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2020 環境経営レポート
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１． 環境に関する法規制を遵守

２． 電力・化石燃料の削減に努める。

３． 二酸化炭素の排出量削減のためエコカー販売に努める。

４． 整備業務から発生する廃棄物の削減に努める。

５． 排水量削減の為の節水に努める。

６． グリーン調達の促進に努める。

７． 当社の課題とチャンスに対応していきます。

制定日：

改定日：

株式会社　内藤モータース

代表取締役

全従業員にこの環境経営方針を周知徹底し、環境経営レポートを作成・公表します。

2019年10月18日

内藤　智也

株式会社 内藤モータースは自動車販売・自動車整備等のすべての事業活動において、自然環
境との共生・調和を最重要課題として認識し、全社員で取り組み気球環境を保護し、豊かで
持続可能な社会づくりに少しでも貢献する為に、継続的改善に努めます。

2015年11月10日

環 境 経 営 方 針



□組織の概要
（１） 名称及び代表者名

株式会社　内藤モータース
代表取締役社長　内藤　智也

（２） 所在地
本　社 兵庫県篠山市池上５１７番地

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 代表取締役　 内藤　智也 TEL：０７９－５５２－２２６１
担当者 取締役　 内藤　慎也 TEL：０７９－５５２－２２６１

（４） 事業内容
自動車の販売・整備
主要製品：自動車・車検・整備・修理・保険

（５） 事業の規模
年商 3 億円

本社
従業員(人)　　　　　 6
延べ床面積(㎡) 600

（６） 事業年度 4月1日～3月31日

□認証・登録の対象組織・活動
登録事業者名： 株式会社　内藤モータース
対象事業所： 本社
対象外： なし
活動： 自動車の販売・整備

□環境経営組織図
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□主な環境負荷の実績

単位 2017年 2018年 2019年
kg-CO2 34,754 31,593 32,433

kg 3,561 3,354 3,273
kg 1,176 1,164 1,158
kg 2,385 2,190 2,115
㎥ 510 529 372

0.334 ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ（関西電力2018年度調整後係数）
※上記の二酸化炭素総排出量には、灯油使用によるCO2排出量を含む。

□環境目標及びその実績
基準値 2021年 2022年

（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標）
kg-CO2 12,727 12,218 11,518 12,091 11,964

基準年比 2014年 96% 90% 95% 94%

kg-CO2 13,867 13,312 12,926 13,173 13,035

基準年比 2014年 96% 93% 95% 94%

kg-CO2 26,594 25,530 24,444 25,264 24,998

kg 1,200 1,152 1,155 1,140 1,128

基準年比 2014年 96% 96% 95% 94%

㎥ 393 381 363 377 373

基準年比 2014年 97% 92% 96% 95%
※グリーン調達として、リサイクル部品の仕入れ促進を設定し、次年度より目標を設定します。

※課題とチャンスに対応するために、今期より安全装備付車の販売増大を経営目標に設定しまし
た。今年度実績を基準として、次年度より目標設定します。

水道水の削減

2020年

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

上記二酸化炭素排出量合計

一般廃棄物の削減

※電力の二酸化炭素排出量換算値

項　目
二酸化炭素総排出量
廃棄物排出量
　一般廃棄物排出量

総排水量

　　　　　　　　　年　度
　　項　目

　産業廃棄物排出量



□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 ―
〇

クリーンディーゼル車の販売促進

・エコカー販売促進
・エコ整備の促進

コロナや半導体不測の影響により販売台数自体が減
少。また景気の影響かガソリン車(低価格帯)の販売
割合の増加もあり、思うように進まない。

水道水の削減
節水意識が浸透してきた。

・節水シールの貼り付けとポスター掲
・節水弁取り付け
・自動水栓取り付け

徐々にゴミを減らす意識は従業員全体に行き届いて
きた。また保険会社やマツダの推奨するペーパーレ
スの影響もあり紙ゴミの量はかなり減った印象。

・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
・コピー用紙使用の削減

基準年よりも消費燃料が減っているが、販売台数が
少ないので比較はむつかしい。・アイドリングストップ

・効率的なルートで営業
・エリア別営業活動の見直し

一般廃棄物の削減

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
一部基準年より超えているが、トータルではかなり
削減できているので、まずまずの成果だと認識。少
しずつでも減らしていければと考えます。

・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）

安全装置付車の販売増大
かなりの車が標準装備になってきたので台数は増え
ている。低年式の古い中古車ではなく、安全性を訴
求して新しい車を販売できているが全体の販売台数
自体がいまひとつ。

実績台数の把握
・



□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

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

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。

フロン排出抑制法 業務用空調機
産業廃棄物処理法
消防法 危険物の保管（オイル等の管理）

自動車リサイクル法 引取り業、フロン回収業の登録更新(5年毎)、業表示
騒音・振動規制法 空圧機

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）

産廃の保管管理、委託契約管理、マニフェストの管理

電力に関しては一部基準年より超えているが、トータルではかなり削減できているので、まずまずの成果
だと認識。少しずつでも減らしていければと考えます。

燃料は基準年よりも消費燃料が減っているが、販売台数が少ないので比較はむつかしい。

水道の使用量は減っているので社内全体に節水の意識が浸透してきたと感じている。

代表取締役　内藤　智也

2021年4月30日


