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１． 事業所名 ： 有限会社　葵興商

２． 代表者 ： 代表取締役　渡邉　猪佐男

３． 所在地 ： 〒439-0034
静岡県菊川市下内田１５７１―１
℡　０５３７－３６－３２５５

４． 会社概要 ： 創立年月日　１９７０年３月
年間売上高　３２千万円
（２０２１年６月１日～２０２２年５月３１日）

５． 敷地面積 ： ５，５００㎡
(本社・整備工場延べ面積１，６００㎡）
(給油取扱所延べ面積８３０㎡）
(ショールーム延べ面積１，４００㎡）
(検査場・駐車場１，６７０㎡)

６． 社員数 ： １２名　２０２１年５月現在

７． 事業内容 ： 自動車整備業（点検、車検、修理）
自動車販売業
給油取扱所
自家用自動車有償貸渡業
保険代理店業

８． 管理責任者 ： 環境管理責任者　渡邉　寛司
事務担当者　　　　岡田　莞奈

９． 認証･登録の対象範囲 ： 全社全組織全活動対象

１０．事業活動期間 ： ６月～５月

Ⅰ　組織の概要及び対象範囲
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＜関係者の権限と役割＞

　　社長
①環境経営全般に関する責任と権限
②環境経営に必要な資源の準備
③環境経営システム全体の評価と見直し
④環境管理責任者の任命
⑤環境方針の策定
⑥経営における課題とチャンスの明確化

　　環境管理責任者
①環境経営システム全般の運用・管理
②環境目標及び環境活動計画の作成
③取組状況の社長への報告
④環境経営レポートの作成

　　ＥＡ２１事務局
①環境負荷データ等の集計
②環境目標・環境活動計画の進行管理
③「環境負荷」及び「環境への取組」の自己チェックの実施
④環境管理責任者へ取組状況の報告
⑤法規制の遵守状況チェック
⑥文書・記録の管理

　　各部門長
①部門の環境活動計画の実施
②部門データの集計
③部門の問題点把握と是正対策の実施
④部門取組状況の事務局への報告
⑤部門の従業員教育
⑥環境上の緊急事態への準備及び対応

　　その他の従業員
①自分の役割を守りエコアクション21活動を推進する

検査場・駐車場
部門管理者

横山　和俊横山　和俊 宇佐美　泰示 丸山　尚子

環境管理責任者

渡邉　寛司

ＥＡ２１事務局

岡田　莞奈

サービス工場
部門管理者

ガソリンスタンド
部門管理者

ショールーム
部門管理者

渡邉　猪佐男

Ⅱ　実施体制

全社全組織全活動対象
代表取締役社長
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　当社は環境理念に基づき、以下の基本方針を定め、継続的な環境経営を展開します。

1 環境に関する法規制を遵守します。

2 限りある資源を大切にするため、省資源・省エネルギーに努めます。

3 循環型社会に向けて、廃棄物の削減・再使用・再利用活動を推進します。

4

5 化学物質を適正に管理します。

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 環境改善目標を定め、継続的な環境改善活動を実施します。

8 環境コミュニュケーションを実施します。
全従業員に環境方針を周知し、全社員参画による取組を目指します。

令和４年　６月　　１日
平成２６年　９月　１３日（初版）

　　　　代表取締役社長　渡邉　猪佐男 

Ⅲ　環境経営方針

有限会社　葵興商　環境方針

[環境理念]

　葵興商は、お客様のカーライフを御満足頂けるよう、自動車販売、修理を
はじめ給油取扱所、レンタカー並びにリース事業、ロードサービス、保険代
理店業務等あらゆる方面から余す事無くフォローさせて頂くよう努めており
ます。
  それらの活動の中で直接的な面だけではなく間接的な観点において考え
た時、今、ますます深刻化する地球温暖化や、今後予想される地下資源の
枯渇への対応も一つに挙げられるかと思います。
○この環境問題が人類共通の重要課題との認識にたち、自動車整備・販
売等の事業活動において、環境汚染から地球環境を守るために、エネル
ギーの削減、CO2の削減等環境負荷の低減を図るために、全社一丸となっ
て自主的・積極的に、環境保全活動に取り組みます。

[基本方針]

環境に配慮した商品・サービスの提供に努めます。燃料消費効率の良い車種の販売、エ
コ整備・エコ車検・エコ点検等を推進します。

制定年月日

　　　　有限会社　 葵興商

改　訂２
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　　　環境経営目標は、令和１年度を基準年とした基準年比とする。

R1.6-R2.5 R3.6-R4.5 R4.6-R5.5 R5.6-R6.5 R6.6-R7.5

Ｒ1年度
(基準年)

－1.5％ -1.75％ -2％ -2.2％
60,206 60,054 59,901 59,778

－1.5％ -1.75％ -2％ -2.2％
53,071 52,936 52,801 52,694

－1.5％ -1.75％ -2％ -2.2％
7,359 7,340 7,322 7,307

－1.5％ -1.75％ -2％ -2.2％
2,707 2,700 2,693 2,688

－1.5％ -1.75％ -2％ -2.2％
860 858 856 854

－1.5％ -1.75％ -2％ -2.2％
20 20 20 20

－1.5％ -1.75％ -2％ -2.2％
824 822 820 819

－1.5％ -1.75％ -2％ -2.2％
4.28 4.27 4.26 4.25

－1.5％ -1.75％ -2％ -2.2％
1.1 1.1 1.1 1.1

＋11％ +12％ +13％ +14％
111 112 113 114

－1.5％ -1.75％ -2％ -2.2％
99 98 98 98

(注）
１）　当面は「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、H２８年度中電「0.480㎏-CO2/kWh」を使用する。

２）　「化学物質」ほとんど使用が無い為、適正管理とする。

３）　燃料消費効率の良い車種の販売の100％とは、基準年を100としての増加率を示す。

４）　車検・点検の平均作業時間の短縮の100％とは、基準年を100としての減少率を示す。

適正な管理・使用5 化学物質の適正管理 kg 適正管理

4
燃料消費効率の良い車種の販売 ％ 100

車検・点検の平均作業時間の短縮 ％ 100

3
廃棄物排出量 産業廃棄物 t 4.3

一般廃棄物 t 1.1

LPガス kg 20.3

水使用量 ㎥ 837

2

二酸化炭素排出量 ㎏-CO2 61,123

電力 kWh 53,879

ガソリン L 7,471

軽油 L 2,748

灯油 L 873

Ⅳ　環境経営目標

短期・中長期環境経営目標

基本方針 項目 単位 R6年度R4年度R3年度 R5年度
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　当社の主要な環境経営計画の内容は以下の通りです

■法規則の遵守(環境経営方針1)

◎ 最新版を管理し年1回遵守を確認する

■限りある資源を大切にするため、省資源・省エネルギーに努めた活動（環境経営方針2）

◎ 二酸化炭素排出量を削減する

①電力使用量の削減

・空調温度設定(事務所：暖房20度、冷房28度、ショールーム：暖房22度、冷房26度)

・クールビズ、ウォームビス

・消灯の徹底(1回/週チェック)

・使用していない部屋の空調停止・消灯

②化石燃料使用量の削減

・エコドライブ

・省エネ車の導入

・営業車への不要荷物の積み込み自粛

・石油ストーブ使用時間の短縮

・給湯器使用量の短縮

◎ 水使用量の削減

③水道の適正使用の励行

・洗車時の汚れ落としは、バケツに溜めた水をスポンジに染みこませて実施

・水もれ点検の実施

・節水励行

■循環型社会に向けて、廃棄物の削減・再使用・再利用活動を推進する活動（環境経営方針3）

◎ 廃棄物排出量の削減する

①紙使用量の削減

・使用済み用紙、ミスコピー用紙の裏面再利用の徹底

・FAXのPDF化

②一般廃棄物の削減

・外部からのゴミ持込厳禁

・分別処分の徹底

③詰替え可能な商品の利用

・洗剤等詰め替え利用

・消耗品の詰め替え品の購入促進

④有価の回収促進

・使用済みバッテリーの全回収

・使用済みタイヤの回収

・廃油の回収

◎ 燃料消費効率の良い車種の販売

①販売時のエコ促進

・低燃費車種の拡販強化、次世代自動車販売、エコ関連商品の販売促進

②整備時のエコ促進

・作業時間短縮による他負荷への軽減を図る

・足元紙マットの使用量の削減を図る

■化学物質を適正に管理する為の活動（環境経営方針5）

◎ 化学物質の適正管理を行う（配合成分・注意表示の確認）

①使用量、保管量の把握

②ＳＤＳの入手と管理

■使用済み自動車の適正処理（環境経営方針6）

◎ 使用済み自動車を自動車リサイクル法に従い適正に処理する

■継続的な改善（環境経営方針7）

◎ ガイドラインに従い毎年目標の見直しと計画の策定を行う

・毎年決算後負荷のチェックと評価の実施

・実績の把握と目標に対する評価

・計画の見直し

■コミュニケーションの実施（環境経営方針8）

◎ 朝礼等を活用し社内コミュニケーションを行う

・方針、目標、計画、実施体制、評価結果の周知

・環境に関連する教育の実施

◎ 必要な外部コミュニケーションを行う

・苦情、要望の迅速処理

・環境活動レポートの定期的公表

・社会貢献活動への取組

Ⅴ　環境経営計画(１)・Ｒ3年度

■環境に配慮した商品・サービスの提供に努めます。燃料消費効率の良い車種の販売、
　エコ整備・エコ車検・エコ点検等の推進活動（環境経営方針4）
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6～8月 9～11月 12～2月 3～5月

空調温度設定       夏:冷房28度

                         冬:暖房20度

クールビズ

ウォームビス

使用していない部屋の空調停止

消灯の徹底(1回/週チェック)

使用していない部屋の消灯

エコドライブ

省エネ車の導入

営業車への不要荷物の積み込み自粛

灯油 石油ストーブ使用時間の短縮

ＬＰガス 給湯器使用量の短縮

水もれ点検の実施

節水励行

FAXのPDF化

外部からのゴミ持込厳禁

分別処分の徹底

洗剤等詰め替え利用

消耗品の詰め替え品の購入促進

使用済みバッテリーの全回収

使用済みタイヤの回収

廃油の回収

作業時間短縮による他負荷への軽減を図る 横山

足元紙マットの使用量の削減を図る 岡田

化学物質の使用量・保管量の把握

ＳＤＳの入手と管理

朝礼等による社内コミュニケーションの実施

環境活動レポート定期公表による外部コミュニケーションの実施

苦情等に対する迅速な処理

岡田

空調

環境活動

渡邉

責任者

洗車時の汚れ落としは、バケツに溜めた水をスポンジに染みこませて実施

使用済み用紙、ミスコピー用紙の裏面再利用の徹底

渡邉

宇佐美

紙

ゴミ

廃棄物の削減

二酸化炭素の削減

目的 区分 項目

岡田

丸山

活動項目

車

照明

スケジュール

電力

Ⅴ　環境経営計画(２)・Ｒ3年度

コミュニケーション

適正管理

回収促進

詰め替え可能商品

化石燃料

落合

山下

丸山低燃費車種の拡販強化、次世代自動車販売、エコ関連商品の販売促進

水

一般廃棄物

エコ促進

排出量削減
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令和１年６月～令和２年５月を基準として、令和３年６月～令和４年５月の実績・評価を以下に示す。

R1.6-R2.5 R3.6-R4.5 R3.6-R4.5 R3.6-R4.5
(基準年) 目標 実績 比率実績/目標

－1.5％
60,206

－1.5％
53,071

－1.5％
7,359

－1.5％
2,707

－1.5％
860

－1.5％
20

－1.5％
824

－1.5％
4.28

－1.5％
1.1

＋11％
110

－1.5％
99

(注）
１）　「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、「0.480㎏-CO2/kWh」を使用した。

２）　「化学物質」ほとんど使用が無い為、PRTR対象物質以外の化学物質は適正管理する。

３）　燃料消費効率の良い車種の販売の100％とは、基準年を100としての増加率を示す。

４）　車検・点検の平均作業時間の短縮の100％とは、基準年を100としての減少率を示す。

・産業廃棄物、一般廃棄物ともに排出量も増えている。
・新車自動車販売台数が大幅に落ち込んでしまった。
・水使用量が目標値を超えてしまった。
・主たる事業である車販を立て直したい

評価基準：　〇目標達成　△目標に対し３％オーバー以内　×目標未達成　

105%

28.2

827

13.3

0.820

61

5 化学物質の適正管理 kg 適正管理

LPガス ㎥ 20.3

水使用量 ㎥

50,033

55,768

5,854

2,776

978

評価

〇

×

〇

△

80%

103%

114%

×

〇

311%

73%

100%

141%

98

×

〇

×

×

△

55%

99%
4

燃料消費効率の良い車種の販売 ％ 100

車検・点検の平均作業時間の短縮 ％ 100

837

Ⅵ　環境経営目標の実績(1)

軽油 L 2,748

灯油 L 873

2

二酸化炭素排出量 ㎏-CO2 61,123

電力 kWh 53,879

83%

基本方針 項目 単位

適正な管理・使用

ガソリン L 7,471

3
廃棄物排出量 産業廃棄物 t 4.3

一般廃棄物 t 1.140
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Ⅵ　環境経営目標の実績(2)
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評価 内容

空調温度設定       夏:冷房28度

                         冬:暖房20度

クールビズ

ウォームビス

使用していない部屋の空調停止 ○

消灯の徹底(1回/週チェック) ○

使用していない部屋の消灯 ○

エコドライブ ○

省エネ車の導入 ○

営業車への不要荷物の積み込み自粛 ○

灯油 石油ストーブ使用時間の短縮 △

ＬＰガス 給湯器使用量の短縮 ×

水もれ点検の実施 ○

節水励行 ○

FAXのPDF化 ○

外部からのゴミ持込厳禁 ○

分別処分の徹底 ○

洗剤等詰め替え利用 ○

消耗品の詰め替え品の購入促進 ○

使用済みバッテリーの全回収 ○

使用済みタイヤの回収 ○

廃油の回収 ○

作業時間短縮による他負荷への軽減を図る ○

足元紙マットの使用量の削減を図る ○

化学物質の使用量・保管量の把握 ○

ＳＤＳの入手と管理 ○

朝礼等による社内コミュニケーションの実施 ○

環境活動レポート定期公表による外部コミュニケーションの実施 ○

苦情等に対する迅速な処理 ○

○

○

電力使用量については目標を
達成出来なかった。原因として
は、本年度の猛暑、厳寒によ
り、冷暖房の使用量が増えた事
が一つに挙げられる。
空調や照明設備の更新の検討
をする。
活動項目については、責任者の
指導により適切に設定、管理さ
れている。

上記でも記したが、本年度の気
候により、石油ストーブや給湯
器の使用量が増えた。
省エネ機器の導入も検討してみ
る。

節水に関して常々意識するよう
周知されている。

○

Ⅶ　環境経営計画の取組結果とその評価および次年度の取組内容（1）

取組結果とその評価

目的 区分 項目 活動項目
評価

ここ数年、新車販売台数が下降
していたが、微弱ながら前年度
を上回った。引き続き、現行車
より環境性能の劣る低年式車
の代替促進を意識しながら営業
活動に取り組む。
その他の項目については責任
者により徹底されている。

各項目について責任者の指示
のもと、徹底されている。

各項目について責任者の指示
のもと、徹底されている。

定期的に委託業者に依頼して
いる。

一般廃棄物

使用済み用紙、ミスコピー用紙の裏面再利用の徹底 ○

○

紙

ゴミ

詰め替え可能商品

回収促進

適正管理環境活動

コミュニケーション

低燃費車種の拡販強化、次世代自動車販売、エコ関連商品の販売促進

電力

空調

照明

化石燃料

車

エコ促進

廃棄物の削減

二酸化炭素の削減

排出量削減 水

洗車時の汚れ落としは、バケツに溜めた水をスポンジに染みこませて実施
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6～8月 9～11月 12～2月 3～5月

LED照明器具、省エネ空調機器の導入検討 渡邉

空調温度設定       夏:冷房28度

                        　  冬:暖房20度

クールビズ

ウォームビス

使用していない部屋の空調停止 継続実施

使用していない部屋の消灯 継続実施

消灯の徹底(1回/週チェック) 継続実施

省エネ機器(給湯設備、冷暖房設備等)導入の検討 渡邉

機器使用の節減 継続実施

エコドライブ 継続実施

省エネ車の導入 継続実施

営業車への不要荷物の積み込み自粛 継続実施

水もれ点検の実施 継続実施

節水励行 継続実施

分別再資源化の強化

外部からのゴミ持込厳禁

外部からのゴミ持込厳禁 継続実施

分別処分の徹底 継続実施

使用済みバッテリーの全回収 継続実施

使用済みタイヤの回収 継続実施

廃油の回収

FAXのPDF化 継続実施

詰め替え可能商品 消耗品の詰め替え品の購入促進 継続実施 落合

作業時間短縮による他負荷への軽減を図る 継続実施 横山

足元紙マットの使用量の削減を図る 継続実施 岡田

使用済み自動車の適正な処理 継続実施

化学物質の使用量・保管量の把握 継続実施

朝礼等による社内コミュニケーションの実施 継続実施

環境活動レポート定期公表による外部コミュニケーションの実施 継続実施

苦情等に対する迅速な処理 継続実施

Ⅶ　環境経営計画の取組結果とその評価および次年度の取組内容（2）

今後(次年度)の取り組み

内容
活動項目項目

責任者
スケジュール目的 区分

渡邉

岡田

山下

継続実施

使用済み用紙、ミスコピー用紙の裏面再利用の徹底
岡田

排出量削減 水 宇佐美

産業廃棄物

継続実施

車

マニュフェストの管理

丸山

岡田

渡邉

渡邉

エコ促進

ハイブリッド車種の販売促進、低年式車からの代替促進 丸山

継続実施

環境活動 適正管理

コミュニケーション

電力

照明

化石燃料

二酸化炭素の削減

廃棄物の削減

回収促進

一般廃棄物

紙使用量

灯油
LPガス

空調
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1.　関連法規定の取りまとめ一覧

関係法令名 法令のポイント 備考 遵守評価

1)産業廃棄物マニフェストの管理(A・B2・D・E票の確認)

2)廃棄物処理契約書の締結(許可書の期限確認)

3)廃棄物委託業者への立入調査

4)産業廃棄物管理票交付等状況　報告書提出(6月末まで)

5)産業廃棄物置場の表示

2 静岡県産業廃棄物の適正に処理する条例
産業廃棄物処理業者による不適切な処理の
防止

産業廃棄物委託先の確認 ✓

騒音規制法 特定施設の届出

(静岡県生活環境の保全等に関する条約) 空気圧縮機　7.5ＫＷ　1台

振動規制法 特定施設の届出

(静岡県生活環境の保全等に関する条例) 空気圧縮機　7.5ＫＷ　1台

5 水質汚濁防止法 自動式車両洗浄施設の届出 平成21年9月17日　届出済 ✓

リストの作成

３ヶ月に一回の簡易点検

専門業者による定期点検

定期点検・清掃 点検は3ヶ月ごと、清掃は年１回実施

法定点検の実施 年１回実施

8 家電リサイクル法 冷蔵庫及びテレビ 処理時に対応 ✓

3Rの徹底　指定再資源化製品の適正処理

(パソコン本体、ディスプレイ

　ノートパソコン及びプリンター)

10 自動車リサイクル法 使用済自動車(適正処理) 処理時に対応 ✓

2.　環境関連法規定の遵守状況

　当社に適用される環境関連法規定等の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

３．.違反、訴訟等の有無

　当社に対し関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟は過去3年間ありませんでした。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(廃棄物処理法)

資源有効利用促進法 処理時に対応 ✓

6 フロン排出抑制法 第１種特定製品（業務用エアコン） ✓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　確認日：令和４年５月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　確認者：渡邉　寛司

Ⅷ　環境関連法規定等の遵守状況の確認

1

事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任
において適正に処理しなければいけない。産
業廃棄物の運搬、処分は許可を受けた者が
実施する。産業廃棄物の発生から最終処分
終了まで、適正に処理がなされるよう必要な
措置を構ずるよう努める。

✓

✓

平成21年9月17日　届出済

平成22年3月24日　届出済

✓

3

4

7 浄化槽 ✓

9

11 消防法 給油取扱所の届出と点検と報告
昭和４５年３月７日設置許可、同年６月２４日完成検査済
給油取扱所の定期点検、地下タンクの機密検査(３年に１回)

✓
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記８

☑代表者

☑環境管理責任者

1 　☑　：記録・文書として作成しました。

2 　☑　：基準数値の見直しが必要な項目があると考えられる

3 　☑　：継続して取り組む。

4 　☑　：継続して遵守する。

5 　☑　：特に問題無い。

6 　☑　：別紙にて報告するようにする。

7 　☑　：資料・情報等を保管、管理する。

8 　☑　：特にない。

1 環境経営方針 有・無

2 環境経営目標・計画 有・無

3 環境経営計画・取組項目 有・無

4 環境に関する組織 有・無

5 その他のシステム要素 有・無

6 その他（外部への対応等） 有・無

Ⅸ　代表者による全体評価・見直し記録表

環境関連法要求一覧及び遵守状況

外部コミュニケーション・対応記録

問題点の是正・予防処置の実況状況

取引先、業界、関係行政機関その他の外部動向

1.見直し関連
情報

項目 確認   ：（必要に応じて評価・コメント記載） 記入

EA21文書

環境経営目標及び目標達成状況

環境経営計画及び取り組み実況状況

その他

令和4年7月25日

有限会社　葵興商
代表取締役　渡邉　猪佐男

2.代表者によ
る全体評価・
見直し指示

未達成項目の見直し

グリーン購入の推進を削除する

基準値の変更

電気、灯油、ガス使用量増加は、節電への意識、チェック体制は継続出来ているが、猛暑、厳寒
による機器使用の増加が考えられる。チェック体制の強化もしつつ、設備的な見直しも考慮す
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産廃排出量の増加は、以前よりあった備蓄品(旧工具、車
体ボディ等)の処分をした分があるものの、基準値の見直しも検討する。
新車の販売台数は若干微増したものの目標値には届かなかった。昨今の業界全体の販売台数
の振れや、メーカーのシェア率を比べて大きく下振れしている訳ではないが、目標値に近づける
よう営業活動を継続する。

見直し項目 変更に必要性 「有」の場合の指示事項等

全体評価・コメント
（環境経営システムの有効性、

環境への取組の適切性等）
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