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作成日：

大和自動車整備株式会社

2021 環境活動レポート

2022年4月20日



１． 環境関連法規制や当社が約束したことを遵守します

２． 電力使用及び自動車燃料削減により二酸化炭素排出量の削減に取組ます。

３． 排出される廃棄物の再生利用に努めます。

４． 水使用量の削減に努めます。

５． リサイクル部品の活用等によりグリーン購入促進に努めます。

６． エコ商品の販売に努めます。

７． 工場周辺の清掃活動に努めます

制定日：

代表取締役社長

大和自動車整備株式会社

環 境 方 針

 大和自動車整備株式会社は、自動車の販売・整備等の事業活動を通じて、環境への種々の
影響を考え行動し、地球温暖化問題への取り組みや地域の環境活動に自主的・積極的に継
続的な改善に取り組み,　人々が健康で安全に暮らせる未来になるよう貢献します。

2014年9月30日

谷本　司



□組織の概要

（１） 名称及び代表者名

大和自動車整備株式会社

代表取締役社長　谷本　司

（２） 所在地

本　社 和歌山県田辺市下三栖１４６８番地の２

展示場 和歌山県田辺市下三栖１４６９番地の１

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

責任者 社長 谷本　司　　TEL：0739‐33‐0298

担当者 片岡　万実　　

（４） 事業内容

車両の販売、車検・点検・整備、保険の販売

（５） 事業の規模 　

売上高 3.9 億円

入庫台数 4,200 台

8 名

1,500 ｍ2

（６） 事業年度 1月1日～12月31日

□認証・登録の対象組織・活動

登録事業者名： 大和自動車整備株式会社

対象事業所： 本社・工場、展示場

対象外： なし

活動： 車両の販売、車検・点検・整備、保険の販売

延べ床面積　　　

従業員　　　　　



□実施体制

事務所 営業

役割・責任・権限

代表者 ・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 ・環境経営システムの構築、実施、管理
責任者 ・環境関連法規等の取りまとめ表を承認

・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

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
・環境活動ﾚﾎﾟｰﾄの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

ＥＡ２１推進 ・環境活動計画の審議
委員会 ・環境活動実績の確認・評価

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
・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

環境管理責任者

EA21推進委員会

工場

環境事務局



□主な環境負荷の実績
単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

kg-CO2 43,927 41,895 30,305 45,641 31,488
kg 12,055 23,267 10,710 10,370 9,810

　一般廃棄物排出量 kg 1,574 1,548 1,150 1,470 1,150
　産業廃棄物排出量 kg 10,481 21,719 9,560 8,900 8,660
水使用量 m3 539 490 619 545 450

※電力の調整後CO2排出係数 0.534 kg-CO2/kWh　　和歌山電力　2020年度

□環境目標及びその実績
基準値 2022年度 2023年度

（基準年度) （目標） （実績） （目標） （目標）
kg-CO2 26,965 25,347 17,925 25,078 24,808

比率 2020年 94% 71% 93% 92%

kg-CO2 18,083 17,360 13,051 17,179 16,998

比率 2020年 96% 75% 95% 94%

kg-CO2 45,048 42,707 30,976 42,257 41,806

比率 2020年 95% 73% 94% 93%

kg 1,470 1,426 1,150 1,411 1,397

比率 2020年 97% 81% 96% 95%

枚 34,426 33,393 23,392 33,049 32,705

比率 2020年 97% 70% 96% 95%

円 243,000 250,290 38,700 252,720 255,150

比率 2020年 103% 15% 104% 105%

ｍ3 545 529 450 523 518

比率 2020年 97% 85% 96% 95%

％ ― 20% 63% 25% 30%

以上 以上 以上 以上

千円 334 344 335 347 351

比率 2020年 103% 97% 104% 105%

廃棄物排出量

一般廃棄物の削減

項目

二酸化炭素排出量

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

事務用品グリーン購入の
推進

産廃売却金額（ﾘｻｲｸﾙ）の
向上

2021年度

コピー用紙の削減

リサイクル部品の活用

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

水道水の削減

二酸化炭素排出量計
（電気＋自動車燃料）



□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
◎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

数値目標 ○
○
○
○
○
○

数値目標 ○
○
△
○

数値目標 ○
○
○
○
○

数値目標 ✕
○
○

数値目標 ○
〇
×
〇

数値目標 ○
〇
△
〇

○
〇

×

○
○

目標未達。社員全員のお客様へのリサイクル部品の
ご提案を増やしてきました。今後、さらに意識向上を図
り目標達成していきます。

リサイクル部品の活用
数値目標

・顧客へのリサイクル部品活用提案
・優良なリサイクル部品業者の選定

事務用品グリーン購入の推進
・自動水栓取り付け

目標達成。展示車、試乗車、代車の台数が増え定期
的な洗車をする事で水の削減ができたことは自信に
つながります。今後も社員全員の意識向上を図り努力
していきたいと思います。

数値目標 目標達成。現状ほぼ利用できるものは利用していま
す。対象品目の調査

・節水弁取り付け

コピー用紙の削減

・裏紙の活用（両面印刷）

・作業ミスによる廃棄量の削減

・節水シールの貼り付けとポスター掲示

・素材別ボックスの設置

水道水の削減

目標未達。以前より削減できている、休日が増え稼働
日数が減った事による減少が大きいと思います。今
後、より一層社員全員の意識向上を図り、削減に努め
ます。・帳票見直しによる印刷物の削減

・梱包材の再利用
産廃売却金額（ﾘｻｲｸﾙ）の向上

・ミスコピーの削減
・ペーパーレス化への取り組み

目標未達。さらに車検・点検の入庫促進に取り組み、
分別の徹底により社員全員の意識向上を図ります。

・シュレッダー廃紙のリサイクル化
・分別の徹底

目標達成。紙面での保存をPCでのデータ保存に変更
し、ペパーレスを意識して取り組んできました。今後、
さらにミスプリント削減など社員全員の意識向上を図
り、改善に努めます。

電力による二酸化炭素削減

・空調温度の適正化（冷房28℃ 暖房20℃）
・不要照明の消灯
・ノー残業デーの実施

取組結果とその評価、次年度の取組内容

一般廃棄物の削減

・効率的なルートで配送
・エリア別営業活動の見直し

目標達成。コロナ禍で新車販売にも影響が出ており販
売台数が減少していますが、マツダ車の試乗の機会
を多くし、貸出の機会などを増やし必要不可欠な場面
で使用する営業に努めています。引き続き、普段から
の燃費を考え、使い方を改善していき目標達成を目指
します。

・空気圧縮機のエア洩れ点検

目標達成。働き方改革により退社時間が早くなり休日
が増え稼働日数が減った事、空調機リニューアルによ
り消費電力の削減に反映されたと思います。今後、引
き続き西日対策や作業効率を考えながら目標達成で
きるよう社員全員で取り組んでいきたいと思います。

自動車燃料による二酸化炭素削減

・作業改善・業務改善の推進(整備工場）

・アイドリングストップ

取り組み計画



□環境関連法規等の順守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。 順守
○
○
○

引取り業の登録 ○
○

設置の届出、定期検査 ○
○

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

環境方針　　　　□変更あり　　　☑変更なし
環境目標 　☑変更あり　　　□変更なし 見直しをした
実施体制 　□変更あり　　　☑変更なし

□避難訓練と消火器点検

□地域清掃活動

一般廃棄物、産業廃棄物（金属ｸｽﾞ､廃ﾌﾟﾗ､廃油､廃ｱﾙｶﾘ､汚泥等）
騒音・振動規制法 指定地域非該当

　今期、新たに2020年度実績を環境目標の基準値とする見直しをした。
　お客様の車の安全装備や低燃費への関心が高まるなかで車両販売が伸びてきている。車両販
売の伸びが環境目標に影響してくると思うが、それぞれの項目に対しさらに全員で取り組んでい
く。目標達成を目指す。

廃棄物処理法

2021/12/20

廃掃法 油水分離層の汚泥引き抜き

消防法 危険物の保管（指定数量1/5以下で管理）

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順守されていました。

浄化槽法

自動車リサイクル法
フロン排出抑制法 業務用空調機の簡易点検


