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1.登録事業所の概要

　（１）事業者名及び代表者名
株式会社　アミック
代表取締役　福島勇人

　（２）所在地
　　　　本社　〒370-1103　群馬県佐波郡玉村町樋越120番地2
　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　0270-30-6611　FAX0270-30-6663

オートプラザ営業所　　群馬県佐波郡玉村町樋越939-1

　（３）環境保全関係の責任者及び担当者連絡先
責任者　サービス営業部長　福島雅則
担当者　同上
連絡先　電話　0270-65-2000　FAX　0270-65-9111

　（４）事業の規模 （年度：9月～8月）
平成30年度 令和1年度 令和2年度

売上高（百万円） 4393 3831 4556
従業員数（人） 60 60 74
事業所延べ床面積（本社・工場・営業所　㎡） 3,438 3,438 3,438

注：EA21対象期間に沿った年度。会計年度とは異なる。

　（５）法人設立年月日 昭和37年8月10日

　（６）資本金 2,000万円

２．対象範囲（認証・登録の範囲）

　　【事業内容】　自動車販売、自動車整備、損害保険代理業

　　【事業の組織】

項目
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３．環境経営方針

　当社は、自動車整備業の事業を通じ環境保全に配慮して行動することを
経営の重要課題の一つとしてとらえ、次の行動指針を定めます。

1． 事業活動に伴う環境負荷を低減し、環境への影響を最小限にとどめる
　　ため、次の取組を行います。

　①　二酸化炭素排出量の削減
　②　廃棄物排出量の削減
　③　水使用量の削減
　④　化学物質使用量の削減
　⑤　エコ整備の促進

2． 環境関連法規等を遵守します。

3． 環境方針は公開し、社員一人ひとりに周知します。

4．環境経営の継続的改善に努めます。
　　　

株式会社　アミック
代表取締役　福島勇人

環　境　経　営　方　針

令和2年9月1日
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４．環境経営目標と当期実績
新基準値 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

目標 実績 評価 目標 目標 目標
― 増減率※2 -2.0 -23.5 -2.5 -3.0 -3.5
23.47 ｋＷｈ/台 23.00 17.95 22.88 22.77 22.65

― 増減率 -2.0 +0.8 -2.5 -3.0 -3.5
13.99 CO2-kg/台 13.71 13.76 13.64 13.57 13.50

― 増減率 -2.0 -10.6 -2.5 -3.0 -3.5
23.80 CO2-kg/台 23.32 21.26 23.21 23.09 22.97

― 増減率 -2.0 +5.5 -2.5 -3.0 -3.5
100,152 ｋｇ 98,149 105,656 97,648 97,147 96,647
― 増減率 -2.0 -0.7 -2.5 -3.0 -3.5
1,899 ㎥ 1,861 1,886 1,852 1,842 1,833

― 増減率 +8.0 +63.3 +9.0 +10.0 +11.0
3,619 千円 3,909 5,911 3,945 3,945 3,981

― 増減率 -4.0 -7.5 -5.0 -6.0 -7.0
2.55 ｋｇ/万円 2.47 2.36 2.42 2.40 2.37

ＣＯ2排出 CO2-kg 212,360
入庫台数 台 9,990

＊１：電力、燃料等は使用量（削減量ではない）を示す。電力の排出係数　0.418ｋｇ-CO2/ｋWh　（日本テクノ）
＊２：新基準値に対する増減率。
＊３：電力、燃料、CO2、化学物質については、平成28年度実績を基準にし原単位を変更した新基準値・新目標を設定。
＊４：新基準値の単位は、電力が入庫1台当りの使用量（ｋWh)、燃料およびCO2が入庫1台当りの排出量（CO2-ｋｇ）、化学
　　　物質が塗装売上高1万円当りの使用量（ｋｇ）。

注1：電力削減実績は、使用電力（179,283kWh）÷入庫台数（9,990台）＝17.95
注2：燃料削減実績は、燃料CO2合計（137,420kg）÷入庫台数（9,990台）＝13.76
注3：CO2削減実績は、CO2合計（212,360）÷入庫台数（9,990台）＝22.26
注4：化学物質使用量削減実績は：化学物質使用量（1,849kg）÷塗装売上高（783万円）＝2.36

ＣＯ２排出総量等

エコ整備の促進 〇

化学物質使用
量削減

○

ＣＯ２削減 合計 ○

廃棄物削減 ×

水使用量削減 ×

環境経営方針 単位

電力削減 ○

燃料量削減 ×
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５．環境経営計画と取組結果と評価
年度目標 活動の項目 環境責任者によるコメント（確認、評価）

電力削減 ①消灯、不使用時設備停止（教育と巡視）

②空調温度、夏２８℃、冬２３℃
③空調機フィルター清掃
④空調屋外機清掃
⑤クールビズ・ウォームビスの励行
⑥工場照明用水銀灯の省電力化

⑦省電力型への空調機の入れ替え

燃料削減 ①エコドライブ教育
　（アイドリング、急停止・急発進禁止）
②こまめな車輌点検の実施

③低燃費車への車両入れ替えの促進

廃棄物削減 ①分別表の作成と表示

②裏紙、縮小コピーの使用

③各種品目につきリサイクル可能な業者の調査・切り替え

水使用量削減 ①節水教育

②節水ポスター作成

③工場清掃時の節水

エコ整備の促進 ①リサイクル部品使用の積極提案

②燃費向上につながる点検整備の積極提案

化学物質使用量の削減 ①不要時の容器密閉徹底による塗料・溶剤等の揮発防止

②規制化学物質不使用製品の利用推進

①EA21構築・登録

教育とEA２１構築 ②従業員EA21教育
③管理職EA21教育
④省エネ・分別教育
⑤化学物質取扱教育

⑥緊急事態訓練

取組の自己チェックに ①工程管理による作業時間の短縮

おける重点事項 ②2S委員会活動活性化

６．次年度の環境経営目標と環境経営計画
環境経営目標については、中長期目標に沿って実施する。
燃料削減については、もともと厳しい工場の作業環境を考えると冬季に灯油の使用量を抑えるのは難しく、計画を達
成できていないが、ＣＯ２総排出量は順調に削減できており、ＣＯ２の更なる削減の観点から設備的な対応を検討して
いく。廃棄物・水使用量については、整備台数増加に比例して部品包装材等が増加し、また洗車に使用する水の増
加するなどにより、それぞれ計画未達となっており、今後の推移を見つつ原単位への移行も検討する。また混合廃棄
物・廃プラスチック類についても排出量集計は継続する。

（次頁に続く）

①電力削減は、空調設備入替効果
が良く出て、大幅計画達成となった。
②燃料は、3月以降かなり節減が進ん
だものの、わずかに計画に届かな
かった。しかし、CO2総排出量は電力
の影響が大きく、安定的に目標を達
成できた。
③廃棄物は、2月までの増加分をそ
のまま引きずり、計画を達成すること
ができなかった。
④水使用量は、順調に推移していた
が、最終月の増加によりわずかに計
画未達となってしまった。
⑤エコ整備は、高額のリサイクル部品
使用があったため、計画を大きく超え
ることができた。
⑥化学物質については、やはり月々
のばらつきが大きかったが、最終的に
は計画を達成している。
⑦教育・訓練等は、更新審査を除け
ば、計画通りに実施。

７．関連法規等の遵守状況の確認と評価及び違反と訴訟等の有無

条項 評価

12条 ○

〃 ○

〃 ○

〃 ○

１２条の３ ○

〃 ○

〃 ○

〃 ○

１２条 ○

〃 ○

8条 ○

6条 ○

自動車リサイクル法 自動車リサイクル券があるか

家電リサイクル法 リサイクル事業者に渡したか

Ｂ２，Ｄは９０日以内、Ｅは１８０日以内に戻っているか

Ｍ報告書を毎年提出しているか

Ｍを５年間保管しているか

保管
種類、管理者の表示があるか

飛散、流出、悪臭を発生させていないか

法規名称 遵守事項

廃
棄
物
処
理
法

契約書

収集業者と中間処理業者個別に契約しているか

契約書に許可証が添付されているか

委託品目が許可されているか

最終処分場が明記されているか

マニフェスト
（Ｍ）

Ｍを種類毎、運搬先毎に発行しているか
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（前頁より続く）
5条 ○

10条、１１条 ○

8条 ○

5条 ○

8条 ○

5条 ○

７条 ○

規５条 ○

規１８条 ○

規２８条 ○

41条 ○

49条 ○

17条 ○

17条 ○

17条 ○

４８条 ○

８７条 ○

関連当局よりの違反等の指摘及び訴訟は、３年間ありません。

８．社長による評価と見直し結果

情報の収集と評価（Ｉｎｐｕｔ）

システム文書 社長による評価

環境活動計画兼結果フォロー表

法規制等の遵法性チェック結果

環境コミュニケーション記録

教育訓練記録

①エアコンの定期点検を実施する。 対応済み。

②早目に審査を実施する。 取組中。

③エアコンの温度設定を下げる。 対応済み。

指示事項（Ｏｕｔｐｕｔ）

見直しの要否 社長の指示

環境経営方針 □要 ■不要 なし

環境経営目標 □要 ■不要 なし

環境経営計画 □要 ■不要 ①CO2排出のさらなる削減を図るため、太陽光発電等の設備導入を

進める。

ＥＡ２１システム全般 □要 ■不要 なし

（実施体制）

前回の指摘事項の実
施状況

法規の遵守状況 違反等はない。

外部からの苦情・要
望

期間中特に苦情・要望が寄せられることはなかっ
た。

ＥＡ２１の取組状況、
教育の状況

教育訓練は予定通り実施されている。

点検結果、修理結果を保管しているか

道路運送車両法 トラック６カ月、乗用車１年の定期点検

群馬県の環境を保全する条例 公害防止責任者を選任しているか

環境経営目標の達成
状況、環境活動計画
の実施状況

燃料削減・廃棄物削減・水使用量削減が未達だ
が、他の項目では目標を達成している。

振動規制法
変更届を出しているか

６５ｄＢ以内か

悪臭防止法 敷地境界線上で臭気指数１０以内か

フロン排出抑制法（Ｈ27.4.1施行）

廃棄時にフロンを回収したか

フロンマニフェストを保管しているか

簡易点検を行っているか（3カ月毎）

定期点検を行っているか（3年に1回以上）

有機溶剤濃度の測定

局所排気装置の設置・使用

有機溶剤作業主任者の選任有機溶剤中毒予防規則

浄化槽法
変更届を出しているか

検査・保守・清掃を行っているか

騒音規制法
変更届を出しているか

昼６５ｄＢ、夕６０ｄＢ以内か
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