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1 事業者名 鳥取トヨペット株式会社

代表取締役社長　西村　公秀

2 所在地 本部　〒６８０－０９１３　　鳥取県鳥取市安長８５０番地

ＴＥＬ：０８５７－２３－６１６５

ＦＡＸ：０８５７－２２－００６５

店舗名 所　在　地 電話番号 ファックス番号

鳥取店 鳥取県鳥取市安長８５０番地 0857-23-6161 0857-23-6179

桜谷店 鳥取県鳥取市桜谷２７５ 0857-20-5611 0857-20-5620

倉吉店 鳥取県倉吉清谷１５１１番地 0858-26-1551 0858-26-2094

米子店 鳥取県米子市東福原１丁目１－９ 0859-33-8211 0859-33-6634

アネックス二本木 鳥取県米子市二本木１０２５番地 0859-27-5811 0859-27-5812

北栄カスタマーセンター 鳥取県東伯郡北栄町西園４７７－１ 0858-49-1200 0858-49-1211

3 環境責任者 責任者　西村　貴史

担当者　坂本　高男（経理総務部） 担当者　奥田　香織（総務経理部）

担当者　徳田　心（営業推進部） 担当者　森本　睦男（車両業務部）

担当者　西長　雄二（サービス部） 担当者　上原　通予（サービス部）

4 事業内容 自動車の販売・リース・修理業

損害保険・生命保険の代理店業務

携帯電話の販売

5 事業規模 活動規模 単位

売上高 千円

新車販売台数(除軽) 台

中古車販売台数(小売) 台

店舗数 店舗

店舗 単位

社員数　 ※1 名

床面積 ㎡

※1 2022年10月1日現在の人員数

6 事業年度 ４月１日～３月３１日

7 認証・登録の対象組織活動

登録事業者 鳥取トヨペット株式会社

対象事業者 本部及び全事業所　（対象外なし）

活動 自動車の販売・リース・修理業

損害保険・生命保険の代理店業務

携帯電話の販売

8 ホームページ https://tottori-toyopet.com/
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110612,967 1,868 1,626 2,573 890 1,137

合計

57 18 22 37 23 8 165

本部・鳥取店 桜谷店 倉吉店 米子店 二本木 北栄

1,535 1,485

455 515

5 6

１．組　織　の　概　要

2020年度 2021年度

6,770,702 6,525,018



代表者（社長） ・環境活動レポートの承認。
・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・以下の業務権限を専務に一任する。
代表者（専務） ・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。

内部監査委員会 ・定期委員会の開催。（監査結果のヒアリング）
・改善が必要な事項に対する是正指導及び、改善の確認。
・監査結果及び是正措置等の代表者への報告。

内部監査グループ ・内部監査計画の策定。
・内部監査を上記計画に沿って実施し、内部監査委員会に報告。
・内部監査の結果に基づき改善項目の進捗状況を確認。

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。

EA21推進委員会 ・自店舗における環境方針の周知。
・自店舗における環境経営システムの実施。
・自店舗の従業員に対する教育訓練の実施
・自店舗に関連する環境活動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。
・自店舗の特定された緊急事態への対応のための
　テスト、訓練の実施、記録の作成。
・自店舗の問題点の発見、是正、予防処置の実施。

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。
・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）

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。

※１桜谷店は令和4年1月新設
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２．環境経営システム組織図

2022年3月現在

環境経営システム　役割・責任・権限表
担当 役割・責任・権限

代表者
代表取締役社長 西村 公秀
代表取締役専務 倉下 光明

環境管理責任者
総務経理部

内部監査委員
環境事務局兼務

鳥取店

環境担当者

副担当者

米子店

環境担当者

副担当者

本部
環境担当者

副担当者

環境事務局

責任者

総務経理部

営業推進部

車両業務部

サービス部

ｱﾈｯｸｽ二本木
環境担当者

EA21推進委員会

鳥取店

店長

桜谷店

店長

倉吉店

店長

米子店

店長

アネックス二本木

店長

北栄ＣＴＣ

センター長

倉吉店

環境担当者

副担当者

北栄ＣＴＣ
環境担当者

桜谷店

環境担当者

※1



＜基本理念＞

鳥取トヨペット株式会社は、創業以来「誠」を経営理念として活動

を続けて参りました。

お得意様を始め、一般社会に奉仕する創業を基に、地域に貢献する

努力を続けております。

然しながら、環境問題への重要性が高まる中で、私たちは事業活動

を通じて環境に与える影響を再確認し、地域社会・地球環境の保全

活動に自主的かつ積極的に取組み貢献していくことが、経営の重要

課題であり、これが真の「誠」であると確信しております。

ここに、鳥取トヨペット株式会社は、企業姿勢に一環として「誠」

を持って継続的な環境保全・改善に努めることを宣言します。

＜基本方針＞

１ 鳥取トヨペット株式会社の事業活動が環境に与える影響を再認識し

全員で継続的な環境改善に取り組みます。

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、事業活動の全ての領域で

省エネルギー（ＣＯ2削減）・省資源・節水・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 社内環境監査を定期的に実施し、環境保全活動の継続を図ると共に

見直しをおこないます。

５ 環境に配慮した商品の購入の拡大を推進します。

６ 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。

７ 地域社会とのコミュニケーションを大切にし、地域社会の環境保護

活動に協力します。

本方針をイントラネット掲示板に掲載し、全従業員に周知します。

作成日 2014年 3月 10日

改定日 2018年 4月 1日

　　　鳥取トヨペット株式会社

　　代表取締役社長　西村　公秀

　　代表取締役専務　倉下　光明
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2021年度の環境負荷の実績把握と2022年度以降の目標

基準年

項目 単位

電力によるCO2排出量 Kg-CO2

自動車燃料によるCO2排出量 Kg-CO2

一般廃棄物排出量

産業廃棄物排出量(※1) ｋｇ

水道水排出量 ㎥
取扱製品/サービスへの環境配慮

（ハイブリッド車の販売促進）

※　 購入電力のＣＯ2排出係数は「0.539kg-CO2/kwh」とする。　（オリックス2014年12月時点）

※1　2021年度以降の目標は北栄カスタマーテクノセンターの新規稼働を考慮して目標を設定しています。

※2　廃油・廃タイヤ・廃ホイールは有価で引き取ってもらっているため産廃排出量に含まれていない。

　 　 廃アルカリの排出量は入庫台数に比例するため目標を設定していない。

※3　貨物車と軽自動車を除く総販売台数に対するハイブリッド車販売台数比率

注）2021年度の実績は桜谷店の値を含みません（新設後１年経過していないので目標未設定の為）

※4　2021年度二酸化炭素排出総量は713,061Kg-CO2

【電力によるＣＯ２排出量の比較】　単位：Kg-CO2
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30,323 43,793 53,726 53,706 40,689 477,725

2013年度 29,476 24,631 29,611 40,078 37,472 38,698 411,797

2021年度 24,292 24,368 33,066 58,075 49,039 35,870 30,778

31,216 28,570 33,651 38,524 40,761 39,109

51.0

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

％
(※2)

46.6 51.0 42.3 × 51.0

１月 ２月 ３月 累計

化学物質の適正管理及びグリーン商品の購入拡大に取り組む

4,990 5,375 4,592 ○ 4,641 4,595

22,045
（基準年2015年)

82,790 82,527 80,470 ○ 78,651 77,864

ｋｇ
23,440

23,864 23,849 ○ 22,268

283,131 291,395 235,336 ○ 260,480 25,788

の目標 の目標

411,794 446,693 477,725 × 416,806 412,638

４．環境経営目標と実績

2013年度 2021年度
評価

2022年度 2023年度

の実績 目標 実績
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電力によるＣＯ２排出量の比較

2013年度 2021年度 単位 ： Kg-CO2



◆電力によるCO2排出量の削減

＜　全社　＞

・空調温度適正化の継続

・不要照明消灯の継続

・水曜日・給料日の

早帰りデーの継続

・空調フィルターの定期清掃

・昼休憩時の消灯の継続

空調温度適正化の継続 毎週水曜日のノー残業デーを継続

（冷房27℃、暖房２２℃）

◆自動車燃料によるCO2排出量の削減

・エコ運転の推進の継続

・従業員の通勤車・準社用車に対するハイブリット車手当の支給、代替推進

◆一般廃棄物排出量の削減

・両面印刷の継続

・資料などのペーパーレス化を継続

・裏紙の使用を継続

・手洗い場のハンドペーパー社員使用禁止の徹底の継続

◆産業廃棄物排出量の削減

・廃タイヤ・廃ホイール・廃エンジンオイルの有価物化継続

・タイヤ袋の有料化

◆水道水排出量の削減

・手洗い・洗い物時の節水を継続

◆グリーン商品購入の推進

会社の備品などはエコ商品を優先して購入

◆エコカーの販売促進

・ハイブリッド車の展示車・試乗車を配置し、訴求
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5．環境活動の取り組み内容



◆環境保護活動

・山陰海岸ジオパーク一斉清掃

鳥取砂丘と山陰海岸の美しい自然を守るため、

年２回春と秋に鳥取砂丘、岩戸海岸～青谷海岸まで一斉清掃が行われます。

各団体、事業所、学校等が中心に実施しています。

・グリーンキャンペーン

昨年に引き続き、ブナを中心とした豊かな森を早期に育成するための苗木の育成、植林、下草刈り等の企画及び

作業に参加することなどを通じて、広く県民に自然保護意識の啓発をよびかけることを目的とする大山ブナの

植樹活動に参加しました。

・店舗周辺地域の清掃活動

毎週金曜日に、本社や店舗・駐車場付近の周辺清掃活動を行っています。

◆地域社会貢献活動

・鳥取市避難所協定

地震や台風などもしもの災害時、鳥取店ショールームを避難場所として提供する事で、地域の皆さんが安心して

避難できるよう鳥取市と協定を結びました。避難時に必要な、避難者50名が3日間過ごせる「備蓄水」、缶入

りパンやエナジークッキーなどの「非常食」を準備しています。

◆社内監査

・店舗監査の定期実施

　改善の必要な項目については、是正を実施している。
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＜今年度の取り組み結果＞

・電力による二酸化炭素の削減　評価：×

全社整備工場は冷暖房が備わっているため、夏・冬のエアコン使用による電力量の増加が大きく

結果、目標達成には至りませんでした。

・自動車燃料による二酸化炭素の削減　評価：○

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、営業スタッフの訪問活動を控えたこと、また社内会議がほぼオンラインへ

シフトし開催場所への移動もなくなったことで、大幅な自動車燃料使用量の減少となり達成することができました。

・一般廃棄物の削減　評価：○

従業員のペーパーレスやごみの削減に対する意識の向上。

またオンライン会議が定着したことで、紙資料等も減りました。

・産業廃棄物の削減　評価：〇

引き続き廃タイヤ・廃ホイール・廃エンジンオイルの有価物化を実施して行きます。

タイヤ袋を有料化し、さらに油脂類交換（提案）時期における点検パックを見直した運用へ移行。

産業廃棄物および廃プラスチック削減につながり、目標達成することができました。

・水道水の削減　評価：○

従業員の節水意識の向上や洗車機を節水できるものに替えたことで達成することができました。

・製品・サービスへの環境配慮　評価：×

全車種併売となり、ハイブリッド車の選択肢が増えたため、前年の販売比率の35.1％より増加しましたが、

目標達成には至りませんでした。

・化学物質の適正管理

小さな傷の補修用塗料を使用しているが、化学物質は適正に管理しています。

＜次年度の取り組み＞

・電力による二酸化炭素の削減

ノー残業デーの遵守、退勤時間管理の徹底、働き方改革による生産性向上を推進。

店舗の新設が続き基準年度比での目標値設定が難しいため、次年度は今年度実績値を踏まえた取組みが必要。

・自動車燃料による二酸化炭素の削減

引き続きエコ運転の推進と、準社用車のハイブリッド車代替えを奨励し、

基準年▲8.0％のＣＯ２排出量削減を目指します。

・一般廃棄物の削減

引き続き両面印刷・資料のペーパーレス化・裏紙使用を推進します。

基準▲6.0％の排出量の削減を目指します。

・産業廃棄物の削減

引き続き廃タイヤ・廃ホイールを有価物化し、基準年▲6.0％の排出量の削減を目指します。

・水道水の削減

引き続き節水を心掛け、基準年▲7.0％の排出量の削減を目指します。

・製品・サービスへの環境配慮

51%のハイブリッド車販売台数比率を目指します。

※　貨物車/軽自動車を除く総販売台数に対するハイブリッド車販売台数比率

・化学物質の適正管理

引き続き化学物質を適正に管理します。
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６．今年度の環境活動の取り組み結果と次年度の取り組み



自動式車両洗浄施設について
　特定施設の設置届（門型自動洗車機）
　特定施設の構造等変更届
　特定施設の氏名等変更届・使用廃止届
貯油施設・油水分離層について
　事故時の措置（事故の届出と必要な措置）
　使用開始届
自動式車両洗浄施設について
　特定施設の設置届
　特定施設の構造等変更届
　特定施設の氏名等変更届・使用廃止届
　除外施設の設置と届出
貯油施設・油水分離層について
　事故時の措置（事故の届出と必要な措置）
　浄化槽の設置届
　浄化槽の使用開始届・浄化槽管理者等の変更届
　浄化槽の保守点検及び清掃の実施
　浄化槽の定期検査（法定検査）の実施
　浄化槽の廃止届
コンプレッサー及び送風機について
　規制基準の遵守
　特定施設の設置届
　特定施設の数等変更届
　特定施設の氏名等変更届
コンプレッサー及び送風機について
　規制基準の遵守
　特定施設の設置届
　特定施設の変更等届
　特定施設の氏名等変更届
　廃棄物の適正処理
　一般廃棄物の適正処理
　産業廃棄物の適正処理
　産業廃棄物の保管基準の遵守・処理基準の遵守
　(表示：60cm角以上、衛生管理等）
　産業廃棄物の委託基準の遵守(許可業者と委託契約書の締結、保管等）
　産業廃棄物の委託先の処理状況の確認と必要な措置
　産業廃棄物のマニフェスト交付規定の遵守・保管等の規定の遵守
　産業廃棄物のマニフェスト交付状況の報告
　水銀使用製品産業廃棄物（廃蛍光ランプ・廃水銀灯）の適正処理
　自動車所有者の使用済み自動車の引き渡し義務
　使用済自動車の引取業者の引取義務
　使用済自動車の引取業者の引き渡し義務
　引取業者の登録
　引取業者の登録の申請
　引取業者の変更届
　引取業者の標識の掲示
　指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵・取扱事業者について
　・指定数量未満の場合

各市町の火災予防条例が定める技術上の基準を遵守
　・少量危険物の場合

各市町の火災予防条例が定める技術上の基準を遵守し、定められた届出
　規定に基づく施行令で規定
　　屋内消火栓の設置（工場700㎡以上）
　　火災報知機の設置（工場500㎡以上、店舗300㎡以上）
業務用エアコンの簡易点検の実施と記録の作成
・特定製品（業務用エアコン・冷蔵庫等）の整備・廃棄時のフロン回収・破壊
・簡易点検（油じみ、腐食、損傷、異音振動）

　CSRガイドラインにのっとり環境に関する問題点の洗い出しを行い、
　監査マニュアルに沿って監査を行う。

＜違反、訴訟等＞
2022年5月1日、エコアクション事務局全員により環境法規が順守されていること、
訴訟・苦情等は発生していないことを確認しました。関係当局より違反等の指摘もありませんでした。
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そ
の
他

消防法 ○

フロン排出抑制法 〇

トヨタ販売店CSR
ガイドライン

○

廃
棄
物

廃棄物処理法 ○

再
資
源
化

自動車リサイクル法 ○

○

 騒音 騒音規制法 ○

 振動 振動規制法 ○

全般 環境基本法
　事業活動を行うに当たり、環境への負荷の低減その他の環境の保全に
　自ら努めるとともに国または地方公共団体が実施する環境の保全に
　関する施策への協力

○

水質

水質汚濁防止法 ○

下水道法 ○

浄化槽法

７．環境関連法規等の順守状況の確認及び違反・訴訟の有無

法令の名称 適用される要求事項 評価



①環境経営方針　　　　「変更なし」

②環境経営目標・計画　「目標値再設定（北栄CTC新設の為）」

③実施体制　　　　　　「変更なし」

現状を維持・継続する 鳥取トヨペット株式会社

代表取締役専務　倉下光明
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８．代表者による評価と見直し・指示

　2021年度の代表者による評価と見直し・指示

　今年度はエコアクション２１の活動開始から8年目の年度となりました。

　当初よりコンプライアンスの遵守を柱に環境活動のＰＤＣＡをまわし、社員の環境に
対する改善意識の醸成に力を注いでおります。「こまめな節電」「ごみの削減」など、
小さなことではありますが、多くの社員の具体的な行動変化を日々実感しております。

　さて当社では昨年2月にSDGｓの取組みをスタートさせ、「地域・社会」「安心・安
全」「環境」「健康・福祉」の4つをテーマとして本年より本格的な活動をしておりま
す。昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、大規模な販売イベントや地域貢献活
動を行うことができませんでしたが、本年は感染対策を十分にとったうえで、エコカー
の推進や地域の清掃活動、植樹活動など県内の環境保全活動も徐々に再開することがで
きました。

　また、自動車整備における環境問題への取組みとして、省資源化・産業廃棄物および
廃プラスチック低減を目的とした「タイヤ袋の有料化」を10月より開始し、さらに油脂
類交換（提案）時期における点検パックを見直した運用へ移行いたしました。

　令和4年1月には、新店舗「桜谷店」をオープンさせることができました。東部地区2
店舗体制となり、中長期的な視点で設備投資できたことで全ての店舗において、お客様
拡大可能かつ 高のおもてなしができるインフラとなりました。

　引き続き、エコアクション２１全体会議の実施・店舗担当者の内部監査の充実、地域
貢献活動の全社を巻き込んだ取り組み等、全社員が同じベクトルで進めるための仕組み
作りや情報発信力強化に挑戦しましょう。

2022年5月1日


