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エコアクション２１環境経営レポート 

令和 3年度（令和 3年 11月 1日～令和 4年 10月 31日） 

発行 令和 5年 1月 12日 

有限会社 片貝自動車商会  
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１．組織の概要及び対象範囲 

1.1 概要・認証登録の対象範囲 

No 項目 内容 

1) 事業者名および 

代表者氏名 

有限会社 片貝自動車商会 

代表取締役 山口 寛     

2) 事業所名と所在地 本社工場 〒947-0103 新潟県小千谷市片貝山屋町 1-1 有人 

(株)ﾛｰﾀｽ片貝 〒947-0103 新潟県小千谷市片貝山屋町 1-1 有人 

鈑金塗装工場 

マツダショールーム 

〒947-0103 新潟県小千谷市片貝山屋町 2-2 

〒947-0103 新潟県小千谷市片貝山屋町 2-2 

有人 

有人 

車庫・駐車場 〒947-0103 新潟県小千谷市片貝山屋町 17-1 無人 

長岡店 〒940-0861 新潟県長岡市川崎町 1324-1 有人 

3) 環境管理責任者氏名 

および担当者連絡先 

環境管理責任者 本社工場 営業部門 山口 啓介  

 担当者 本社工場 営業部門 山口 啓介  

TEL 0258-84-2405 

FAX 0258-84-3699 

4) 事業活動の内容 自動車販売業、自動車整備業、自動車鈑金塗装業、自動車リース・ 

レンタル業、損害・生命保険代理店業 

5) 事業の規模 売上高 564,898千円（令和 3年度） 

  従業員数 18名（本社 15名、長岡店 3名） 

  土地面積 5,128㎡ 

6) 認証登録の対象範囲 事業所 本社工場、(株)ロータス片貝、鈑金塗装工場リックス・

マツダショールーム、車庫・駐車場。 

 

事業活動 4)と同じ 

従業員数 15名 
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1.2 環境経営レポートの文書管理 

No 項目 内容 

1) 承認・作成 承認：環境管理責任者、作成：EA21推進事務局 

2) 公表・配布 備え置いて一般閲覧を可能とし、地域事務局へ送付 

 

２．環境経営方針 

環境経営方針 

 

 ＜基本理念＞ 

  当社は、創造・伝統・自然が織りなす誇りある小千谷の地で自動車販売修理業を 

中心とした事業活動をする上で、全社員が環境保全の意識を持ち環境問題に対して 

積極的に取り組み環境改善を図ることを目標として、より豊かな社会の安全と発展 

に貢献し社会的責任を果たします。 

  

 ＜行動指針＞ 

    基本理念に基づき以下の項目について、環境経営目標・経営計画を定め継続的な 

改善に努めます。 

  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、廃棄物の削減を推進します。 

  4， 二酸化炭素排出量の少ない低燃費車の販売促進に努めます。 

    5,  上水を適正に使用します。 

  6,  全従業員にこの環境方針を周知徹底するとともに、環境活動レポートを作成し、 

    公表します。 

                                                           

                               令和 3年月 12 月 10 日改定 

                             有限会社 片貝自動車商会 

                             代表取締役 山口 寛 

 

３．環境負荷の実績 

No 項目 単位 令和元年度  令和 2 度 令和 3年度 

1) 二酸化炭素排出量 kg-CO2 63,313 72,815 71,200 

2) 産業廃棄物排出量 t 9 9 11 

3) 水使用量 m3 221 212 140 

注）1.年度の期間は、11月 1日～翌年 10月 31日です。 

2. 購入電力の二酸化炭素排出係数：東北電力株式会社の調整後排出係数 

令和元年度 0.521kg-CO2/kWh 
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４．環境組織図
作成日：令和2年11月24日

※長岡店はEA２１対象外

※(株) ロータス片貝の従業員は各部門の中で業務

　　

＜役割＞

代表者 環境マネジメントシステム（以下EMS）に関する統括責任者

　・EMSの実施及び運用に必要な人・設備・費用・情報・時間を用意

　・環境管理責任者の任命

　・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

　・環境目標の設定を承認

　・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

　・経営における課題とチャンスを明確にする。

環境管理責任者 実務上の責任者として、全社の環境取り組みを推進する

      ※代表者は、環境活動の実務に関して全部門に対する指揮命令権限を委譲

　・EMSの構築、実施、管理

　・環境活動計画書、環境関連法令取りまとめリスト等の承認

　・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推進事務局 環境管理責任者をサポートし、EA21推進事務局として全社の環境取組を推進する

　・環境取り組みの指導・支援

　 　・環境データの集計・取りまとめ

部門長・店長 全社の環境取り組みを推進する

　・担当部門の環境取り組みの責任者

配布先なし

代表者
有限会社 片貝自動車商会 代表取締役社長

山口 寛

環境管理責任者
山口 啓介

サービス部門
（部門長）

清水 威貴

営業部門
（部門長）
久賀 透

EA21推進事務局
大渕 悦子

鈑金塗装部門
（部門長）

水落 政彦
長岡店
（店長）

山口 新一

作成者

環境管理責任者

山口啓介

鈑金塗装工場リックス 車庫・駐車場
マツダショールーム

事務部門
（部門長）

大渕 悦子
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５．環境経営目標と実績 

5.1 目標と実績 

No 項目 
基準値 

単位 

目標 

実績 

令和 1 

年度 

令和 2 

年度 

令和 3 

年度 

令和 4 

年度 

1) 電力の削減 

(二酸化炭素) 

平成 30年度実績値 目標 85,109 84,250 83,820 83,390 

 85,969 kwh 実績 75,630 84,008 84,417 － 

2) 一般廃棄物の

削減 

平成 30年度実績値 目標 725 714 707 699 

 736kg 実績 602 651 634 － 

3) 上水使用量の

維持管理 

平成 30年度実績値 目標 188 188 188 188 

 188 m3 実績 221 212 140 － 

4) 低燃費車の販

売促進 

平成 30年度実績値 目標 80 84 87 91 

 76台 実績 40 45 54 － 

注）１．上水使用量は、使用量が少ないため、維持管理します。 

   ２．化学物質は、製品品質を維持するため、削減目標を設定せず適正管理します。   

    

5.2 次年度以降への考察  

No 環境経営目標 達成率 考察 

1) 電力の削減(二酸化炭素) 99％ 原因と対策の見直し。 

2) 一般廃棄物の削減 111％ 引き続き削減に努める。 

3) 上水使用量の維持管理 134％ 引き続き節水を徹底する。 

4) 低燃費車の販売促進 62％ 全体的に販売が低迷しているため未達。 

 

 

６．環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容 

No 環境経営目標 達成手段、環境経営計画の内容 結果･評価 次年度以降の取組 

5.1 電力の削減 

(二酸化炭素) 

1) 不要箇所の照明を消灯する。 〇 継続 

 2) 照明設備を順次 LEDに変える ×  

 3) ４Sの推進による業務効率化 ○ 継続。 

5.2 一般廃棄物の 

削減 

1) ペーパーレスの推進と分別の徹底 ○ 継続。 

2）古紙等の再生紙は回収ルートへ委託 ○ 継続。 

5.3 上水使用量の 

維持管理 

1) 水もれの点検・修理 ○ 継続。 

5.4 低燃費車の販売

促進 

1) クリーンディーゼル車、ハイブリッ

ド車の販売     

× 

 

車両入替の促進と

販売強化。 

5.5 化学物質の管理 1) 化学物質の適正管理と適正使用 ○ 継続。 

注）結果･評価は、○：実施率 70%以上、×：実施率 70%未満、です。 
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７．環境関連法規等の遵守状況の確認および評価の結果ならびに違反、訴訟等の有無 

● 次の環境関連法規等の遵守状況を自ら確認・評価した結果、違反はありません。 

  尚、関係当局からの違反の指摘、訴訟は、過去３年間ありません。 

No 法規等  No 法規等 

1) 大気汚染防止法  9) 使用済み自動車の再資源化等に関する法 

律 

2) フロン類の使用の合理化及び管理の適正

化に関する法律 

 10) 特定化学物質の環境への排出量の把握等

及び管理の改善の促進に関する法律 

3) 水質汚濁防止法  11) 有機溶剤中毒予防規則 

4) 騒音規制法・新潟県生活環境の保全等に 

関する条例 

 12) 一般高圧ガス保安規則 

5) 振動規制法・新潟県生活環境の保全等に

関する条例 

 13) 消防法 

6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律  14) 小千谷市火災予防条例 

7) 新潟県産業廃棄物等の適正な処理の促進

に関する条例 

 15) 水銀による環境の汚染の防止に関する 

法律 

8) 特定家庭用機器再商品化法    

 

 

８．代表者による全体評価と見直しの結果 

No イン・アウト 内容 

8.1 インプット 1) 環境経営目標の達成状況、環境経営計画の実施および運用結果 

  2) 環境関連法規等の遵守状況 

  3) 外部からの環境に関する苦情・要望 

  4) 前回見直し会議の指示への取組結果 

  5) 前回審査の要改善事項の対応策の結果 

8.2 アウトプット 1) 環境経営方針：変更する必要なし 

  2) 環境経営目標：変更する必要なし。 

  3) 環境経営計画書：変更する必要なし 

  4) その他の環境経営システム：変更する必要なし 

  5) 総評：未達成の項目もあるので、原因・対策を全社員と共有して、

目標達成するべく今後も活動していきたいと思います。 

8.3 実施体制 実施体制については、活動内報に変化がないため、現状の実施体制 

を維持する。 
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９．その他の取組 

   ＜古紙ボックス＞              

 本社事務所と工場内に設置                  

             

  

 

   ＜ＬＥＤ照明＞ 

工場内及び事務所照明を LED化 

      

 

 

 

以上 


