおこなうことで、不要な経費削減と

   グリーン購入法適合商品購入に寄与した

   会議資料について、紙での配布は基本的におこなわず、社内イントラに掲載することで

   いつでも閲覧できる状態となり、紙資源の削減に努めた

＜次年度の取組＞

・当社には紙ベースの書類が多く存在する為、印刷が必要な場合もあるが、自社独立の書類に

   関しては経営企画部システムグループと連携し、電子化や効率化が図れるシステムを作成し、

   紙資源の削減に更に努めていく

1,035

1,172
1,148

1,114

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

廃棄物排出量

23.7%

49.8% 45.3%
48.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
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（5）　化学物質の削減

・PRTR法対象物質の適切な管理を実施している

＜次年度の取組＞

・引き続きPRTR法対象物質を適切に管理し、出来る限り使用量を控える

・塗装技術を更に高め、再塗装を減らすことにより使用量を削減させる

・板金塗装工場における塗装工程で使用する塗料の水性塗料への変換については、化学物質(有機溶剤)

・使用量削減において非常に有効な取組と考えるが、設備機器の大幅な変更や工数確保等が必要なこと

   から、将来的な検討課題とする

（6）　製品及びサービスにおける環境配慮

①新車販売台数におけるSKY比率

3年以内代替率

4～5年以内代替率

満期型クレジット付帯率

・当社で取り組んでいる、「常に最新の安心、安全、環境性能をお届けする」取組みについて、

   外的要因により総販売台数は減少したが、SKYACTIV車構成比は95.1％と高い比率で維持出来た。

   お客様の使用状況やニーズ（走行距離や使用シーン、イニシャル・ランニングコスト）に応じた

   提案活動をした結果、3年以内代替が前年より低下したものの、前年並みは維持出来た。

   当社の取組の中心と位置付ける3年以内代替提案の取組が進み、共感頂けるお客様が増えたと考える。

   5つの約束を実践することで更に共感いただけるお客様を増やしていく。

  ・常に最新の安心・安全、環境性能をお届けする取組みにより、車両の適正運行を推進し、

   CO2を中心とする温室効果ガスの排出削減に繋がったと考える。

＜次年度の取組＞

・引き続き、最新の環境性能、先進安全技術を搭載した車へ早いタイミングで代替頂ける提案を

   積極的に促進し、環境負荷低減に努める。

・お客様の車両の点検、継続車検整備を的確にサポートし、環境負荷低減、省エネルギーを推進する。

   また先行予約を推進することで、（翌月入庫分を当月70％、翌々月入庫分を当月30％）お客様の利便性と

  業務効率の改善をはかる。 

・お客様ニーズに合わせた、整備パック商品「パックdeメンテ」の継続販売促進することで、

  お客様の車両に安心、安全、環境性能を お届けするよう努める。

3,190 2,533 2,683 105.92%

総入庫台数 121,444 119,837 116,541 117,840 101.11%

19,053 19,139 19,396 101.34%

55,057 51,639 51,379 99.49%

2019年度 2020年度 2021年度 前年比

42,537 43,230 44,382 102.66%

　②整備入庫推移

点検台数（6ヶ月、12ヶ月）

継続車検台数

その他一般台数

外装板金台数

2018年度

40,354

20,260

57,353

3,477

0.50% 0.46% 0.44% 0.37%

35.50% 39.40% 45.90% 43.50%

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

0.18% 0.25% 0.36% 0.30%

6,305 6,263

5,687

4,184
4,479 4,451

4,110

2,995

2,286
1,900

1,482
1,158

91.3% 90.4% 93.7% 95.1%

46.6%

38.6% 33.8%

46.6%

0.0%
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総販売台数 SKY販売台数 クリーンDE販売台数 SKY構成比 クリーンDE構成比
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（7）　その他取り組み結果

営業推進部

■ 任意保険手続きのペーパーレス化について

・タブレットを利用し、画面上でお客様のニーズに適した提案を漏れなく行うことが出来るため、

   お客様の満足度と同時に、紙資源の削減及び、業務の効率化を図ることができた。

■ 環境配慮型のノベルティについて

・クリアファイルをこれまでの樹脂製から紙製へと変更し、使用したインクも環境に配慮したものを使用し、

   お客様の目に見える形で環境取組をおこなっている。

サービス部

■ パックｄｅメンテ加入促進について

・パックｄｅメンテの加入により、お客様の点検、継続車検整備を的確にサポートし、環境負荷低減と

   省エネルギー化を推進した。

   新車購入時の加入はもちろんのこと、その後の継続加入率は前年並みの66％を維持することができた。

   また、車検・点検を確実に実施する為に先行して入庫予約を取り込むことで、お客様の利便性と、

   業務の効率化の両立を図ることができた。

TCM推進室

■ Meetsシステム導入について

・MeetsP1、P2システムは、日々の営業活動や店舗オペレーション、新車の商談、契約手続きを

   デジタル化したものです。Meets導入によりお客様との対面時間が伸び、漏れのない商品説明や提案を

   効率良くおこなうことで、購入意欲が高まり成約率が15％向上しました。

  システム使用率を高めることで、すべてのお客様に5つの約束を実践する時間を捻出し、

  更にマツダに共感いただけるお客様を増やしていくことができると考えます。

営業業務部

■ 契約工程管理について

・契約工程管理システムを活用することで、新車、中古車の受注から納車までの工程管理が見える化され、

  タイムリーに車両登録手続きをおこなうことが出来るようになり、業務の効率化を大幅に改善できた。

   また、お客様へのタイムリーなフォローをおこなうことが出来るようになり、お客様の納車までの不安を

   解消し、満足度を高めることに繋がっている。

Meetｓ使用

40%

2021年度

Meetｓ導入後成約率

従来（紙面）

25%

オンライン契約率

2020年度 2021年度 前年比

69.90% 78.90% 113.00%
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管理本部

■ 時間外労働について

・2020年度はコロナ禍において、様々な行動制限等に対応するべく、劇的に時間外労働が削減したが、

   2020年度後半～2021年度にかけては、感染症対策と通常業務を両立した為、時間外労働が2020年度

   に比べて増加した。

   しかし、コロナ禍以前の2019年度と比べると88.85％の削減が出来ており、コロナ禍における経験から

   各種オンライン化やDX化等の業務の効率化への取組や、働き方改革への理解が進んだ結果だと

   考える。

   また、各種会議、研修のオンライン化推進により、燃料代、高速道路利用料削減及び、移動にかかわる

   人的コスト削減も実現出来た。

■ 有給休暇取得について

・コロナ禍において働き方や健康管理を見直す機会となり、有給休暇を取得する風土は大きく

   前進したと考えられる。

経営企画部

■ 業務のDX推進について

・各担当者が人力でおこなっていた集計、入力業務等について、経営企画部において、

   WEB化、自動集計化を進めることで業務の効率改善を目指した。

   それにより業務の効率が改善され、捻出された時間を新たな業務遂行に充てることで、

   働き方改革、効率化、成果アップを多面的に実現出来た。

   併せて、社内イントラネット内で各種集計結果等をオンタイムで見える化をすることで、更なる

   業務推進をはかっています。

   各種業務をシステム化することで、誰でも効率的に業務が進められ、担当者変更等の際にも

   スムーズに業務の引継ぎが出来るメリットも生まれています。

2019年度 2020年度 2021年度

取得率 50.80% 46.00% 54.4%

27,792 24,093 28,540 118.5%

全社 93,798 70,972 83,345 117.4%

営業

115.8%

間接 9,096 5,211 6,553 125.8%

56,910 41,668 48,252整備

2019年度 2020年度 2021年度 前年比

18



（8）　社会貢献活動

・2021年11月10日に長野県で、11月18日に山梨県で、災害時の看護師派遣用

   車両の利用を想定した訓練がおこなわれ、車両を貸出し、実際に試乗等を

   体験して頂きました。

   「実際に積み込み等想定した確認が出来安心しました」等、好評を頂きました。

・各店舗では緑地帯や花壇の手入れを行っています。

   長野本店ユーカーランドでは社員も楽しみながら

   緑豊かな環境作りに取組んでいます。

・アースアワー2021参加、メジャーサイン等の消灯等

   各々の店舗において地域の清掃活動参加、職業体験受入れ等をしています。

・エコキャップの回収を継続しており、2021年度は20,984個を回収しました。

   これまでに回収した総合計数は220,168個となり、NPO法人に送付出来ました。

   ※220,168個のキャップをごみとして廃棄すると、1,620,71KgのCO2の発生に

       繋がります。
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(1).　環境関連法規等の遵守状況の評価

環境関連法規 要求事項 評価結果

環境基本法

事業者はその事業活動を行うに当たって生じる公害を防止し、ま

たは自然環境を適切に保全するために必要な措置を講ずる責

任を有する
○

国等による環境物品等の調達の推

進等に関する法律（グリーン購入法）

事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、または役

務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択する

よう努めるものとする
○

地球環境（温対法）
地球温暖化対策の推進に関する法

律

地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）に基づき温室効

果ガスを多量に排出する者に、自らの排出量を算定し国へ報告

する義務を有する
○

省エネ法
エネルギーの使用の合理化に関す

る法律

毎月のエネルギー使用量把握

○

大気保全 大気汚染防止法

環境省令で定めるところにより、塗装・乾燥施設など、揮発性有

機化合物排出施設設置届（既設施設は使用届）が必要 ○

水質汚濁防止法

特定施設を設置し公共用水域に水を排出する者は、都道府県

知事に特定施設の届出、変更届、廃止届等が必要 ○

下水道法

浄化槽を設置しようとする者は、都道府県知事を経由して特定

行政庁に届出なければならない ○

浄化槽法

浄化槽を設置しようとする者は、市町村長に届出が必要

○

振動法 振動規制法

特定施設を設置しようとする者は、市町村長に届出が必要

○

悪臭 悪臭防止法
規制地域内に事業場を設置している者は、当該規制地域につい

ての規制基準を遵守しなければならない ○

　

廃棄物処理法

委託基準の遵守、マニフェストの適正管理

特別管理産業廃棄物（揮発性廃油、廃酸、廃アルカリ等）の取扱

事業場は、事業場ごとの「特別管理産業廃棄物管理責任者」の

選任義務

○

自動車リサイクル法

事業者登録（取引事業者又はフロン類回収事業者）、変更届、廃

止届が必要

事業者としての見易い箇所への「標識の掲示義務」有り
○

化学物質 PRTR法

第一種指定科学物質等取扱事業者は排出量及び移動量を把

握し、前年度の第一種指定化学物質の排出量及び移動量に関

し届出なければならない
○

少量危険物 消防法

少量危険物の取扱と届出

○

労働環境 労働安全衛生法

有機溶剤取扱作業場の作業環境、安全衛生管理体制の確立

○

フロン排出抑制 フロン排出抑制法

簡易点検、定期点検の実施と記録の保管

○

(2).　違反・訴訟の有無

環境関連法規の違反はなく、関係機関からの指摘も受けておりません。

また、同様に訴訟等についても、1件もありませんでした。

環境基本

水質保全

廃棄物・リサイクル

9.環境関連法規等の遵守状況及び違反、訴訟の有無
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・一人ひとりが環境への取組みに高い関心を持ち、環境に配慮した活動が当たり前にできる会社にする。

　その為に各部門と店舗が一体となり、 環境活動に率先して取組みし、事務局は活動を支援していく。

・コロナ禍を良い機会と捉え、オンライン会議や研修、採用面接や説明会等を更に推進し、経済的にも環境的にも

　効率の良い会社運営に努める。

 ・すべてのお客様に5つの約束を実践することで、マツダに対する意向を高め、より最新の安全、環境性能を有するお車に、

　出来るだけ早いタイミングで乗り換えていただく取組を推進し、お客様と共に、会社全体での二酸化炭素排出削減に貢献する

   活動を継続しておこなう。

 ・感染症対策と営業活動の両立を目指し、効率改善、経費削減を継続できる組織作りをおこなう。

有

○ 無

有

〇 無

有

○ 無

有

○ 無

有

○ 無

有

○ 無
6 その他（外部への対応）

本業による社会貢献活動を積極的に行うこと

4 環境に関する組織

店舗、部門ごとに主体性を引き出す

支援型マネジメントを継続して行うこと

5 その他のシステム要素

オンラインの活用を推進し

効率化を進めること

実施日 2022.7.1

全体評価・コメント（環境経営システムへの有効性・環境への取組の適切性等）

代

表

者

に

よ

る

全

体

評

価

・

見

直

し

見直し項目 変更の必要性 変更「有」の場合の指示事項

1 環境方針

2 環境目標

3 環境活動計画・取組項目

活動期間 2021年4月1日～2022年3月31日

評価者 代表取締役社長　的場　智英

10.代表者による全体評価と見直しの結果
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