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２０２０年度　環境経営レポート

（対象期間：２０２０年１０月　～　２０２１年９月）



■組織の概要

自動車の整備と販売

■ 新車販売 ■ 中古車販売 ■ 自動車整備（車検・点検・一般修理）

■ 自動車部品・用品販売 ■ 自動車損害・火災・生命保険代理店業務

TEL ： 0740-22-2858（代）

FAX ： 0740-22-1679

：

■過去３ヶ年の環境負荷の実績

2020年

47,624 kg-CO2

9.63 t

1,332㎥

51,131 kg-CO2

11.88 t

2,922㎥

廃 棄 物 排 出 量

水 使 用 量

53,917 kg-CO2

6.78 t

1,307㎥

二 酸 化 炭 素 排 出 量

2018年 2019年

e-mail

1 組織の概要

info@imazu-mazda.com

＜中古車展示場＞

＜本社ショールーム＞ ＜サービス工場＞

事業者名 有限会社　今津マツダ　（マツダオートザム今津）

所在地 〒520-1636　　滋賀県高島郡今津町今津舟橋2-8-8

代表者 代表取締役　　橋本　学夫

事業活動の内容

事業規模　（２０２０年度）売上高                                 ５００百万円

環境管理責任者 取締役　　橋本　重明

　３８０㎡

従業員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

社屋床面積（ショールーム）　　　　　　　　

社屋床面積（サービス工場） 　　　　　　　　

１１名

　　１７５㎡

中古車販売台数   　　　　　　　　　　　　６４台

整備入庫台数　　　　　　　　　　　　　 　３，８７８台

新車販売台数　　　　　　　　　　　　　　　１８７台

mailto:info@imazu-mazda.com


 

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・情報を用意

・ 経営における課題とチャンスの明確化
・ 環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知
・ 実施体制の構築
・ 環境管理責任者の任命
・ 環境経営目標の設定を承認
・ 代表者による全体の評価と見直し・指示を実施
・ 環境経営レポートの承認

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
　・環境経営計画書、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
　・環境経営レポートの確認

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

部門長 全社の環境取り組みを推進する

　・担当部門の環境取り組みの責任者

作成日：2018年10月1日

環境統括責任者

橋本　学夫

改定日：2020年10月1日

作成

橋本　学夫

（※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

実施体制2

担当者 役割

環境管理責任者

EA21推進事務局

サービス部門 業務部門 営業部門



1 環境に関する法規制を遵守します。

2

3

4

5

6 環境改善目標を定め、継続的な環境改善活動を実践します。

7

8 整備工場で使用する化学物質の管理を適正に行います。

制定
改定
改定
改定

代表取締役

2012年9月1日
2013年4月22日

有限会社今津マツダ
（マツダオートザム今津）

橋本　学夫

2014年10月1日
2018年10月1日

環境経営方針

スカイアクティブテクノロジーを投入した自動車をはじめとする各種エコカーの普
及に努めます。

使用中の自動車の定期点検を促進すると共に、環境に配慮したタイヤやエコオイル
等の製品の提供を推進します。

限りある資源を大切にするため、事務所・整備工場で用いる水資源および電気や化
石燃料の使用量を減らし、CO2量削減に努めます。

循環型社会に向けて、整備工場で生じる廃棄物の削減に努めると共に適正処理とリ
サイクルを推進します。

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

　基本理念

有限会社今津マツダ（マツダオートザム今津）は、自動車販売・自動車整備などの全て
の事業活動において、自然との調和を図りながら、地球環境の保護と豊かな社会づくり
に貢献します。

　行動指針



中長期

年度 2017年度 2021年度

単位 （基準年度） （目標） （実績） (換算実績） （目標） （実績） (換算実績） （目標） （実績） (換算実績） （目標）

％ 99.5% 89.2% 78.3% 99.0% 80.5% 85.0% 98.5% 87.5% 86.8% 98.5%

消費量 46,853 46,619 41,779 36,677 46,384 37,724 39,811 46,150 41,009 40,681 46,150

(kg-CO₂) 23,099 22,983 20,597 18,082 22,868 18,598 19,627 22,752 20,217 20,056 22,752

％ 99.5% 105.1% 92.3% 99.0% 93.5% 98.7% 98.5% 99.2% 98.4% 98.5%

消費量 7,445 7,408 7,828 6,872 7,370 6,963 7,348 7,333 7,388 7,328 7,333

(kg-CO₂) 17,272 17,185 18,161 15,943 17,099 16,154 17,048 17,013 17,139 17,002 17,013

％ 99.5% 160.7% 141.1% 99.0% 144.9% 153.0% 98.5% 154.9% 153.7% 98.5%

消費量 1,859 1,850 2,988 2,623 1,841 2,695 2,844 1,831 2,881 2,858 1,831

(kg-CO₂) 4,797 4,773 7,708 6,767 4,749 6,953 7,338 4,725 7,432 7,373 4,725

％ 99.5% 102.9% 90.3% 99.0% 92.3% 97.4% 98.5% 99.2% 98.4% 98.5%

(kg-CO₂) 45,167 44,942 46,466 40,791 44,716 41,705 44,012 44,490 44,789 44,431 44,490

％ 99.5% 84.2% - 99.0% 91.4% - 98.5% 114.2% - 98.5%

(ｔ/年) 1.18 1.17 0.99 - 1.17 1.08 - 1.16 1.35 - 1

％ 99.5% 66.8% 58.7% 99.0% 98.7% 104.1% 98.5% 121.6% 120.6% 98.5%

(ｔ/年) 8.66 8.62 5.79 5.08 8.58 8.55 9.02 8.53 10.53 10.45 9

％ 100.0% 101.6% 89.2% 100.0% 103.5% 109.2% 100.0% 227.0% 225.2% 100.0%

(㎥/年) 1,287 1,287 1,307 1,147 1,287 1,332 1,406 1,287 2,922 2,899 1,287

化学物質

使用するとき - 適正に管
理する。

〇 - 適正に管
理する。

〇 - 適正に管
理する。

〇 - 適正に管理
する。

％ 100.0% 97.7% - 100.0% 118.8% - 100.0% 101.9% - 100.0%

台 3,804 3,804 3,717 - 3,804 4,521 - 3,804 3,878 - 3,804

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0.992

産業廃棄物

水使用量

エコ整備

電力使用量及び燃料使用量は、総量で管理する。

購入電力の排出係数は関西電力：０．４９３kg-CO₂/kWh(2016年度関西電力調整後排出係数)とす
る。

廃棄物排出量は、一般廃棄物及び産業廃棄物に対しての総排出量で管理する。

環境経営目標及び実績

使用中の自動車の定期
点検を促進すると共
に、環境に配慮したタ
イヤやエコオイル等の
製品の提供を推進しま
す。

4

循環型社会に向けて、
整備工場で生じる廃棄
物の削減に努めると共
に適正処理とリサイク
ルを推進します。

一般廃棄物

水使用量については、事務所、作業所における水使用量の削減について実施する。

エコ整備は整備入庫台数で管理する。

上記の目標のほか、作業現場の環境及び品質安全向上ために３Ｓ活動（整理、整頓、清掃）に取り組む。

2020年度換算率

取組項目

ガソリン

軽油

方針

限りある資源を大切に
するため、事務所・整
備工場で用いる水資源
および電気や化石燃料
の使用量を減らし、
CO2量削減に努めま
す。

二酸化炭
素排出量
の削減

2018年度

使用電力量

2019年度 2020年度

限りある資源を大切に
するため、事務所・整
備工場で用いる水資源
および電気や化石燃料
の使用量を減らし、
CO2量削減に努めま
す。

整備工場で使用する化
学物質の管理を適正に
行います。

　２０１7年度の実績を自己チェック等により把握し、その結果を基準値として、２０１８年度から２０２０年度までの目標を下記の通り設定し、環境活動

に取り組んでいます。　尚、このレポートでは、２０２０年１０月から２０２１年９月までの運用実績について取りまとめました。

（換算実績）は、次による。

換算実績＝実績×基準年売上高÷当該年売上高

※換算率＝基準年売上高÷当該年売上高

※対象項目：使用電力、ガソリン、軽油、二酸化炭素、産業廃棄物、水使用量

2021年度の目標は、2020年度の目標値を暫定目標値（基準年度：2017年度）として取り組む。

「％」行は、基準年値に対するそれぞれの比率を％表示したものである。１００％より上は増加、下は削減（減少）である。

「エコ整備」以外は、各年度ごとで（実績）が（目標）以下であれば目標達成である。

「エコ整備」については、（実績）が（目標）以上であれば目標達成である。



産 業 廃 棄
物

化 学 物 質

水 使 用 量

営業担当

ｻｰﾋﾞｽ担当

業務担当

業務担当

責任部門

一 般 廃 棄
物

循環型社会に向けて、
整備工場で生じる廃棄
物の削減に努めると共
に適正処理とリサイク
ルを推進します。

整備工場で使用する化
学物質の管理を適正に
行います。

限りある資源を大切に
するため、事務所・整
備工場で用いる水資源
および電気や化石燃料
の使用量を減らし、CO2
量削減に努めます。

取組項目

限りある資源を大切に
するため、事務所・整
備工場で用いる水資源
および電気や化石燃料
の使用量を減らし、CO2
量削減に努めます。

環境経営計画

軽 油

方針

使用電力
量

5

使用中の自動車の定期
点検を促進すると共
に、環境に配慮したタ
イヤやエコオイル等の
製品の提供を推進しま
す。

エ コ 整 備 ｻｰﾋﾞｽ担当

ガ ソ リ ン

活動計画の内容

①不要な照明の消灯・節電の徹底。（昼休みの不要照明の消灯）
②冷暖房設備の温度を管理する。（冷房28℃ / 暖房20℃の徹底）
③クールビズ、ウォームビズ運動の呼びかけ。
④作業工程ロスによる稼働時間の短縮。（残業時間を減らす）
⑤メジャーサインの点灯、消灯時間の見直しを行う。

①エコドライブの実践。（エコドライブ10のすすめ」を実践）
②社用車のタイヤ空気圧、不要な積載物の有無のチェック管理を行
う。
③ECOオイル交換、エアエレメント清掃 交換の実施。

一般廃棄物
①資源ゴミ（新聞紙、雑誌等）の徹底した分別処理。
②不要紙の利用。（裏紙の使用）
③ダンボール、雑誌類、ペットボトル等の再資源化の徹底。

産業廃棄物
①分別の徹底回収による再資源化の推進。
②産業廃棄物業者の見直しと適正処理の確認。

①節水意識の向上。
②毎月の水道使用量の確認と漏れ水の点検。

①使用する化学物質のＳＤＳを入手し、性状及び取扱いに関する情報
を確認し使用する。

①低公害車の販売促進。（ECOカー販売）
②エコオイル交換の販売促進。
③エコタイヤの販売促進。
④自動車リサイクル部品の販売促進。

スカイアクティブテクノロジーを投入した自
動車をはじめとする各種エコカーの普及に努
めています。 

緊急事態訓練テストと
して実施した工場での
消火訓練 

工場・事務所照明のＬＥＤ化 

店内には、 

「Ｌｅｔ’ｓエコドライブ!!」ポスター 



（目標） （実績） (換算実績）

％ 98.5% 87.5% 86.8%

消費量 46,150 41,009 40,681

(kg-CO₂) 22,752 20,217 20,056

％ 98.5% 99.2% 98.4%

消費量 7,333 7,388 7,328

(kg-CO₂) 17,013 17,139 17,002

％ 98.5% 154.9% 153.7%

消費量 1,831 2,881 2,858

(kg-CO₂) 4,725 7,432 7,373

％ 98.5% 99.2% 98.4%

(kg-CO₂) 44,490 44,789 44,431

％ 98.5% 114.2% -

(ｔ/年) 1.16 1.35 -

％ 98.5% 121.6% 120.6%

(ｔ/年) 8.53 10.53 10.45

％ 100.0% 227.0% 225.2%

(㎥/年) 1287 2922 2899

〇 -

％ 100.0% 101.9% -

台 3,804 3,878 -

ガソリン

<取組の評価>
年間を通じて「基準年比100%」の維持目標に対
し、101.9%で目標達成となった。
<次年度取組>
整備台数の増を目指したい。

使用する
とき

適正に管
理する。

取組の評価
次年度の取組

<取組の評価>
年間を通じた結果は「基準年比98.5％」の目標
に対し、87.5％となり目標を達成した。
これは、工場・事務所のLED化の効果が大きい
と考えられる。
売上高が基準年比1.01倍となったが、売上換算
評価でも目標達成となった。
<次年度取組>
この状況の継続に努める。

<取組の評価>
年間を通じて見るとガソリンは「基準年比
98.5%」の目標に対し、99.2％となり目標を未
達成となった。
軽油も「基準年比98.5%」の目標に対し、
154.9%で目標未達となった。
これらは、代車台数増加や運搬車両台数・距離
の増加の影響が考えられる。
売上高換算では、ガソリンが目標達成、軽油は
未達である。
<次年度取組>
さらなる改善に努める。

<取組の評価>
年間を通じて見ると「基準年比98.5%」の目標
に対し、114.2%で目標未達成となった。増加分
はリサイクルの対象となる紙ゴミであった。
<次年度取組>
さらなる改善に努める。

<取組の評価>
年間を通じると「基準年比98.5%」の目標に対
し、121.6%で目標未達成となった。これは、廃
タイヤと廃油の増加の影響が大きい。
売上高換算でも目標未達となった。
<次年度取組>
さらなる改善に努める。

<取組の評価>
年間を通じ、[基準年比100%」の維持目標に対
し、227%で目標未達となった。これは、6月に
漏水が発生したことが大きく影響した。
売上高換算でも目標未達成となった。
<次年度取組>
節水意識の向上を図る。

年度

水使用量

産業廃棄
物

一般廃棄
物

取組項目

限りある資源を大切
にするため、事務
所・整備工場で用い
る水資源および電気
や化石燃料の使用量
を減らし、CO2量削
減に努めます。

<取組の評価>
適正に管理できた。
<次年度取組>
この状況を維持したい。

6

循環型社会に向け
て、整備工場で生じ
る廃棄物の削減に努
めると共に適正処理
とリサイクルを推進
します。

化学物質
整備工場で使用する
化学物質の管理を適
正に行います。

使用電力
量

環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容

担当

業務担当

ｻｰﾋﾞｽ担当

業務担当

エコ整備

軽油

使用中の自動車の定
期点検を促進すると
共に、環境に配慮し
たタイヤやエコオイ
ル等の製品の提供を
推進します。

二酸化炭
素排出量
の削減

2020年度
方針

限りある資源を大切
にするため、事務
所・整備工場で用い
る水資源および電気
や化石燃料の使用量
を減らし、CO2量削
減に努めます。

ｻｰﾋﾞｽ担当

営業担当



　環境関連法規への違反、訴訟はありません。又、過去３年間に関係当局からの違反等の指摘はありません。

　適用される法規制等と遵守状況

全体評価・見直し・指示のまとめ

方針の変更の必要性： □有　☑無　

目標の変更の必要性： ☑有　□無　

環境経営計画の変更の必要性： ☑有　□無

実施体制の変更の必要性： □有　☑無　

8

水質汚濁防止法

フロン排出抑制法

7

廃棄物処理法

自動車リサイクル法

消防法

地域ごみ出しルール

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

一般廃棄物の分別、収集、排出 適正処理

遵守評価

適正処理

振動規制法

法規制等の名称

騒音規制法

指示内容：

・目標未達となった項目、特に軽油については、さらに努力をしてほしい。

・次期中長期目標を早期に設定すること。

評価：
2017年度の実績を基準とし、2018年度から2020年度までの中長期目標を設定し、2020年度はその最終年度として取組んだ。
実負荷では、電気は目標達成となった。さらに｢適正管理｣｢維持｣目標である化学物質・エコ整備についても目標達成となっ
た。これらを評価したい。
ガソリン、軽油、廃棄物、水使用量については、目標達成できなかったのは残念である。
水使用については漏水が判明し修繕の結果改善できたが、軽油については前年度に続きの目標未達となった。代車や納車・
整備に付随する車両運搬に伴うものであり、業務には欠かすことが出来ず、事業業績を反映したものと言える。
一般廃棄物は、リサイクル対象物の増加、産業廃棄物は、タイヤ、廃油の増によるもので、事業実績を反映したものであ
る。
売上高が2017年度比１％増で、これに伴い関係する環境負荷量は増加するものであるが、ガソリンは売上高換算では目標達
成となり評価したい。軽油、産業廃棄物については実負荷、売上高換算でも目標を達成できなかった。これらは残念であ
る。

環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟
等の有無

代表者による全体の評価と見直し・指示結果

該当する要求事項

一般廃棄物及び産業廃棄物の管理、排出

引取業者の登録、引取業者の義務

対象特定施設の届出、規制値の遵守

対象特定施設の届出、規制値の遵守

事故時の措置

対象危険物保管の届出

第1種特定製品の簡易点検・記録、フロン充填エアコン搭載自
動車整備時の基準遵守


