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トヨタモビリティパーツ株式会社 岐阜支社

　　エコアクション２１

2021年度（活動期間：2021年4月1日～2022年3月31日）
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【１】 事業所概要

◆ 事 業 所 名 トヨタモビリティパーツ株式会社　岐阜支社

◆ 所 在 地 〒509-0109　

岐阜県各務原市テクノプラザ3丁目1番5

TEL.058-257-1111

◆ 代 表 者 名 支社長 山口　晋二

 （ 統 括 責 任 者 ）

◆ 環 境 管 理 責 任 者 常務執行職 中西　直孝

 （ C S R 管 理 責 任 者 ）

◆ 事 業 内 容 自動車部品・用品、自動車関連商品等の卸売業

◆ ホ ー ム ペ ー ジ http://www.toyota-gifu-parts.co.jp

◆ 事 業 規 模 売上高 ： 129.9億円（2022年3月期）

従業員数 ： 167名（2022年3月末現在）

敷地面積 ： 31,993㎡

床面積 ： 17,833㎡

◆ 対 象 範 囲 全部署・全活動 ： 支社本部、6拠点営業Ｇ

◆ 拠 点 営 業 Ｇ 各務原営業Ｇ ・ 岐阜営業Ｇ

高山営業Ｇ ・ 大垣営業Ｇ

多治見営業Ｇ ・ 中津川営業Ｇ
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【２】 環境経営方針

　当社は、地球環境の保全が人類共通の最重要課題であるとの認識に立ち、経営理念の一つとして、

地域社会ならびに地球環境問題への積極的な貢献を約束してまいります。

　即ち、事業活動の全ての分野において、SDGs を常に意識し、省エネおよび省資源に努め、

健康で豊かな地球環境の保全と創出に取り組みます。

　また取引先および地域社会との仲間作りを通じ、環境への取り組みの輪を広げ、環境保全を意識した

住み良い社会づくりに貢献します。

１．自動車関連商品およびサービスの販売・供給に関わるあらゆる活動において、

　　　地球環境に与える影響を確実に把握し、環境影響の低減を目指して環境目的・目標を設定し、

　　　全社を挙げて環境マネジメントシステムの継続的な改善を推進します。

２．環境に関する法律・条令等の他、会社として受け入れを決めた他の要求事項を遵守するとともに、

　　　社内基準や業務手順を整備し環境の保全と汚染の予防に努めます。

３．従業員が常に環境に配慮して行動することができるように、環境に関する教育・訓練を実施し

　　　環境問題への意識の高揚と責任感の強化を図ります。

４．事業活動が環境に与える以下の項目を重点項目として定め活動を実施します。

　　《重点活動項目》

　　　①省資源・省エネルギーの推進による二酸化炭素排出量の削減

　　　②３Ｒの精神にのっとった廃棄物発生の削減(Reduce) と再資源化(Reuse・Recycle)

５．お得意先様ならびに仕入先との協力関係を通じ、環境保全の仲間作りを進めるとともに、

　　　地域社会の環境保護活動に協力します。

６．この環境経営方針は社内に周知徹底するとともに社外に対し情報開示します。

制定日　2015年7月22日

改定日　2020年4月1日

トヨタモビリティパーツ株式会社 岐阜支社

支社長 山口　晋二

《 基本理念 》

《 基本方針 》
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【３】 推進体制

◇当支社はCSR/内部統制組織に基づき環境経営活動を推進しています

＜CSR/内部統制組織表＞

＜CSR/内部統制職場推進委員＞
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部長 グループ長 部長 部長

管理本部長

CSR内部監査責任者
CSR/内部統制事務局

総務部 物流部 コールセンター 販売店部 外販営業部

CSR統括責任者

内部統制委員長

支社長

CSR管理責任者

内部統制担当責任者
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【４】 推進体制における役割、責任および権限

CSR/内部統制委員会 ・CSR/内部統制推進における各種意思決定と審議事項の承認

CSR管理責任者 ・環境経営システム構築、運用、維持

（環境管理責任者） ・外部からの苦情、要望等の対応

内部統制担当責任者 ・環境経営活動の取組結果を代表者へ報告

CSR内部監査責任者

CSR/内部統制事務局

　自己チェックの実施

・CSR/内部統制委員会及びCSR/内部統制推進会議の準備、運営

・CSR/内部統制委員会決定事項の各部への伝達、指導

（随時開催） ・各部の運用状況確認

CSR/内部統制

　　職場推進委員

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

内部環境監査責任者 ・環境管理システムの適合性、運用状況の監査取りまとめ

CSR/内部統制推進会議

・自部門における環境経営方針の周知

・自部門の環境・教育訓練の実施

・環境教育・訓練実施記録の作成

・自部門に関連する環境経営活動計画の実施

・環境関連法規等取りまとめ表の作成

・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

・内部監査の計画、実行、報告および結果とりまとめ

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・自部門の環境経営活動の責任者

・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの

・環境経営目標、環境経営活動計画書原案の作成

・環境経営活動の実績集計

・全体の評価と見直しを実施

（原則毎月開催） ・推進、改善活動の指揮、統括

・環境管理責任者の補佐

　費用、時間の用意

・環境管理責任者を任命

・環境経営方針の策定及び全従業員へ周知

担当 役割・責任・権限

統括責任者 ・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの管理・実行に必要な人材、設備、
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【５】 環境経営目標（中期目標計画）19～21年度

◇エコアクション21ガイドライン2017年版対応に向けて環境経営目標の策定に

　あたり二酸化炭素排出量削減項目※に対し原単位目標を盛り込む
※下段(　)内は実績

※原単位目標：より正確な実績把握をするため『仕入原価／量』で設定

2018年度実績 2019年度目標・実績 2020年度目標・実績 2021年度目標・実績

（基準年度） 基準年度１％削減・増加 基準年度２％削減・増加 基準年度３％削減・増加

607.0 601.0 595.0

(578.7) (637.4) (　　　　　　)

429,300 424,900 420,600

(408,940) (449,886) (　　　　　　)

29.2 29.5 29.8

(30.2) (24.0) (　　　　　　)

31,100 30,700 30,400

(28,353) (40,745) (　　　　　　)

403.8 407.8 411.8

(435.5) (264.9) (　　　　　　)

30,300 29,900 29,600

(27,584) (39,762) (　　　　　　)

814 806 797

(769) (983) (　　　　　　)

43,200 42,800 42,300

(44,717) (42,968) (　　　　　　)

290.3 293.1 296.0

(276.1) (251.2) (　　　　　　)

88,200 87,300 86,400

(83,561) (82,351) (　　　　　　)

142.2 143.6 145.0

(147.8) (131.1) (　　　　　　)

廃棄物総廃棄量 ｔ ― ― ― ―

3.10 3.06 3.03

(3.52) (3.74) (　　　　　　)

32.6 32.2 31.9

(37.7) (43.7) (　　　　　　)

1,040 1,040 1,040

(1,093) (1,205) (　　　　　　)

70.0 70.0 70.0

(70.0) (69.1) (　　　　　　)

880 860 850

(996) (1,090) (　　　　　　)

120,830 130,200 140,600

(126,038) (122,694) (　　　　　　)

回

ﾄﾖﾀｿｰｼｬﾙﾌｪｽ

長良川を美しく

しよう運動　他

〔参加者 計51名〕

ﾄﾖﾀｿｰｼｬﾙﾌｪｽ

長良川を美しく

しよう運動　他

〔参加者 計43名〕

飛騨高山クリーン

大作戦（参加3名）

ペットボトルキャップ

及び古切手寄付

地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動等

への積極的参加

社会貢献活動の推進

(県・市主催等への

社会貢献活動への参加)

文房具の購入金額 千円 929

環境配慮型商品の拡販

(省燃費エンジンオイル)

外販取組み

Ｌ

（％）
104,156

総排水量（水使用量） ㎥ 1,040

グリーン購入の推進

(文房具の購入比率)
% 70.0

一般廃棄物 ｔ 3.19

産業廃棄物 ｔ 32.9

ガソリン

Ｌ 43,656

千円/Ｌ 287.4

軽油

Ｌ 89,086

千円/Ｌ 140.8

都市ガス ㎥ 30,561

ＬＰＧ ㎏ 822

電気

kWh 433,593

千円/kWh 28.9

ガス

㎥ 31,382

千円/㎥ 399.8

取組項目 単位

二酸化炭素排出量 t-CO2 613.1

(10.6)

(12.1)

( )(12.3) (12.3)

(13.1) (14.1)

※

※

※

※
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【５】 環境経営目標（中期目標計画）19～21年度

≪備考≫

※電気(出光興産)の二酸化炭素排出係数は2021年度より「0.406kg-CO2/kWh」を使用（2020年：0.517）

※都市ガスの二酸化炭素排出係数は2018年度より「0.0499kg-CO2/MJ」を使用（～2017年・0.0513）

※LPGの二酸化炭素排出係数は2018年度より「0.0590kg-CO2/MJ」を使用（～2017年：0.0598）

※ガソリンの二酸化炭素排出係数は2018年度より「0.0671kg-CO2/MJ」を使用（～2017年：変更なし）

※軽油の二酸化炭素排出係数は2018年度より「0.0686kg-CO2/MJ」を使用（～2017年：0.0687）

※軽油は傭車を除く社用車の使用量

※産業廃棄物はリサイクル資源を除く廃棄量実績

※PRTR制度対象物質の使用が無いため、化学物質使用量を取組項目より除外

《目標設定基準》

※基本的には基準年（2018年度実績）より各項目１％ずつ削減・増加を基準に推進

※二酸化炭素排出量の削減項目は環境経営目標の策定により原単位目標（売上原価/使用量）を追加

（基準年2018年度より 1％ずつ増加）ガソリン・軽油は絶対量目標および売上原価で再設定

※省燃費エンジンオイルは2021年度末時点で省燃費比率14.1％まで引き上げ想定時の販売量を

　年度ごとに算出尚、目標は販売量の拡大のみとする（変更なし）
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【５】 環境経営目標（中期目標計画）22～24年度

※下段(　)内は実績

2021年度実績 2022年度目標・実績 2023年度目標・実績 2024年度目標・実績

（基準年度） 基準年度１％削減・増加 基準年度２％削減・増加 基準年度３％削減・増加

646.0 639.0 633.0

(　　　　　　) (　　　　　　) (　　　　　　)

454,200 449,600 445,100

(　　　　　　) (　　　　　　) (　　　　　　)

44.17 43.73 43.28

(　　　　　　) (　　　　　　) (　　　　　　)

50,200 49,700 49,200

(　　　　　　) (　　　　　　) (　　　　　　)

4.88 4.83 4.78

(　　　　　　) (　　　　　　) (　　　　　　)

49,300 48,800 48,300

(　　　　　　) (　　　　　　) (　　　　　　)

933 923 914

(　　　　　　) (　　　　　　) (　　　　　　)

41,600 41,200 40,800

(　　　　　　) (　　　　　　) (　　　　　　)

4.05 4.01 3.97

(　　　　　　) (　　　　　　) (　　　　　　)

72,600 71,800 71,100

(　　　　　　) (　　　　　　) (　　　　　　)

7.06 6.99 6.92

(　　　　　　) (　　　　　　) (　　　　　　)

廃棄物総廃棄量 ｔ ― ― ― ―

3.60 3.50 3.40

(　　　　　　) (　　　　　　) (　　　　　　)

42.6 42.1 41.7

(　　　　　　) (　　　　　　) (　　　　　　)

1,170 1,160 1,150

(　　　　　　) (　　　　　　) (　　　　　　)

65.0 67.0 70.0

(　　　　　　) (　　　　　　) (　　　　　　)

1,060 1,030 1,010

(　　　　　　) (　　　　　　) (　　　　　　)

154,950 160,000 164,500

(　　　　　　) (　　　　　　) (　　　　　　)

回

ペットボトルキャップ

及び古切手寄付

備蓄食料品の

フードバンクへ寄付

地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動等

への積極的参加

地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動等

への積極的参加

地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動等

への積極的参加

取組項目 単位

二酸化炭素排出量 t-CO2 ※　　652.2

電気

kWh 458,825

kWh/百万円 44.62

ガス

㎥ 50,693

㎥/百万円 4.93

都市ガス ㎥ 49,751

ＬＰＧ ㎏ 942

ガソリン

Ｌ 42,029

Ｌ/百万円 4.09

軽油

Ｌ 73,292

Ｌ/百万円 7.13

一般廃棄物 ｔ 3.70

産業廃棄物 ｔ 43.0

総排水量（水使用量） ㎥ 1,256

グリーン購入の推進

(文房具の購入比率)
% 63.7

社会貢献活動の推進

(県・市主催等への

社会貢献活動への参加)

文房具の購入金額 千円 1,077

環境配慮型商品の拡販

(省燃費エンジンオイル)

外販取組み

Ｌ

（％）
149,571
(14.7)

(14.9)

( )( ) ( )

(16.0) (17.0)
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【５】 環境経営目標（中期目標計画）22～24年度

≪備考≫

※電気(出光興産)の二酸化炭素排出係数は2022年度より「0.546kg-CO2/kWh」を使用（2021年：0.406）

※都市ガスの二酸化炭素排出係数は2018年度より「0.0499kg-CO2/MJ」を使用（～2017年・0.0513）

※LPGの二酸化炭素排出係数は2018年度より「0.0590kg-CO2/MJ」を使用（～2017年：0.0598）

※ガソリンの二酸化炭素排出係数は2018年度より「0.0671kg-CO2/MJ」を使用（～2017年：変更なし）

※軽油の二酸化炭素排出係数は2018年度より「0.0686kg-CO2/MJ」を使用（～2017年：0.0687）

※軽油は傭車を除く社用車の使用量

※産業廃棄物はリサイクル資源を除く廃棄量実績

※PRTR制度対象物質の使用が無いため、化学物質使用量を取組項目より除外

《目標設定基準》

※基本的には基準年（2021年度実績）より各項目１％ずつ削減・増加を基準に推進

 ・二酸化炭素排出量については電気の二酸化炭素排出係数変更（22年度0.546kg-CO2/kWh）を

　　考慮し1％ずつ削減

　※2021年度実績：587.9ｔ→652.2ｔに置き換え（22年度二酸化炭素排出係数が大幅に変更となった為）

 ・一般廃棄物については2.5％（約100㎏）ずつ削減を推進

 ・総排水量（水使用量）については21年度イレギュラー分（高山：70㎡）を除く実績から1％ずつ削減を推進

 ・グリーン購入比率及び購入金額については2％ずつ削減・増加を推進

※原単位目標を（売上原価/使用量）から（使用量/売上原価）へ修正し、基準年2021年度より

　 1％ずつ増加を推進
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【６】 環境経営計画

実施時期 該当部署
１．電気使用量の削減

①毎月の使用量実績（燃料代も含む）をCSR/内部統制委員会報告及び社内展開 毎月

②エアコン・照明等、人がいない場合はこまめに『電源OFF』を徹底

③室内温度（夏28℃・冬20℃）、WBGT値に基づくエアコン使用と管理徹底

　　※感染防止対策として換気しながらのエアコン使用は継続

④エネルギー監視システム活用によるデマンドデータからのデイリー実績管理と

　　拠点営業G実績把握による使用量削減に向けた意識付け

⑤エアコンフィルター・換気扇の定期清掃

⑥クールビズ（5～10月）・ウォームビズ（11～3月）の推進

⑦環境月間展開による使用量削減

⑧全部署で退社時間の早期化（省エネデー実施） 月2回

⑨システム機器等の計画的な代替を推進（省エネ機器への代替） 通年

２．ガス使用量の削減

①毎月の使用量実績（燃料代も含む）をCSR/内部統制委員会報告及び社内展開 毎月

②室内温度（夏28℃・冬20℃）、WBGT値に基づくエアコン使用と管理徹底

　　※感染防止対策として換気しながらのエアコン使用は継続

③エネルギー監視システム活用によるデマンドデータからのデイリー実績管理と

　　拠点営業G実績把握による使用量削減に向けた意識付け

④エアコンフィルターの定期清掃 年2回

３．ガソリン・軽油使用量の削減

①毎月の使用量と社用車別走行距離及び燃費実績をCSR/内部統制委員会報告及び社内展開 毎月

②効率的社用車の運用管理（TV会議による社用車使用の削減も検討)

③HEV・PHEV車（※災害時に給電が可能な車両）などのエコカーへの代替推進

④社用車安全点検の徹底（タイヤ残溝・空気圧）による安全性と燃費向上の推進

⑤配送ダイヤ・ルートの最適化や他社との共同配送による効率的燃料使用の推進

⑥ドライブレコーダーの定期的な自己運転チェックによるエコドライブの推進

⑦環境月間展開による燃費向上キャンペーンの展開 年2回

４．廃棄物排出量の削減

(1)一般廃棄物

①毎月の一般ゴミの廃棄エリア別実績把握による原因分析とゴミ削減の意識づけ　 毎月

②TV会議やデータ保存によるペーパーレス化推進による印刷物の削減 通年

(2)産業廃棄物

①産業廃棄物の分別ルール徹底と3Rの推進、マニフェストの発行及び定期チェックと保管管理

②防災備品（ヘルメットなど）入替に伴うリサイクルの推進

５．水使用量の削減

①毎月のデマンド確認による使用量把握と異常値及び水漏れチェックの継続実施 毎月

②感染防止対策としてこまめな手洗いを実施しながら水使用の削減意識も徹底 通年

６．グリーン購入の推進、環境配慮型商品の拡販、社会貢献活動の推進

(1)グリーン購入の推進（切替促進と文房具購入金額削減）

①グリーン商品対象文房具類の継続的な切替（購入）推進

②文房具類の適性在庫管理によるムダな購入（数量・金額）の削減

(2)環境配慮型商品の拡販（省燃費エンジンオイル）
　　 販売量の拡大

①外販先（部品商・直売）省燃費エンジンオイル販売量の現状把握と切替促進

②施策・キャンペーンを活用した省燃費エンジンオイル販売量の拡大

(3)社会貢献活動の推進（県・市主催の社会貢献活動への参加）

①回収活動(ペットボトルキャップ、古切手など)の継続推進

②従業員の多くが参加できる地域環境ボランティア（清掃活動やイベント活動）の幅広げ

③防災備蓄食料品の定期入替に伴う食品ロス削減に向けた寄付活動（フードバンク等）

取組み項目

全部署

全部署

全部署

年2回

通年

通年

通年

通年

全部署

全部署

全部署

通年

通年

通年

総務部

外販
営業部
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【７】 環境経営目標の結果と評価

評価△：目標の90％以上100％未満

≪備考≫ ※軽油は傭車を除く社用車の使用量

※産業廃棄物はリサイクル資源を除く廃棄量実績

※PRTR制度対象物質の使用が無いため、化学物質使用量を取組項目より除外

目標達成5/18目

(達成率27.8%)

△90%以上達成

8/18項目

基準値 2021年度目標 実績

（2018年度） 基準年度3％削減・増加 （４～３月） 達成率 前年差

二酸化炭素排出量 t-CO2 613.1 595.0 587.9 101.2% ▲ 49.5 ○

kWh 433,593 420,600 458,825 91.7% 8,939 △

千円/kWh 28.9 29.8 22.4 75.2% ▲ 1.6 ×

㎥ 31,382 30,400 50,693 60.0% 9,948 ×

千円/㎥ 399.8 411.8 202.8 49.2% ▲ 62.1 ×

都市ガス ㎥ 30,561 29,600 49,751 59.5% 9,989 ×

ＬＰＧ kg 822 797 942 84.6% ▲ 41 ×

Ｌ 43,656 42,300 42,029 100.6% ▲ 939 ○

千円/Ｌ 287.4 296.0 244.6 82.6% ▲ 6.6 ×

Ｌ 89,086 86,400 73,292 117.9% ▲ 9,059 ○

千円/Ｌ 140.8 145.0 140.3 96.8% 9.2 △

廃棄物総廃棄量 ｔ ― ― ― ― ― ―

一般廃棄物 ｔ 3.19 3.03 3.70 81.9% ▲ 0.04 ×

産業廃棄物 ｔ
32.9

(遵守率100%)

31.9
(遵守率100%)

43.0

(遵守率100%)
74.9% ▲ 0.7 ×

総排水量（水使用量） ㎥ 1,040 1,040 1,256 82.8% 51 ×

% 70.0 70.0 63.7 91.0% ▲ 5.4 △

文房具の購入金額 千円 929 850 1,077 78.9% ▲ 13 ×

Ｌ

（％）
104,156

(10.6)

140,600
(14.1)

149,571
(14.7)

106.4%
26,877

(2.4)
○

回

ﾄﾖﾀｰｼｬﾙﾌｪｽ

長良川を美しく

しよう運動　他

〔参加者 計51名〕

地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

活動等への

積極的参加

ペットボトルキャップ

及び古切手寄付

備蓄食料品の

フードバンクへ寄付

― ― ○

社会貢献活動の推進

(県・市主催等への

社会貢献活動への参加)

取組項目 単位 評価

電気

ガス

ガソリン

軽油

グリーン購入の推進

(文房具の購入比率)

環境配慮型商品の拡販

(省燃費エンジンオイル)

外販取組み
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【８】 2021年度取組み結果・評価

★二酸化炭素排出量の削減

t-CO₂ t-CO₂ t-CO₂ t-CO₂

●二酸化炭素排出量削減に向けて各項目の使用量及び排出量削減に向けた取組みを実施

　・電気：エアコン・照明等、人がいない場合はこまめに『電源OFF』徹底や全部署で退社時間早期化

　　　　　 (省エネデー2回/月)などを実施。また、二酸化炭素排出係数の影響によりCO₂排出量減少

　・ガス：新型コロナウィルスの感染防止対策を徹底するため、換気をしながらのエアコン使用や

　　　　　 こまめな手洗いによりガス及び水使用量が増加しCO₂排出量増加

　・燃料：燃費向上に向けた『エコドライブ』推進やエコカーへの代替や配送ダイヤ・ルートの

　　　　　　最適化による社用車削減や効率的燃料使用によりCO₂排出量減少

【2021年度月別二酸化炭素排出量実績推移】

【年度別二酸化炭素排出実績】

目標差

587.9595 ○

評価

○

前年差 評価

▲49.5▲7.1

目標 実績

0
200
400
600
800

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

615.1 613.1 578.7 637.4 587.9
二酸化炭素排出量

（ｔ-CO₂）

【項目別実績】 単位：t-CO₂

項目 目標 実績 目標差 前年差

電気 204.0 186.3 ▲ 17.7 ▲ 46.3

都市ガス 66.6 111.7 45.1 22.6

LPG 2.5 2.8 0.3 ▲ 0.1

ガソリン 98.4 97.6 ▲ 0.8 ▲ 2.2

軽油 223.5 189.5 ▲ 34.0 ▲ 23.5
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【８】 2021年度取組み結果・評価

１.電気使用量の削減

kWh kWh kWh kWh

千円 千円 千円 千円

　・CSR/内部統制委員会（毎月開催）にて実績進捗状況の報告し、委員会メンバーで協議を実施

　　同時に全部署へ実績状況を展開。物流部及び拠点営業Gについては毎月の実績グラフを掲示

　・エアコン・照明等、人がいない場合はこまめに『電源OFF』の徹底

　・室内温度（夏28℃・冬20℃）、WBGT値に基づくエアコン使用の管理を徹底

　 ※感染防止対策として換気をしながらのエアコン使用により使用量が増加

　・エアコンフィルターの定期清掃実施（年2回）

　・支社本部エネルギー監視システム活用によるデマンドデータからデイリー実績管理と

　　拠点営業G実績把握により削減意識を定着化

　・クールビズ（5～10月）の展開と環境月間（6月）展開による節電キャンペーン実施

　・省エネday（毎月8日・15日）実施による退社時間の早期化

トヨタ地球環境月間

連動による節電キャンペーン

▲

項目

原単位

使用量 420,600

WBGT基準＆こまめな電源管理

室内温度（夏28℃・冬20℃）

▲

目標 実績

458,825

29.8

+38,225

▲7.4

+8,939

毎月開催のCSR/内部統制

委員会で実績報告

× ▲1.622.4

▲

目標差 評価 前年差 評価

0

300

600

900

1200

1500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(kwh)

(日)

3月度 電気使用量合計（日別）
2020年度 2021年度

○2021年度○2020年度日曜・祝日

エネルギー監視システムによる
デイリー実績管理
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【８】 2021年度取組み結果・評価

１.電気使用量の削減

＜2021年度月別電気売上原単位実績＞

＜2021年度月別電気使用量実績＞

【次年度の取組み】

　・エアコン・照明等、人がいない場合はこまめに『電源OFF』を徹底

　・室内温度（夏28℃・冬20℃）、WBGT値に基づく効率的なエアコン使用の管理を徹底

　 ※感染防止対策として換気しながらのエアコン使用は継続

　・毎月の使用量実績（電気代も含む）報告による使用量削減への意識づけを図る

　・全部署での退社時間の早期化の推進（業務効率化推進による残業削減）

　・システム機器等の計画的な代替を推進（省エネ機器への代替）

空調効率対策
シャッター(作業棟)

エアコン空気循環ファンによる
高効率化（支社本部）

クールビズ期間の案内

SDGs
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【８】 2021年度取組み結果・評価

２.ガス使用量の削減

㎥ ㎥ ㎥ ㎥

千円 千円 千円 千円

　・室内温度（夏28℃・冬20℃）、WBGT値に基づくエアコン使用の管理を徹底

　 ※感染防止対策として換気をしながらのエアコン使用とこまめな手洗いにより使用量増加

　・エアコンフィルターの定期清掃実施（年2回）

　・支社本部エネルギー監視システム活用によるデマンドデータから

　　デイリー実績管理と拠点営業G実績把握により削減意識を定着化

＜2021年度月別ガス売上原単位実績＞

＜2021年度月別ガス使用量実績＞

【次年度の取組み】

　・室内温度（夏28℃・冬20℃）、WBGT値に基づく効率的なエアコン使用の管理を徹底

　　※感染防止対策として換気しながらのエアコン使用は継続

　・毎月の使用量実績（燃料代も含む）報告による使用量削減への意識高揚を図る

+10,218

▲232.7

+20,293

▲209

50,693使用量 ×

原単位 ×202.8

30,400

411.8

実績 目標差項目 評価 前年差 評価

×

×

目標

WBGT基準＆

こまめな電源管理

エネルギー

監視システム

SDGs
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【８】 2021年度取組み結果・評価

３.ガソリン・軽油使用量の削減

L L L L

千円 千円 千円 千円

L L L L

千円 千円 千円 千円

※社用車台数：61台（ガソリン車：37台・軽油車：24台）

　 　・CSR/内部統制委員会（毎月開催）で社用車毎の1ヶ月間の走行距離及び燃費実績を報告し

　　委員会メンバーにて協議実施

　・HEV・PHEV車（※災害時に給電が可能な車両）などのエコカーへの代替推進

　・社用車チェック表の内容見直し（残溝・空気圧チェック）による安全性と燃費向上の推進

　・配送ダイヤ・ルートの最適化や他社との共同配送による効率的燃料使用の推進

※社用車2台削減（ディーゼル車1台：ダイナ　・　ガソリン車1台：タウンエースバン）

　・ドライブレコーダーの定期的な自己運転チェックによるエコドライブの推進

　・環境月間（6月）展開による燃費向上キャンペーンを実施

項目

42,029

296.0

42,300ガソリン使用量

目標

配送ダイヤ・ルートの最適化

他社との共同配送

244.6

ドライブレコーダーの画像確認による運転チェック

毎週金曜日に社用車チェック表に基づいた

タイヤの残溝および空気圧点検の実施

140.3

× ▲6.6

△

○

HEV・PHEV車両の購入

災害時電力供給可能

原単位 ▲51.4

軽油使用量 ▲9,059▲13,10873,29286,400 ○

原単位

△

実績 目標差 評価 前年差

▲669○▲271 ○

評価

+9.2▲4.7145.0 ○

ドライブレコーダー全社用車搭載

TMP
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【８】 2021年度取組み結果・評価

＜2021年度月別ガソリン売上原単位実績＞

＜2021年度月別ガソリン使用量実績＞

＜2021年度月別軽油売上原単位実績＞

＜2021年度月別軽油使用量実績＞

【次年度の取組み】

　・HEV車両への代替や社用車の安全点検とエコドライブ推進による燃費向上の推進

　・配送ダイヤ・ルートの最適化や他社との共同配送による効率的燃料使用の推進

　・効率的な社用車の運用管理（TV会議やTeams活用による社用車使用の削減や減車も検討)

SDGs
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【８】 2021年度取組み結果・評価

４.産廃物排出量の削減

ｔ ｔ ｔ ｔ

　・一般ゴミの廃棄エリア別実績把握による原因分析、リサイクル品との分別徹底の意識づけを実施

　・感染防止対策で外食から社内昼食への変更やこまめな消毒実施などにより一般ゴミ排出量が増加

　・TV会議やTeams、データ保存によるペーパーレス化推進による印刷物の削減

＜2021年度月別一般廃棄物排出量実績＞

【次年度の取組み】

　・リサイクル品との分別徹底の意識付けとTV会議やデータ保存による更なるペーパーレス化の推進

ｔ ｔ ｔ ｔ

　・産業廃棄物の分別ルール徹底と3Rの推進、マニフェストの発行及び定期チェックと保管管理

＜2021年度月別産業廃棄物排出量実績＞

【次年度の取組み】

　・産業廃棄物の分別ルール徹底と3Rの推進、マニフェストの発行及び定期チェックと保管管理

　・毎週金曜日にゴミの分別チェックによるリサイクルの徹底と推進

　・プリンターの認証印刷設定によるムダな印刷抑制と裏紙再利用の徹底

○31.9 43.0産業廃棄物 ×+11.1 ▲0.7

前年差

▲0.04

評価

項目 目標 実績 目標差

×一般廃棄物

評価

3.03

項目 目標 実績

3.70 +0.67

目標差 評価

○

評価

前年差

SDGs

SDGs
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【８】 2021年度取組み結果・評価

４.産廃物排出量の削減

　・３R（リデュース・リユース・リサイクル）の推進　　　　※（　）はリサイクル先

用紙分別BOX紙・ゴミ分別（ECO兼子・各務原衛生）

廃バランスウェイト（プリーマタイヤサプライズ）

廃バッテリー（戸松冶金）廃タイヤ（セイノーマテリアル）

期限切れ発炎筒（日本カーリット）

廃バンパー（ＴＭＣ）

ビニール類（ECO兼子）

リビルトシュー
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【８】 2021年度取組み結果・評価

５.水使用量の削減

㎥ ㎥ ㎥ ㎥

　・支社本部エネルギー監視システム活用によるデマンドデータからデイリーでの実績管理と

　 拠点営業G実績把握により異常値チェックを実施。水漏れ及びムダな使用の抑制確認実施

　・感染防止対策としてこまめな手洗いの実施と拠点（高山営業G）のトイレ清掃時

　 水漏れ（70㎥）により使用量増加

　・拠点営業Gの自動水栓設置による使用量抑制

＜2021年度月別水使用量実績＞

【次年度の取組み】

　・毎月のデマンド確認による実績把握と異常値チェックの継続実施と水漏れチェックとムダ使い抑制

　・感染防止対策としてこまめな手洗いを実施しながら水使用の削減意識も徹底

使用量 ×1,040 1,256 +216 +51

項目 目標 実績 目標差 評価 前年差 評価

△

デマンドデータを活用した水使用量のデイリー実績推移（本

0

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(㎥)

(日)

３月度 水使用量（日別）
2019年度 2020年度

○2020年度○2019年度日曜・祝日

3/2（月）⇒2021年3/1（月）

4/1（水）⇒2021年3/31（水）

エネルギー監視システム

SDGs
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【８】 2021年度取組み結果・評価

６.グリーン購入の推進・環境配慮型商品の拡販・社会貢献活動の推進

①グリーン購入の推進（文房具購入比率及び購入金額削減）

％ ％ ％ ％

千円 千円 千円 千円

　・グリーン商品対象文房具類の積極的な購入を推進　

　・文房具類の適性在庫管理によるムダな購入の削減

【次年度の取組み】

　・グリーン商品対象文房具類の継続的な購入と購入金額の継続的な削減の推進

②環境配慮型商品の拡販（省燃費エンジンオイル）

L L L L

　　※省燃費E/O比率14.7%（対目標：+0.6%、前年比：+2.4%）

　・外販先（部品商・直売先）へ省燃費エンジンオイルへの

　 切替および活用促進に向けた活動により販売量が増加

＜2021年度月別省燃費エンジンオイル販売数量実績＞

【次年度の取組み】

　・外販先（部品商・直売先）への省燃費エンジンオイル切替・活用促進に向けた活動の継続

項目 目標 実績

販売数量 ○

×850 1,077 +227

目標 評価前年差評価目標差実績

+26,877+8,971149,571140,600

目標差 評価 前年差 評価

○

▲5.4

▲13

購入比率 △70.0 63.7 ▲6.3

金額

項目

△

○

グリーン商品対象

文房具類

省燃費エンジンオイル

SDGs

SDGs
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【８】 2021年度取組み結果・評価

６.グリーン購入の推進・環境配慮型商品の拡販・社会貢献活動の推進

③社会貢献活動の推進

　・ペットボトルキャップ回収によるエコキャップ運動への参加

　（NPO法人エコキャップ推進協会へ寄付）

　 ※21年度回収個数：3,010個　7㎏

（累計回収個数：65,256個）　　　　

　 ※22kgのCO₂抑制（ゴミとして焼却の場合のCO₂発生を抑制）

　・古切手を各務原市福祉協議会へ寄付

　・防災備蓄食料品の定期入替に伴う

　　食品ロスを減らす為、フードバンクへの寄付

　・県・市主催及びトヨタソーシャルフェスなどの清掃ボランティアへの積極的な参加検討も　

　　新型コロナウィルスの影響により多くのボランティア活動が中止

★トヨタソーシャルフェスin長良川（21年7月予定）・・・中止

★長良川を美しくする運動（21年4・8・10月予定）・・・中止

★川と海のクリーン大作戦※土岐川河畔（21年10月予定）・・・中止

★第42回飛騨高山クリーン作戦（2021年10月）・・・中止

【次年度の取組み】

　・ペットボトルキャップ、古切手などの回収活動を継続推進

　・従業員の多くが参加できる地域環境ボランティア（清掃活動やイベント活動）の幅広げを検討

　・防災備蓄食料品の定期入替に伴う食品ロスを減らす為、フードバンク等への寄付

　・地域の保育園、幼稚園、小学校などへの貢献活動

内容

県・市主催の社会貢献活動への参加 ○

評価

ペットボトルキャップ

回収

古切手回収

SDGs

フードバンクへ岐阜へ寄付

-22-



【９】 次年度の環境経営計画

実施時期 該当部署

１．電気使用量の削減
①毎月の使用量実績（燃料代も含む）をCSR/内部統制委員会報告及び社内展開 毎月

②エアコン・照明等、人がいない場合はこまめに『電源OFF』を徹底

③室内温度（夏28℃・冬20℃）、WBGT値に基づくエアコン使用と管理徹底

　　※感染防止対策として換気しながらのエアコン使用は継続

④エネルギー監視システム活用によるデマンドデータからのデイリー実績管理と

　　拠点営業G実績把握による使用量削減に向けた意識付け

⑤エアコンフィルター・換気扇の定期清掃

⑥クールビズ（5～10月）・ウォームビズ（11～3月）の推進

⑦環境月間展開による使用量削減

⑧全部署で退社時間の早期化（省エネデー実施） 月2回

⑨システム機器等の計画的な代替を推進（省エネ機器への代替） 通年

２．ガス使用量の削減
①毎月の使用量実績（燃料代も含む）をCSR/内部統制委員会報告及び社内展開 毎月

②室内温度（夏28℃・冬20℃）、WBGT値に基づくエアコン使用と管理徹底

　　※感染防止対策として換気しながらのエアコン使用は継続

③エネルギー監視システム活用によるデマンドデータからのデイリー実績管理と

　　拠点営業G実績把握による使用量削減に向けた意識付け

④エアコンフィルターの定期清掃 年2回

３．ガソリン・軽油使用量の削減
①毎月の使用量と社用車別走行距離及び燃費実績をCSR/内部統制委員会報告及び社内展開 毎月

②効率的社用車の運用管理（TV会議、Teams活用による社用車使用の削減も検討)

③HEV・PHEV車（※災害時に給電が可能な車両）などのエコカーへの代替推進

④社用車安全点検の徹底（タイヤ残溝・空気圧）による安全性と燃費向上の推進

⑤配送ダイヤ・ルートの最適化や他社との共同配送による効率的燃料使用の推進

⑥ドライブレコーダーの定期的な自己運転チェックによるエコドライブの推進

⑦環境月間展開による燃費向上キャンペーンの展開 年2回

４．廃棄物排出量の削減
(1)一般廃棄物

①毎月の一般ゴミの廃棄エリア別実績把握による原因分析とゴミ削減の意識づけ　 毎月

②TV会議やTeams、データ保存によるペーパーレス化推進による印刷物の削減

③プリンターの認証印刷設定によるムダな印刷抑制と裏紙再利用の徹底

(2)産業廃棄物

①産業廃棄物の分別ルール徹底と3Rの推進、マニフェストの発行及び定期チェックと保管管理

②防災備品（ヘルメットなど）入替に伴うリサイクルの推進

５．水使用量の削減
①毎月のデマンド確認による使用量把握と異常値及び水漏れチェックの継続実施 毎月

②感染防止対策としてこまめな手洗いを実施しながら水使用の削減意識も徹底 通年

６．グリーン購入の推進、環境配慮型商品の拡販、社会貢献活動の推進
(1)グリーン購入の推進（切替促進と文房具購入金額削減）

①グリーン商品対象文房具類の継続的な切替（購入）推進

②文房具類の適性在庫管理によるムダな購入（数量・金額）の削減

(2)環境配慮型商品の拡販（省燃費エンジンオイル）
　　 販売量の拡大

①外販先（部品商・直売）省燃費エンジンオイルの切替・活用促進

②施策・キャンペーンを活用した省燃費エンジンオイル販売量の拡大

(3)社会貢献活動の推進（県・市主催の社会貢献活動への参加）

①回収活動(ペットボトルキャップ、古切手など)の継続推進

②従業員の多くが参加できる地域環境ボランティア（清掃活動やイベント活動）の幅広げ

③防災備蓄食料品の定期入替に伴う食品ロス削減に向けた寄付活動（フードバンク等）

④地域の保育園、幼稚園、小学校などへの貢献活動

※緊急事態対応手順の教育・訓練は10月に計画

通年 外販
営業部

通年 全部署

通年

全部署通年

全部署

通年

全部署

通年 総務部

取組み項目

全部署

通年

年2回

全部署通年
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【１０】 環境関連法規制の遵守状況

1．当支社に適用となる主な環境関連法規制等および遵守評価

取組み状況 判定

環境基本法

・事業活動にて生じる公害を防止し、自然環境への保全措置を講ずる

・事業活動に係る物が廃棄物となった場合の適正な処理の措置

・事業活動に係る物の使用、廃棄による環境負荷の低減と

　再生資源等の利用

・国又は地方公共団体が実・する環境保全・策への協力

・環境経営方針(基本理念・基本方針)に基づく

　全従業員への周知と取組みを実施

　(ホームページ、経営計画書に掲載)

○

温暖化対策推進法
・温室効果ガス排出の抑制に努める

・国又は地方公共団体が実施する環境保全施策への協力

・CO2換算3,000トン/年以下

・21年度：587.9トン/年
○

環境の保全のための

意欲の増進及び環境

教育の推進に関する法律

・雇用者へ環境保全に関する知識及び技能向上に向けた

　意欲増進又は環境教育実施

・13年4月よりエコアクション21運用開始し

　環境取組みを推進

・新入社員研修にて教育実施

○

水質汚濁防止法
・貯油施設等から油流出事故への対応及び県知事への届出

・公共用水域への排出又は地下への浸透状況の把握と防止

・緊急時の体制及び手順書による対応実施、

　自主点検表に基づく月次点検により事故発生なし
○

水道法

(簡易専用水道)

・厚生労働省令で定める基準に従い当該水道を管理

・厚生労働省令の定めるところにより、定期に地方公共団体の期間

　又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受ける

（1回/年以内)

・㈱美装モリタ商会にて貯水槽清潔及び

  消毒実施(21.7)、水質の検査報告確認。

  検査結果は水質基準を満たし適合

○

下水道法

・油が公共地下道に流入する事故が発生した時は、

　直ちに引き続く当該下水の排出防止への緊急措置を講ずる

・事故発生時は速やかに事故の状況及び講じた措置の概要を

　公共下水水道管理者に届出なければならない

・緊急事態対応手順書に基づき事故発生時は

　対応

・環境教育訓練の実施

・対象拠点において油漏れ流出事故の発生なし

○

浄化槽法

(支社本部・中津川営業G)

・浄化槽の設置又は変更時の届出

・保守点検、定期点検（年1回）の実施

・浄化槽の設置届出済

・保守点検の実施(3～4回/年)

・定期検査の実施(1～2回/年)

・定期清掃の実施(1～2回/年)

○

騒音規制法
・特定工場等に係る規制基準の遵守

※空気圧縮機、送風機7.5kw以上は環境省令に基づき市長へ届出

・コンプレッサー、送風機共に

  全拠点届出不要基準内にて該当施設なし
○

廃棄物の処理及び

清掃に関する法律

・事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理

・再生利用等により廃棄物減量に努め、

  国及び地方公共団体の施策に協力

・管理する土地又は建物の清潔を保つように努める

・産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める

  基準に従い保管

・産業廃棄物の運搬又は処分委託する場合は

  環境省令で定めるものに委託

・産業廃棄物管理票の交付と適正管理

・事業場ごとに1年分の産業廃棄物管理票交付状況を県知事に報告

・3～4回/年　業者清掃実施

　年末大掃除と毎週の4S実施

・許可された産業廃棄物処理業者に委託し

  適正な処理を実施

・業者との委託契約及び許可証確認(21.6)、

  委託業者の現地確認は19.7(5年毎)に実施

・支社本部、拠点営業Gにて法基準に従い保管

・21年度管理表交付実績を県知事へ送付(21.6)

○

特定家庭用機器商品化法

(家電リサイクル法)

・販売した特定家庭用機器廃棄の引取り依頼があった場合は

  ルールに従い適切に処理

・過去に小売販売した商品も対象

　現状、引取り依頼発生なし
○

循環型社会形成推進

基本法

・廃棄物の抑制とリサイクルによる再資源化

・リサイクルできない場合の適正処理

・再生品を使用することにより循環型社会形成に自ら努める

・メーカー回収による使用済部品、紙・ごみの分別、

  ビニール類のリサイクル化推進

・中古・リビルドパーツ販売及び、省燃費エンジン

  オイル販売の拡大を展開中

○

PRTR法

・指定化学物質等を他の事業者に対し譲渡、又は提供するときは、

  提供する相手方に対し、性状及び取扱いに関する情報を

  提供しなければならない

・提供依頼のあった場合にMSDSデータの提供 ○

省エネ法

・法第17条第1項の年度原油換算エネルギー使用量

  1,500kl以上の場合、実績を報告

・【提出】エネルギー使用状況届出書、定期報告書、中長期計画書

・【専任・届出】エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者

・前年度原油換算使用量1,500kl以下にて

  提出対象外 (21年度514kl)
○

法令等の名称 適用される主な要求事項
遵守評価
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【１０】 環境関連法規制の遵守状況

1．当支社に適用となる主な環境関連法規制等および遵守評価

取組み状況 判定

消防法

・防火管理者の専任及び所轄消防署へ届け出

・貯蔵所の届出及び指定数量以内での取扱い

　【指定数量】

　第1石油類　200L　　第2石油類　1000L

　第3石油類　2000L　第4石油類　6000L

・屋内消火栓設備の設置（延べ面積700㎡以上）

・自動火災報知設備の設置（延べ面積500㎡以上）

・消防用設備等の点検と報告

・屋内貯蔵所の届出済

・屋外貯蔵所の届出済

・屋外タンク貯蔵所の届出済

・防火管理者の専任・届出済（15.7.2）

・消防計画（変更）届出（18.3）

・消防用設備点検実施（21.8・21.12）

・支社本部にて消防訓練実施（21.10）

○

火薬類取締法

・火薬庫外において貯蔵可能な火薬類は25kg迄

・販売のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する

※各務原市消防本部による火薬庫外貯蔵所承認

　：火薬庫外貯蔵所指示証⇒支社本部240kg（3,000本）

　拠点営業Ｇ：25kg（325本）以内での保管

・鍵付の保管庫で管理（物流部）

・拠点営業Ｇは専用箱1箱ごとメーカーへ送付
○

フロン排出抑制法

・適切な場所への設置等（振動発生なし・作業空間確保）

・使用する環境の維持保全（定期清掃等）

・機器の点検　第一種特定製品は1回以上/3ヶ月：簡易点検

　を実施、一定規模以上の製品は業者にて定期点検を実施

・フロン類漏洩時の速やかな対応

・機器点検の記録と保存

・支社本部及び全拠点営業Ｇ設置の対象機器

　調査と点検方法を案内

（支社本部）1回/3年　業者点検を実施

　　（初回18.6実施・次回21.5）

（拠点営業Ｇ）4回/年　自主点検実施

　　（内部監査にて状況確認）

○

労働安全衛生法

・職場における労働者の安全と健康を確保

・安全管理者を選任し、安全に係わる技術的事項を管理

・遅滞なく報告書を所轄労働基準監督署長に届出

・安全衛生管理者設置

・安全衛生委員会を毎月開催

　21年度は労災事故2件

○

トヨタ販売店

CSRガイドライン

・トヨタ販売店として法令遵守のためCSRガイドラインに則り

　環境項目に対しチェックを行い問題点を確認、是正対応を行う

・2018年度以降は報告義務なしへ

　自己チェックのみへ変更
○

岐阜県環境基本条例

岐阜県公害防止条例

各市環境基本条例

・事業活動にて生じる公害を防止し、自然環境への保全措置を講ずる

・事業活動に係る物が廃棄物となった場合の適正な処理の措置

・事業活動物に係る物の使用、廃棄による環境負荷低減

・市町村又は県が実施する環境保全施策への協力

・車両の定期メンテナンス（排気ガスんの軽減）

・緊急事態対応手順書に沿った対応

（油脂類漏れの予防）

・分別の徹底及びリサイクルの推進

・毎月、地域環境美化運動実施

○

岐阜県廃棄物の適正

処理等に関する条例

廃棄物の処理及び

各市の清掃に関する

条例

・事業活動を行う際、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努める

・市町村又は県が実施する環境保全施策への協力

・産業廃棄物の処理を委託する際、県内産業廃棄物を

　処理する能力を確認し結果を記録に残す

・委託に係る県内産業廃棄物が適正に処理されるよう、

　処理状況の定期的な確認もしくは監視する

・処理を委託した産業廃棄物が不適切に処理されていると

　知った時は、措置を講ずると共に処理の状況及び措置の内容

　を知事に報告する

・分別の徹底及びリサイクルの推進

・契約時に委業者の許可証確認実施

・委託業者の許可証確認（4～5月）

○

各務原市美しい

町づくり条例

・事業者は活動により生じる空き缶等のごみの散乱防止と啓発に努める

・土地の管理者は雑草の繁茂防止と清掃によりごみの散乱防止に努める

・毎月1回地域環境美化運動を実施

（支社本部は緑の4Ｓ実施）
○

高山市ポイ捨て等及び

路上喫煙禁止条例

中津川市ポイ捨て等

防止条例

・事業所及び周辺の事業活動地域におけるポイ捨て等の防止、啓発

・事業者は、この条例の目的を達成するため施策に協力

・管理する土地では清掃活動を努めなければならない

・毎月1回地域環境美化運動を実施

・市主催等の環境ボランティア活動参加
○

大垣市美しい

まちづくり条例

・事業所周辺の清掃を行う

・自動販売機に回収容器を設け、これを適正に管理

・事業活動を行う地域における清掃活動に参加

・土地の所有者等は、土地に空き缶等ごみが捨てられないよう

　必要な措置を講じ環境美化に努める

・毎月1回地域環境美化運動を実施

・市主催等の環境ボランティア活動参加
○

中津川市

環境保全条例

・事業活動を行う時は自然の変改を最小限にとどめ、

　市民の安全の確保と植生の回復、緑地の造成、

　その他自然環境の保全に必要な措置を講ずる

・廃棄物分別管理手順書に基づき

　適正に処理を実施
○

法令等の名称 適用される主な要求事項
遵守評価

2.　違反、訴訟等

当支社は、自支社の遵守状況評価で問題がないことを確認しました。なお、環境関連法規への違反もありませんでした。

関係当局より違反等に指摘も過去3年間ありませんでした。
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【１１】 代表者による全体の評価と見直し・指示

変更の必要性： 有り 無し

変更の必要性： 有り 無し

変更の必要性： 有り 無し

変更の必要性： 有り 無し

変更の必要性： 有り 無し

2022年8月20日   岐阜支社長　山口　晋二　

管理責任者の報告及び改善への提案 代表者のコメント

[環境指標の達成状況報告]

《CSR/内部統制委員会報告済み事項》

毎月主な項目の実績状況をグラフにて報告

原単位目標がある項目は日あたり実績に含めて表示

EA21取組み項目毎の実績状況を一覧表(A3)にまとめ作成

社用車毎の一か月間の走行距離、給油量、燃費の

一覧表も作成したことで状況把握が容易になった

　※CSR/内部統制委員会PP資料

　　『2021年度 エコアクション２１主要取組み項目実績状況』

　　『社用車月間走行距離一覧表』

EA21取組み項目毎の実績状況を一覧表にまとめて作成する

ことで項目別、月間、累計の実績状況の把握がし易くなった。

また、指摘があった項目については原因分析結果を次回の

委員会で報告することで早期対応ができるようになった。

社用車毎の一覧表を作成する事で月間の走行距離、

給油量、燃費の実績把握が容易になり、全体比較や

車種比較、部署比較などから今後の車両の増減も含めた

対策が打てるようになった。

[環境取組みの達成度と課題、今後の活動予定]

各取組み項目ごとに活動進捗状況を確認

※『環境経営方針』

※『環境経営目標（中期目標計画）』

※『環境経営計画及び結果と評価』

※『2021年度 環境活動の取組み結果と評価』

※『実施体制』

環境経営方針の社内周知・徹底を継続。

電気・ガス・水については感染防止対策（換気をしながらの

エアコン使用やこまめな手洗い）が使用量の増加要因と

なっている。従業員に対して、感染対策をしつつより効率的な

エネルギー使用への啓蒙活動が必要。

実施体制の毎年(年度始め)見直し実施。

[法規制の変更と順守状況]

取組みましたが、感染防止対策として社内の職場分散や換気をしながらのエアコン使用、手洗い頻度の増加により

目標未達となりました。

　燃料使用量については、燃費向上キャンペーンの展開や配送ダイヤの最適化、他社との共同配送による効率化に

岐阜県環境推進協会・日本産業廃棄物処理

振興センター情報と第一法規Webサイトにて期間内の

法改正を確認⇒当社に関連する条例等の改訂なし

他関連法規制の遵守状況は下記にて確認

※『環境関連法規一覧表』参照

※『廃棄物処理法　状況一覧』参照

関連法令を順守すると共に対象法規一覧に漏れがないこと

及び自支社の遵守状況評価で問題がないことを確認した。

なお、環境関連法規への違反もない。また関係当局からの

違反等の指摘・改善命令等もない。

[内部監査の結果と是正状況]

2021年10月25日～10月29日に実施の

内部監査結果および 是正状況について

11月24日『CSR/内部統制委員会』にて報告

2021年12月にTMP岐阜TMP本部内部監査

(統合監査)も実施

事務棟内の一般ゴミ分別ルールが徹底されず、リサイクル

用紙が一般ゴミに混入していたため、毎週金曜日に混入

チェックと啓蒙活動を実施。

一般廃棄物置場で一般ゴミ用とリサイクル用の置場を

明確にするため床面に区分線、壁面には回収業者を表示。

書類へのサイン漏れ防止のため定期的な確認を実施。

[外部からの苦情・要請への対応]

より社用車2台の削減に繋がり、ガソリン・軽油の使用量削減（特に軽油は大幅削減）を図ることができました。

　廃棄物については目標未達でした。ゴミの排出エリア毎の内容を分析しながら資源と廃棄物の分別を徹底し

排出量削減に取組んで参ります。またペーパーレスの促進、リモート会議などの積極的な開催によりOA用紙の購入量・

　今後もエコアクション21及びSDGsの取組みについて、従業員一人ひとりが意識し実践して参ります。

TMP本部より「環境取組プラン(20年実績・21年計画)」

策定要請に対しエコアクション２１取組み実績を報告

TMP本部からの環境関連取組み要請について継続対応。

（年度マネジメントプラン・地球環境月間取組み等）

[総括]

　2021年度も新型コロナウィルスの感染防止対策を徹底することで一部の取組み項目について影響が出ましたが

毎月、CSR/内部統制委員会にて項目毎の進捗状況の確認及び協議を実施し、環境負荷軽減に取組みました。

　電気・ガスの使用量については、エアコン・照明などのこまめな電源OFFや省エネDay定着による退社時間の早期化などに

使用量の削減を実施していきます。
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〒509-0109

岐阜県各務原市テクノプラザ３丁目１番５

TEL 058 - 257 - 1111（代表）

FAX 058 - 384 - 6930

URL http://www.toyota-gifu-parts.co.jp

※環境活動レポートは年１回発行予定

CSR/内部統制事務局

トヨタモビリティパーツ株式会社　岐阜支社
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