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株式会社マツダオートザム松江

2021 環境経営レポート

　（対象期間：2021年3月～2022年2月）
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□組織の概要
（１） 名称及び代表者名

商号：株式会社マツダオートザム松江
代表取締役　坪倉　大吾

（２） 所在地
本　　　社
ｻｰﾋﾞｽ工場

資材倉庫 島根県松江市西尾町18-1

　（対象期間：2021年3月～2022年2月） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
環境管理責任者　代表取締役　坪倉　大吾 TEL：0852-39-0789
環境事務局 取締役総務部長 坪倉　理子

（４）
　新車及び中古車の販売、自動車の整備、損害保険、レンタカー

（５） 事業の規模
総販売台数（新車・中古車） 335台（2021年度受注ベース）

本社 サービス工場 資材倉庫
無人

496㎡ 300.8㎡ 197.68㎡

（６） 事業年度 3月～2月

□認証・登録の対象範囲（対象組織及び対象の活動）
登録組織名： 商号：株式会社マツダオートザム松江

全組織が対象
本社
サービス工場
資材倉庫

対象活動： 全事業活動が対象

　新車及び中古車の販売、自動車の整備、損害保険、レンタカー

延べ床面積　　　
従業員　　　　　 15名

島根県松江市西尾町20-1



　株式会社マツダオートザム松江　実施体制図及び役割・責任・権限表

作成者：坪倉　大吾
制定日：2014年5月25日
改訂日：2021年10月30日

2021 環境事務局
大田　佳代

　（対象期間：2021年3月～2022年2月）
　　　　　　全　従　業　員

役割・責任・権限
　代表者（社長） ・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能等を準備
・環境管理責任者の任命、実施体制の承認
・環境方針の策定、見直し及び全従業員へ周知
・環境目標・環境活動計画書を承認
・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 ・環境経営システムの構築、実施、管理の責任者、
・環境関連法規等の取りまとめ表及び遵守チェック結果のを承認
・環境目標、環境活動計画書を確認
・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
・教育訓練の計画策定と実施責任
・実施体制の策定
・各種手順書の承認及び問題点の是正措置及び予防措置の承認
・緊急事態の想定の承認及び試行、訓練結果の承認

　環境事務局 ・環境管理責任者の補佐業務
・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施
・環境目標、環境活動計画書原案の作成
・環境活動の実績集計
・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チェックの実施
・環境関連の外部及び内部コミュニケーションの受付窓口、取りまとめ
・環境活動レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局へ送付）
・エコアクション関係各文書、記録等の保管管理
・緊急事態の想定作成及び試行、訓練結果のとりまとめ

全従業員 ・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚し業務に取り組む
・法令遵守等、決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

代表者
坪倉　大吾

環境管理責任者
坪倉　理子



①

②

③ 使用するコピー用紙を節減しペーパーレス化を推進します。    

④

⑤

⑥ 使用済み自動車の適正処理、リサイクルを推進します。

⑦ 環境経営方針を全従業員に周知徹底し、環境経営活動レポートを作成し公表します。

制定日：

改定日： 2019年11月15日

改定日： 2022年12月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役

【行動方針】

環境に関する法規則を遵守します。

環境経営方針

＜基本理念＞

現在、生活の為のインフラが整い、大変便利の良い世の中になっています。しかしながらその反面、数十年前と比較
しますとエネルギーの使用量も増大し、それに伴い地球温暖化が進み、廃棄物の増大へと繋がっています。しかしな
がら、ここ近年においては環境悪化に対する懸念が重要視され、各法人、個人が環境対策に取り組んできています。
私たちは自動車販売・整備の事業活動における環境負荷を低減する為に、全社一丸となり自主的、積極的に継続的
改善を行いながら環境保全活動に取り組みます。

「クルマを通した生活のお役立ち」

2016年3月1日

坪倉　大吾

資材の省資源化及び廃棄物の３Ｒ（減量、再使用、再生利用）を推進します。     

環境に配慮した自動車の販売を推進します。（新車・スカイアクティブ）

事業場周辺の環境保全と清掃活動を推進します。



環境経営目標と実績

□5年間の総売上高及び環境負荷実績

単位
2,017年

(基準年）
2,018年 2,019年 2020年 21年（新基準年）

百万円 506 595 516 562 574

kg-CO2 53,183 53,475 52,021 49,102 37,199

トン 2.8 3 2.4 2.3 2.9
トン 16.9 16.4 14.2 15 15.9
㎥ 359 357 384 506 652

台
96 92 88 84 95

□環境経営目標と単年実績
旧基準年 2019年 2020年 2021年 新基準年 対目標判定 2022年度

（2017年実績） （実績） （実績） （目標） （2021年実績） （参考） （目標）

百万円 506 516 562 582 574 603

基準年比 102% 111% 115% 98.6% × 105%

kg-CO2 53,183 52,021 49,102 51,057 37,199 36,827

基準年比 96% 92% 96% 84.2% 〇 99%

kg-CO2 28,085 26,306 25,553 26,961 15,621 15,465

基準年比 96% 91% 96% 79.4% 〇 99%

kg-CO2 25,099 25,714 23,549 24,095 21,578 21,362

基準年比 96% 94% 96% 89.6% 〇 99%

kg 2,750 2,470 2,302 2,640 2,884 2,855

基準年比 90% 84% 96% 109.2% × 99%

ｔ 16.9 14.2 14.9 16.3 15.9 16

基準年比 84% 89% 96% 97.5% 〇 99%

㎥ 359 384 506 347 652 645

基準年比
107% 141% 96% 187.9% × 99%

台 96 88 84 106 95 98

基準年比 91% 88% 110% 89.6% × 105%

備考：PRTR対象化学物質を使用していないので、化学物質使用量削減の目標は掲げません。

備考：環境配慮車(スカイアクティブ車新車）は2017年度より集計しています。

備考：21年3月より工場棟の増築、21年5月より新店舗（販売）への移転があった

排出係数：2021年0.521ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ　※中国電力　2020年度調整後排出係数

　　　　　　　　　　　　0.291ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ　※A社　2020年度調整後排出係数

項　目

二酸化炭素総排出量

水使用量の削減

電力使用量の削減

環境配慮車の販売
（スカイアクティブ）

排出係数：2017年0.657ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ　※中国電力　2011年度実排出係数

総排水量

備考：判定記載方法　　〇：目標達成　△：基準年度比達成　×：基準年度比未達

総売上高

備考：電力使用量は中国電力への売電部分をマイナスした数値とする

化石燃料使用量の
削減

環境配慮車の販売
（新車スカイアクティブ
車）

一般廃棄物の削減

産業廃棄物の削減

二酸化炭素排出量削減

備考：21年5月より新店舗による営業の為、21年度を新基準年とする。対目標判定は参考レベルとする。

　　　　　　　　　年　度
　　項　目

一般廃棄物量排出量

　産業廃棄物排出量

総売上高

排出係数：2018～20年0.636ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ　※中国電力　2018年度調整後排出係数
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□環境経営活動の取組み結果とその評価 ○・・取り組んだ
及び次年度の環境経営目標及び △・・一部取り組んだ
環境経営計画 ×・・取り組めなかった

＊環境経営目標は前頁参照

（１）電力使用量の削減 評価 次年度の計画 計画廃止年度
〇 習慣化できた来たので廃止 2020
× 継続

× 2021年度店舗移転に伴導入計画があり廃止 2020
× 2021年度店舗移転に伴う導入計画があり廃止 2020

（２）化石燃料使用量の削減

〇 継続

〇 継続

〇 継続

○ 継続

（３）一般廃棄物排出量の削減

△ 継続

△ 継続

（４）水使用量の削減

× 継続

× 植木使用が少ない為廃止 2020
（5）環境配慮車の販売

△ 継続

（6）社会貢献

○ 継続

〇 継続

（１）二酸化炭素排出量の削減　：　達成（目標比84.2％＊電力79.4％、化石89.6％）

【（１）電力使用量の削減　（２）化石燃料使用量の削減】

空調の定期清掃はエアコンをリニューアルしたばかりなので行わなかった。

化石燃料は、コロナ禍の出張回数減と訪問型から来店型への営業スタイルへの変更と推察

（２）一般産業廃棄物の削減　：　未達成　（目標比109.2％）

【（３）一般廃棄物排出量の削減】

引越及び通年での断捨離、コロナ対策で使い捨てコップへの変更等が理由

（3）水使用量の削減：　未達成（目標比：187.9%）

【（４）水使用量の削減】

店舗工事による水の使用がイレギュラーであった

　　　　　　　　機械式洗車機の凍結対策方法を間違えていて常時微量に水が出ていた

（4）環境配慮車の販売：達成（目標比89.6％）

【（5）環境配慮車の販売】

販売台数に変化はなかったが社会状況（人口、半導体不足）からすると良いと言える

（5）社会貢献活動

【（6）社会貢献】

毎月1回の会社近隣の拡大清掃は雨天で数回未実施もあったが、継続したい

グリーンスローモビリティ事業はメンテナンスだけでなく

市民団体による実証実験への電動カート輸送ボランティア協力を行った

・会社周辺等の清掃・美化活動

・グリーンスローモビリティ事業への参画

・適切回数の洗車実施

・雨水利用による植木の水やり

・燃料管理の徹底

・エコ点検の実施（空気圧・オイル交換）

・ミスコピーしない業務の徹底

・ペーパーレスへの移行

スカイアクティブ車の販売

・夜間、休日はﾊﾟｿｺﾝﾌﾟﾘﾝﾀｰ等の電源切断

・空調の定期的な清掃実施

・省エネﾀｲﾌﾟ(ｴﾈﾙｷﾞｰ効率の高い）ｴｱｺﾝへの更新

・照明器具をＬＥＤ照明に変換

・エコドライブの徹底

・効率的なルートでの営業活動



環境関連法規等の遵守状況及び違反、訴訟の有無
法規制等の名称 条項等 該当する要求事項 評価結果

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 法５条
・土地又は建物の占有者（管理者）の清潔保持規定
・廃棄物の不適正処理を発見した時の土地占有者（所有
者・管理者）の通報義務

該当無し

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
法６条の
２・法６条
の３

・事業者の一般廃棄物処理にかかる義務規定遵守 ○

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

法１２
条の３～
法１２の４
法12条の2
法12条の
5、6　法16
条、16条の
2

・産業廃棄物の運搬・処分を他人に委託する場合の委託
基準の遵守（マニフェストに関する遵守規定）
・保管の基準　　　　　　　　　　　　　　・投棄の禁止
・焼却禁止

○

水質汚濁防止法
法５条、７
条、　１０条

・自動式車両洗浄施設の設置 ○

水質汚濁防止法
法１４条の
２

・事業場から公共用水域に排出される油や有害物質び地
下に浸透する油や有害物質を防ぎ公共用水域及び地下水
の汚濁防止

該当無し

下水道法

法12条の2
法12条の４
法12条の９
法12条の
12

・事業場から下水道に排出される油や有害物質による下水
道の汚濁防止　　　　・特定事業場からの下水の排除の制
限　　　　　　　　　　・特定施設の構造等の変更の届出
・水質の測定義務等

該当無し

資源有効利用促進法
法４条

原材料等の使用の合理化と再生資源・再生部品を利用す
る努力義務

該当無し

家電リサイクル法
2021

特定家庭用機器廃棄物を排出する場合は、収集・運搬を
する者又は再商品化等をする者に適切に引渡す義務

該当無し

自動車リサイクル法
法８
法９
法１０
法７３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自動車所有者は、使用
済み自動車を引取業者に引き渡さなければならない

○

　（対象期間：2021年3月～2022年2
月）

法81

引取業者は、使用済自動車を引き取ったときは、主務省令
で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該
使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該
使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事
項を情報管理センターに報告しなければならない。

○

道路法等、（道路運送車両法、道路交
通法）車両制限令等

法４７、４７
の２、令３

車両の長さ、幅、高さ等の規制制限を超える場合は許可の
申請

該当無し

道路交通法 法７４の３ 安全運転管理者制度（選任と届け出） ○

道路交通法 過積載の禁止と許可の申請 該当無し

道路運送車両法
法４７、４７
の２、４８、
４９

日常点検整備、定期点検整備の実施、点検整備記録簿の
備え付け

○

松江市火災予防条例
４６条 該当無し

廃棄物処理及び清掃に関する法律施
行令

平成２７年
政令第376
号

水銀使用製品産業廃棄物の新設　　　　　　　　　　　　水銀
使用製品産業廃棄物の回収義務の新設

○

フロン排出抑制法 簡易点検・定期点検の実施及び記録・保管 〇

違反、訴訟の有無（外部等の苦
情）

環境関連法規の違反は無く、環境機関からの指摘も受けておりません。
また、同様に訴訟等についても、過去3年間1件もありません。



代表者による全体の評価と見直し・指示

全体の評価とコメント
毎月1回の会議体制を見直した。
トップダウン型からボトムアップ型への経営に徐々に移行している。
会議体は各部門（営業・サービス・事務）毎の会議、
ありたい姿への各委員会（カスタマージャーニー・リスクヘッジ・エクセレント）毎の会議
及び全体会議としている。
内容は多岐にわたるが、コンプライアンス（環境関連法規）の確認や、
訪問型を減らし来店型へ移行する等、事業スタイル（活動取組）の変化により、
エコアクションの活動にも繋がっている。
2021年3月に工場棟の増築、5月に新しいショールームをオープンし
これまで100メートル離れていたショールーム・サービスが1か所に
集約する事によって業務効率・エネルギー効率の改善に繋がっている。
これを機に、照明器具、空調機器が省エネタイプへ移行した。
又、新たな取り組みとしてソーラーパネルを設置した。
総合的な店舗の大改革によりエコアクションの物理的に大規模なものは
着手出来た。
ビジネスの観点から、試乗車の電気自動車を試乗車兼お客様用代車で
貸し出すことにより、長期的な電気自動車への意識づけと目の前のCO2削減
への効果があったと思う。継続して行っていきたい。
最後に、2021年度の結果を新基準とし2022年度の活動へ繋げていく。


