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□ごあいさつ

　　　　　　　　　　　　 株式会社ダイシン自動車
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表取締役　　神村　淳史

１． 環境関連法規制等や当社が約束したことを順守する。

２． 二酸化炭素排出量の削減に努める。

３． 廃棄物の処理量の削減に努める。

４． 水使用量の削減に努める。

５． グリーン調達の促進に努める。

６． 環境に配慮した整備の促進に努める。

７． 店舗周辺の清掃活動に努める。

制定日：

改定日：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長

2019年5月1日

 神村　淳史

環 境 方 針

　株式会社ダイシン自動車（ﾏﾂﾀﾞｵｰﾄｻﾞﾑ大津・堅田）は、自動車販売・自動車整備の事業
活動及び製品・サービスにおいて省エネ・省資源を実現し、それを通じて経営の品質を高
め、環境の保護と豊かな社会づくりに貢献します。そのために全社員が参加し、下記の項
目に自主的、積極的に取り組みます。

2014年12月1日

　当社は車を通じて、皆様に喜んで頂けるよう精一杯のサービスでご対応させて頂いております。
優秀なスタッフがまごころをもってお客様のお車をサポートいたします。滋賀をお立ち寄りの際
は、ぜひお越しください。



□組織の概要

（１） 名称及び代表者名
株式会社ダイシン自動車
代表取締役社長　 神村　淳史

（２） 所在地
本社・大津店 滋賀県大津市馬場３丁目16番48号
堅田店 滋賀県大津市衣川１丁目18番37号

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 中堂　真次 マネージャー TEL：077-572-3618

担当者 中堂　真次 マネージャー TEL：077-572-3618

（４） 事業内容
自動車の販売、自動車の整備及び車検整備

（５） 事業の規模
製品出荷額 6.2 億円
入庫整備台数 3000 台/年

本社 堅田店 合計
9 6 15
300 593 893

（６） 事業年度 5月1日～4月30日

□認証・登録の対象組織・活動
登録事業者名： 株式会社ダイシン自動車
対象事業所： 本社・大津店、堅田店

対象外： なし

活動： 自動車の販売、自動車の整備及び車検整備

□活動体制図

従業員　　　　　
延べ床面積　　　

本社・大津店 堅田店

神村淳史

環境管理
責任者

中堂真次

環境事務局

中堂真次

代表者



□主な環境負荷の実績

単位 2018年 2020年 2021年

kg-CO2 46,728 42,614 45,741

㎏ 1,230 1,160 1,350
㎏ 800 1,120 1,840
㎥ 533 576 590

※電力の二酸化炭素排出量換算値 0.516 kg-CO2/kWh（関西電力　2013年調整後）

※二酸化炭素排出量には、灯油、LPGによる排出量を含む

□環境目標及びその実績

（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標）

kg-CO2 32,986 31,996 35,430 31,666 31,337

基準年比 2018年 97% 107% 96% 95%

kg-CO2 13,363 12,962 9,904 12,828 12,694

基準年比 2,018 97% 74% 96% 95%

kg-CO2 46,348 44,958 45,333 44,494 44,031

kg 1,230 1,193 1,350 1,181 1,169

基準年比 2018年 97% 110% 96% 95%

㎥
533 517 590 512 506

基準年比
2018年 97% 111% 96% 95%

本 509 509 453 前年実績以上 前年実績以上

2020年 前年実績以上 89%

2021年

上記二酸化炭素排出量合計

一般廃棄物の削減

水道水の削減

エコタイヤ販売の促進

二酸化炭素総排出量

廃棄物排出量
　一般廃棄物排出量

基準値 2022年 2023年

　産業廃棄物排出量
総排水量

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

電力による二酸化炭素削
減

自動車燃料による二酸化
炭素削減

項　目



□環境活動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

〇
○
○
〇

×
○
○
○

〇

○
○

○
○
○

×
○

○
○

エコタイヤ販売の促進
数値目標 顧客への提案は進めているが、未達となった.

・エコタイヤの勉強会の実施

社会貢献
・店舗周辺の清掃活動。 エコキャップ回収活動は地域からの依頼によりス

タート。次年度も継続する。・ペットボトルエコキャップ回収活動

水道水の削減
数値目標 他店対抗のため入庫車両の全車手入れとなった

ため未達。・節水シールの貼り付けとポスター掲示
・節水弁取り付け

数値目標 損紙の使用など徹底しているが未達。6S活動も
いきとどいて終盤なので今後の廃棄物削減にい
いきざし。

・分別の徹底
・6Ｓ活動の推進（部門別活動計画書で運用）

自動車燃料による二酸化炭素削減
数値目標 軽自動車のハイブリッド車を多く導入し総合のガ

ソリン使用量目標は達成することができた。今後
は代車として貸し出す際のエコドライブのすすめ
をよりお伝えしていきたい。

・エコドライブの推進（社員及びお客様へのお願い)

・代車の適正な点検整備
・代車・社用車の定期的なタイヤ空気圧点検

一般廃棄物の削減

取り組み計画 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
数値目標 一年通じてのショウルームの温度管理と換気の繰り返しによ

り電気を使用するエアコンには非効率な期間でした。その中
でもお客様にひざ掛けなど用意しての対応など、工夫した一
年でした

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房18℃）
・不要照明の消灯
・エレベーター使用の効率化



□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。

評価
遵守
遵守
遵守
遵守
遵守
遵守
遵守
遵守
遵守

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。

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

環境経営方針 ☑　変更なし□ 変更あり

環境経営目標・計画 ☑　変更なし□ 変更あり

実施体制 ☑　変更なし□ 変更あり

□環境活動の紹介

代車ご利用のお客様にエコドライブをお願いしています。

代車の日常点検を実施しています。

ペットボトルのキャップを集める運動を実施中。

2022年5月20日

代表取締役社長　　神村　淳史

各部設備点検や必用訓練は定着。
火災訓練、など消防からのアドバイスをいただきながら実施。
スタッフの意識向上にEA21が大きく役立っているので今後はより地域貢献できるように活動する。

家電リサイクル法 適正処理
浄化槽法　（堅田） 保守点検・清掃・法定検査（11条検査）

消防法 危険物の保管

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）

自動車リサイクル法 使用済み自動車の適正処理

下水道法　（大津） 油水分離槽の清掃及び点検

廃棄物処理法 一般廃棄物、産業廃棄物（金属ｸｽﾞ、廃プラ、廃ガラス、廃油等）
騒音・振動規制法 空圧機（大津市条例による届出）
フロン排出抑制法 業務用空調機　エアドライヤー

資源有効利用促進法 パソコンの適正廃棄


