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□組織の概要
（１） 名称及び代表者名

株式会社　山田自動車
代表取締役　　山田　のりこ

（２） 所在地

静岡県沼津市東間門　144

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

責任者 サービス部長　 長島　春昌

連絡先：　　株式会社　山田自動車
電　話：　　055-962-2766

（４） 事業内容

（５） 事業の規模

売上高の期間　　　　２０２０年８月～２０２１年７月
売上げ額 ３３，７３８万円
整備車両台数 １７，６０６台

３２名
２８２１．３㎡

（６） 事業年度 ８月～７月

□認証・登録の対象組織・活動

登録組織名： 株式会社　山田自動車

活動：

新車・中古車販売

従業員　　　　　
延べ床面積

自動車の車検・点検・整備、車体整備、新車・中古車販売

自動車の車検・点検・整備、車体整備、

1　組織の概要
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①
②

①
②

①

①

②

改定日：2019年8月1日

代表取締役社長   山田　のりこ

４．化学物質使用量の削減に努めます。

株式会社山田自動車は「車輌の整備・販売・サービスにおいて環境負荷を最小限にすること」を会社の
使命と認識し、その事業活動に於ける全ての業務で環境負荷の低減に努める。

2　環境経営方針

＜環境理念＞

＜環境保全への行動指針＞

１．地球温暖化防止のため、二酸化炭素の削減に取り組みます。

① 自社での電力・燃料の消費に伴う二酸化炭素排出量の削減に取り組みます。

２．資源の有効利用のため、廃棄物の削減に取り組みます。

事務所での一般廃棄物の削減と分別廃棄に努めます。
自動車整備業務に伴う産業廃棄物について、分別回収による資源の有効利用に努めます。

３．水資源の有効利用のため、節水に取り組みます。

自動車整備業務の洗車・工場清掃時に使用する水の節水に努めます。
事務所での節水に努めます。

これらについて環境目標・活動計画を定め、全社員に周知し、定期的に見直しを行い、継続的
な改善に努めます。

塗料、シンナーは、低ＶＯＣ商品を使用し使用量の削減にも努めます。

６．環境関連法規制や当社が約束したことを順守します。

７．環境への取り組みを環境活動レポートとしてとりまとめ公表します。

５．地球環境保全のため、自動車整備において環境に配慮した整備に取り組みます。

法定点検の促進による自動車整備の促進に努めます。
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＜関係者の権限と役割＞

　　代表取締役社長

①環境経営全般に関する責任と権限

②環境経営に必要な資源の準備

③環境経営システム全体の評価と見直し

④環境管理責任者の任命

　　環境管理責任者

①環境経営システム全般の運用・管理

②環境目標及び環境活動計画の作成

③取組状況の社長への報告

④環境活動レポートの作成

　　環境事務局

①環境負荷データ等の集計

②環境目標・環境活動計画の進行管理

③「環境負荷」及び「環境への取組」の自己チェックの実施

④環境管理責任者へ取組状況の報告

⑤法規制の遵守状況チェック

⑥文書・記録の管理

　　各部門長

①環境活動計画の実施

②部門の従業員教育

　　その他の従業員

①自分の役割を守りエコアクション21活動を推進する

山田　のりこ

長島　春昌

3　実施体制

代表取締役

管理責任者

管理業務部

門

環境事務局

サービス部

門

車体整備部

門

巡回サービス
部門
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①運用機関2020年8月～2021年7月 の環境目標の実績

基準期間

2017年8月 2019年8月 2018年8月
～ ～ ～

2018年7月 2020年7月 2019年7月

基準値
目標削
減率

目標値
実績削減

率
実績値 評価

kg-CO2 82,939 68,400 75,114 -1% 74,363 -7% 68,914 〇

電力 kwh 81,765 78616 81,289 -1% 80,476 1% 81,072 ×

ガソリン ℓ 13,855 12037 13,127 -1% 12,996 -10% 11,726 〇

軽油 ℓ 1,327 1014 1,116 -1% 1,105 -24% 844 〇

灯油 ℓ 2,897 3661 3,302 -1% 3,269 21% 3,958 ×

都市ガス ㎥ 161 131 144 -1% 143 7% 152 ×

㎥ 28 40 43 -1% 43 -6% 40 〇

kg 1,085 1637 1,320 -1% 1,307 24% 1,623 ×

㎥ 184 127 163 -1% 161 -47% 86 〇

kg 144 642 184 -1% 182 190% 527 ×

台 17,558 16,627 17,636 1% 17,812 -5% 16,893 ×

〈備考〉削減比は、目標値に対する削減量の割合である。

□環境経営目標の未達成項目の是正処置

整備台数の増加は必要なので、努力したが未
達成となった。

未達成項目

今後共、顧客とのコミュニケーションを維持しつ
つ、努力する。

部門ごとの取組を検討して活動していく。
削減の取組は実施しているが効果が出ていな
い。

整備車両台数

経過観察

一般廃棄物

電力・灯油・都市
ガス

二酸化炭素排出量削減の内訳項目電気・灯
油・都市ガスについて目標未達であったが二
酸化炭素排出量について目標をクリア出来
た。

～
2021年7月

可能な限り、代替物質の研究と検討を行う。化学物質使用量

二酸化炭素排出量

内
　
　
訳

産業廃棄物（廃プラ）

一般廃棄物

車両塗装用なので、削減が困難な中で未達
成になった。

運用期間

2020年8月

発生原因

整備車両台数

4　環境経営目標及びその評価

実績値

履歴

項　目

今後の是正処置

水使用量

化学物質（シンナー）

単位
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□環境活動の経営計画と評価及び次年度の経営計画
◎よくできた　○ままできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

活動計画実
施状況

〇
〇
〇
〇

△
○
○
◎

◎
○
○

×
×
○
△

○
○

◎
◎

○
○

整備車両
台数の増 ◎

○
ホームページの充実 ○

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減
目標達成けいぞくしての活動をして行く。 現在の使用量の推移

を継続していく。

一般廃棄物の削減
削減の取組は実施しているが効果が出ていな
い。

部門ごとの取組を検討
して活動していく。

裏紙の使用
ミスコピーの防止

アイドリングストップ
急発進・急加速・急停車の防止
巡回カーの燃費管理
燃費の良い車の購入

5　環境経営計画、取組結果及び次年度の経営計画

次年度の経営計画

目標には届かなかったが、基準年より使用料
は削減できている

評　価（結果と今後の方向）

電力による二酸化炭素排出量の削減
部門ごとの取組を検討
して活動していく。

設備のから運転の防止
省エネタイプの電気器具設置

取り組み計画

不要照明・乾燥機のスイッチＯＦＦ
冷房２８度暖房２２度設定

節水

事務用品のグリーン購入

水道配管からの漏れを定期的に点検

塗装ミスによるやり直しを減らす
スプレーガン洗浄方法

目標値の変更の為経過観察

設備機器購入時検討

目標達成けいぞくしての活動をして行く。

グリーン購入
計画通り実施し、目標も達成できた

化学物質使用量削減

活動を継続していく。

今後も継続していく

節水の呼びかけ

リース車両の来社案内

分別による古紙のリサイクル

入庫車両のキズ確認見積の提示

産業廃棄物（廃プラ）の削減
目標達成けいぞくしての活動をして行く。 分別回収に注意して

活動を継続していく。
社内での再利用
リサイクル先の開拓
工程ロス削減
分別回収

入庫案内を実施しているが入庫目標台数に届
いていない。

案内に時間が多くかか
る為案内方法を検討
する。

今後も継続していく
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(1)　環境関連法規等の遵守状況

評価日：２０２１年　９月　１日

評価者：環境管理責任者

法律・条例 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応 遵守評価

産業廃棄物事業者との委託契約 契約書の締結 〇

産業廃棄物の委託管理 処理業者の更新許可証入手 ○

産業廃棄物の保管 保管基準の遵守、保管場所の表示 ○

マニフェスト管理 マニフェストの交付、保管(A,B2,D,E票) ○

マニフェスト回収 D,E票の期間内返却の確認 ○

マニフェスト交付状況の知事報告 毎年6月30日までに報告書提出 ○

静岡県産業廃棄物の適正な処理に
関する条例

委託先の実地確認と記録の保存 年１回現地確認し、記録を５年間保管

沼津市一般廃棄物処理条例 一般廃棄物の分別・排出 適正な分別と排出 ○

引取り業者の登録 ５年毎の更新（県知事） ○

登録業者への引渡し リサイクル料金預託確認 ○

騒音規制法 特定施設の届出 空気圧縮機の届出 ○

振動規制法 特定施設の届出 設置時届出 ○

保守点検の実施 保守点検を年４回実施→清掃 ○

法定検査の実施（第11条） 毎年１回法定検査実施 ○

水質汚濁防止法 排水の適正管理 油水分離槽の管理 ○

大気汚染防止法 大気への排気の管理 塗装ブースの排気管理 ○

少量危険物の保管 消防署への届出 ○

火災予防 消火設備の定期点検 ○

業務用エアコンの簡易点検 ３カ月毎の簡易点検実施と記録 ○

業務用エアコンの廃棄時の適正管理 廃棄の場合に指定業者での適正廃棄 ○

指定家電の適正廃棄 リサイクル料金の支払（廃棄時） ○

適正廃棄 パソコン廃棄時 ○

環境基本法 環境への自主努力義務、行政への協力 環境への取組の促進と努力 ○

循環型社会形成推進基本法 ３Ｒへの努力 循環的な利用を促進 ○

資源有効利用促進法 指定再資源化製品のリサイクルへの協力 メーカー回収への協力等 ○

地球温暖化対策推進法 自主努力義務、行政への協力 温暖化対策への努力 ○

省エネ法 省エネの自主努力 省エネ型モーターへの切替え等 ○

グリーン購入法 環境配慮物品の購入努力 物品購入時に配慮 ○

悪臭防止法 悪臭物質の管理 塗装ブースでの悪臭物質の管理 ○

(2)　違反、訴訟等の有無

消　防　法

6　環境関連法規等の遵守状況の確認及び違反、訴訟等の有無

廃棄物処理法

　　　環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等の違反はなく、遵守していました。

　　　なお、違反、訴訟、関係当局などからの指摘等も過去３年間ありませんでした。

　　　　法的義務を受ける主な環境関連法規制の遵守状況は次の通りです。

自動車リサイクル法

浄化槽法

フロン排出抑制法

家電リサイクル法
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2021年7月の梅雨前線に伴う豪雨の被害は、静岡県に大きな被害を

もたらしました。ここ数年で、CO２の増加がもたらす自然環境への影響は、

ニュースに大きく取りざたされており、自動車業界にもその対応するべく、

技術改革・変革は余儀なくされています。

自動車整備業である当社でも、引き続き、環境への影響を最小限に抑える為、

方針の周知、社員への呼びかけを続けていきます。

中でも、化学物質は、改善がなかなか難しかった箇所ですが、

車両塗装の色を、機械で見分ける「調色機器」を導入する方針であり、

これによりベテラン社員と経験の浅い社員との塗料使用の差をなくし、

年間を通して塗料の削減が見込まれます。決して安い投資ではないですが、

社員への負担、仕事効率の向上、塗料の削減にもつながりますので、

前向きに導入していく考えでおります。

毎日の小さな活動の積み重ねになりますが、ごみの分別、ごみ排出量の削減、

環境へ配慮した車両整備を、地域社会から地球環境に貢献するべく、

引き続き、会社全体で取り組んでまいります。

株式会社山田自動車
代表取締役　　山田　のりこ

２０２１年　９月 1日

7　代表者による全体評価と見直しの指示

7


