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環境経営方針

基本理念

株式会社シーパーツは信頼と真心を大切にして自動車部品のリサイクル業で世界の最先端を

目指すことを会社の経営理念にし、地域環境の改善を重要な課題と位置づけ、産業廃棄物処理事業の

活動を通じて環境への負荷低減に積極的に取り組みます

そのためエコアクション２１に基づく環境経営システムを構築・運用することにより継続的かつ着実に

環境保全活動を行い、次世代に継承できる環境の実現を目指します

行動指針

環境経営システムを構築・運用し継続的な改善を進めるため、この行動指針に基づき、

環境経営目標及び活動計画等を定め、実行性のある活動を展開します

1 二酸化炭素の排出を削減します

節電を履行するとともに、廃棄物処理における効率的なエネルギー使用を推進します

エコドライブを実施して社用車（収集運搬車)の燃料の使用量を削減します

2 廃棄物の削減

廃棄物処理工程における廃棄物排出量の削減に努めます

書類の電子化を推進するなど、紙使用量の削減を図ります

3 水使用量の削減

節水に努め、水使用量を削減します

4 環境にやさしい製品・サービスの採用を進めます

5 事業活動に関連する環境関連法規や条例等を遵守します

6 地域社会と良好な環境コミュニケーションを図り、地域の環境保全に努めます

7 この環境経営方針は、従業員全員に周知するとともに、研修や教育を行い環境保全に

向けた意識の向上に努めます

8 この環境経営方針は広く一般に公表します

株式会社シーパーツ　　 代表取締役相談役　吉川　日生

制定日　2013年5月18日
改訂日　2021年5月  1日
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（１） ◆事業所名 株式会社　シーパーツ
代表取締役　相談役　吉川　日生
取締役社長　岡本　明宏

（２） 所在地 （社内呼称）
本社 山口県岩国市周東町西長野67番地の1 （買取センター・自動車リサイクル研究所）
本社第一工場 山口県岩国市周東町西長野５５番地の３ （岩国工場）
本社第二工場 山口県岩国市周東町下久原１８１１番地の１（登記上、本社・工場）
山口工場 山口県美祢市美東町真名７５６番地９７
千葉営業所 千葉県四街道市大日1841-1

（３） 環境管理責任者及び担当者氏名並びに連絡先
環境管理責任者 取締役　会長 吉川　日男
ＥＡ２１事務局 森野　大介

TEL:0827-84-0188　FAX：0827-84-1889
TEL:0827-35-4821　FAX：0827-35-4182

代表メール seaparts@seaparts.jp

（４） 事業の概要
1 自動車リサイクルパーツ・中古自動車・中古自転車の販売
2 製鉄原料加工
3 非鉄金属スクラップ集荷
4 タイヤ脱着ロボットの開発・販売
5 Webページ制作
6 自動車リサイクル事業者向け管理システムソフトの開発・販売
7 農協共済代理店業

（５） 事業規模
法人設立日 昭和３０年３月
資本金 ３２００万円
製品売上額 １4億2380万円/2021年度
製品生産量 8,659台/2021年度

本社 第一工場 第二工場 山口工場 千葉営業所
9 14 2 34 4

385 4950 3300 13200 1671

（６） 廃棄物処理料金
収集運搬料金につきましては種類、量、距離により見積りを致します。

（７） 産業廃棄物取扱量
2021年度の取扱量は０ｔです（自動車リサイクル法による処理が大多数の為）
2021年度の車両入庫台数8,659台

（８） 事業年度 １月～１２月

◆認証・登録の対象範囲（千葉営業所を除く全組織・全活動）

連絡先

延べ床面積　㎡

社内呼称
従業員数

２
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EA21実施体制

※千葉営業所の認証・登録を
　　次回更新審査時（2024年度）
　　に計画する。

ハンス 磯部 吉川（耕）

役割分担表

森野

岡本 明宏
（取締役社長）

森野　大介

嶋田、波多野

ハンス、磯部、吉川（耕）

森野　大介

吉川　日男

吉川　日男

吉川　日生
氏名 

千葉営業所

本社・第一工場・第二工場・山口工場

吉川 日生

吉川 日男

生産部門

所属（役職）

代表取締役相談役

波多野、ハンス
磯部、濱田、古村

取締役社長
岡本 明宏

総務

EA21委員会
吉川日男

神田、森野

環境管理責任者

濱本
営業

嶋田、波多野

範囲外

EA21事務局

森野大介

代表者
（代表取締役相談役）

環境管理責任者
専務

EA21委員会

代表者

生産部門

営業

全体の統括、環境方針の設定、環境への取り組みを実施

全体の把握/環境経営システムを構築し、運用し、
その状況を社長に報告する

１ヶ月に１回開催し、環境目標の達成状況及び
活動計画の実行状況を審議する

環境への取組の実施、工場の美化

する為の資源の準備、全体の評価と見直し

組織図及び認証・登録範囲（認証・登録範囲は以下のとおり）

それに係わる全ての業務、毎週チェック

二酸化炭素の削減
エコドライブの実施、天然資源の枯渇の抑制、

軽油の管理

EA21文書及び記録類の作成・維持・管理

総務

役割・責任・権限・使命

EA21事務局

認証・登録範囲
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施設の状況

運搬車両 台数 使用場所

5台積車　ウィンチ付 1 第一、第二工場

4台積車　ウィンチ付 2 第一、第二工場

1台積車　ウィンチ付 1 第一、第二工場

ユニック　ファイター 1 第一、第二工場

大型台車　ギガ 2 第一、第二工場

大型ウィング　ビッグサム 1 第一、第二工場

パッカー車 1 第一、第二工場

大型ダンプ 1 山口工場

トレーラー 1 山口工場

5台積車　ウィンチ付 1 山口工場

3台積車　ウィンチ付 1 山口工場

1台積車　アトラス 2 山口工場

台車　ウィンチ付　フォワード 1 山口工場

ユニック　荷台スライド　フォワード 2 山口工場

場内設備

タイヤ脱着ロボット 2 第一、山口工場

重機等

名称

立ちリフト

フォークリフト

解体機

フォークリフト

立ちリフト

フォークリフト

重機

許認可の状況

各業種の許可

産業廃棄物収集運搬業許可番号 積替有

産業廃棄物処分業許可番号

第一種フロン類回収業者登録番号

第二種フロン類回収業者登録番号

第二種特定製品引取業者登録番号

日本輸出入者標準コード登録番号

エアバック回収登録工場

金属くず類回収業回収業許可証

古物商許可証

26202

1

第一工場

使用場所

山口工場

第二工場

5

2

第１－１９８号

第３-４号、第３－５号

第２-５号

3,000㎏

5,800㎏

5,900㎏

使用台数

3

2

事業者コード０７１７００

第２０００１０５００２号

第７４１０５０４００００１号（行商を含む）

積載

9,900㎏

7,200㎏

3,350㎏

12,800㎏

3,500㎏

6,300㎏

13,900㎏

11,300㎏

8,500㎏

5,700㎏

6

4

令和1年１０月２７日～令和6年１０月２６日

9,800㎏

令和４年４月２２日～平成９年４月２１日

令和４年３月６日～令和９年３月５日

第３５１１０２４９７４号（積替え又は保管を含む）

第３５２１０２４９７４号（中間処理業）
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産業廃棄物収集運搬

山口県許可

産業廃棄物の種類 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず（がれき類を除く。）・陶磁器くず（自動車等破砕物を

除く。以上3種類）、廃油、廃酸、廃アルカリ、木くず、がれき類（これらは、石綿含有産業

廃棄物であるものを含み、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等及び特別管理

産業廃棄物であるものを除く。）　以上8種類

積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとにそれぞれ

積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類、積替えのための保管上限及び積み上げる

ことができる高さ

所在地： 山口県美祢市美東町真名字西山10７５６－９６

面積： 9０ｍ２

産業廃棄物の種類： 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず（がれき類を除く。）・陶磁器くず

（自動車等破砕物を除く。以上3種類）（これらは、石綿含有産業廃棄物であるものを含み、

水銀使用製品産業廃棄物、 水銀含有ばいじん等及び特別管理産業廃棄物であるもの

を除く。）以上3種類

保管上限：58.5ｍ
３
、積み上げ高さ：1.5ｍ

産業廃棄物処分業

山口県許可

中間処理（圧縮、圧縮・切断、破砕）

産業廃棄物の種類

圧縮 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず（がれき類を除く）

（処理能力：57.6ｔ/日　（８時間））陶磁器くず（自動車等破砕物を除く。以上３種類）

圧縮・切断 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず（がれき類を除く）

（処理能力：48ｔ/日　（８時間）） 陶磁器くず（自動車等破砕物を除く。以上３種類）

破砕 廃プラスチック類（自動車等廃棄物を除く。以上１種類）

（処理能力：4.35ｔ/日　（８時間））（これらは、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん

及等び特別管理産業廃棄物であるものを除く。）

自動車リサイクル法

許可・登録

引取業登録

フロン類回収

解体業

破砕業

フロン回収施設、能力

施設

フロン種類
フロン類回収設備の種類、能
力及び台数(CFC,HCFC,HCF兼
用） 200ｇ／ｍｉｎ未満　4台

エアコン、冷蔵機器、冷凍機器
CFC,HCFC, HFC

200ｇ／ｍｉｎ未満　１台 200ｇ／ｍｉｎ未満　3台

エアコン、冷蔵機器、冷
凍機器 CFC,HCFC,
HFC

エアコン、冷蔵機器、冷
凍機器 CFC,HCFC,
HFC

第二工場 第一工場 山口工場

許可・登録番号

第２０１１１０００５２４

第２０３５２１０００７２

第２０３５３１０００７２

第２０３５６１０００７２

有効期間

令和４年４月１５日～令和９年４月１４日

令和４年４月１８日～令和９年４月１７日

令和元年７月１日～令和6年６月３０日

令和元年７月１日～令和6年６月３０日

５



６

※ガソリン・軽油・廃油・廃液については

基本的に自社消費及び有価売却



当年度及び中期環境経営目標

2021年度及び中期　環境経営目標

単位 2014年度 2021年度 2022年度 2023年度

（基準年度） 目標 目標 目標

kg-CO2／台 68.4 65 65 65

- （5％） （5％） （5％）

(総量／台数) (1,277,942/18,697) - - -

kWh／台 36.5 34.7 34.7 34.7

2019基準年 （5％） （5％） （5％）

(総量／台数) (436,257/11,966) - - -

ℓ／台 2.43 2.31 2.31 2.31

1 - （5％） （5％） （5％）

(総量／台数) (45,424/18,697) - - -

ℓ／台 17.9 17 17 17

- （5％） （5％） （5％）

(総量／台数) (334,602/18,697) - - -

枚 120,000 114,000 114,000 114,000

（基準2016年度） （4％） （5％） （5％）

ｍ３
861 818 818 818

- （5％） （5％） （5％）

％ 60 60 60 60

（配慮数／総数） - - - -

技能向上

時間短縮 ２回/年

安全

実施回数 4 4 4 4

実施回数 3 3 3 3

ＰＲＴＲ法に関する化学物質を使用していないため数字として挙げていません

購入電力の二酸化炭素排出係数は0.657（ｋｇ－CO2/kwh)を使用

2

4

3

軽油使用量の削減

’1-2 灯油使用量の削減

’1-3

水使用量（使用水量の削減）

グリーン購入の推進
(購入機会毎に配慮する)

2

環境経営目標

’1-1 電力使用量の削減

2 コピー用紙購入量の削減

二酸化炭素排出量の削減

5 2研修 2

6 社会への貢献
会社周辺の清掃

職場体験

製品・サービ
スに関する
事項（社員の
力量向上）
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主要な環境活動計画の内容

（１）二酸化炭素排出量の削減
①電力使用量の削減

・照明のLED化を進める

②灯油使用量の削減

③軽油使用量の削減
・リサイクル燃料の活用

（２）廃棄物総排出量の削減
・両面使用後の紙はシュレッダーし再生紙の原料へ

（３）使用水量の削減
・汚さない作業手順を心掛ける
・こまめな節水と水漏れチェック

（４）グリーン購入の推進
・グリーンマークの物を積極的に購入する

（５）製品・サービスに関する事項（従業員の力量向上）

（６）社会への貢献

・エアコン設定温度を決め、実行する
・業務時間中の不要な照明の消灯
・長時間席を離れる時、パソコンモニターの電源OFF
・不要電力消費抑制（不要な場合は機械を止める運動）

・暖房温度の適正管理

・購入機会毎に配慮する

・裏紙の活用

・センサー付き蛇口の節水方法の検討

・省エネドライブの履行
・配車計画の合理化
・アイドリングストップの履行

・使用済み封筒等の再利用

・技能向上、時間短縮、安全に関する研修を受ける

・会社周辺の清掃
・中高生の職場体験の実施

８



環境経営目標対実績と判定
総量・台数とは１年間の全体の数値を指す。
判定は目標と比べた場合の判定

2021年度の環境経営目標対実績と判定 増減は基準年度を基準とした数値

単位 2014年度

（基準年度） 目標 実績 判定

kg-CO2／台 68.4 65 74.8

- （5％） （9％増）

(総量／台数) (1,277942/18,697) - (618356/8271)

kWh／台 36.5 34.7 39

2019基準年 （5％） （7％増）

(総量／台数) (436,257/11,966) - (322716/8272)

ℓ／台 2.42 2.31 2.31

- （5％） （5％減）

(総量／台数) (45,242/18,697) - (19108/8272)

ℓ／台 17.9 17 16.5

- （5％） （8％減）

(総量／台数) (334,602/18,697) - (136688/8272)

枚 2016基準年/12,000枚 11,400 16,000

- （5％） （33％増）

ｍ３
861 818 674

- （5％） （22％減）

％ - 60 100

（配慮数／総数） - （16／16）

技能向上

5 時間短縮 ２回/年

安全

実施回数 4 4 4 ○

実施回数 2 2 2 ○

×

3

4

1

環境経営目標

二酸化炭素排出量の削減

’1-1 電力使用量の削減

2

会社周辺の清掃

コピー用紙購入量の削減

4

’1-2 灯油使用量の削減

軽油使用量の削減

総排水量（使用水量の削減）

グリーン購入の推進
(購入機会毎に配慮する)

’1-3

○

製品・サービ
スに関する
事項（社員の
力量向上）

研修 - 2

職場体験
6

2021年度

×

×

○

○

○

○

社会への貢献

９



環境経営活動計画の実施状況と評価

（１）二酸化炭素排出量の削減　：　未達成　（9％増）
①電力使用量の削減　：　未達成　（7％増）

現在の拠点数と電力使用量の数値が分かってきたので今後も
様子を見ながら、目標値の設定を行って行きたい。
また、2年後には千葉の事務所も加わる為、適正な目標を探って
いく作業が必要となる。

②灯油使用量の削減　：　達成　（5％減）

このまま進めていく。

③軽油使用量の削減　：　達成　（8％減）
今年も達成出来ている。

していると思うが、活動自体はうまく廻っていると思うので
このまま継続していく。

（２）コピー用紙購入量の削減　：　未達成　（33％増）
今年は大幅に増加した。
今年は官公庁への書類提出が多かったのが一因している。
社内間ではペーパーレス化が進んでいる為、このまま様子を
見ていく。

（３）使用水量の削減　：　達成　（22％減）

ようで、今年も使用量の削減となった。
このまま継続していく。

（４）グリーン購入の推進　：　達成　

購入が定着してきている。
今後も積極的にグリーンマーク商品の購入幅を広げていく。

（５）製品・サービスに関する事項（従業員の力量向上）　：　達成　
コロナ過と言う事もあり、今年は部署毎での研修を行った。
ZOOMやSkypeをうまく活用し、研修を行った。

（６）社会への貢献　：　達成　
会社周辺の清掃、および、中高生の職場体験を実施した。
コロナ過で危ぶまれたが、マスクや消毒を行い、距離をとっての作業
を心がけた。

LED照明、事務用品、消耗品購入に関してグリーンマークの物の

繋がっているが、今年も引取り車両が減少している事も影響

オイル等の飛散防止作業手順等がしっかり継続されている

2019年度を新基準として活動を行ったが、未達成となった。

重機へのリサイクル燃料の使用・外注での車両引取りが削減に

今年も安定して目標を達成出来ている。
会社全体で灯油使用量の削減活動が定着してきているようだ。
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次年度（2022年度）の環境経営目標及び環境経営計画

2021年度はＥＡ21認証・取得して8年目となりました。

新型コロナウィルスはまだまだ収束が見ず、半導体不足により入庫

台数の増加は見込めない為、１台１台の付加価値を見出し、

丁寧な作業を行って行く事が今後の課題となりそうです。

今後は益々、WEB活用の重要度が上がってくると思いますので、

自社が取り組んでいる「GAPRAS・TAPRAS」でのビジネス形態を

進めて行きます。

WEBを活用した社員間の連絡体制等もしっかりと行っていきます。

次年度の環境経営目標は前述2022年度中期目標の通りとする。

環境関連法規への違反、訴訟等の有無

当社に適用される主な環境関連法規（廃棄物処理及び清掃に関する法律、

騒音規制法、消防法、浄化槽法、フロン排出抑制法、グレーン購入法）

の順守状況を確認した結果、これらの環境関連法規への違反はありません。

尚、関係当局より違反の指摘、利害関係者からの訴訟等も創業以来有りません

 代表者による全体評価と見直しの結果（取締役社長　岡本　明宏）

コロナ過で、入庫車両台数は今後も大幅な増加は見込めないと思います。

処理台数をベースにした各項目の数値を良く把握し、適正な目標数値設定を

探っていきます。

職場体験は行う事が出来たが、社員研修等まとまった人数で行う行事が出来なかった。

WEB等をうまく活用して行っていきたい。
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社会への貢献

玖珂中学校　職場体験　10月27、28日

周東中学校　職場体験　11月9、10日

消火訓練

<<第一工場>> <<山口工場>>
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