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三共自動車株式会社

2021 環境活動レポート



□ごあいさつ

　　　　　　　　　　　　 三共自動車株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表取締役　西岡　友一

１． 環境に関する法規制を遵守し、関連業界の指針に基づいて行動します。

２．

３． 廃棄物の削減に心掛け分別処理を推進します。

４． 節水を心掛け排水量を削減して水資源の効率的な利用に努めます。

５． 化学物質の適正管理に努めます。

６．

７． 環境経営の継続的改善を実施します。

制定日：

改定日：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長

2019年12月1日

西岡　友一
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環境負荷の低減を目指し、事業活動における電気・化石エネルギーの使用量削
減に努めます。

お客様に提供する代車については、エコカー（ハイブリッドおよび低燃費車）を優
先します。

2015年9月10日

　２１世紀は環境の時代と言われています。それは、より快適性を追求しながらも人と自然が
高度に調和する世界。これからの地球環境を考えれば、環境への負荷を軽減するクルマ社会へ
の変革は、国際的にも最重要のテーマの一つとして捉えられています。
 三共自動車は車検整備・板金塗装事業、新車販売事業、ネットオークション事業、商用車貸出
事業など、トータルに自動車関連事業展開を行い、クルマ社会と地球環境を結びつけるお手伝
いをしていきたいと考えています。
 　環境に対する社会的使命を常に感じ、社会に存在価値のある事業展開を目指し続けていきま
す。環境保全にできることにベストを尽くして、人にも地球にも優しい「次世代志向企業」で
あること、それが三共自動車の願いです。

環 境 方 針

　三共自動車は、自動車業のオールマイティー体制を推進し、事業活動を通じて地球環境に対
する社会的使命を常に感じ、社会に存在価値のある事業展開を目指し続けて行きます。



□組織の概要

（１） 名称及び代表者名

三共自動車株式会社

代表取締役社長　西岡　友一

（２） 所在地

本社　・　工場 大阪市浪速区木津川１－６－６

ﾏﾂﾀﾞｵｰﾄｻﾞﾑ境川 大阪市西区境川１－４－３１

芦原工場 大阪市浪速区芦原２－１－７

くるまーる西成 大阪市西成区南津守４－１－７８

第一駐車場 大阪市浪速区木津川１－４－２４

第二駐車場 大阪市浪速区木津川１－７－２

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

責任者 西岡　友一 TEL：０６－６５６８－３７１１

（４） 事業内容

自動車の板金塗装・販売・整備及び損害・生命保険代理店

（５） 事業の規模

入庫台数　 5000 台 

本社･工場 境川 芦原工場 くるまーる西成 第一駐車場 第二駐車場 合計

従業員 22 4 1 2 0 0 29

延べ床面積(㎡） 1,942 674 412 1,522 400 632 5,582

（６） 事業年度 10月1日～9月30日

□認証・登録の対象組織・活動

登録事業者名： 三共自動車株式会社

対象事業所： 本社・工場

マツダオートザム境川

芦原工場

第一駐車場・第二駐車場

対象外：

活動： 自動車の板金塗装・販売・整備及び損害・生命保険代理店

くるまーる西成

なし
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代表者（社長） ・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

・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・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

・環境活動レポートの承認

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

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐、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及び最新版管理

・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）

経営管理部門 ・環境活動計画の審議

・環境活動実績の確認・評価

部門長 ・自部門における環境方針の周知

・自部門の従業員に対する教育訓練の実施

・自部門に関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告

・自部門に必要な手順書の作成及び手順書による実施

・自部門の想定される事故及び緊急事態への対応のための手順書作成

　試行・訓練を実施、記録の作成

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

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

役割・責任・権限
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□主な環境負荷の実績

単位 2019年 2020年 2021年

kg-CO2 186,666 164,719 165,077

kg 3,118,570 3,118,670 3,118,610

kg 5,570 5,670 5,610

kg 3,113 3,113 3,113

㎥ 6,032 4,274 4,410

※電力の二酸化炭素排出量換算値 0.531 ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ

□環境目標及びその実績

基準値

（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標）
kg-CO2 92,907 87,333 64,600 86,403 85,474

基準年比 2015年 94% 70% 93% 92%

kg-CO2 21,321 20,041 28,385 19,828 19,615

基準年比 2015年 94% 133% 93% 92%

kg-CO2 78,180 75,053 67,146 73,490 73,490

基準年比 2015年 96% 86% 94% 94%

kg-CO2 192,408 182,427 160,131 179,721 178,579

kg 5,780 5,433 5,610 5,375 5,318

基準年比 2015年 94% 97% 93% 92%

kg 3,965 3,331 1,971 3,132 2,934

基準年比 2015年 84% 50% 79% 74%

㎥ 3,762 3,386 4,410 3,386 3,386

基準年比 2015年 90% 117% 90% 90%

Kg 364 ― #VALUE! ― ―

基準年比 2021年 0% #VALUE! 0% 0%

％ 29% 30% 30% 30% 30%

基準年比 2015年 以上 103.3% 以上 以上

化学物質（塗料・シンナー等）については削減数値目標は設定せず、適正に管理する。

（関西電力の2014年度基礎排出係数）

なお、上表の二酸化炭素排出量には、灯油に寄すものも加算。

代車のエコカー比率向
上
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上記二酸化炭素
排出量合計

一般廃棄物の削減

廃プラの削減

水道水の削減

化学物質の適正管理

　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2022年 2023年

電力による二酸化炭素
削減

都市ガスによる二酸化
炭素削減

自動車燃料による二酸
化炭素削減

2021年

水使用量

　一般廃棄物排出量

　産業廃棄物排出量

項　目

二酸化炭素総排出量

廃棄物排出量



□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

　 活動：◎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 ○

○

○

○

△

数値目標 ×

△

○

数値目標 ○

○

○

○

数値目標 ×

○

○

△

数値目標 ○

○

○

△

○

数値目標 ×

○

○

△

○

数値目標 ―

○

○

○

数値目標 ○

○

○
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代車のエコカー比率向上

目標達成【所見】
ハイブリッド車両を最優先に貸し出し、次にクリーン
ディーゼル車と優先順位を取り決め、エコアクションをス
タッフ全員に共有できた。古い車両3台をハイブリッド車
のプリウスに代替。来期に納車予定。

化学物質の適正管理

【所見】
管理者のみならず、スタッフ全員が管理意識をもった状況
を維持継続。熟練工からの技術継承により、使用量の最適
化を若手スタッフに共有したい。

・シンナー他の適正管理

・作業ミスによる使用量増加の抑制

・パーツクリーナー使用量の適正化

・ハイブリッドおよび低燃費車をエコカーとする。

・乗用車の代車はエコカー使用を優先

水道水の削減

目標未達【所見】
納車前洗車については、天候状況を配慮した対応にする事
で2度洗いを減らし、もう一歩踏み込んだ意識を今後は徹
底したい。一方で、コロナ環境の中、マイカー利用の増加
から、コイン洗車場の水道量が大幅に増加し、外部環境と
の折り合いが短期的と予想はされるものの課題である。

・節水シールの貼り付けとポスター掲示

・節水弁取り付け

・自動水栓取り付け

・トイレに擬音装置取り付け

廃プラの削減

・作業ミスによる廃棄量の削減

・バンパー修理は補修を勧める

・リサイクル部品使用を勧める

・ライトカバーの軽微なキズは研磨対応

目標達成【所見】
外装関係のリサイクルパーツの推進が進み、目標値をクリ
ア特にドアやランプ類等の使用比率が昨年同様高水準と
なった。今後もコスト優位性やエコアクションでのご理
解、ご了解を頂けるようなお客様に寄り添った、提案を引
続き実施致したい。

目標未達【所見】
紙類の再利用の推進、引続き段ボールリサイクルの積極的
な活用を各事業部ごとに周知。

・分別の徹底

・シュレッダー廃紙のリサイクル化

・帳票見直しによる印刷物の削減

目標達成　【所見】
ハイブリッド車の積極導入や燃費基準の高いクリーン
ディーゼル車を躊躇なく投入した結果、予想以上の好循環
サイクルが実現できた。加えて、地道な活動では、貸渡車
両のガソリン満タン返しのお願いや、社員全員でのエコド
ライブ意識も結果につながった。更なる削減を実現すべ
く、営業スタッフには電気自動車の積極使用を呼びかけた
い。

・アイドリングストップ

・引取および納車を効率的なルートで走る。

・代車の空気圧チェックの徹底

一般廃棄物の削減

都市ガスによる二酸化炭素削減

目標未達　【所見】
引続き塗装ブースの乾燥時間の適正化に注力するも、本年
度より水性塗料の使用や業務量の増加から目標設定指標を
見直しが必要。一方では日々の積重ねとして、空調設備・
給湯・塗装ブースの最適な温度管理を探り、更なる削減を
目指す。

・室内空調機（ガス式）の温度管理

・温水使用の適正化

自動車燃料による二酸化炭素削減

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

目標達成　【所見】
10月～12月は毎期未達トレンド。昨年度の塗装ブース（3
Ｆ）照明のLED化の変更に加え、CO2削減の加速を躊躇なく
推進すべく、2022年5月に60万程度の投資をおこない、4F
の塗装ブースもLEDに移行。社員のワークライフバランス
や作業効率の見える化も実施しノー残業を強化した結果が
達成要因につながった。

・不要照明の消灯

・作業機械器具の手入れ

・ノー残業デーの実施

・空気圧縮機のエア洩れ点検



□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。

なお、違反、訴訟等も過去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

代表取締役社長　　西岡　友一
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消防法 危険物の保管

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。

【定量面】
都市ガスによる二酸化炭素削減、一般廃棄物削減、水道水の削減未達となる
【定性面】
2020年度から続く、新型コロナウイルスの影響により、密を避ける行動が自然の流れとなり、車両の使用頻
度が高まっている。一方では安全運転装置を備えた車両は増加したものの、高齢ドライバーやサンデードラ
イバーの増加によ事故も顕著に伺える。三共自動車の役割はこの環境変化の流れを掴み社会と地球環境を結
びつけるエコアクションのＰＤＣＡを推進していきたいと考えております。

一方でここ数年の環境変化を鑑み、次年度は環境活動数値の見直しを実施したい。なお、環境経営方針及び
実施体制は現状を継続する。

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）

労働安全衛生法 塗装ブースの管理

騒音規制法・振動規制法 空圧機、送風機

下水道法 自動式車両洗浄装置、油水分離槽の管理

フロン排出抑制法 業務用空調機

2022年12月1日

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）

自動車リサイクル法 フロン回収業者登録


