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福岡トヨペット株式会社

＜基本理念＞

当社は、いつも「お客様の視点」で考え、くるまと関連商品の販売・

サービスを通じて豊かで快適なくるま社会の実現と『お客様のお役に

立つ』ことを旨として行動します。

同時に『より良き企業市民』として健全な企業活動に心がけ、地球環境

や地域環境の保全・改善活動に積極的に取り組むとともに、環境経営の

継続的改善を実施いたします。

＜基本方針＞

１． 事業活動が環境に与える影響を正しく認識し、全社員で継続的な環境

改善行動を励行します。

２． 環境に関する法律・規則・協定等を遵守し、環境保全レベルの向上を

はかります。

３． 環境保全は発生源対策が不可欠であり、事業活動のすべての分野で重

点的取組事項として、省エネルギー・節水・省資源・確実なリサイクル

の推進と廃棄物の削減、化学物質の適正な管理、汚染の予防に努めます。

４． 全社員に環境経営方針の理解と、環境保全の向上、環境管理の励行を

はかります。

５． 環境監査を実施して、環境管理の維持向上をはかります。

６． 環境に配慮した商品の購入の拡大を推進します。

７． お客様に車の環境情報を積極的に提供して、低燃費車、低公害車の普

及をはかります。

８． 地域社会とのコミュニケーションを大切にし、地域の環境保護活動に

協力します。

　　　　　代表取締役社長　　　　　村井　隆介

１．環境経営方針

　　    環　 境　 経　 営　 方 　針

　　　　制定日　　　２０１４年１１月２０日

　　　福岡トヨペット株式会社

　　　　改訂日　　　２０２２年　８月　１日
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１．事業者名 福岡トヨペット株式会社

　代表取締役社長　　村井　隆介

２．所在地 本社　〒812-0008　福岡県福岡市博多区東光1丁目6－13

TEL：092-411-1121

FAX：092-474-2115

３．環境管理責任者 ・責任者　　 常務取締役  管理本部長　  川久保　正一　

・副責任者 取締役  兼　執行役員 　　　 管理副本部長　  鎌　健児　

・担当者 経営管理部　グループリーダー      池内　勝康

・連絡先 TEL 092-411-1120

FAX 092-474-2115

４．認証・登録範囲 ・事業活動         全活動

　　新車の販売及びU-Carの販売、自動車の車検・点検整備及び修理、

　　自動車部品・用品の販売、自動車のリース、

　　損害・生命保険代理店業務、携帯電話の販売

・対象事業所 　　全組織

５．2021年度事業規模 ・売上高 5,538,000 万円

・新車販売台数 13,660 台

・整備入庫台数 263,857 台

・従業員数 1,148 人

　（2022年3月末現在）

６．対象範囲 ・新車販売店舗 33 拠点

・U-Car販売店舗 7 拠点

・U-Car商品化センター 1 拠点

・板金､サービス工場､配回送 5 拠点

46 拠点

※2021年度は、2021年4月１日から2022年3月31日

２．組織の概要

　　　（レクサス含）

計
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所　在　地

住　　所

1 812-0008 福岡市博多区東光１丁目6-13 092-411-1121 092-474-2115

2 811-3217 福津市中央１丁目17-24 0940-42-0916 0940-43-1256

3 813-0002 福岡市東区下原4丁目19-39 092-661-8100 092-661-8223

4 811-2207 糟屋郡志免町南里4丁目16番1-2号 092-692-4190 092-937-7101

5 818-0066 筑紫野市大字永岡1033-1 092-925-0567 092-921-0433

6 812-0063 福岡市東区原田4丁目1-1 092-621-6811 092-611-5260

7 816-0812 春日市平田台1丁目139 092-595-1070 092-595-1578

8 812-0008 福岡市博多区東光１丁目6-13 092-411-0567 092-474-1584

9 815-0031 福岡市南区清水3丁目25-11 092-541-2831 092-512-2905

10 814-0003 福岡市早良区城西1丁目9-25 092-821-0567 092-822-7266

11 816-0864 春日市須玖北1丁目48-1 092-588-5025 092-953-5790

12 811-1361 福岡市南区西長住3丁目22-7 092-552-0567 092-588-5026

13 814-0022 福岡市早良区原3丁目17-25 092-843-3111 092-843-1565

14 819-1102 糸島市高田1丁目2-7 092-322-4035 092-323-5847

15 800-0057 北九州市門司区大里新町4-11 093-381-6263 093-391-5837

16 800-0206 北九州市小倉南区葛原東4丁目1-21 093-471-5630 093-473-5421

17 824-0033 行橋市北泉4丁目2-6 0930-23-3368 0930-24-7574

18 802-0065 北九州市小倉北区三萩野1丁目1-43 093-921-5631 093-921-0841

19 804-0013 北九州市戸畑区境川2丁目5-19 093-861-1361 093-882-4711

20 806-0045 北九州市八幡西区竹末2丁目16-8 093-631-0031 093-631-0037

21 807-0803 北九州市八幡西区千代ｹ崎3丁目14-22 093-691-0555 093-691-0300

22 809-0014 中間市蓮花寺2-2-1 093-244-8567 093-245-7749

23 822-0022 直方市知古3丁目1 0949-24-5670 0949-22-1082

24 826-0042 田川市大字川宮1760-6 0947-44-1607 0947-44-0779

25 820-0112 飯塚市有井353 0948-82-1567 0948-82-2073

26 811-4303 遠賀郡遠賀町大字今古賀470-1 093-293-3831 093-293-6848

27 838-0069 朝倉市来春129-1 0946-22-3145 0946-22-0172

28 830-0003 久留米市東櫛原町1025 0942-39-2736 0942-38-5981

29 833-0005 筑後市大字前津2496 0942-52-8678 0942-52-9035

30 832-0807 柳川市三橋町大字枝光355 0944-72-6231 0944-73-2798

31 837-0905 大牟田市大字甘木536 0944-58-1166 0944-58-6305

32 830-0052 久留米市上津町向野2228 0942-22-1515 0942-22-2230

33 819-0022 福岡市西区福重1丁目2-22 092-883-7721 092-883-7727

34 819-0031 福岡市西区橋本1丁目13－6 092-894-8639 092-894-8638

35 812-0881 福岡市博多区井相田1丁目13-42 092-581-3131 092-592-5976

36 811-2302 糟屋郡粕屋町大字大隈字大間185-1 092-938-1422 092-938-3811

37 800-0206 北九州市小倉南区葛原東4丁目1-17 093-472-1234 093-472-1110

38 807-0821 北九州市八幡西区陣原2丁目12-6 093-621-5352 093-642-4298

39 820-0112 飯塚市有井353 0948-82-2594 0948-82-2530

40 839-0809 久留米市東合川1丁目9-11 0942-44-6144 0942-44-6147

41 811-2302 糟屋郡粕屋町大字大隈字大間185 092-938-1411 092-938-7834

42 812-0042 福岡市博多区豊2丁目5-31 092-441-1154 092-413-2920

43 811-2302 糟屋郡粕屋町大字大隈字大間185 092-938-2003 092-938-2004

44 807-0811 北九州市八幡西区洞北町2番16号 093-691-0055 093-691-0037

45 830-0052 久留米市上津町向野2228 0942-22-2211 0942-22-7154

46 811-2302 糟屋郡粕屋町大字大隈字大間185 092-938-2003 092-938-2004

３．事業所一覧
2022/4/1現在

事業所名
郵便番号 電　話　番　号 ＦＡＸ　番号

（店舗）

長　住　店

本　社

宗　像　店

下　原　店

志　免  店

筑 紫 野 店

流通ｾﾝﾀｰ 店

春　日　店

福　岡　店

清　水　店

西　新　店

井　尻　店

田　川　店

原　店

前　原　店

門　司　店

曽　根　店

行　橋　店

小　倉　店

戸　畑　店

八　幡　店

本　城　店

中　間　店

直　方　店

カーメイトかすや

飯　塚　店

遠　賀　店

甘　木　店

櫛　原　店

八女インター店

柳　川　店

大 牟 田 店

久 留 米 店

レクサス福岡西

カーメイトはしもと

カーメイト麦野

福岡BPセンター

北九州BPセンター

久留米BPセンター

配回送コントロールセンター

カーメイト曽根

カーメイト陣原

カーメイト飯塚

カーメイト東合川

U-Car総合センター

法人営業部（空港口サービスセンター）
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〈代表者〉

　取締役社長　村井隆介

〈環境管理責任者〉内部監査委員兼務 〈環境管理副責任者〉内部監査委員兼務

〈環境推進事務局〉

　経営管理部　総務Ｇ

〈環境推進責任者〉

　ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部

　経営管理部　

　店舗支援部

　U-Car営業部

　サービス技術部

　改善支援部

　採用・教育部

　お客様関連部

地域責任者 ： 部長・ゾーンマネージャー

環境担当者 ： 店長・センター長・グループリーダー

環境副担当者 ： 営業マネージャー・サービスマネージャー・主幹

〈地域責任者〉 〈地域責任者〉 〈地域責任者〉 〈地域責任者〉 〈地域責任者〉

４．環境管理実施体制（組織図）
2022/7/1現在

　管理本部　本部長　川久保 常務取締役 　管理本部　副本部長　鎌 取締役兼執行役員

宗像店 清水店 門司店 八幡店 甘木店

福岡東ＺＭ 福岡西ＺＭ 北九州東ＺＭ 北九州西・筑豊ＺＭ 筑後ＺＭ

志免店 井尻店 行橋店 中間店 八女ｲﾝﾀｰ店

下原店 西新店 曽根店 本城店 櫛原店

柳川店

流通ｾﾝﾀｰ店 原  店 戸畑店 田川店 大牟田店

福岡店 遠賀店

筑紫野店 長住店 小倉店 直方店

春日店 前原店 飯塚店 久留米店

〈地域責任者〉 〈地域責任者〉 〈地域責任者〉 〈地域責任者〉

ﾚｸｻｽ事業責任者 BPC統括部長 U-Car ZM 経営管理部長

（空港口ｻｰﾋﾞｽ）

本社各部

法人営業部

レクサス福岡西 久留米BPｾﾝﾀｰ ｶｰﾒｲﾄはしもと

北九州BPｾﾝﾀｰ ｶｰﾒｲﾄ麦野

ｶｰﾒｲﾄ飯塚

ｶｰﾒｲﾄ東合川

U-Car総合ｾﾝﾀｰ

福岡ＢＰｾﾝﾀｰ ｶｰﾒｲﾄかすや

配回送ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ ｶｰﾒｲﾄ曽根

ｶｰﾒｲﾄ陣原

EA21 推進委員会
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・経営における課題とチャンスの明確化

・内部監査委員兼務

・内部監査実施

・環境経営に関する地域統括・管理

  （環境推進責任者の補佐及び、環境担当者へのサポート）

・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

５．環境経営システム　役割・責任・権限表

2022/4/1

担当 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

・環境目標・環境経営計画書を確認

・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確認

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理

環境管理副責任者 ・環境関連法規等の取りまとめ表を承認

・環境経営目標・環境経営計画書を承認

・環境経営の取組結果を代表者へ報告

・環境経営レポートの承認

環境推進事務局 ・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局

環境推進責任者 ・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、環境経営計画書原案の作成

・環境経営の実績集計

・自部門における環境経営方針の周知

・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）

地域責任者

環境担当者 ・自部門における環境経営システムの実施

・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計画の実施及び達成状況の報告

・特定された項目の手順書作成及び運用管理

・自部門の特定された緊急事態への対応のための手順書作成､テスト､訓練の実施、記録の作成

・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

5



・当社は、事業活動により生じる環境負荷の内、影響が大きいと考えられる項目について下記事項を重点的に取組みます

【全社】

2019年度

実績（=基準年）

2020年度

目標

2021年度

目標

2022年度

目標

-0.5% -1.0% -1.5%

4,612,291 4,589,113 4,565,936

-0.5% -1.0% → 3% -1.5% → +15%

4,942,234 5,116,081 5,712,129

-0.5% -1.0% -1.5%

108 108 107

-0.5% -1.0% -1.5%

2,745 2,731 2,718

-0.5% -1.0% -1.5%

68,011 67,669 67,328

-0.5% -1.0% -1.5%

970,055 904,613 900,045

-0.5% -1.0% -1.5%

190,543 189,585 188,628

-0.5% -1.0% → 2% -1.5% →+4%

213,133 218,488 222,772

-0.5% -1.0% → 2% -1.5% → +4%

137,330 140,780 143,541

-0.5% -1.0% -1.5%

982,230 977,294 972,359

-0.5% -1.0% -1.5%

175,250 174,370 173,489

-0.5% -1.0% -1.5%

39,298 39,100 38,903

HV車増減比率 1%UP HV車増減比率 ２%UP HV車増減比率 ３%UP

35% 36% 37%

※ 2022年～2024年の目標値基準となる2020年度実績値（基準年）について、電気使用量の

二酸化炭素調整後排出係数は、九州電力の2019年度「0.371kg－CO2/kWh」を使用

※ 2021年度は2021年4月から2022年3月

※ ＨＶ比率＝新車ＨＶ販売台数/新車販売台数（除くＵ-Car)

※ 中間処分量は、再資源化している 「廃油」・「鉄くず」を除く 産業廃棄物量

注1 カウネットとは、トヨタが推奨するエコ商品

社会貢献

・車椅子寄贈　・環境教室

・ｸﾞﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

・ﾄﾖﾀｿｰｼｬﾙﾌｪｽ

継続 ← ←

適正管理 ← ←

グリーン購入の推進
事務用品全て､ｶｳﾈｯﾄの

ｴｺﾏｰｸ商品購入(注1)
継続 ← ←

上水道使用量

（㎥）
39,495

ハイブリッド車の普及

(販売車両の､HV車増減比率UP)
34%

化学物質使用量　（ℓ）

（トルエン・キシレン・LLC）
28,510

一般廃棄物

（kg）

総排出量 214,204

焼却量 138,020

産業廃棄物

（kg）

総排出量 987,166

中間処分量 176,131

灯油使用量

（ℓ）
68,353

ガソリン使用量

（ℓ）
913,751

軽油使用量

（ℓ）
191,500

電気使用量

（kWｈ）
4,967,069

都市ガス使用量

（㎥）
109

ＬＰＧガス使用量

（ｋｇ）
2,759

６．基準年実績と中期目標（2020年～2022年）

・2022年4月1日　コロナ禍の影響を鑑み「2022年度の電気使用量、一般廃棄物排出量・焼却量の目標値変更」

項目

（単位）

二酸化炭素排出量 （kg-CO2） 4,635,468

6



【全社】

目標 実績
基準年に対する

削減率

達成

状況

-1.0%

4,589,113

-1.0% → 3%

5,116,081

-1.0%

108

-1.0%

2,731

-1.0%

67,669

-1.0%

904,613

-1.0%

189,585

-1.0% → 2%

218,488

-1.0% → 2%

140,780

-1.0%

977,294

-1.0%

174,370

-1.0%

39,100

HV車増減比率 ２%UP

36%

※ 2022年度までに、2019年度より 「１.５％削減を目標」 とし取組む
※ 電気使用量の二酸化炭素調整後排出係数は「0.371kg－CO2/kWh」を使用（九州電力　2019年度）

※ ＜削減率実績の計算式＞

　・数値目標：削減率実績＝（実績－基準年実績）／基準年実績　で計算

　・HV比率：実績－基準年実績　で計算

注1 カウネットとは、トヨタが推奨するエコ商品

- ○

109 115

７．単年度目標・達成状況

2022/4/1

項目

（単位）

2019年度

実績（=基準年）

2021年度

5.5% ×

灯油使用量

（ℓ）
68,353 71,815 5.1% ×

電気使用量

（kWｈ）
4,967,069 5,844,594 17.7% ×

二酸化炭素排出量 （kg-CO2） 4,635,468 4,233,483 -8.7% 〇

2,759 1,297 -53.0% 〇

都市ガス使用量

（㎥）

ガソリン使用量

（ℓ）
913,751 644,061 -29.5% 〇

軽油使用量

（ℓ）
191,500 150,371 -21.5% 〇

ＬＰＧガス使用量

（ｋｇ）

一般廃棄物

（kg）

総排出量 214,204 223,663 4.4%

総排出量 987,166 1,093,813 10.8%

焼却量 138,020 147,133 6.6%

×

(HV車増減比率)

+3.5% 〇

中間処分量 176,131 172,690 -2.0%

×

上水道使用量

（㎥）
39,495 39,465 -0.1% ×

産業廃棄物

（kg）

ハイブリッド車の普及

(販売車両の､HV車増減比率UP)
34% 37.5%

社会貢献

・車椅子寄贈　・環境教室

・ｸﾞﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

・ﾄﾖﾀｿｰｼｬﾙﾌｪｽ

継続

・車椅子寄贈　・環境教室

・ｸﾞﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

・ﾄﾖﾀｿｰｼｬﾙﾌｪｽ

〇

グリーン購入の推進
事務用品全て､ｶｳﾈｯﾄの

ｴｺﾏｰｸ商品購入　(注1)
継続

事務用品全て､ｶｳﾈｯﾄの

ｴｺﾏｰｸ商品購入　(注1) - 〇

化学物質使用量　（ℓ）

（トルエン・キシレン・LLC）
28,510 適正管理

適正管理

（使用量15,396） -

7



８．単年度実績推移表（過去５年）

5,559,948 

5,246,227 
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【全社】 2022/4/1

2022年度

取　組　計　画 結　果 取　組　計　画

注1 カウネットとは、トヨタが推奨するエコ商品です。

社会貢献

・環境教室開催

・施設に車椅子寄贈　　　継続

・ボランティア活動

・ｺﾛﾅ禍により､環境教室開催できず

・各施設に車椅子30台寄贈

・ｺﾛﾅ禍により､トヨタソーシャルフェス開催なし

・環境教室開催

・施設に車椅子寄贈　　　継続

・ボランティア活動

化学物質使用量

（トルエン・キシレン・LLC）
・適正管理（保管､使用量） ・適正管理（保管､使用量） ・適正管理（保管､使用量）

グリーン購入の推進
事務用品全て､ｶｳﾈｯﾄの

ｴｺﾏｰｸ商品購入を継続　(注1)

事務用品全て､ｶｳﾈｯﾄの

ｴｺﾏｰｸ商品購入　(注1)

事務用品全て､ｶｳﾈｯﾄの

ｴｺﾏｰｸ商品購入を継続　(注1)

上水道使用量

（㎥）

・節水型洗車機の随時入替

・こまめな節水の徹底

・入庫量回復と活動量増により

　基準年比2.6%増

・節水型洗車機2基入替

・節水型洗車機の随時入替(7台)

・こまめな節水の徹底

ハイブリッド車の普及
・ＨＶ車両の商品知識の向上と

　HVの良さをアピール
・ハイブリッド比率３７．５％

・ＨＶ車両の商品知識の向上と

　HVの良さをアピール

一般廃棄物

（ｋｇ）

・ごみの分別徹底

・段ボール等リサイクルの促進

・ペーパーレスの推進

・総排出量は基準年比4.4％増加。

　主要因は､ｺﾛﾅ対策に伴う､清掃備品の

　購入や､ペーパータオルを多量に使用したため

　一般ごみが約1000kg増加。

・段ボールの排出量は約1700kg増。

・左記の取組計画は継続実施

・ｺﾛﾅ対策備品やペーパータオル購入

　は継続するため､総排出量､焼却量

　は増加予測とし

※中期目標値-1.5%を+４%へ修

正

産業廃棄物

（ｋｇ）

・分別管理の徹底

・リサイクルの促進

・総排出量は基準年比10.8％増。

　内訳では汚泥排出量が6.2ｔ減。

　廃プラスチックの排出量が全体で約１３ｔ増｡

　サービス工場の稼働率が上がり、廃油・廃金属が

　大幅に増加。

・分別管理の徹底

・リサイクルの促進

ガソリン使用量

（ℓ）

・社用車の適正管理

・エコドライブの推進

・営業スタッフの活動用ガソリンの運用状況を

　再点検したうえで､20年10月に支給基準の

　見直しを実施。且つ､ｺﾛﾅ禍による活動量の

　減少もあり､基準年比29.5％削減

・社用車の適正管理

・エコドライブの推進

軽油使用量

（ℓ）

・社用車の適正管理

・エコドライブの推進

・ｺﾛﾅ禍による､板金入庫量の減少に伴い

　積載車の稼働が減少し､基準年比21.5％削減

・社用車の適正管理

・エコドライブの推進

ＬＰＧガス使用量

（ｋｇ）

・ガス使用の徹底管理 ガス使用の徹底管理により､基準年比49%削減

※2019年度をもってガス空調店舗０店舗

・ガス使用の徹底管理

灯油使用量

（ℓ）

・ボイラーの適正管理

・機器定期メンテナンス

・機器定期メンテナンス実施等行ったが

基準年比4.2％増

・ボイラーの適正管理

・機器定期メンテナンス

電気使用量

（ｋWｈ）

・空調・照明の時間管理徹底

・節電型空調機の導入

・空調機の定期メンテナンス契約

　フィルターの清掃（2回/年）

・ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻーの適正管理

左記計画はすべて実施したが､ｺﾛﾅ禍の影響で

換気を最大限実施したため､空調負荷増により

基準年比17.7％増

・左記の取組計画は継続実施

・ｺﾛﾅ対策の換気を最大限行うため

　空調の電気使用量が増大するが

　時間管理を再徹底

※中期目標値-1.5％を+1５%へ修

正

都市ガス使用量

（㎥）
・ガス使用の徹底管理

基準年比5.5%増

※2019年度をもってガス空調店舗０店舗

・ガス使用の徹底管理

９．環境経営取組計画・結果及び次年度の取組計画

項目

（単位）

2021年度

二酸化炭素排出量

　　（kg-CO2）

・二酸化炭素排出項目の全体を

　減らすことにより削減

・削減目標は､基準年から1％削減に対し

　8.7%の削減達成

・二酸化炭素排出項目の全体を

　減らすことにより削減

９



１０．地域や環境への取組み事例

環境教室（岩戸小学校）

グリーンキャンペーン植樹（糸島市）

車いす寄贈（30施設 30台）

トヨピーキッズ保育園 ハロウィン
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当社の状況 判定

特定施設の設置届出（門型洗車機）

水質基準の遵守

油水分離層の適正管理

下水道への放流

除害施設の設置

設置または変更時の届出

保守点検　（1回/年）

定期検査　50人槽以下（5年周期で外観検査1年、水質検査4年）

　　　　　　　 50人槽以上（毎年水質検査）

規制基準の遵守義務

事故時の措置と報告

自治体による測定

特定工場、特定施設を設置している事業所は規制基準を遵守

特定施設の届出　　例：空気圧縮機・送風機7.5kw以上

一般廃棄物処理業者は市町村長の許可が必要

産業廃棄物処理業者は知事又は政令市長の許可が必要

保管基準の遵守（表示、衛生管理等）

　　表示：60cm角以上、種類、氏名・連絡先

許可業者に委託（一廃は許可証の確認）

許可業者に委託（産廃は収集運搬・処分業者との契約）

多量排出事業者の削減計画提出・報告

マニュフェスト発行・返送遅延時の届出（A、B2､D、E票の適正保管）5年間保管

マニュフェスト交付状況の報告（毎年6月30日まで）

自動車の所有者の責務

自動車の廃棄・使用済自動車の引渡義務

特定化学物質（質量1トン以上、従業員２１名以上） 適正管理 ○

第2種　原油換算　1,500Ｋｌ以上（環境省への定期報告分）
原油換算使用量　1,572kl

(2021年4月～2022年3月)
○

火災報知機の設置（工場500㎡以上）

屋内消火栓の設置（工場700㎡以上）

消防用設備等の点検と報告

危険物取扱（指定数量以上）ｶﾞｿﾘﾝ・ﾍﾞﾝｾﾞﾝ・ﾄﾙｴﾝ（200L）

ｱﾙｺｰﾙ類（400L）灯油・軽油（1000L）､重油（2000L）潤滑油（6000L）

有機溶剤作業主任者の選任、取扱いの掲示、有機溶剤区分表示

危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置資格取得者
安全衛生管理者設置 ○

　当社は、自社の遵守状況評価で問題がないことを確認しました。　なお、環境関連法規への違反もありませんでした。

　関係者当局より違反等の指摘も過去３年間ありませんでした。

【違反、訴訟等】

水質汚濁防止法

浄化槽法

下水道法

廃棄物処理法

省エネ法

・委託業者の現地確認

　（年1社以上）

・マニュフェストの適正管理

・契約書適正更新

・年次報告書提出済

○

自動車リサイクル法

労働安全衛生法

・引取業者の届出済

・使用済自動車の引取

・フロン回収

・解体業者への引渡し

○

PRTR法

消防法 ・防火管理者

・少量危険物貯蔵施設の

　届出済

○
危険物の規制に

関する政令

１１．環境関連法規一覧・遵守状況

門型洗車機の届出済 ○

○

使用、設備の届出済 ○

悪臭防止法 排気ﾌｨﾙﾀｰ定期的な交換

○浄化槽の設置届出済

法令等の名称 適用される要求事項
遵守評価

業務用エアコン等の簡易及び定期点検実施 ○フロン排出抑制法

2022/4/1

騒音規制法 ○届出済み

振動規制法

特定工場等において発生する振動に係る規制基準を順守

　第１種区域　8:00~19:00　60ｄB以下、19:00~8:00　55ｄB以下

　第２種区域　8:00~19:00　60ｄB以下、19:00~8:00　55ｄB以下

特定施設の届出　　例：空気圧縮機・送風機7.5kw以上

届出済み ○

・業者による簡易点検実施

　（1月・4月・7月・10月）

・業者による定期点検実施

　（3年に１回7月に実施）
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　当社の環境活動は、2015年10月のエコアクション21認証取得後、活動の定着・現地現物での再点検などにより

環境目標の実現に向け取組みを進めてまいりました。

　しかしながら、新型コロナウィルス感染拡大の長期化を受け、お客様・従業員の安全を最優先に活動した結果、一部の

環境負荷が増加いたしましたが、必要な対応であったと考えております。

　また、企業理念にも掲げている「広く社会の繁栄と福祉に貢献」の実現のために継続している、「車いす寄贈」「苗木の植樹」など

コロナ禍にもかかわらず関係各所にご協力を頂き無事に実施することができました。

　○環境活動目標と達成状況

　2021年度の結果としては、二酸化炭素排出量全体は、基準年に対して▲8.7%の実績となり、削減目標を達成

することができました。これは2019年度に実施した活動用ガソリン使用量の運用を再点検し、支給基準を見直した

結果、ガソリン使用量が基準年に対し▲29.5％となったことが大きな要因です。

　一方で、コロナウィルス感染拡大防止の取組みによる室内換気や、サービスエンジニアの職場環境改善のための工場内

冷房機器を設置したことにより、電気使用量が基準年に対し＋17.7％となりました。

＊代表者へ内部監査結果報告・・・問題なし

　○代表者の評価・見直し・指示事項

現行方針を継続して取組む

継続して法規の遵守・徹底を図る

2019年度を基準とした､2022年までの二酸化炭素排出量1.5％削減目標は変更しないが

下記2項目について、コロナ禍に伴い、2022年4月に削減目標を変更する

1.コロナ禍対策の換気によるエアコン負荷を鑑み、2022年度の電気使用量の削減目標を

　 -1.5%％から「＋15%」へ変更する

2.コロナ対策備品購入やペーパータオルの使用量増大に伴い、2022年度の

　 一般廃棄物の排出量と焼却量を、削減目標-1.5%%から「＋4%」へ変更する

　現・体制を継続

災害マニュアルの作成と、防災・被災対応備蓄品を各店舗に配備

 実施体制　変更

 緊急事態への準備および対応

2022年8月1日

福岡トヨペット株式会社

 環境目標および環境経営計画

 その他
ＷＥＢ会議の推進

サービスエンジニアの夏場の暑さ対策として、工場に冷房機器を積極導入

１２．代表者による全体評価と見直し

評価・見直し項目 指示事項

 環境経営方針

 環境関連法規の一覧・遵守状況
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