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有限会社 松江第一部品

エコアクション２１

環境経営レポート

2021 年度
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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り組みます。

３． 排出される廃棄物の再生利用に努めます。

４． 自動車リサイクル部品によるグリーン販売の向上に努めます。

５． 使用済自動車（ＥＬＶ）の回収、適正処理により、環境負荷の低減に努めます。

６． 工場周辺の清掃活動に努めます。

７． 環境経営の継続的改善を誓約します。

制定日：

改定日：

環 境 経 営 方 針

 当社は、使用済み自動車のリサイクル事業を通じて、
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

2021年3月10日

上野　誠喜
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□組織の概要
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（１） 名称及び代表者名

有限会社 松江第一部品

代表取締役　上野誠喜

（２） 所在地

本　社 島根県松江市宍道町上来待2040番地

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

責任者　 伊豆　勝行 TEL：0852-66-3977

担当者 前崎　秀幸 TEL：0852-66-3977

（４） 事業内容

（５） 事業の規模

売上高 2021年度 366百万円

650万円

設立年月日

14 名

1,540 ㎡

（６） 事業年度 9月1日～8月31日

□認証・登録の対象組織・活動

登録事業者名： 有限会社 松江第一部品

対象事業所： 本社・工場

対象外： なし
活動：

□組織図

資本金

平成4年9月4日

従業員　　　　　

延べ床面積　　　

TEL 0852-66-3977

FAX 0852-66-3978

使用済み自動車の引取り業、解体業、フロン類回収業、自動車リサイクル部品の販
売、瓶・古着のリサイクル、廃タイヤの収集運搬・積替え保管

使用済み自動車の引取り業、解体業、フロン類回収業、自動車リサイクル部品の販売、瓶・古着
のリサイクル、廃タイヤの収集運搬・積替え保管

環境管理
責任者

前崎　秀幸 西山　忠美 中島　友和

環境事務局

前崎　秀幸

EA21

推進委員会

事務所 工場 営業

代表者

上野　誠喜

伊豆　勝行
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□許認可

1 自動車リサイクル法

届出先 許可年月日 有効期限

2 産業廃棄物収集運搬業

届出先 許可年月日 有効期限

3 麻薬原料輸出業者業務届

許可年月日 有効期限

2020年7月2日 2025年6月30日

4 古物商

5 日本輸出入者標準コード登録

□車両一覧

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

解体業

引取り業

フロン回収業

松江市

松江市

松江市

3ｔダンプ

軽トラック

事業の範囲【取り扱い産廃の種類】
燃え殻・汚泥（含水率85%以下のものに限る。）・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維
くず・動物性残さ・ゴムくず・金属くず・ガラスくず・鉱さい・がれき類・ばいじん・以上
13品目

麻薬向精神薬原料の品名

硫酸

許可番号

21293000359

21291000359

21292000359

4.5tトラック

2.5ｔ車輌積載専用車

届出先 許可番号

2022年9月27日

2027年2月9日

2027年9月26日

2022年3月1日

3.5ｔトラック

3.25ｔ車輌積載専用車

3ｔ車輌積載専用車

中四国厚生局麻薬取締部

届出先

島根県公安委員会

2019年7月1日

711019001009

JAST PRO 89150

積替え保管施設の面積

保管上限量

120.00㎡

60.92㎥

2022年4月15日

2022年4月15日

2024年6月30日

2027年4月14日

2027年4月14日

島根県

鳥取県

松江市

鳥取県

12910045810

3104045810

許可番号
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□産業廃棄物処理実績

□再生資源の回収・収集等

□主な環境負荷の実績

単位 2019年 2020年 2021年
kg-CO2 50,745 50,575 51,533
kg 879 818 862
kg 689 678 692
kg 190 140 170

0.542 kg-CO2/kWh

1,396 kg-CO2含む

□環境経営目標及びその実績

（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標）
kg-CO2 11,509 11,049 13,652 10,934 10,819

基準年比率 2013年 96% 119% 95% 94%

kg-CO2 37,870 36,356 36,486 35,977 35,598

※1

基準年比率 2017年 96% 96% 95% 94%

kg 724 695 692 688 681

基準年比率 2013年 96% 96% 95% 94%

枚 30,600 29,376 25,000 29,070 28,764

基準年比率 2013年 96% 82% 95% 94%

千円 3,000 3,120 6,130 3,150 3,180

基準年比率 2019年 104% 204% 105% 106%

㎥ 1,152 1,117 0 1,106 1,094
基準年比率

2013年 97% 0% 96% 95%台 3,472 3,819 3,012 3,993 4,166

基準年比率 2017年 110% 87% 115% 120%

千円 15,962 16,281 37,888 16,441 16,600

基準年比率 2013年 102% 237% 103% 104%

廃棄物排出量

　一般廃棄物排出量

　産業廃棄物排出量

※電力の二酸化炭素排出係数（中国電力2021年実績）

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

産廃売却金額（ﾘｻｲｸﾙ）の向
上

※二酸化炭素総排出量には、ＬＰＧと灯油のトータル数字

使用済み自動車引取り台数

フロン類回収量

古着回収量

3,012 台

269.3 kg

272.49 t

一升瓶回収量 7,288 ケース

二酸化炭素総排出量

2021年度

※1　自動車燃料による二酸化炭素削減目標は、回収範囲、回収台数の増加に伴い2017年に目標数値の見直しを行った。

※2　水道水の使用量は同じ敷地内にある同列会社との個別把握が出来ない為、環境目標の設定を行いません。

※3　ＬＰＧ、灯油については二酸化炭素排出量が2020年実績5％未満の為、環境目標の設定を行いません。

kg-CO2 49,379 47,404 50,138 46,911 46,417

基準値
2022年度

ELV回収台数アップ

電力による二酸化炭素削減

上記二酸化炭素排出量合計

一般廃棄物の削減

コピー用紙の削減

自動車燃料による二酸化炭
素削減

（2021年度実績）

2023年度

項　目

リサイクル部品の販売促進

収集運搬運搬量 203.67ｔ（受託量　2021年度実績）
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□環境経営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 ×
〇
◎
◎
〇
〇

数値目標 ○

〇
◎
◎

数値目標 ○

◎

◎

〇

〇

数値目標 ○

〇

〇

〇

数値目標 ○

〇

〇

◎

数値目標 ×
○
○

数値目標 ○

◎

〇

〇

目標達成。
4月後半から事務所の改装に入り、処分する物が多数出た為、
年度の後半は未達成が続いた。ですが、処分と再利用を厳しく
選別することにより、累計での目標はクリア出来ました。

目標達成。
廃車の発生量が減少している影響が大きいですが、積み合わせ
等効率の良い引取りが出来ていた事で目標値を上回ることがで
きた思う。今後も引き続き、努力していきたい。

目標未達成。
今年度も、コロナの影響からOA機器の使用が増えている。また
4月～6月で事務所の改装で電動工具等を使う為、電力使用量が
増えました。要因がはっきりしている為、問題ないと考えま
す。次年度は目標達成できるように努めます。

一般廃棄物の削減

ELV回収台数アップ

新規顧客開発

・優良なリサイクル部品業者の選定

・リサイクル部品活用勉強会の実施

目標達成。
生産体制が安定し、生産量が増えている。また商品管理、商品
の選別もしっかりと出来ていると思います。次年度もさらなる
販売促進に努めます。

顧客満足度の向上の取組み

リサイクル部品の販売促進

・顧客へのリサイクル部品活用提案

・裏紙の活用（両面印刷）

・ミスコピーの削減

・ペーパーレス化への取り組み

・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

・作業ミスによる廃棄量の削減

・素材別ボックスの設置

・リサイクル業者の開拓

目標未達成。
メーカーの生産減が響き廃車の発生自体が大幅に減った。オー
クション仕入を強化したり色々と策を講じたが、目標には届き
ませんでした。ただ、この問題は此方ではどうする事も出来
ず、推移を見守るしかないと思う。

目標達成。
月単位では未達成になる月がありましたが、累計枚数で目標を
達成しています。従業員全員が削減目標へと意識が向いている
物だと思います。今後ともさらなる削減に努めます。

目標達成。
回収量は例年より減少していますが、鉄等の相場の上昇によ
り、目標達成することができました。今後、相場の変動時に目
標をキープする事が大事だと思います。今後の推移を見ながら
努力して行きたい。

・エリア別営業活動の見直し

コピー用紙の削減

取組計画 取組結果とその評価、次年度の取組内容

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

・空気圧縮機のエア洩れ点検
・作業改善・業務改善の推進（部門別活動計画書で運用）

・分別の徹底

・シュレッダー廃紙のリサイクル化

自動車燃料による二酸化炭素削減

・アイドリングストップ

・効率的なルートで配送
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□環境関連法規等の遵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。

遵守評価 

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

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遵守されていました。

有限会社 松江第一部品
代表取締役　上野誠喜

　今年度より弊社でもSDGｓへの取組を始めました。
自然環境の保全、地域経済の発展など、これまで培ったリサイク
ル、リユースの分野で大きく貢献出来る物と考えています。
　EA21においては、今年度もコロナの影響が続き、弊社のメイン
となる、ELV回収目標が達成できませんでした。メーカーの新車
販売が通常に戻ればこちらも改善すると思うのですが、まだまだ
予測がつきません。また、仕事のスタイルも変化して、事務所で
の作業が増えており、電力目標の達成が難しくなりました。今後
は目標の見直しを含め検討していきます。まだまだ先の見えない
状況ではありますが、ここをチャンスと捉え、新たなチャレンジ
をして行きたいと思います。

環境関連法規

フロン類の登録充填回収業者による適切な引き渡し

引取証明書が30日以内に送付されない場合の知事への報告

自動車解体業の許可

フロン類回収業者の登録

使用済み自動車引取り業者の登録

マニフェスト制度に基づく報告

廃棄物処理法

フロン排出抑制法

自動車リサイクル法

要求事項

少量危険物の保管

産業廃棄物収集運搬業許可の表示

保管基準の順守

水質汚染防止法
事故時の措置

油流出時の措置（松江市長への報告）

マニフェストの交付

産廃収集運搬・処理業者の許可の確認、契約

環境影響の少ない指定製品の使用に努める

消防法

フロン類回収時の委託確認書交付と引取証明書の保存（3年間）
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□環境への取り組み（地域貢献活動）

清掃活動

□環境への取り組み（ごみの分別の取組み）

□環境への取り組み（電気使用量の確認、把握、節電）
デマンドモニターを導入しました。

電気の使用量を数字と色で把握できます。 ３０分ごとの使用量も把握できます。
使いすぎの時は、色とアラームで教えてくれます。 節電への意識が高まりました。

こちらの時計とも連動しており、モニターが見えない 不要な照明はこまめに切る。
場合にも、全員が一目で判るようになっています。

草刈りの実施
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