
EA21活動年度を事業年度に整合させるため令和3年1月～6月の半年間の
取り組み結果をまとめたものです。
次回は令和3年7月～4年6月の1年間を対象期間とするレポートを令和4年9
月に発行する予定です。
＊令和2年1月～12月を対象期間とする令和2年度環境レポートは令和3年3
月18日発行。

令和3年度環境経営レポート
（対象期間：令和3年1月1日～令和3年6月30日）

マツダオートザム川内

発行日：令和3年9月10日
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基本理念

行動指針

１．私たちは、次のことについて重点的に取り組みます。

1）　 電気や自動車燃料の省エネルギーを推進

　　     （エアコン設定温度の管理、エコドライブ実施）

2)　　リサイクル部品の活用と確実な廃棄物分別処理

3)　　事務所や工場の使用水量削減（洗車用水等）

4)　　有害化学物質の適正管理

5)　　事務用品のグリーン購入促進

6)　　エコカーの販売促進とお客様へのエコ商品等の提案

　これらについて環境経営目標、環境経営計画を定め、定期的に見直しを行い、継続的改善に

努めます。

２．私たちは、環境に関連して適用される法令、及び、その他の同意する要求事項を守ります。

３．私たちは、働きやすい職場づくりに取り組みます。

この環境経営方針を全ての従業員に周知します。

制定日：

改定日：

環 境 経 営方 針

平成27年11月1日

令和2年2月1日

マツダオートザム川内

豊川　浩志

　マツダオートザム川内は、地球や社会と永続的に共存するクルマをより多くの人々に提
供するとの理念のもと、環境保全の重要性を認識し、当社がとり行う自動車販売に係わる
全ての事業活動において、環境負荷の低減、改善や環境に配慮した商品等の提供に努
めるなど、環境経営に取り組みます。



◇組織概要

（１） 名称及び代表者名
マツダオートザム川内
代表者　　豊川　浩志

（２） 所在地
〒７７１－０１31
徳島県徳島市川内町大松２５１番地

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

　　 環境管理責任者： 豊川　浩志 TEL: ０８８－６６５－６２８８
　　 担当者： 豊川　真由美 FAX: ０８８－６６５－６２７７

　
（４） 事業内容

自動車の販売及び修理・整備　　　　　　　自動車部品・用品の販売
自動車ローン及びリースの取り扱い　　　　保険代理店業務

（５） 事業規模

（６） 事業年度
事業： 7月1日～翌年6月30日

◇認証・登録の対象組織及び活動

認証・登録事業者名：マツダオートザム川内

対象事業所：本店・工場

事業活動範囲：自動車の販売及び修理・整備　、自動車部品・用品の販売
自動車ローン及びリースの取り扱い、保険代理店業務

当社の全組織・全活動を対象とする。

新車販売台数 48台　（25台）

令和2年7月～令和3年6月期　（令和3年1月～6月）
延べ床面積（本店・工場） 159.46　㎡
売上高 163,112千円



◇実施体制

代表者 ・環境経営に関する統括責任

代表者
環境管理責任者

豊川　浩志

環境事務局

豊川　真由美

業務部門 営業部門 サービス部門

従業員 従業員 従業員

役割・責任・権限

（環境管理責任者） ・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、情報、技能、
  技術者を準備
・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知
・環境経営目標を承認及び全従業員への周知
・環境経営システムの構築及び運用と管理
・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の整理・明確化

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐
・環境関連文書の作成・記録・管理
・従業員に対する教育訓練の実施
・環境経営計画の実施状況の確認と推進
・環境活動の実績集計
・環境関連全般の外部との窓口
・環境経営レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

サービス部門 ・問題点の発見と報告

業務部門 ・環境経営方針及びその取り組みへの理解
営業部門 ・決められたことの遵守と自主的・積極的な環境活動への参加



◇主な環境負荷の実績

単位 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度

㎏-CO2 14,654 16,638 17,295 16,887 16,522

ｔ 0.366 0.405 0.925 0.478 0.502

ｔ 1.080 6.055 1.215 1.680 1.500

㎥ 74 71 91 115 78

ｔ 1.78 1.83 1.96 1.72 1.95

ｔ 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00

台 27 23 22 20 18

台 24 35 39 28 34

◇環境経営目標及びその実績・評価

年　　度 H26年度 R2年度 H26年度

（基準年度） （基準年度） 評価

項　　目 1月～6月

環境経営方針と整合 基準値 目標 基準値 目標 実績 達成度

㎏-CO2 7,969 7,480 3,221 2,907 110.8%

基準年度比 7,555 -1.0% 3,286 -2.0% -11.6% ○

㎏-CO2 7,931 7,501 3,899 2,918 133.6%

基準年度比 7,896 -5.0% 4,147 -6.0% -29.6% ○

％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0%

基準年度比 H27試行期間実績 ±0.0% H27試行期間実績 ±0.0% ±0.0% ○

％ 84.3 85.0 84.3 85.0 83.3 98.0%

基準年度比 H27試行期間実績 +0.7% H27試行期間実績 +0.7% -1.0% ×

㎥ 89.0 84.6 43.0 40.9 39.0 104.9%

基準年度比 -5.0% -5.0% -9.3% ○

品目 1 1

基準年度比

％ 38.5 43.5 38.5 44.0 32.0 72.7%

基準年度比 +5.0% +5.5% -6.5% ×

※３．エコカー販売率：エコカー販売台数/全販売台数×100%を指標とする。

※５．令和3年度は、EA21活動年度を事業年度に合わせるために、半期目標とした。

資源使用量

項　　　目

二酸化炭素排出量

廃棄物排出量(一般廃棄物)

廃棄物排出量(産業廃棄物)

水使用量

電力使用に伴う二酸
化炭素排出量削減

燃料使用に伴う二酸
化炭素排出量削減

循環資源使用量

産業廃棄物再資源
化率向上

※電力のCO2排出量については、平成30年度四国電力調整後出係数0.528（㎏-CO2/kWh）を使用した。

エコカー販売量

エコカー以外販売量

中期目標（3カ年）

R3年度(半期）

R2.1月～
R2．12月

R3.1月～R3．6月

※１．電力のCO2排出量については、四国電力株式会社の平成25年度実排出係数 0.699（㎏-CO2/kWh）を
        H31(R1)年度まで使用した。

        なお、R1年度のエアコン更新に伴い、これまでの実績を踏まえ、当社の実態に合った基準値（下段）及び
        目標値（R2年度分から）を再設定した。その際の電力のCO2排出量については、四国電力株式会社の
        平成30年度調整後係数 0.528（㎏-CO2/kWh）を使用した。

　　　   ・H31(R1)年度実績値を使用した基準値【7,555㎏-CO2】

　　   　　H31(R1)年度実績値【10,002㎏-CO2：排出係数 0.699（㎏-CO2/kWh）】について、排出係数
            0.528（㎏-CO2/kWh）を使用して再算定した値

一般廃棄物再資源
化率向上

水使用量削減

グリーン購入の推進

エコカー販売率向上

※２．グリーン購入は、事務用品を対象とする。なお、R2年度以降活動は継続するが、目標値は設定しない。

※４．燃料使用に伴う二酸化炭素排出量削減について、自動車燃料の使用は、販売車への給油量を 除いた
        社有車の燃料使用のみを削減対象とした。

        また、2017年版の環境への負荷の自己チェック表の使用に伴う、従来の排出係数との僅かな違いから、
        基準値（下段）及び目標値（R2年度分から）を修正した。

　　　 量は、これまでの令和3年度の年間目標に対応する月別累計目標（6月）とし、率は、年間目標と同じとしている。

※６．化学物質については、現在、使用の実態がないことから、目標を設定していない。



◇環境経営計画及びその取組結果と評価
数値目標： ○達成、×未達成（3ヵ月連続未達成及び年度目標未達成の場合は、社長が是正処置の

要否を指示する）
活動計画： ◎良くできた、○概ねできた、△あまりできなかった、×全くできなかった

半年間
実施状況

毎月/
累計等・四半期 豊川真由美 ○ 取組継続 目標達成

通年 豊川真由美 ◎ 取組継続
通年 全従業員 ◎ 取組継続
冷房6～9月、暖房12～3月 全従業員 ○ 取組継続

冷房6～9月、暖房12～3月 全従業員 ○ 取組継続

毎月/累計等・四
半期 豊川真由美 ○ 取組継続 目標達成

通年 運転者 ○ 取組継続
車検前 社長 ○ 取組継続

毎月/累計等・四
半期 豊川真由美 ○ 取組継続 目標達成

通年 全従業員 ◎ 取組継続
通年 豊川真由美 ◎ 取組継続
通年 サービス ◎ 取組継続

毎月/累計等・四
半期 豊川真由美 ×是正要 取組強化 目標未達成

通年 全従業員 ◎ 取組継続
通年 全従業員 ◎ 取組継続
通年 全従業員 ○ 取組継続
通年 全従業員 ◎ 取組継続
通年 全従業員 ◎ 取組継続
発注時 豊川真由美 ○ 取組継続

毎月/累計等・四
半期 豊川真由美 ○ 取組継続 目標達成

通年 豊川真由美 ◎ 取組継続
通年 全従業員 ○ 取組継続
通年 全従業員 ◎ 取組継続

通年 サービス ○ 取組継続

毎月/累計等・四
半期 豊川真由美 ×是正要 取組強化 目標未達成

営業時 営業部門 ◎ 取組継続

営業時 営業部門 ◎ 取組継続
適時計画 営業部門 ○ 取組継続

1回/四半期 サービス ◎ 取組継続・適正な保管管理の確認

・エコカーの試乗を勧める。

・販促キャンペーンを行う。

有害化学物質の適正管理

環境経営目標の達成状況

・営業時にエコカーのメリットを

・カタログ発注量の適正化

 及び手元止水

環境経営目標の達成状況

・節水シールによる啓発

・日常的な節水励行
・ホースの先にストッパー取付

取組結果とその評価
（総括）

　積極的に説明する。

・クールビズ、ウォームビズの推進

環境経営目標の達成状況

・エコドライブ10実施
・低燃費車への切替検討

環境経営目標の達成状況

・OA機器省電力設定
・OA機器夜間、休日の主電源OFF

・空調適温化

環境経営目標の達成状況

　冷房時：室温28度程度

環境経営目標の達成状況

取組計画 日程
責任者

（担当者)

　暖房時：室温20度程度

電力に伴う二酸化炭素排出量削減

次年度の
取組内容

省電力設定と夜間、休日の主電源OFFが
確実に実施できています。クールビズ、
ウォームビズは、適時対応できています。
来店されるお客様ために、心地よい室温
になるようこまめな温度調節を行います。
次年度も継続します。

確実に分別できており、有価物として販売
できています。
次年度も継続します。

・有価物として販売

エコドライブが定着しています。
次年度も継続します。

・産業廃棄物の確実な分別

・リサイクル

産業廃棄物再資源化率向上

販売、車検、点検を機に洗車が増えます
が、節水を意識した洗車ができています。
次年度も継続します。

・洗車頻度の適正化

原因：再資源化できない物の排出を少なく
するための取り組みはできていますが、書
類の紙印刷は必要なため、可燃ごみ削減
が難しくなっています。
次年度も継続します。

・リサイクルし易い製品の購入

・製品の長期使用
・ミスプリント削減
・事務用品等の適正量発注

・使い捨て製品の使用や購入の抑制

適切に管理できています。

原因：クリーンディーゼル車より廉価版のガ
ソリン車を選択するお客様が多かったこと
が原因です。次年度は、令和3年5月発売
モデルの「MAZDA3」「CX-30」の「e-
SKYACTIV X」搭載車の販売に注力して
いきます。

一般廃棄物再資源化率向上

水使用量削減

エコカー販売率向上

燃料使用に伴う二酸化炭素排出量削減



◇次年度の環境経営目標

基準年度

年　　度 R2年度 R4年度 R5年度

R2.7月～ R4.7月～ R5.7月～

項　　目 R3.6月　 R5.6月 R6.6月

環境経営方針と整合 基準値 目標 目標 目標

㎏-CO2 6,922 6,852 6,783 6,714

基準年度比 -1.0% -2.0% -3.0%

㎏-CO2 6,285 6,222 6,160 6,097

基準年度比 -1.0% -2.0% -3.0%

％ 100.0 100.0 100.0 100.0

基準年度比 ±0% ±0% ±0%

％ 83.3 84.3 85.3 86.3

基準年度比 +1.0% +2.0% +3.0%

㎥ 74.0 73.3 72.5 71.8

基準年度比 -1.0% -2.0% -3.0%

％ 33.3 34.3 35.3 36.3

基準年度比 +1.0% +2.0% +3.0%

※２．エコカー販売率：エコカー販売台数/全販売台数×100%を指標とする。

※３．燃料使用に伴う二酸化炭素排出量削減について、自動車燃料の使用は、販売車への給油量を 除いた

      社有車の燃料使用のみを削減対象とした。

※４．一般廃棄物再資源化率の基準値は、R2年度下期実績値を採用した。

※5．化学物質については、現在、使用の実態がないことから、目標を設定していない。

中期目標（3カ年）

R3年度

エコカー販売率向上

※１．電力のCO2排出量については、平成30年度四国電力調整後出係数0.528（㎏-CO2/kWh）を使用した。

R3.7月～R4.6月

電力使用に伴う二酸化
炭素排出量削減

燃料使用に伴う二酸化
炭素排出量削減

産業廃棄物再資源化率
向上

一般廃棄物再資源化率
向上

水使用量削減



◇次年度の環境経営計画
数値目標： ○達成、×未達成（3ヵ月連続未達成及び年度目標未達成の場合は、社長が是正処置の

要否を指示する）
活動計画： ◎良くできた、○概ねできた、△あまりできなかった、×全くできなかった

1四半期 2四半期 3四半期 年間
実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

毎月/累計等・四半期 豊川真由美

通年 豊川真由美

通年 全従業員
冷房6～9月、暖房12～3月 全従業員

冷房6～9月、暖房12～3月 全従業員

毎月/累計等・四半期 豊川真由美

通年 運転者
車検前 社長

毎月/累計等・四半期 豊川真由美

通年 全従業員
通年 豊川真由美

通年 サービス

毎月/累計等・四半期 豊川真由美

通年 全従業員
通年 全従業員
通年 全従業員
通年 全従業員
通年 全従業員
発注時 豊川真由美

通年 豊川真由美

毎月/累計等・四半期 豊川真由美

通年 豊川真由美

通年 全従業員
通年 全従業員

通年 サービス

毎月/累計等・四半期 豊川真由美

営業時 営業部門

営業時 営業部門
適時計画 営業部門

1回/四半期 サービス

電力に伴う二酸化炭素排出量削減

・OA機器省電力設定

令和2年度取組計画 日程
責任者

（担当者)

環境経営目標の達成状況

・クールビズ、ウォームビズの推進

・OA機器夜間、休日の主電源OFF

・空調適温化
　冷房時：室温28度程度
　暖房時：室温20度程度

環境経営目標の達成状況
・産業廃棄物の確実な分別

・有価物として販売

産業廃棄物再資源化率向上

環境経営目標の達成状況
・エコドライブ10実施
・低燃費車への切替検討

燃料使用に伴う二酸化炭素排出量削減

・適正な保管管理の確認
有害化学物質の適正管理

エコカー販売率向上

・販促キャンペーンを行う。

・エコカーの試乗を勧める。

環境経営目標の達成状況
・営業時にエコカーのメリットを

　積極的に説明する。
　＊ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ、EVに注力

・日常的な節水励行
・ホースの先にストッパー取付

 及び手元止水
・洗車頻度の適正化

水使用量削減

・リサイクル

・カタログ発注量の適正化

一般廃棄物再資源化率向上

環境経営目標の達成状況

環境経営目標の達成状況
・使い捨て製品の使用や購入の抑制

・製品の長期使用
・ミスプリント削減
・事務用品等の適正量発注

・リサイクルし易い製品の購入

・書類の電子化

・節水シールによる啓発



◇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、訴訟の有無

法的義務を受ける主な環境関連法規等は次のとおりです。

法規制等名称 遵守状況
廃棄物処理法 遵守
自動車リサイクル法 遵守
家電リサイクル法 該当なし
浄化槽法 遵守
地球温暖化対策推進法 遵守
省エネ法 遵守
フロン排出抑制法 遵守
消防法 遵守
徳島市火災予防条例 遵守
徳島県生活環境保全条例 遵守
徳島県脱炭素社会の実現に向
けた気候変動対策推進条例

遵守

環境関連法規等の遵守評価の結果、環境関連法規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及び訴訟は、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・指示

実施日：令和3年7月22日
　エコアクション21のシステムの運用状況については、まだ十分でないところもあるが、少しずつ従
業員の環境意識が向上しています。
　今後とも、電力や燃料の使用量削減、廃棄物の再資源化等を促進して環境負荷の低減を図っ
ていくことが必要です。　なお、当店は自動車販売業を主としているためエコカーの販売率を積極
的に増やしていくことにより、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献していきます。

【指示事項等】
①環境経営方針：変更しない。
②環境経営目標：変更する。
　・令和3年7月からEA21活動年度と事業年度の整合にともない対象期間を変更すること。
③環境経営計画：変更する。
　・一般廃棄物再資源化率向上のため、可能な範囲で書類の電子化を行うこと。
　・令和3年5月発売モデルの「MAZDA3」「CX-30」の「e-SKYACTIV X」搭載車の
　　販売にも注力すること。

簡易点検、廃棄等時のフロン類の引き渡し、記録保存
消火器点検
少量危険物の保管

環境マネジメントシステムの導入
温室効果ガス削減

事業者の責務

温室効果ガスの排出の抑制
エネルギーの使用の合理化と電気の需要の平準化

遵守事項
委託契約、マニフェスト管理、保管基準
使用済自動車の引渡、再資源化預託金

届出、保守点検、清掃、法定検査
引渡、リサイクル料金支払い


