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１　当社の活動、製品及びサービスに係わる環境影響のうち、以下の項目を

環境管理重点テーマとして取り組みます。

　

（１）二酸化炭素の排出量削減に努めます。

（２）水使用量の削減に努めます。

（３）産業廃棄物の削減と産業廃棄物の分別による資源の有効利用に努めます。

（４）グリーン購入を推進します。

（５）エコ整備を推進します。

（６）化学物質の適正な管理に取り組みます

２　法的及びその他の要求事項を遵守します。

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

小川建設工業株式会社

（マツダオートザム魚津） （オートパークおがわサービス工場）

代表取締役社長 岡田　富治

環境理念

２０１1年１２月２0日（制定）

２０１４年１２月２４日（一部改訂）　

環境方針

小川建設工業（株）（マツダオートザム魚津）は、益々深刻化する地球環境や限りあ
る資源の枯渇等への対応が全世界共通の最重要課題であるとの認識を持ち、自社の信
条にある“地域社会の一員として社会に貢献しその発展と豊かな地域生活の充実に寄
与する”と共に地域全体の未来を作っていかなければなりません。幸いにも山・川・
海等のかけがえのない地域に暮らし、そして目標を定め汚染の予防と環境マネージメ
ントシステムの継続的改善を自動車整備、販売において全社、全従業員が一丸となっ
て環境に配慮した活動を推進します。



 

1.事業社名及び代表者

小川建設工業（株）（マツダオートザム魚津） （オートパークおがわサービス工場）

代表取締役社長　　岡田　富治

2.所在地

マツダオートザム魚津 オートパークおがわサービス工場

〒 937-0011 〒９３９－０７３３

富山県魚津市木下新237-4 富山県下新川郡朝日町月山６４－２

3.事業内容

マツダブランドの新車販売

新車・中古自動車販売

自動車整備業（車検・点検・修理等）

損保保険の取り扱い

4.事業の規模

マツダオートザム魚津 オートパークおがわサービス工場

従業員数 従業員数

年間売上高 年間売上高

年間販売台数 年間車検入庫台数

年間整備入庫台数（車検）
20２０年１月～２０２０年１２月の実績値です

5.環境管理責任者及び担当者

EA21環境推進事務局

APサービス

TEL ： 0765-24-1166

FAX： ： 0765-22-7980

e-mail ：

対象組織・活動範囲

１０名 ９名

４０２０００千円 １３７０００千円

311台 ５３３台

５９８台

環境管理責任者 部長 古市　一夫

MAZ魚津 中陳　晋也

林　春満

連絡先

mazuda@ogawa-gp.co.jp

連絡先

TEL　　：０７６５－８３－３３２３

FAX　　：０７６５-82-1668

e-mail :　park-s@ogawa-gp.co.jp

mailto:mazuda@ogawa-gp.co.jp


6．認証・登録対象範囲

・2013年4月にマツダオートザム魚津で取得 エコアクション２１ 認証登録日２０１３年８月７日

・２０１５年６月更新検査時にAPサービス取得
2017年８月　更新審査実施　２０１９年８月６日（有効期限） 2021年8月次回更新

・組織図

対象組織・活動範囲

ＥＡ２１取得

小川建設工業（株）

管理本部

事業本部

建設営業部

建設物流部

エコアクション２１認証取得

部署 名称 所在地 事業内容

自動車部

ﾏﾂﾀﾞｵｰﾄｻﾞﾑ魚津 富山県魚津市木下新237-4
自動車販売・自動車整備

自動車保険の取扱い

ｵｰﾄﾊﾟｰｸおがわ
ｻｰﾋﾞｽ工場

富山県下新川郡朝日町月山64
自動車販売・自動車整備

自動車保険の取扱い
ＥＡ２１取得

石油部

エコアクション２１

認証取得

ＩＳＯ１４００１取得



平成24年12月27日作成

 

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
＜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、全社の環境取り組みを推進する
＜役員・業務/サービス部門長＞

　・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

EA21推進事務局

　・環境取り組みの指導・支援
　 　・環境データの集計・取りまとめ

各部門責任者 全社の環境取り組みを推進する
　・環境経営システムの実施
　・環境方針の理解と環境取り組みの重要性を自覚
　・決められたことを守り自主的、積極的に環境活動へ参加

＜店長＞ 　・店舗の環境取り組み全体の責任者として、店舗環境取り組みの推進・

管理

＜サービス工場長＞ 　・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

店舗全体の環境取り組みにおいて店長をサポートする

全従業員 　・環境方針を理解し環境への取組の重要性を自覚

　・EA21について決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

組織の体制

環境統括責任者

岡田　富治

環境管理責任者

古市　一夫
EA21推進事務局

中陳　晋也（MAZ）

林　春満（APS）

サービス部門 業務担当部門業務部門

担当者 役割

（※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）

環境管理責任者をサポートし、EA21推進事務局として全社の環境取組を
推進する

上田　満（MAZ） 中坂　智恵（MAZ)山下　学（MAZ,APS）

舟川（APS） 田中　智美（APS）



当社の主要な環境活動計画の内容は以下の通りです。

（担当責任者　：　舟川　田中）

①電力使用量の削減

・ 不要な照明の消灯・節電の徹底（チェックシートを作成、実施）

　 ・ 冷暖房設備の温度を管理する

（事務所）冷房28℃、暖房22℃ 休憩室含む

（商談室）冷房28℃、暖房25℃

・ ｴｱｺﾝﾌｨﾙﾀｰの月一回の清掃を実施する（エアコン３機使用）

・ パソコン待機電源のオフ設定

・ 照明設備の確認（老朽化に伴う入れ替え）

②化石燃料使用量の削減

・ エコドライブの実施（回送時エコドライブの実施、啓蒙活動）

・ 社用車（代車）の運転管理記録簿の管理・徹底

・ 燃費向上の製品に交換する

・ 運転停止時はエンジンンを切る（アイドリングＳＴＯＰも心がける）

・ 老朽化に伴う代車の入れ替え

（担当責任者　：　三浦　　松平　　杉田　平坂）

①一般廃棄物排出量削減

・ 紙使用量の削減

・ 両面・縮小コピーの活用、コピー用紙の裏紙を再利用

・ 使用済みの封筒等の再利用

・ 分類別に収集及びリサイクルの徹底

・ 不要なごみを持ち込まない（工場内置き場管理と清掃）

②産業廃棄物排出量削減

・ マニュフェストの徹底管理

・ 廃プラスチック・金属くず・ガラス等の分別処理と管理の徹底

　・リサイクル、廃棄物、タイヤ、バッテリ、廃油等の管理　

・ 廃棄物の分類を詳細にする　　リサイクル品の活用

（担当責任者　：伊藤　　高橋　山本）

①節水活動の推進

・ 洗車ホースの節水ノズル取付と節水の意識付け

・ 節水器具の取付

・ 洗濯機、スチームの使用制限の徹底

・ 水道メーターチェック表の作成

・ スチーム洗車時、節水を意識する（時間チェック）

・ 漏れの定期的チェック体制

■排水量削減（水使用量の削減）

環境活動計画（APサービス工場）

■二酸化炭素排出量の削減

■廃棄物排出量の削減



当社の主要な環境活動計画の内容は以下の通りです。

（担当責任者　：　舟川　田中） （担当責任者　：　林）

①エコ整備（ＥＣＯオイル・エコタイヤ交換）台数把握（比率にて把握）

・ 整備入庫時にECOオイル交換及びエコタイヤの販売促進

　 ②環境に配慮した自動車（ｴｺｶｰ）の販売

③グリーン購入品目の拡大

・ 事務消耗品、備品等のエコ商品を積極的に購入する。

④工場内など照明機器のLED電球への切り替え

⑤会社敷地内外の清掃活動（社内美化） ・地域清掃活動へ参加

⑥ 化学物質の適正な管理

⑦会社敷地内外の清掃

⑧お客様に省エネ活動中などの告知

ＥＡ２１（無事故、無災害をめざす）－環境目標として設定　仕事における時間や、労力、費用の抑制

（担当責任者　：　三浦　　松平　　杉田　平坂）

グリーンカーテンの実施 （例年実施中）

避難訓練、消火訓練（定例１０月に実施）

（担当責任者　：伊藤　　高橋　山本）

定期清掃活動（舟川べり桜祭り終了後

毎年舟川べりの清掃（小川建設、ザム参加）

環境活動計画（ＡＰサービス工場）

■その他の活動



エコアクション21　エリア担当 （マツダオートザム魚津）

滝川 電力の削減管理

中陳 節水削減

大林、 可燃物・不燃物分別処理
エコ商品関係のﾂｰﾙ・情報提供
グリーン商品購入担当

中陳、山下、滝川 ショールーム清掃、管理

上田 部品庫の管理
リサイクル部品購入担当

山下 オイル管理、危険物管理担当
代車管理、化石燃料管理

松田、杉田 可燃物分別処理
廃プラ・不燃物・金属類分別処理

山田 水量節水・電気の削減管理

伊藤 側溝・油水分離槽清掃
ダンボール処理管理

中坂 電力の削減管理
コピー用紙（再利用含む）の管理

大林 グリーン商品購入担当
節水削減
可燃物・不燃物分別処理

上田 オイル、オイルフィルター処理管理
廃ﾊﾞｯﾃﾘ管理
ペットボトル分別処理

酒井 廃プラスチック分別処理
スチ－ル・アルミ缶分別処理
廃油、廃LLC処理管理
産業廃物ダストBOX管理
廃タイヤ

滝川 新・中古車管理
山下 中陳 事故車・廃車管理

古市 役割分担総責任者

事務所

廃棄物置場

駐車場（二階含む）

全エリア

組織の体制（マツダオートザム魚津）

担当場所 担当者 役割

ショールーム

サービス工場



エコアクション21　エリア担当

田中 電力の削減管理
節水削減

三浦 可燃物分別処理
エコ商品関係のﾂｰﾙ・情報提供

舟川 産業廃物ダストBOX管理
廃タイヤ・廃ﾊﾞｯﾃﾘ管理
オイルフィルター処理管理
リサイクル部品購入担当
油庫・廃油管理
ECOオイル購入担当

松平 可燃物分別処理
廃プラ・不燃物・金属類分別処理

高橋 水量節水・電気の削減管理

側溝・油水分離槽清掃
ダンボール処理管理

田中 電力の削減管理
三浦 コピー用紙（再利用含む）の管理

グリーン商品購入担当
節水削減
可燃物・不燃物分別処理

伊藤 ダンボール分別処理
新聞、雑誌分別処理

平坂 ペットボトル分別処理
山本 廃プラスチック分別処理

スチ－ル・アルミ缶分別処理
可燃物・不燃物分別処理

山本 事故車・廃車管理

古市 役割分担総責任者

事務所

廃棄物置場

駐車場

全エリア

組織の体制（APサービス工場）

担当場所 担当者 役割

商談室

サービス工場



１．環境負荷の現状

（注1）当社の事業年度は、1月～12月迄の1年間です。

（注2）当社の電気排出係数 0.６２７ で計算してます。 ２０２０年より０．５１

２．環境目標（通期）

当社は、毎年、以下の各項目について削減目標に掲げ、環境改善活動を推進します。

　　■　二酸化炭素排出量および電気使用量についての目標・・・＜各年の環境目標を作成＞実績により設定し目標とする

他設備の改善および要因が特定できているものは随時確認し設定

■　ＥＣＯ関連の件数把握についてはマツダ車の販売台数を把握　無事故(無駄ゼロの取組を把握）も行動指針として設定

単位

二酸化炭素排出量 kg-co2 109,193 90,901 90,596

電力使用量 kWh 119,944 79,343 77,020 73,313

11,075 11,679 11,793 11,684

87,744 85,698

68,928

12,175

軽油使用量 L 3,036 2,959 2,709 3,327 3,195

ガソリン使用量 L

2,258.0 2,220.0

LPガス使用量 ㎥ 34.6 43.3 43.5

12.10

46.7

14.71 15.23 12.72 12.82

42.4

灯油使用量 Ｌ 3,199.0 2,408.0 2,691.0

グリーン購入 数 21

水使用量 ㎥ 2,118 1,625

廃棄物排出量 t

単位 (基準年度） 年度目標

28

目標

2020年度

期間　1月～12月

2825 27

実績

1,274 823 996

電力使用量 kWh 68,928 68,928 67,207 68,928 68,928

二酸化炭素排出量 kg-co2 85,698 85,698 72,731 85,698 85,698

11,702 12,175

1210.00 11.98 12.97 12.10

12,175

軽油使用量 L 3,195 3,195 2,218

12.10

環境目標設定＆実績

項目 20１５年度 201６年度 201７年度

82

化
石
燃
料

28

（ECO関連） 台 71 72 61 78

グリーン購入 suu 28 28 28 28

水使用量 ㎥ 1265.0 1,252.0

201８年度 2019年度

化
石
燃
料

項目

2019年度
実績

2021年度 2022年度

化学物質 状況 取扱量が少量である 適合 適正な管理を実施

836.0 1,240.0 1,227.0

廃棄物排出量 t

3,195 3,195

ガソリン使用量 L 12,175 12,175

＜小川建設工業（株）「ﾏﾂﾀﾞｵｰﾄｻﾞﾑ魚津」「オートパークおがわサービス工場」の環境目標と取組み方針＞

事業活動で生じる環境負荷の中で、特に影響の大きい「電気使用量」、「ガソリン・軽油」、「廃棄物排出量」、

「水使用量」の削減と、「グリーン購入」、「環境に配慮した製品のサービス」、（化学物質の適正管理）に取り組む。



１．おもな環境関連法規と遵守状況

２．違反・訴訟の有無

当社は、環境関連法規の違反や訴訟は発生しておりません。

また、環境当局からの違反等の指摘は、過去3年間1件もありません。

環境関連法規への違反・訴訟の有無

環境関連法令 法令要求事項 評価

廃棄物処理法 廃棄物の適正処理 遵守

自動車リサイクル法 使用済自動車の適正処理 遵守

循環型社内形成推進基本法 循環資源の適正な循環的利用 遵守

環境関連法規については、マツダ（株）提供の「マツダ環境保護プログラム（MECA21）」により、環境関連
法規の遵守状況を確認しています（年1回実施）

水質汚濁防止法 油水分離槽の管理 遵守

消防法 避難訓練、防火設備の点検 遵守



１．環境目標の達成状況
（２０20年1月～12月迄）の環境目標と実績は以下の通りです。

二酸化炭素排出量

電力使用量

ガソリン使用量

軽油使用量

灯油使用量

LPG使用量

廃棄物排出量

水使用量

エコ整備（ＥＣＯ関連））

グリーン購入

化学物質の適正な管理

（注）トライアル期間の目標値は、２０１９年度実績と評価後に設定し1年間の目標として設定しています。
（注）評価欄の「G」＝達成率100%以上及び上限達成率１０％以下　　［R］＝G評価以外（未達成）

２．環境活動の取組結果の評価

G

、

期間（２０20年1月～12月）

2019年実績
単位 削減(増加） 目標達成率

kg-co2 85,698 72,731 △12,967 117.8% Ｇ 85,698

68,928

12,175
L 3,195 2,218 △977 144.0% G 3,195

L 12,175

kWh 68,928 67,187 △1,741 102.6% Ｇ

11,702 △473 104.0% G

△416 149.8%

28

2 95.2% G 42.0

L 2,220 2,084 Ｇ

G 1,265

t 11.98 12.97 1 92.4%
㎥ 1,252

Ｇ

電力量の削減

G

化石燃料の削減

全体的数値目標に対しては例年並みとなりました。削減する一般廃棄物と産業
廃棄物においては適正に管理できておりますし、さらに改善し分別を徹底したい
と思います。工場内において発生する廃棄物においては様々でありリサイクルの
意識をもっと高く持つことが必要と考えます。適正な処理と分別の活動と、整理整
頓は常にみんなで声を掛け合いEA２１の意識も徐々に良くなっていると感じま
す。

台 72
数 28

61 -11 84.7%

△28 0.0%

R

２０２０年度は前年が数量が多く（データの不備や水漏れがあり正確ではなかっ
た）今年度は適正に管理され達成削減となりました。ＥＡ２１への取組において意
識が改善できている事は良い点であり両店舗ともに評価できます、継続して使用
（年間）把握できていますので今後も活動を通してこの限られている貴重な資源
を有効活用できるようにしていきたいです。

２０２０年は環境につながる活動として無駄、災害、ミスをなくすことにより業務内に
発生した事故、ロス、無駄をみんなで共有しあう活動を引き続き行いました。活動
としては月に一度の課内会議においていろんなテーマを上げてスタッフが話し合
うことでコミニケションもよくなりました。なおマツダ車の販売を目標数値にして活
動しエコカー（クリーンＤ等燃費が全体的に良い）の販売は昨年と比べて様々な
影響があり減となりました。今後も積極的に提案し売上の貢献につながる活動とし
ていきたいです

２０２１年も自ら生産、販売、提供する製品及びサービスに
関する環境目標として（快適な職場を目指し無事故・無災
害を目標に掲げていきたいと決定しました。時間行動、す
べてにおいてあらゆる想定の中で改善対策を講じるため
の事案を提出し皆で話し合うことを目的とし活動していき、
数値目標は再度販売数量を掲げていきたいです

評価（及び評価理由） 次年度の取組

環境を考えたエコカー普及活動と、エコドライブを推進し継続的
な実績の推移を朝礼等の場で伝えあう活動を頻繁に実施してい
く事は引き続き行っていきたい。環境取組でもある無駄な行動と
無事故無災害である事と業務の効率化により燃料を抑制し環境
にむすびついた活動は常に意識し行動したい。環境配慮のため
の工夫は皆でミーティングを実施して日々の改善を図っていきた
いです。

２０２０年度は種別としてすべての化石燃料が達成。ガソリン及び軽油につきまし
ては販売台数と整備台数の増加に伴い減ったことも考えられます。ただ燃費の良
い代車の入れ替えや販売の適正管理もできた結果と考えます。引き続きエコドラ
イブの促進と販売においてエコ商品に位置図けているクリーンDの販売とHEVの
普及増と整備等により使用する代車は継続的に入れ替えを引き続き行っていき
たいです。

■廃棄物排出量の削減

■グリーン購入

評価（及び評価理由）

評価（及び評価理由） 次年度の取組

個人情報につきシュレッダーの徹底を行うと昨年取組改
善をしたいとおもっていましたが、スタッフにより意識の差
があり同じ共通の取組が必要と感じました。紙の削減活動
を推進しペーパーレスをさらに活動できる体制と不要な
ペーパーの処理については皆で共通意識を作りたいです
他産業廃棄物の適正処理と環境推進においてのエコアク
ション２１の取得店舗としてＰＲを実施し、廃棄物削減に取
り組んでいきたいです

■排水量削減（水使用量の削減）

引き続きチェックシート、ストップノズルの確認、漏れの確
認（特に老朽化しているトイレ水洗関係、洗車場の管理、
油水分離僧やスチーム洗車ルール）は徹底して行ってい
きたいと思います。

■エコ整備（ECO関連商品の販売）

次年度の取組

G

評価（及び評価理由） 次年度の取組

■二酸化炭素排出量の削減

　２０２１年度の取組としては活動として引き続きEA21の取
り組みを理解し工夫と改善をしていきたいです。ショー
ルームの温度管理については、季節に応じた対応と、お
客様との相互理解を高めて、環境に配慮した活動促進を
行っていきたいです
営業時間内の業務実施は引き続き行い、すべてのスタッ
フが作業を分担、兼業し時間内での効率化を目指す。

２０20年度は削減により目標達成。電力で約１７４１ＫＷＨ近くの削減（目標値)]と
なり、目標値に対しては１０２．６％となりました。マツダ店舗（ショールーム）の業務
にかかる削減に対しての意識は向上しており、良い結果に結びつきました。工場
内の業務ににおいても効率の良い作業に徹し減少できた事が良かったと思いま
す。ＡＰにおいても同様に削減の意識が浸透し効果につながっています。他には
温度管理、店舗内の照明施設の管理も継続して行う事も出来ており引き続き継
続的活動を続けていきたいです

評価（及び評価理由） 次年度の取組

環境活動の取組結果の評価

項目 評価
目標 実績

化
石
燃
料

2,220
㎥

△136 106.5%

42 44.1

71

G

R

12.10

G

836

■化学物質の適正な管理

APサービスにおいて板金塗装工場を稼働しておりますが適正に管理されており
ました

引き続き管理の徹底うぃ行っていきたい
評価（及び評価理由） 次年度の取組

Ｇ
目標の２６品目に対して実績は２７品目となった。内容は様々なエコ商品（グリー
ン）を購入時に選択する取組となっているが、まだまだ取組不足となっていて結
果をみると昨年並みという結果であった。もっと工夫し環境対応商品を活用しさら
には再利用を含め検証していきたいと思います

さらに品目を増加したいと思うが、一つ一つ判断しグリー
ン購入を推進していきたいです



○

有
○ 無

有
○ 無

有
○ 無

有
○ 無

有
○ 無

有
○ 無

対象事業所 マツダオートザム魚津、オートパーク小川

活動期間 ２０２０年1月～２０２０年12月

作成者 EA21推進事務局　　　　中陳　晋也

項目 確認 評価・コメント

評価者 代表取締役　岡田　富治　 実施日 ２０２０．１．８

7

8

活動計画の実施にあたりミーティングを開き企画と検証
を行い実施された。

当社がエコアクションに取り組んでいる事を関
連会社に周知した、マツダ㈱においても推奨
されております

その他
地域貢献や環境に関連した取組を今後も多く
実施していきたい

外部よりの苦情等はない事と対話を通じて全
体の確認。対応においての手順書を再度確
認しました

問題点の是正・予防措置の実施状況 環境目標活動
項目事において是正が必要ではなかったが
定期的見直しが必要である。適正に記録と改
善策の話し合いが出来ました。

取引先・業界・関係行政機関その他
の外部動向

取引業者

2

3

4

5

6

2

3

4

5

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）

見直し項目 変更の必要性 変更「有」の場合の指示事項

代表者による全体の評価及び見直し

見
直
し
関
連
情
報

エコアクション21文書 作成
マニュアル内容を文書、記録一覧として作成
フォームにおいて取扱いが難点な点は引き続き改善し
すべてのスタッフ協力を

環境目標及び目標達成状況 活動報告書

環境目標を定めて実施され、二酸化炭素の削減と限りあ
る資源の有効活用を今後もスタッフの意識を向上させて
ＥＡ２１取組を強化していきたい

環境活動計画及び取組実施状況 活動報告書

環境関連法令一覧表及び遵守状況 確認
一覧表を作成、処理業者との契約状況も担当
者によって管理されており、確認された。法規
と順守状況を年初に確認済

外部コミュニケーション・対応記録 確認

1

エコアクション２１の取組が自動車部において必要不可欠な活動として位置づけられていて目標に対しての実
績値も全体で削減について例年取り組む中で平均されてきました。業務を実施するうえであくまでもサービス
業としてお客様目線に立って活動を進めていくべきと考えます。２０１９年度も自動車販売、整備業とし環境推
進活動は必須でありＰＤＣＡの繰り返しによる活動を各店舗評価し取組み計画的にすすめていき、ＥＡ２１の取
組みを全従業員が一丸となって推進し、活動を継続していきたいです

で
削
減

環境方針

環境目標

環境活動計画・取組項目

環境に関する組織

その他のシステム要素

その他（外部への対応）6

1


