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⑥ 地域の環境保護活動に積極的に参加し、地域社会との調和を図ります。

　

制定日： 2014年2月10日

改定日： 2021年7月1日

株式会社フジカーランド上田

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長

羽田　憲史

環境関連法規制を誠実に遵守致します。

事業活動に於ける電力消費・燃料の使用削減に努め、二酸化炭素排出量削減を推

進します。

循環型社会に向け、廃棄物排出量を削減しリサイクルを推進します。

節水により排水量の削減に努め、水資源の保全に取り組みます。
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山紫水明な上小の地にふさわしい、地球を守り自然を愛する企業として行動します。

また、この環境方針書は全従業員に周知徹底すると共に社内外に公表します。

以下について具体的な環境目標を定め、実施計画を立て、継続的改善に努めます。

株式会社フジカーランド上田

1.環 境 経 営 方 針

株式会社フジカーランド上田は、『お客様・社員・組織の豊かさの実現』を使命とし、自
動車販売・自動車整備など全ての事業活動及び製品・サービスにおいて地球環境・地域環
境に配慮した環境保全活動を推進し、循環型社会の構築に自主的・積極的に取り組みま
す。

対象化学物質の把握に努め、環境負荷の削減に取り組みます。

エコカー販売の推進と共に、お客様に点検・整備の有用性を説明します。



作成者：
更新日：

□ 組織の概要
（１） 名称及び代表者名

株式会社フジカーランド上田
代表取締役社長　羽田　憲史

（２） 所在地

１ 長野県上田市古里１５０番１

２ 長野県上田市古里１５０番１

３ 長野県上田市古里１５０番１

４ 車検のコバック上田材木町店 長野県上田市材木町二丁目１１番６号

５ 長野県上田市材木町二丁目１１番６号

６ 長野県上田市常田三丁目１５番６１号

７ 長野県上田市古里１１１番１

８ 鈑金塗装工場 長野県上田市古里１１０番１

９ フジカーランド佐久店 長野県佐久市岩村田北一丁目３０番７号

１０ 古里タイヤ倉庫 長野県上田市古里１４５番１１

１１ 古里第1ﾀｲﾔ1号・2号倉庫 長野県上田市古里１５８番１５

（３） 環境管理責任者氏名
責任者 経理部長　 小田中　隆　

（４） 事業内容
自動車（新車・中古車）の販売・買取、
自動車の車検・点検整備及び修理（運輸局指定　3工場）
自動車の鈑金・塗装
損害保険・生命保険の代理店業務
自動車の部品・用品販売

（５） 事業の規模
年間売上高 46億万円（令和3年6月期）
年間車両販売台数 1,839台
年間車検生産台数 6,615台

本部 販売部 古里工場 コバック モドーリー
従業員 10名 14名 19名 18名 2名
延べ床面積 188.75㎡ 361.9㎡ 514.47㎡ 578.28㎡ 43.55㎡

ラビット アップガレージ 鈑金塗装工場 佐久店 古里タイヤ倉庫 古里第1ﾀｲﾔ 1号・2号倉庫

従業員 5名 4名 10名 17名 無人 無人
延べ床面積 158.36㎡ 376.7㎡ 577.91㎡ 1,283.1㎡ 133㎡ 各291.5㎡

（６） 事業年度 7月～6月

□ 認証・登録の対象組織・活動
登録事業者名： 株式会社フジカーランド上田
対象範囲： 全組織・全活動を対象とする

小田中　隆

2.取組の対象組織・活動
2022年7月15日

本　　　部

フジカーランド

古里サービス工場
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鈑金のモドーリー上田材木町店

ラビット上田１８号店

ｱｯﾌﾟｶﾞﾚｰｼﾞﾎｲｰﾙｽﾞ長野上田店

TEL：0268-22-5959



作成日：

株式会社フジカーランド上田

実施体制図及び役割・責任・権限表
2022年7月15日

承　認 作　成

羽
田

小
田
中

代表者
代表取締役社長　羽田　憲史

環境管理責任者

小田中　隆

環境事務局
金井　夕香

EA21
推進委員会

フジカーランド 材木町店 鈑金塗装工場 ラビット アップガレージ 佐久店

高山　誠 春日　竜一 竹花　智史 北澤　佑太郎 今井　洋二 久保　太樹

武重　敏寛

本部 販売部 古里工場
古里

タイヤ倉庫

古里第1ﾀｲﾔ
1号・2号

倉庫
コバック モドーリー

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、技術者を準備

・環境管理責任者を任命

・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・環境経営目標・環境経営活動計画書を承認

・代表者による全体の評価と見直しを実施

・環境経営レポートの承認

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境関連法規等の取りまとめ表を承認

・環境経営目標・環境経営活動計画書を確認

・環境経営活動の取組結果を代表者へ報告

・環境経営活動レポートの確認

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局

・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

・環境関連法規等取りまとめ表の作成及び最新版管理

・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境経営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の送付）

ＥＡ２１推進委員会 ・環境経営活動計画の審議

・環境経営活動実績の確認・評価

部門長 ・自部門における環境方針の周知

・自部門の従業員に対する教育訓練の実施

・自部門に関連する環境経営活動計画の実施及び達成状況の報告

・自部門に必要な手順書の作成及び手順書による実施

・自部門の想定される事故及び緊急事態への対応のための手順書作成

　試行・訓練を実施、記録の作成

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境経営活動へ参加
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・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

全従業員 ・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚



2022 2023 2024

2019年度
実績

（基準年）

2022年度
目標

2023年度
目標

2024年度
目標

2.3％削減 2.5％削減 2.8％削減

198,659 198,253 197,643

2.3％削減 2.5％削減 2.8％削減

127.4 127.1 126.7

2.3％削減 2.5％削減 2.8％削減

478,379 477,400 475,931

2.3％削減 2.5％削減 2.8％削減

17,290 17,255 17,201

2.3％削減 2.5％削減 2.8％削減

47,420 47,323 47,177

2.3％削減 2.5％削減 2.8％削減

13,878 13,850 13,807

2.3％削減 2.5％削減 2.8％削減

14,332 14,302 14,258

2.3％削減 2.5％削減 2.8％削減

7,424 7,409 7,386

2.3％削減 2.5％削減 2.8％削減

3,292 3,286 3,276

金額 8,764,768 前年比100％以上 前年比100％以上 前年比100％以上

CO2削減量
ｋｇ 11,513 0.5％削減増 0.7％削減増 0.7％削減増

※電力の二酸化炭素調整後排出量係数は、0.475Kg-CO2/kWhを使用（平成30年度　ミツウロコ）

４．環境経営目標

項目
（単位）

二酸化炭素排出量
（Kg-CO2） 203,336

二酸化炭素排出量
（Kｇ/百万円） 130.4

電力使用量
（kWh） 489,641

軽油使用量
（ℓ） 17,697

ガソリン使用量
（ℓ） 48,536

灯油使用量
（ℓ） 14,205

都市ガス使用量
（㎥） 14,669

LPガス使用量
（ℓ） 7,599

一般廃棄物 7,678 前年比0.5％増 前年比0.5％増 前年比0.5％増

上水道使用量
（ℓ） 3,370

化学物質の把握
MSDS

による管理
MSDSによる管理 MSDSによる管理 MSDSによる管理
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リサイクルパーツの
販売

エコカー(スカイアクティブ
搭載車両)販売台数 179台 前年比103％ 前年比105％ 前年比105％



2021
目標

2021
実績

目標対比 活動状況

２.０％削減

491,447

２．０％削減

479,848

２．０％削減

17,343

２．０％削減

47,565

２．０％削減

13,921

２．０％削減

14,376

２．０％削減

7,447

２．０％削減

3,303

金額
円 8,764,768 前年比100％以上 5,975,750 68.2%

CO2削減量
ｋｇ 11,513 0.1％削減 6,771 58.9%

※電力の二酸化炭素調整後排出量係数は、0.475Kg-CO2/kWhを使用（平成30年度　ミツウロコ）

５．環境目標実績（2021）

項目
（単位）

2019年度
実績

（基準年）

2021

二酸化炭素排出量
（Kg-CO2） 501,477 488,002 99.3% ○

電力使用量
（kwh） 489,641 422,739 88.1% ○

軽油使用量
（ℓ） 17,697 27,788 160.2% ×

ガソリン使用量
（ℓ） 48,536 52,997 111.4% △

灯油使用量
（ℓ） 14,205 17,173 123.4% ×

都市ガス使用量
（㎥） 14,669 16,358 113.8% △

LPガス使用量
（ℓ） 7,599 4,819 64.7% ○

一般廃棄物
2020年度

14,049
前年比0.5％増 13,806 97.8% ○

上水道使用量
（㎥） 3,370 3,451 104.5% △

化学物質の把握
SDS

による管理
SDS

による管理
SDS

による管理
SDS

による管理
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○

リサイクルパーツ
CO2削減量 △

エコカー（HV/D/EV車）
販売台数 179台

基準年比
100%
179台

278台 155% ○



取組計画（2020） 結果

・不用な照明の消灯 ○

・冷暖房の温度管理（夏28℃・冬22℃） ○

・場内照明の点灯・消灯時間の管理 ○

・“エコドライブ１０のすすめ”実践 ○

・社用車の日常点検徹底 ×

・会議・研修参加時の自動車乗合 ×

・“エコドライブ１０のすすめ”実践 ○

・社用車の日常点検徹底 △

・会議・研修参加時の自動車乗合 ×

＊次年度の取組内容として取組計画を継続して推進する。

６．環境活動取組結果（2021）

項目
（単位）

二酸化炭素排出量
（Kg-CO2）

＊電力・化石燃料を削減し、二酸化炭素の排出量
を削減する

○

電力使用量
（kwh）

軽油使用量
（ℓ）

ガソリン使用量
（ℓ）

灯油使用量
（ℓ）

＊ストーブの効率的使用 ○

都市ガス使用量
（㎥）

*冷暖房運用と温度管理 △

LPガス使用量
（ℓ）

＊冷暖房運用と温度管理 ○

一般廃棄物 ＊ごみの３Rを徹底 ×

上水道使用量
（㎥）

＊啓発活動による節水の徹底 ○

化学物質の把握 ＊MSDSによる管理徹底 ○
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リサイクルパーツ販売 ＊前年比　　22.8％減 ×

エコカー（EV車）販売促進 ＊前年比　　9.4％増 ○



●電気使用量の圧縮

電力の削減

佐久店の全ての照明をLED照明へ変更し
消費電力を抑えることができている。

●エネルギー総使用量の圧縮

働き方改革により、定休日を全店作り
GWや年末年始の大型連休も取得することにより
全体的なエネルギー使用量も抑えることができている。

残業を減らす呼びかけの強化

●太陽光発電
太陽光発電により、二酸化炭素排出量を削減
売電量（ｋｗ/h）
令和3年7月 令和3年8月 令和3年9月 令和3年10月 令和3年11月 令和3年12月 令和4年1月 令和4年2月 令和4年3月 令和4年4月 令和4年5月 令和4年6月 合計

14,047 15,148 11,455 10,888 9,561 7,259 7,439 8,581 13,101 15,119 14,617 15,289 142,502

67,261

※二酸化炭素調整後排出量係数は、0.472Kg-CO2/kWhを使用（平成２９年度　中部電力）

７．省エネルギーの推進

二酸化炭素削減量（Kg-CO2）
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承認 作成

管理部門 遵守評価

VOC発生施設の設置（吹付塗装） VOC発生施設

施設設置の届出 揮発性有機化合物

排出基準の遵守

自動式車両洗浄施設設置の届出 門型洗車機
フジカ―
コバック

排水基準の遵守（水質の測定） 油水分離槽

油水分離層の適正管理

公共・流域下水道組合規定の水質基準の遵守

空気圧縮器 各営業所 ○

空気圧縮器 各営業所 ○

排出基準の遵守 トルエン

悪臭防止努力義務 キシレン

廃棄物の保管場所表示・保管基準の遵守 廃油・廃プラ

収集運搬・中間処理業者との委託契約

マニフェストの交付・回収・報告 廃タイヤ

特別管理産業廃棄物管理責任者の選任

廃棄物減量の推進

産業廃棄物管理票交付等状況報告書

業務用エアコン

ヒートポンプ

リサイクル券の発行

買い替え、廃棄時にリサイクル料金の支払い 各営業所 ○

作業主任者の選任・表示/作業環境測定 吹きつけ塗装

換気設備の設置/健康診断の受診

保管危険物の指定数倍の確認 エンジンオイル

シンナー

登録簿更新日 2021年7月1日 株式会社フジカーランド上田

遵守評価日 2022年7月1日

小
田
中

倉
持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

法令名称 要求事項 該当する施設・物質

大気汚染防止法
鈑金塗装
工場

○

（トルエン、キシレン、アセトン）

水質汚濁防止法

○

各営業所

下水道法
各営業所 ○

騒音規制法 定格出力7.5kW以上（指定地域）各市長村基準による

振動規制法 定格出力7.5kW以上（指定地域）各市長村基準による

悪臭防止法 鈑金塗装
工場

○

廃棄物の処理及び

各営業所 ○

清掃に関する法律 廃クーラント、金属くず

※B2、D、E票の保管（5年間）、B2、D票90日、Ｅ票
180日以内に送付されない場合は30日以内の知事
への報告。

（事業所毎に毎年6月30日までに前年度のマニフェス
ト交付状況の行政への報告）

フロン排出抑制法
担当者が簡易点検記録と定期点検記録を残す 各営業所 ○

自動車リサイクル法

各営業所 ○使用済み自動車を引き取りフロン類が充填されてい
る場合は回収業者に、その他の場合は解体業者に
引き渡す

家電リサイクル法 パソコン、テレビ、冷蔵庫

労働安全衛生法
鈑金塗装
工場

○（有機溶剤中毒予防規則）
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消防法
各営業所 ○

違反、訴訟等の有無
・環境関連法規等について遵守状況を確認したところ、違反はありませんでした。
・地域住民から苦情・訴訟もありませんでした。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。



９．代表者による全体の評価と見直し・指示

今回、3回目の更新審査となります。前回の中間審査時から開始したエコカー販売台数についても順調に伸びて

おり、エコアクション２１活動の取り組みへの意識が全社で高まった結果ではないかと思っています。

今年も昨年に引き続き、コロナ禍での営業を余儀なくされましたが、幸い

お客様の足が止まってしまう事はなく、中古車の販売においては良い結果を

出すことも出来ました。その分、産業廃棄物の排出量の減少が難しく、

また次回へ向けての課題としたいと思います。

引き続き行っている『地域貢献清掃』は敷地周辺の簡単なゴミ拾いですが、

近隣の方よりお褒めの言葉をいただく事もありましたので、当社の強みの一つ
として持続して行っていきたいと思います。

作成日：2022年11月１日
株式会社フジカーランド上田

代表取締役社長 羽田 憲史




