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１） 事業所名 株式会社　オートサルーン羽山

　　 代表者氏名 代表取締役　坂口　周平

２）　所在地

３）  関連事業所

４）　環境管理責任者 課長

　　　担当者 課長

　　　連絡先

Ｅメールアドレス  hayama_kibou@yahoo.co.jp　　　

５）　事業の内容 自動車新車中古車販売・車検・整備・点検、鈑金塗装

６）　事業の規模

単位

従業員数 人

延床面積 ㎡

７）　事業年度 10月～翌年9月

本社及びオートサルーン羽山サービス

40

1,364

１．組織の概要

総売上額：　　　1.420百万円（R4年度）

氏名　深町　友和　　

氏名　深町　友和　　

ＴＥＬ　0944－54－1133

ＦＡＸ　0944－53－0090

ロードサービス、保険代理店

株式会社　オートサルーン羽山サービス

本　社　　　 　〒836－0004　 福岡県大牟田市手鎌　1900－1

　所在地　　　〒836－0004　 福岡県大牟田市手鎌　1900－1　　　　　　　　　　



２．認証・登録の対象範囲

　　１）　登録事業者名 株式会社　オートサルーン羽山

　　２）　対象事業所 本社

株式会社オートサルーン羽山サービス

　　３）　事業活動 自動車新車中古車販売・車検・整備・点検、鈑金塗装

ロードサービス、保険代理店

  　４）　実施体制

環境管理責任者

代表者

EA委員会

EA事務局

事務部門
営業部門

部門長
ｻｰﾋﾞｽ部門

部門長



 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．環境経営方針

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社　オートサルーン羽山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　坂口　周平

８.　社員研修を通じて知識や意識の向上を図り、環境経営システムを構築、運用

　　 し、継続的に改善します。　　　

５.　化学物質の適正な使用・管理を推進します。

６.　リサイクル部品の使用、事務用品等のグリーン商品購入を推進します。　　

     

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改訂日　令和４年8月　1日

７.　顧客へのエコカー販売、エコドライブの啓発を通して環境に優しいカーライフ

　　 を提供します。　　　

１.　環境に関する法令や規則を遵守します。

２.　二酸化炭素排出量の削減のために、節燃・節電を推進します。

３.　産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の排出量削減とリサイクルを推進します。

４.　水道水・工業用水の節水を推進します。　　　　　

　株式会社オートサルーン羽山グループは、自動車販売及び整備事業活動を通し　　　　　　　　　　　　　　　　　　

て地域社会に貢献すると共に、環境保全及び改善を社員全員が意識し取り組み、

環境負荷の低減を積極的に推進します。

行　　動　　方　　針



基準年

R1年10月～
R2年9月

R3年10月～
R4年9月

R4年10月～
R5年9月

R5年10月～
R6年9月

R5年10月～
R6年9月

1.
二酸化炭素排出量の

削減※１ ㎏‐CO₂ 102,886 101,857 101,343 100,828 100,314

（1）電気使用量 kWh 153,922 152,383 151,613 150,844 150,074

（2）ガソリン使用量 L 13,814 13,676 13,607 13,538 13,469

（2）軽油使用量 L 5,132 5,081 5,055 5,029 5,004

2.廃棄物排出量の削減

一般廃棄物排出量※2 ｋｇ 1,578 1,562 1,554 1,546 1,539

産業廃棄物排出量※3 ｋｇ 9,210 9,118 9,072 9,026 8,980

3.水使用量の削減

水道水 m³ 742 735 731 727 723

工業用水 m³ 1,307 1,294 1,287 1,281 1,274

4.化学物質の適正管理 ─

5.グリーン購入の推進 ─

─

6. ─

─

４．環境経営目標

環境経営目標

※１：事業所のLPGについては負荷の占める割合が小さいため項目から除外しているが、二酸化炭素排出量には含まれている。

※３：産業廃棄物は混合廃棄物のみとし、廃油・タイヤは排出量の把握に留める。（売上に比例する）

※１：二酸化炭素排出量の計算で使用した排出係数は九州電力の令和元年度調整後排出係数（ 0.371ｋｇ‐CO₂／kＷh）　を使用している。

目標項目 単位
R4年度

（1.0%削減）
R5年度

（1.5%削減）
R7年度

（2.5%削減）

塗料、有機溶剤の使用量の把握

R2年度

事務用品等のグリーン商品購入の推進

エコカーへの乗換え者数の増加

エコドライブの啓発者数の増加

中古品・リサイクル品の使用の推進

※２：一般廃棄物は可燃ごみのみを対象としている。

提供する製品の環境
性能向上及びサービ
スの改善

　環境経営目標は、令和２年度の実績を基準に、令和３年度から６年度までの中期目標をそれぞれ設定し
ています。

R6年度
（2.0%削減）



部門 責任者 取組期間

部門 責任者 取組期間

一般廃棄物

部門 責任者 取組期間

水道水

工業用水

部門 責任者 取組期間

部門 責任者 取組期間

営業･整備 徳美　博 通年

事務所 沖崎  葉子 通年

部門 責任者 取組期間

板金部 松川　道 通年

通年
・常に節水を心がける
・水の流し放しがないか注意する

全社 徳美　博

4.化学物質の適正管理

活動項目

塗料、有機溶剤
・塗料、有機溶剤のSDS情報を確認する

・塗料、有機溶剤の使用量を記録する

全社 徳美　博 通年

・分別した廃棄物を所定の場所に保管する

・マニフェスト票を適切に管理する

・廃棄物の分別・リサイクルの促進する

・廃棄物の分別を促進し、混合廃棄物を削
減する

・顧客の乗換え時にエコカー（次世代自動車）を勧める

5.グリーン購入の推進

・整備時に中古品・リサイクル部品の使用を促進する

・事務用品のグリーン商品の購入を促進する

活動項目

活動項目

6.提供する製品の環境性能向上及びサービスの改善

営業･整備 寺島  敏隆 通年
・お客様に「エコドライブ10」のチラシを提供する

・お客様に車の定期的な点検・整備を推奨する

・お客様の試乗機会にエコドライブを勧める

・常にエコドライブを心がける

・車両の引き取り、納車時には合理的運行
　を心がける

活動項目

産業廃棄物

2.廃棄物排出量の削減

活動項目

3.水使用量の削減

活動項目

全社 橋田  典和

５.　環境経営計画

1.二酸化炭素排出量の削減

電気使用量の削
減

・不要な照明は消灯する　　　　　　　　　　

・エアコンの設定温度を決め、実行する

・パソコンの作業終了後、電源を切る

・エアコンフィルターを定期的に清掃する
全社 深町  友和

通年

エアコン清掃は
7月、１１月に実

施

通年
ガソリン・軽油使
用量の削減



電気使用量の削減

産業廃棄物の分別・
保管

中古品・リサイクル
部品の使用促進

エコドライブの啓発
貴社の実際の試乗車

（試乗車の看板があると分り易い）

・エコカーへの乗換
え促進

マツダの次世代自動車

廃棄物排出量削減の取組

・産業廃棄物として、廃タイヤ、廃油、金属く
ず、廃プラスチック類が排出されます。
・産業廃棄物は、廃タイヤ、廃油、金属はそ
れぞれ専門の処理業者に委託しています。
・廃プラスチック類は隣接する廃棄物処理業
者に委託し、中間処理を行っています。

・電気使用量を削減するため、事業所内で
は不要な照明の消灯、エアコンの温度設
定、パソコン作業後の電源オフ等を行ってい
ます。
・2年前に事務所の蛍光灯、整備工場の水
銀灯をLED照明を全て交換して、電力使用
量の大幅な削減につながりました。

６.環境経営計画に基づき実施した取組内容

二酸化炭素排出量削減の取組

提供する製品の環境性能向上及びサービスの改善の取組

・お客様が試乗される際には、同乗してエコ
ドライブ技術を紹介して、実車でエコドライブ
の効果を実感できる試みを行っています。
・その他、国が推奨している「エコドライブ10
のすすめ」のチラシを配布するなどして啓発
を行っています。

グリーン購入推進の取組

・自動車の点検・整備においては、部品の交
換にできるだけ中古品やリサイクル品を使
用してもらえるように、顧客に対して丁寧に
説明しています。

・当社ではこれからの次世代自動車をEV
車、PHV車、水素カー、クリーンディーゼル
車の4種と設定しており、顧客に対して車の
乗換え時にはこれらエコカーを強く推奨して
います。



基準年
（R1年度） 目標 実績 達成率(%) 判定

１．二酸化炭素排出量の削減※１ ㎏‐CO₂ 102,372 101,857 115,378 88.3% ×

（1）電気使用量削減 kWh 153,152 152,383 160,760 94.8% △

（2）ガソリン使用量削減 L 13,745 13,676 18,847 72.6% ×

（2）軽油使用量削減 L 5,106 5,081 1,889 269.0% 〇

２．廃棄物排出量の削減

一般廃棄物排出量※２ ｋｇ 1,570 1,562 1,388 112.5% 〇

産業廃棄物排出量※３ ｋｇ 9,164 9,118 9,623 94.8% △

３．水使用量の削減

水道水 ㎥ 738 735 648 113.4% 〇

工業用水 ㎥ 1,300 1,294 866 149.4% 〇

４．化学物質の適正管理 △

〇

〇

△

△

※２：一般廃棄物は可燃ごみのみを対象としている。

※３：産業廃棄物は混合廃棄物のみとし、廃油・タイヤは排出量の把握に留める。（売上に比例する）

※１：事業所のLPGについては負荷の占める割合が小さいため項目から除外しているが、二酸化炭素排出量には含まれている。

７．環境経営目標の実績とその評価

※１：二酸化炭素排出量の計算で使用した排出係数は九州電力の令和元年度調整後排出係数（ 0.371ｋｇ‐CO₂／kＷh）　を使用している。

令和4年度は、二酸化炭素排出量の削減については、ガソリン使用量の増加により二酸化炭素排出量の環境
経営目標は達成することができなかった。
産業廃棄物の排出量の削減については、目標を達成できなかった。
グリーン購入やサービスの改善においても従業員の努力により概ね満足する成果が得られました。
次年度はさらに改善ができるように社員全員で取り組んでいきます。

目標項目 単位
令和4年度（R3年10月～R4年9月）

塗料、有機溶剤の使用量の把握（総使用量　　　1,032　ｋｇ）

５．グリーン購入の推進
中古品・リサイクル品の使用の推進（使用台数延べ　2,400台）

事務用品等のグリーン商品購入の推進（グリーン事務用品　1個）

６．提供する製品の環境性能向上
及びサービスの改善

エコカーへの乗換え者数の増加（次世代自動車販売　　　　132台）

エコドライブの啓発者数の増加（エコドライブ試乗数　　　210　回）



実施状況 評価

〇

〇

△

〇

〇

〇

実施状況 評価

一般廃棄物 〇

〇

〇

〇

実施状況 評価

〇

〇

実施状況 評価

△

△

実施状況 評価

〇

〇

実施状況 評価

〇

〇

〇

〇

活動項目

・廃棄物の分別・リサイクルの促進する

定期的に朝礼にて、清掃や分別の重
要性を伝えている。廃棄物の置き場も
分別を行いやすく、掲示した。産業廃棄物

・廃棄物の分別を促進し、混合廃棄物を
削減する

ガソリン・軽油使
用量の削減

・常にエコドライブを心がける 展示場や場内の運転では、必要以上
のアクセルを踏まない運転を心掛け
た。

・車両の引き取り、納車時には合理的運
行を心がける

2.廃棄物排出量の削減

1.二酸化炭素排出量の削減

活動項目

電気使用量の削
減

・不要な照明は消灯する　　　　　　　　　　

照明の節電/エアコンフィルターの定
期的清掃は出来ている。コロナの感
染予防の為、換気状態でのエアコン
使用の為、温度設定が難しかった。

・エアコンフィルターを定期的に清掃する

・エアコンの設定温度を決め、実行する

・パソコンの作業終了後、電源を切る

活動項目

・塗料、有機溶剤のSDS情報を確認する

業務終了時に水道の蛇口が開いてな
いか確認を実施している。

4.化学物質の適正管理

水道水、工業用
水

・常に節水を心がける

・水の流し放しがないか注意する

【実施状況の判定】〇：実施できた、△：十分とは言えなかった、×：不十分であった

社内ネットワーク工事を行い、ペー
パーレス化を推進を始めた。

活動項目

・整備時に中古品・リサイクル部品の使用を促進する

塗料、有機溶剤

８．環境経営計画の取組結果とその評価

・事務用品のグリーン商品の購入を促進する

6.提供する製品の環境性能向上及びサービスの改善

活動項目

・お客様の試乗機会にエコドライブを勧める
自社ホームページにエコカーのお勧
めの紹介、特選車を載せて情報を発
信している。定期的に無料の愛車診
断のDMにて、愛車点検を自社にて実
施してます。

・お客様に「エコドライブ10」のチラシを提供する

・お客様に車の定期的な点検・整備を推奨する

・エコカー（次世代自動車）を勧める

使用量の計測方法を決めて、使用料
を確認していきたい。・塗料、有機溶剤の使用量を記録する

5.グリーン購入の推進

・分別した廃棄物を所定の場所に保管する

・マニフェスト票を適切に管理する

3.水使用量の削減

活動項目



単位 R5年度目標 部門

1.二酸化炭素排出量の削減 kg-CO2 101,343 全社

ガソリン使用
量

L 13,607

軽油使用量 L 5,055

一般廃棄物 kg 1,554

水道水 m3 731

工業用水 m3 1,287

営業･整備

事務所

中古品・リサイクル品の使
用の推進

・整備時に中古品・リサイクル部品の使用
を促進する

5.グリーン購入の推進

エコカーへの乗換え者数の
増加 ・顧客の乗換え時にエコカー（次世代自動

車）を勧める6.提供する製品の環境性
能向上及びサービスの改
善

営業･整備

エコドライブの啓発者数の
増加

事務用品等のグリーン商品
購入推進

・お客様に「エコドライブ10」のチラシを提供
する

・事務用品のグリーン商品の購入を促進す
る

・お客様に車の定期的な点検・整備を推奨
する

・お客様の試乗機会にエコドライブを勧める

塗料、有機溶剤の使用量
の把握

4.化学物質の適正管理

・常に節水を心がける

・水の流し放しがないか注意する

3.水使用量
の削減

全社

・塗料、有機溶剤の使用量を記録する

板金部

・塗料、有機溶剤のSDS情報を確認する

産業廃棄物

・廃棄物の分別を促進し、混合廃棄物を削
減する

目標項目
環境経営目標 環境活動計画

活動項目

・分別した廃棄物を所定の場所に保管する

・マニフェスト票を適切に管理する

・パソコンの作業終了後、電源を切る

・常にエコドライブを心がける

・車両の引き取り、納車時には合理的運行
　を心がける

電気使用量

・廃棄物の分別・リサイクルの促進する

９．次年度の環境経営目標及び環境経営計画

kWh

kg

151,613

9,118

全社

全社

全社

対象期間：令和5年度（令和4年10月～5年9月）

　次年度（令和5年度）の環境経営目標は次のとおりです。また、環境経営計画については、代表者によ
る見直し等を踏まえて、継続して実施します。

2.廃棄物排
出量の削減

・不要な照明は消灯する　　　　　　　　　　

・エアコンフィルターを定期的に清掃する

・エアコンの設定温度を決め、実行する



10．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

当社の事業活動に適用される環境関連法規等は次のとおりです。

自動車リサイクル法

上記の環境関連法規等の遵守状況を確認・評価した結果、違反はありませんでした。また、関係機関
等からの指摘、利害関係者からの訴訟もありませんでした。

浄化槽法

適用される法規等

廃棄物の処理及び清掃に関する法
律（廃掃法）

適用される事項（施設・物質・活動等）

一般廃棄物及び産業廃棄物の管理・排出
マニフェストの交付・回収・保管の適正処理

水質汚濁防止法
特定施設（自動式車両洗浄施設）の届出
工場の排水基準遵守

浄化槽設置届出
浄化槽管理基準の遵守、水質検査の実施

空調機の簡易点検、定期点検

使用済み自動車の引渡し

11．代表者による全体評価と見直し・指示

フロン排出抑制法

騒音規制法 特定施設（空気圧縮機）の届出

振動規制法 特定施設（空気圧縮機）の届出

新型コロナウィルスにより、車販売の活動に大きく影響してしまったが、前年より新車（エコカー
車両）の販売が伸ばせた。
その中でも、ディーゼル車の販売が減少伴い、軽油の使用量が減った。
今年は水没車の影響が無かった為、水道量の減少にも繋がった。
今後は、新車（エコカー/次世代自動車）の販売を拡販出来るよう、お客様へ早期代替えの提
案を営業全体の活動とし、販売を伸ばしていくように行う。
また、修理の際は中古/リサイクル品を推奨し、廃棄物の削減を行いたい。


