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□ごあいさつ

　　　　　　　　　　　　 東洋自販株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１． 環境に関する法規制を遵守します。

２． 全ての事業活動を通して二酸化炭素排出量を削減します。

３． 循環社会に向けて、廃棄物の削減･再使用･リサイクル活動を推進します。

４． 事業所内で使用する水量の削減に努めます。

５． 事業で使用する化学物質を適正に管理します。

６． グリーン購入を推進します。

７． エコ整備･エコ車検の推進を図り、環境に配慮した事業活動を行います。

８． 環境に関する地域の声に耳を傾け、企業活動に反映させます。

制定日：

改定日：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長

代表取締役 川西　雅彦

2016年6月15日

川西　雅彦

環 境 方 針

東洋自販株式会社（マツダオートザム安芸）はカーデイラーとして新車から中古車ま
であらゆる車種に精通し販売･メンテナンス･保険などきめ細かいサービスの提供を通
して、自然との調和を図りながら、社長以下全社員が一丸となり地球並びに地域の環
境活動に自主的・積極的に取り組みます。

2013年9月21日

 東洋自販株式会社では環境意識を高めるため、エコアクショ
ン２１の取得・継続を目指します。二酸化酸素削減、廃棄物削
除、エコ商品等の販売を数値化・目標設定し、目標に向けて
日々努力する所存です。
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□組織の概要
（１） 名称及び代表者名

代表取締役　川西　雅彦
（２） 所在地

本　店 広島県広島市安芸区中野東一丁目２２番３６号
（マツダオートザム安芸）
西条店 広島県東広島市西条町事寺家3971-1
東洋本社㈱　広島市安芸区中野東一丁目22番36号

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 部長　 西村　正人 TEL：０８２－８９２－２２２２

担当者 部長　 西村　正人 TEL：０８２－８９２－２２２２
（４） 事業内容

新車・中古車の販売、整備、部品・用品の販売、保険代理店業務
（５） 事業の規模

自動車販売台数 528 台
入庫台数 9811 台

西条店 東洋本社 合計
9 (兼務3） 28
460 0 1670

＊東洋本社は、本店の事務所に同居です。
（６） 事業年度 ４月～３月

□認証・登録の対象組織・活動
登録事業者名： 東洋自販株式会社
対象事業所： 本店（マツダオートザム安芸）

西条店
東洋本社株式会社

活動： 新車・中古車の販売、整備、部品・用品の販売、保険
代理店業務

実施体制図

代表者
社長

環境事務局

西条店
総務･
経理部

保険部サービス部営業部

従業員　　　　　
本店(ﾏﾂﾀﾞｵｰﾄｻﾞﾑ安芸）

17

EA21
推進委員会

426延べ床面積　　　

環境管理
責任者
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□主な環境負荷の実績

単位 2019年 2020年 2021年

kg-CO2 85,829 105,203 104,493
kg-CO2 20 12 18
トン 3 3 3
トン 17 9 16
㎥ 180 180 179

※電力の二酸化炭素排出量換算値 0.657 ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ
※上記一般廃棄物排出量にはダンボール排出量を含みます。

□環境目標及びその実績
基準値 2022年 2023年

（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標）

kg-CO2 81,137 77,080 72,809 76,269 75,457
基準年比 2012年度 95% 90% 94% 93%
kg-CO2 35,919 34,123 31,684 33,764 33,764

基準年比 2012年度 95% 88% 94% 94%

kg-CO2 117,056 111,203 104,493 110,033 109,221

kg 2,030 1,929 1,880 1,624 1,421

基準年比 2012年度 95% 93% 80% 70%

㎥ 192 182 176 180 179
基準年比 2012年度 95% 92% 94% 93%

％

－

台 508 610 537 635 660
基準年比 2012年度 120% 106% 125% 130%

70%60%66%グリーン購入の推進

法定点検の促進

総排水量

　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

電力による二酸化炭
素削減

自動車燃料による二
酸化炭素削減
上記二酸化炭素排出量合計

一般廃棄物の削減

　一般廃棄物排出量

二酸化炭素総排出量

55%－

項　目

廃棄物排出量

　産業廃棄物排出量

2021年

水道水の削減
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□環境活動計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容
数値目標：○達成　×未達成

　 活動：◎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
次年度の

取組

数値目標 ○ 変更なし

△ 継続
○ 継続
○ 継続
○ 継続
○ 強化

数値目標 ○ 変更なし

○ 継続
○ 継続
○ 継続

数値目標 ○ 変更なし

△ 継続

○ 継続

○ 継続
△ 継続

数値目標 ○ 変更なし

△ 継続
△ 継続
○ 継続

〇 変更なし

○ 継続
○ 継続

○ 継続

× 変更なし

○ 継続
○ 継続

法定点検の促進
数値目標 法定点検で目標610台に対し537台と未達成

となった。原因として来店比率が下がり達
成できなかった。次年度はターゲットを絞
り再度達成を目指す。

・ダイレクトメールによるお知らせ
・法定点検の薦めパンフレットの作成

グリーン購入の推進

・有害性の少ない資材の購入
・省エネ性能の高い電気製品の購入

・燃費のよい自動車の採用

数値目標

水道水の削減

・節水シールの貼り付けとポスター掲
・節水弁取り付け

目標は.達成できたが、より比率を上げる
ため、何か対象となるか調査を続ける。

・自動水栓取り付け

達成できなかった月もあり、環境への自覚
を持ち行動する。

一般廃棄物の削減

年間を通してほぼ達成できた。今後は全て
の月で達成できる事を目指す。

・分別の徹底

・シュレッダー廃紙のリサイクル化

・帳票見直しによる印刷物の削減
・梱包材の再利用

達成できなかった月もあり、環境への自覚
を持ち行動する。

自動車燃料による二酸化炭素削減

年間を通して達成できた。今後も引き続き
達成を目指す。

･使用してない部屋の空調の停止

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃）

・不要照明の消灯
･ﾊﾟｿｺﾝ､ｺﾋﾟｰ機等の省電力設定及び休日等主電源を切る

・生産工程の待機時間短縮

・アイドリングストップ
・エリア別営業活動の見直し
･活動の効率化

取り組み計画 取組結果とその評価

電力による二酸化炭素削減
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□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

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。

なお、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。

□代表者による全体の評価と見直し・指示

環境方針 変更なし
環境目標・計画 変更なし
実施体制 変更なし

空圧機
シンナーの保管
業務用空調機、スポットクーラー、エアドライヤー

消防法（危険物）

一般廃棄物、産業廃棄物（金属ｸｽﾞ、廃プラ、廃ガラス、廃油等）
門型自動洗車設備

廃棄物処理法
水質汚濁法

今後も関連する法規則、及びその他要求事項を遵守し、業務においても可能な限り環境保
全活動を行う。又、再使用・再生資源の利用を積極的に推進し、環境汚染の予防に務めてい
く。

下水道法 油水分離槽
浄化槽(西条店のみ）

消防法 危険物の保管(指定数量の1/5以下で管理）

浄化槽法
騒音・振動規制法

フロン排出抑制法
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