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□ごあいさつ
　１９７１年、アルナ工機株式会社として、ＦＲＰ製バンボデーの製作を開始して以来、アルナの
白いボデーとて、断熱性、耐久性、高剛性に加え、美しい外観として多数のユーザーから高い評価
をいただいてきましたが、バン事業に特化するため、２００２年４月アルナバン株式会社として独
立いたしました。その後、２００３年６月に特装車業界で長い経験と歴史を持つ矢野特殊自動車の
グループ企業として新たにスタートいたしました。

　２００５年４月「株式会社アルナ矢野特車」と社名を変更し、歩みを止めないチャレンジスピ
リッツで、信頼される製品の作り出し、時代にマッチしたボデーをお客様にご提供いたします。
　また、環境についても地球にやさしい環境づくりを進め、地域に根差した取組みとして環境負荷
の低減に積極的に取り組んでまいります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　　矢野　彰一　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社アルナ矢野特車

発行 ２００７



１．

２．

３．

　ⅰ)　歩留まりの向上

　ⅱ)　排出の削減、分別による有価処理

４． 環境にやさしい冷凍車造りを進めていきます。

５．

６．

７．

制定日：
改定日：

地域との調和と融和を図る企業活動の一環として、全社一丸となって、積極的に

株式会社アルナ矢野特車は、「人類の発展に貢献する企業の経営」という考えのもと、社会貢献
すべく、お客様視点でのものづくりに取り組んでいます。冷凍・冷蔵車の設計・開発、製造に係る
事業活動において、環境負荷を低減することは経営の社会的使命と位置付け、地球環境の保全
を目指し、全社員が環境負荷の低減に積極的に取り組みます。

＜活動方針＞

環 境 経 営 方 針

＜基本方針＞

②産業廃棄物・一般廃棄物排出量の削減

③化学物質使用量の抑制並びに削減

④節水への取組み

この環境方針は、社外の方からの求めに応じ公開します。

代表取締役専務　楠　政男
株式会社アルナ矢野特車

環境への取組みを進めて参ります。

環境マネジメントシステムの構築を図り、その適切な運用により環境保全、汚染防

止に結びつく継続的改善を図って参ります。

「３Ｒ」の省エネルギー（Reduce）、再資源化（Recycle）、再使用（Reuse）を

重点課題と位置付け、次のことを重点テーマとして取り組みます。

①二酸化炭素排出の削減

計画と実行に際し、環境関連法規及び当社が同意するその他の要求事項を守ります。

この環境方針が、確実に実施され維持されるように、全社員に周知します。

2019年2月28日
2011年11月9日



□組織の概要
（１） 名称及び代表者名

株式会社アルナ矢野特車
代表取締役専務　楠　政男

（２） 所在地
本　　　社 滋賀県米原市村居田１２７３
本社工場 滋賀県米原市村居田１２７３

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

責任者　　人事総務部部長 三橋　敏 TEL:0749-55-2161
担当者　　人事総務部係長　　 吉田　卓史　　　TEL:0749-55-2161TEL:0749-55-2161

（４） 事業内容
トラック　保冷・冷凍車の製造

（５） 事業の規模
資本金 ３０００万円
製品出荷額 ３３億４９百万円（２０２０年度）

主要製品生産量 大型車　３１４台　中型車　３９３台　小型車　１３９台

敷地面積

１Ｆ　573.10ｍ2

2Ｆ　368.73ｍ2

食堂 508.49㎡
第一工場 5,876.91㎡
部品塗装場 540.50㎡
艤装工場 864.00㎡
検査場 341.92㎡
キャブ塗装場 652.68㎡
仕上場 116.72㎡
部品ｾﾝﾀｰ 1,671.88㎡
第二工場 4,685.06㎡
東倉庫 375.00㎡
サービス棟 673.12㎡

計 17,359.86㎡

（６） 事業年度 ４月～３月

□認証・登録の対象組織・活動
登録組織名： 株式会社アルナ矢野特車　本社及び本社工場(全社)
活動：　特殊自動車の製造販売、自動車整備ならびに部品製造販売

従業員　　　　　
本社

延べ床面積　　　

49,808㎡
１６２人(内社外　２６人)

941.83㎡
管理事務所



□環境経営組織図及び役割・責任・権限表

現場事務所 技術課

ＣＳ課 部品センター加工 扉 鉄工 プレス 塗装 パネル ＤＰ室 検査場
組立（L) 組立（MS) 艤装 仕上

エコアクション推進委員

製造技術部 ＤＰ室 品質保証部 資材部 人事総務部

内部監査員

ＥＡ２１事務局

製造部門 技術部門 ＤＰ（DX）部門 品質保証部門 資材部門 人事総務部門

環境管理責任者

代表取締役専務

協力会社



⑤代表者による経営における課題とチャンスの明確化。

担当 内容

役割、責任及び権限一覧

　　（資源には、人材、設備、費用、時間、専門的な技能、技術を含む。）

③環境管理責任者を任命する。

④環境方針の策定・見直し及び従業員への周知を行う。

⑥代表者による全体の評価と見直し・指示を実施する。

代表取締役 ①環境経営システムに関する全ての責任と運用についての権限を持つ。

②環境経営システムの構築・運用・管理に必要な資源を用意する。

③法規制等の遵守状況をチェックする。

④環境方針及び自己チェック等に基づき環境目標を設定し、作成された環境活動計画

を確認し承認する。

環境管理責任者 ①環境経営システムを構築し、実施し、管理する。

②作成された環境への負荷及び取組の自己チェックを確認し、承認する。

⑤環境活動の取組状況を確認し、環境目標の達成状況を評価する。

⑥問題点の是正、予防処置に対する指示と改善や見直しに必要な処置を行う。

⑦環境活動の取組結果を代表者へ報告する。

⑧ＥＡ２１に関する運用管理の体制を構築し、各責任者を任命する。

内部監査員 ①環境に関する内部監査の計画

②環境に関する内部監査の実施・報告

各部門長 ①責任範囲の環境目標及び環境活動計画の実施とＥＡ２１事務局への達成状況の

②環境への負荷及び取組の自己チェックを作成し、環境管理責任者へ報告する。
③「環境関連法規等の取りまとめ及び遵守状況のチェックリスト」を作成し、環境管理

報告
②責任範囲の問題点の発見、是正、予防処置

ＥＡ２１事務局 ①環境経営システム運営の全ての事務を行う。

者へ報告する。
⑤文書及び記録の管理保管
⑥外部コミュニケーションの窓口
⑦内部コミュニケーションの運営管理

責任者へ報告する。
④環境活動計画並びに運用手順書を作成し、実施達成状況を集計し、環境管理責任

⑧従業員に対する教育訓練の実施
⑨特定された緊急事態に対する項目の手順書作成、テスト・訓練・記録

ｴｺｱｸｼｮﾝ推進委員 ①各職場で中心になって、ＣO2の削減、3Ｒの推進に取り組む。
②各職場で取り組み項目・方法を定め、毎月の実施達成状況をEA21事務局へ報告する。



□主な環境負荷の実績
単位 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
kg-CO2 698,436 744,174 693,947 655,248 678,682

ｶﾞｽ・軽油
陸送費 〃

ｶﾞｽ・軽油
社用車利用

に変更

ｶﾞｽ・軽油
社用車利用

に変更

ｶﾞｽ・軽油
社用車利用

に変更

ｋｇ 5,309 4,930 5,593 5,201 5,279
トン 253 266 270 283 309
㎥ 4,104 3,482 3,404 3,116 3,314

ｋｇ 5,452 6,743 3,784 3,580 4,375
※電力の二酸化炭素排出量換算値 0.493 ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ（2016年）
「二酸化炭素の排出量は、電力、ｶﾞｿﾘﾝ、軽油の排出量より換算」
一般廃棄物に関して、2012年よりダンボールを有価物に変更、コピー購入量で管理する。

□環境経営目標及びその実績

（基準度) （目標） （実績） （目標）
kg-CO2 658,228 605,570 618,198 598,987
原単位 0.276 0.185 0.273

基準年比 (2012年） 92% 94% 91%
kg-CO2 35,929 34,851 29,736 34,492
原単位 0.010 0.009 0.010

基準年比 (2017年） 97% 83% 96%
kg-CO2 694,157 640,421 647,934 633,479

kg 4,593 4,179 5,279 4,133
原単位 1.908 1.576 1.890

基準年比 (2012年） 91% 115% 90%
t 216.58 197.09 309.24 194.82

原単位 0.092 0.092 0.091
基準年比 (2011年） 91% 143% 90%

㎥ 3,276 2,948 3,314 2,948

基準年比 (2012年） 90% 101% 90%
kg 7,597 6,989 4,375 6,913

原単位 3.287 1.306 3.251
基準年比 (2011年） 92% 58% 91%

営業提案 営業提案 営業提案 営業提案 営業提案
（輸送効率化） （輸送効率化） （輸送効率化） （輸送効率化） （輸送効率化）

基準値の見直し：東北大震災の影響が大きい2011年度の実績を踏まえ、基準年の見直しを行い、産廃・PRTR物質以外の

　　　　　　　　基準値を2011年から2012年(化石燃料は2017年）に変更し、それに伴い目標値の見直しを行っている。

                目標値に対する原単位とする、（水道、製品の3Rを除く）

基準値

　産業廃棄物排出量

廃棄物排出量

製品の３Ｒ
大型高容積車の推進
（１８枚パレット）

一般廃棄物の削減

産業廃棄物（廃油
等）の削減

節水

2021年

項　目

電力の二酸化炭素排
出量削減

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

　一般廃棄物量排出

二酸化炭素総排出量

ＰＲＴＲ物質使用量
の削減

化学物質

上記二酸化炭素排出量合計

2020年

自動車燃料の二酸化
炭素排出量削減

水使用量（自社分）



Ⅰ.二酸化炭素排出量の削減
ⅰ）電力の二酸化炭素排出量削減

ⅱ）産業廃棄物の削減

ⅲ）化学物質（PRTR)廃棄物の削減

ⅳ）節水の推進

LED照明装置の導入：2015年9月より随時、工場棟の照明を白熱灯からLEDに交換を行う。（400Ｗ⇒150Ｗ　工場内90％交換）

　　　2017年度は生産高　増加により　電力量増加もあるが、原単位で大幅に下がり、LED交換の効果がでています。

※自ら生産・販売する製品及びサービスにおける目標の設定について
また、シャーシー塗装で塗料変更を計画し、塗りの回数を減らし環境配慮塗料の使用を進めます。

自動スプレーガン洗浄機を設置し、洗浄シンナーの変更をしています。又、水性塗料の変更も進めています。

LED化率の目標を20％に置き、長寿命化を基に環境に優しい冷凍車づくりを進めていきます。



□環境経営計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容
◎よくできた　○まあまあできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

達成状況 次年度

×/〇

◎ 継続

◎ 継続

◎ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

◎ 継続

○ 継続

○ 継続

〇/○

○ 継続

○ 継続

◎ 変更

×/○

○ 継続

○ 継続

○ 継続

× 継続

×/○

○ 継続

△ 継続

節水

×

△ 継続

△ 継続

○/○

◎ 継続

製品の3Ｒの推進

○ 継続

社会貢献

○ 継続

数値目標/原単位目標

取り組み計画

□上方修正　　□下方修正　　・基準見直し（□あり　■なし）

電力による二酸化炭素排出量の削減

・梱包材への転用

・紙の使用量削減

□上方修正　　□下方修正　　・基準見直し（□あり　■なし）

施設老朽化や普段使用しない水道など、定期的な確認で、
漏水等に対処する。

・節水型設備取付

・蛇口自動水栓取付

数値目標/原単位目標

・接着職場にタイマー設定機能

・陸送　回送先・種別の手配基準管理

・アイドリングストップ

今期６台製作。次年度以降、更なる推進を目指す。

・会社周辺のごみ拾い 会社近隣の清掃を２か月に１回程度実施している。

・大型高容積車の推進

・社用車モニタリング

産業廃棄物の削減

・社用車　省エネタイプに変更/省エネ運転の推進
・クレーム削減

アイドリングのストップ

一般廃棄物の削減

数値目標/原単位目標

□上方修正　　□下方修正　　・基準見直し（□あり　■なし）

評　価（結果と次年度の取組内容）

・リサイクルへ移行

□上方修正　　□下方修正　　・基準見直し（□あり　■なし）

数値目標/原単位目標

一昨年に比べ昨年は生産高が上がったが、電気の使用量に
ついては、原単位においては安定して目標をクリア出来てい
る。デマンドによる監視、空調の温度設定や休憩時・未使用
時のこまめな消灯など、地道な活動が実を結んでいる。

・タブレット化の推進

数値目標

・材料の歩留まり改善

・ペーパーレス化

削減目標を社用車に変更

・省エネタイプのエアコン　交換

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２３℃）

３Ｄキャドの本格稼働等により、ペーパーレス比率を高める。

・ボイラーの空気過剰係数を抑えて送風機電力削減

□上方修正　　□下方修正　　・基準見直し（□あり　■なし）

・無駄な電気の消灯の推進

・ＬＥＤ採用

・蒸気配管、加熱装置等の断熱化

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減

・電力のデマンドコントロールを採用

・工場棟の遮熱効果の塗装

仕損の徹底した管理と、歩留まり率の向上。
全社で継続して取り組む。

化学物質使用量の削減

数値目標/原単位目標 □上方修正　　□下方修正　　・基準見直し（□あり　■なし）

・ＰＲＴＲによる取組

シャーシー塗料の水性塗料変更が寄与している。また、自動
スプレーガン洗浄機を設置し、洗浄シンナーの変更により、
内製化にも関わらず、目標を総量でもクリアしている。



□環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価結果ならびに違反、訴訟等の有無

　環境関連法規制の遵守状況の確認において、法令遵守しています。

　また、関係当局よりの違反等の指摘は、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は次の通りである。

プレス機器
一般廃棄物、産業廃棄物（廃プラ、廃油等）
液化石油ガス
塗料（トルエン・キシレン）
シンナーの保管

□代表者による全体の評価と見直し・指示

□環境活動の紹介
　米原市のエコフォスター事業は2014年に廃止、引き続き、独自で地域との環境活動（清掃活動）に取り組んでいます。

適正
適正土壌汚染対策法
適正

適用される法規制

適正

２０２０年度目標に対する実績は、新型コロナウイルスの感染拡大で非常に不安定な状況の中、各管理項目
とも概ね目標をクリアし、良好な結果だったと評価しています。
一方、水道水の削減など一部の管理目標において、未達であったことを真摯に受け止め、全社員がエコア
クション２１の認証・登録企業であるという意識を常に持ち、今後の活動に取り組んでまいります。

適正（定期点検実施）

法規等遵守状況適用される事項（施設・物質・事業活動等）

騒音・振動規制法

フロン機器（業務用ｴｱｺﾝ・ﾁﾗｰ）

排水設備
環境基本法

フロン排出抑制法

下水道法

消防法（危険物）

適正
適正

適正

適正

バッキシステム（阪急）

廃棄物処理法
高圧ガス保安法
ＰＲＴＲ法


