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会社概要

社名

設立

資本金

売上高

役員構成

従業員数

事業内容

ガソリンスタンド業および燃料油・揮発油販売

本社所在地

整備技術グループ

石油販売グループ

交通グループ 〒938-8601　富山県黒部市吉田200　　　TEL:0765-54-8671

業務部 〒938-8601　富山県黒部市吉田200　　　TEL:0765-54-8671

主要販売先

取引銀行

関連会社

沿革

1972年　自動車整備工場開業

1974年　指定整備工場

1979年　リフト工場新設

1987年　カーリース開始

1994年　滑川SS開業

2000年　荻生SS開業

2009年　乗用車整備工場竣工

2010年　レンタカー開始

2012年　ISO90001（車検業務）認証取得

2013年　完成検査場竣工

2013年　整備フロント事務所改修

2018年　滑川SS,荻生SS閉鎖、カーリース、レンタカー事業廃止

2019年　黒部警備株式会社と合併、社名変更

各種車輌の車検・点検・整備および販売

黒部モビリティサービス株式会社　　　（旧黒部石油販売株式会社）

1968年10月

1,000万円

891百万円（2022年3月期）

代表取締役社長　内山洋一

取締役　　　　　　　飯村祐一

取締役　　　　　　　荻野剛

取締役（非常勤）　吉田晴彦

監査役（非常勤）　青島宏幸

39名（2022年6月1日現在）

【整備技術グループ】

YKK㈱、YKK AP㈱、第一建設㈱、黒部エムテック㈱

北陸銀行

YKKグループ

1968年　スタンド設立

【石油販売グループ】

【交通グループ】

特定旅客自動車運送および一般乗合旅客自動車運送

〒938-0027　富山県黒部市中新484　　　TEL:0765-52-0165

〒938-0027　富山県黒部市中新484　　　TEL:0765-52-4123

〒938-0027　富山県黒部市中新484　　　TEL:0765-52-1871



基本方針

黒部モビリティサービス㈱は『ＹＫＫグループ第6次中期環境経営方針』に基づき、環境に配慮し、

さまざまなサービスや技術の提供を通して新しい価値を創造することで、人々の暮らしを豊かにし、

持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

行動指針

１.　環境関連法規及び事業関連法規を遵守します。

２.　活動により生じる環境負荷の低減及び資源の有効活用に努め、下記の環境目標を定め、

　  定期的、継続的に点検・見直しを行い改善します。

　・電力使用量の削減（こまめな電源スイッチOFF)

　・使用燃料（ガソリン、灯油）の削減（アイドリングストップと引取・納車ルートの最適化）

　・廃棄物の削減（再利用の促進と無駄の撲滅）

　・分別回収の徹底、再資源化率の向上

　・水資源の有効利用

　・環境対応商品の販売促進

　・化学物質の適正な管理

３.　当社で働くすべての従業員にこの環境経営方針の周知徹底を図ります。

2021年4月1日

黒部モビリティサービス㈱　代表取締役社長

内山　洋一

黒部モビリティサービス株式会社　環境経営方針



2021年度　環境経営目標と計画

① 　不要な照明の消灯の徹底　（室内灯、パソコンのモニター、電源等）

② 　冷房温度２８℃・暖房温度２２℃を目安とする空調温度管理の呼び掛け

③ 　クールビズ・ウォームビズの実施

④ 　帰宅時ＯＡ機器ＯＮ、ＯＦＦの励行。

整備・石油 ⑤ 　昼時間（12：00～12：45）整備工場内消灯徹底

① 　省エネ運転のルール(エコドライブ１０のススメ）に基づき軽油使用量を削減

② 　電動バスの導入準備

③
　アイドリングストップによる軽油使用量を削減（待機時など）
　年２回（春秋）のアイドリングストップ宣言の実施

① 　社有車をガソリン車からＨＶ車へ切替

② 　ＬＰＧ機器から電気機器への切替

③ 　配送、輸送効率アップ

① 　月別排水記録を確認し、設備機器の状態をチェックする。

② 　ホースの先端に節水ノズル等の器具を取り付ける

③ 　水量は洗車に適度な量とし、過度にとらない

④ 　短い時間でも水の使用しない時はバルブを閉める（垂れ流し禁止）

⑤ 　水使用メーターの有無にかかわらず節水を心がける（垂れ流し禁止）

⑥ 　水使用時は必要に応じた水量とし、過度にとらない。

⑦ 　冬期間における融雪用ホースの改善

⑧ 　冬期間における融雪用の水の垂れ流しは原則禁止とする

⑨
　融雪用の水の垂れ流しは積雪、凍結の恐れがある夜間、休日のみとする
　但し水量は凍結しない程度にバルブを調整する

① 　月別排出記録の作成。

② 　スマホアプリ・ＩＴの活用

③ 　可能な限り裏紙を利用する。

④ 　両面印刷を推進する。

⑤ 　可能な限りEメールを利用する

⑥ 　印刷前に確認して、印刷ミスをなくす。

⑦ 　紙媒体での保管をデータベースでの保管とする。

⑧ 　計画を立て余分なコピーをしない。

① 　分別収集の徹底と種類別排出量の実態把握と排出抑制の推進

②  ゼロエミッション推進

① 　環境対応車の販売促進

② 　エコタイヤ、エコオイルの販売促進　　　　

共通 ① 　取扱う化学物質の把握とリスク評価結果の従業員への周知

環境対応商品の販売促進 整備技術

化学物質の適正な管理

　水使用量の削減 共通

　一般廃棄物の削減
（コピー用紙使用量の

削減）
共通

　廃棄物排出量の削減 共通

活動計画内容

 電力使用
量の削減

共通

　CO２排出

量
　の低減

燃料使用
量の削減

業務・交通

整備・石油

取り組み項目

基準年度 第6次中期計画

19年度 21年度 22年度 23年度 24年度

実績 計画 計画 計画 計画 19-24年度比

　二酸化炭素排出量 Kg-CO2 251,070 231,739 240,727 227,211 217,307 87%

　電力　※2 ｋｗｈ 128,922 129,800 127,500 118,000 118,000 92%

　ガソリン リットル 10,459 10,097 9,839 9,569 9,538 91%

　軽油 リットル 56,733 49,426 53,732 50,732 46,921 83%

　灯油 リットル 4,124 4,124 4,073 4,073 4,073 99%

　産業廃棄物　※3 ｔ 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 100%

　一般廃棄物 ｋｇ 1,048 1,065 1,050 1,035 1,020 97%

　水資源 ｍ3 1,775 1,487 1,987 1,987 1,987 112%

※1

※1　黒部警備㈱と合併した2019年度を基準年度とする。

※2　電力係数は0.542を基準（北電2019年度係数）とする。

※3　産業廃棄物は排出費を支払う廃棄物のみ（売却物除く）とする。

項目 単位



【役割】

委員長補佐

ＹＫＫ事業所安全衛生委員会参加

【役割】 【役割】
安全運転啓蒙 環境・安全の情報収集・伝達、資料作成
交通安全講習会開催補助 委員会運営

【委員】 【委員】
木下勝志（安全） 大森康平・山田明浩（安全）
能登純平（環境 清水勝志・沓掛志乃（環境）

【役割】
環境・安全衛生委員会出席・発表・報告（1回/月）
安全衛生・環境活動実施・管理
安全衛生パトロール推進
ＥＡ21活動推進
健康推進活動

中川秀昭

副委員⾧
荻野剛、飯村祐一

ＹＫＫ環境・安全管理室

アドバイザー 委員⾧
内山洋一

交通Ｇ

2021黒部モビリティサービス㈱　環境・安全衛生委員会　体制図

交通安全委員
倉田 浩、大森 康平

事務局
業務部

整備技術Ｇ 石油販売Ｇ

安全運転管理者
正 飯村 祐一
副 荻野  剛
副 舛田 紀夫

安全衛生管理者
環境管理責任者
飯村祐一

産業医



環境目標と実績

基準年度 第6次中期計画

19年度 21年度 21年度 22年度 23年度 24年度

実績 計画 実績 計画 計画 計画 19-24年度比

二酸化炭素排出量 Kg-CO2 251,070 231,739 224,106 96.7% 〇 240,727 227,211 217,307 87%

電力　※2 ｋｗｈ 128,922 129,800 139,993 107.9% × 127,500 118,000 118,000 92%

　ガソリン リットル 10,459 10,097 6,138 60.8% 〇 9,839 9,569 9,538 91%

　軽油 リットル 56,733 49,426 47,065 95.2% 〇 53,732 50,732 46,921 83%

　灯油 リットル 4,124 4,124 5,041 122.2% × 4,073 4,073 4,073 99%

産業廃棄物　※3 ｔ 7.1 7.1 8.4 118.6% × 7.1 7.1 7.1 100%

一般廃棄物 ｋｇ 1,048 1,065 958 90.0% 〇 1,050 1,035 1,020 97%

水資源 ｍ3 1,775 1,487 2,406 161.8% × 1,987 1,987 1,987 112%
※1

※1　黒部警備㈱と合併した2019年度を基準年度とする。

※2　電力係数は0.542を基準（北電2019年度係数）とする。

※3　産業廃棄物は排出費を支払う廃棄物のみ（売却物除く）とする。

取組結果とその評価および次年度の取り組み

項　目
計画比
判定

電　力 ×

ガソリン 〇

　軽　油 〇

　灯　油 ×

産業廃棄物 ×

一般廃棄物 〇

水資源 ×

経営層によるレビュー

項目 単位 計画比
計画比
評価

取組結果とその評価 次年度の取り組み

新コロナ対策は継続になるので、換気と室内の温度管理のバ
ランスを考えた活動が必要になります。バス車庫とガソリンスタ
ンドのエアコンの老朽入替を行ったので、その効果にも期待す
る。

今年度も新型コロナウィルスの感染拡大防止のた
め、空調を使用しながら換気したこと、12月～1月の
降雪、3月は寒い日が多かったことにより、空調を使
用する時間が多くなった結果、使用量が増えてし
まった。
新コロナウィルス感染状況が落ち着き、整備技術Ｇ
の業務が活発化したため社有車での使用量が増え
た一方、交通Ｇでの送迎用の乗用車やワゴン車の
稼働率はまだ低いまま推移しており、ガソリン使用
量も大きく削減できた。
使用量の多い交通Ｇでは春秋にアイドリングストップ
活動を展開。新コロナウィルス感染拡大防止の影響
で交通Ｇでの工場視察はほとんど無かったため、バ
スの稼働率が大きく下がったままとなり、軽油使用
量も大きく削減できた。
今年度も１2～1月にかけて降雪があり、3月も寒い
日が続いたため、整備工場内で使用するジェット
ヒーターや灯油ストーブの使用が多くなった。

引き続き環境にやさしい運転とアイドリングストップ運動などを
実施し、使用量の抑制と燃費の向上を図る。燃費が良い電動
車への切替を推進していく。

引き続き環境にやさしい運転とアイドリングストップ運動などを
実施し、使用量の抑制と燃費の向上を図る。燃費が良い電動
車への切替を推進していく。

暖房器等の使用する時間を短縮するため、効率的に作業を行
い、冬季の灯油使用量を抑制していく。

2021年度のCO2総排出量は、当初の計画よりも3.3%削減することができ、前年度と比べても3.7%削減することができた。トータルでCO2の
排出量を削減することができたことは評価できると思うが、個別に見たときに電力と灯油の使用量が大きく増えてしまったことは残念であ
り、反省すべき点である。特に電力の使用量については、前年度も大きく増えており、歯止めがかかるどころか、前年に引き続き増えてし
まったことは誠にもって遺憾である。
理由としては、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために空調を使用しながら換気したことなどが挙げられているが、アフターコロナは
当面見込めないと思うので、ウイズコロナを前提として対策を考えていく必要がある。電力そのものを使用する時間を減らすために労働時
間の削減を図ることや創意工夫しながら空調を使用する時間を削減するといった対策を考えて実行していってもらいたい。持続可能な社
会の実現に向けて、一人ひとりがサステナビリティを意識しながら自分にできることを考え行動していってもらいたい。

11月にスタッドレスタイヤ予約・相談会を開催したた
め、タイヤの履き替えのお客様が増えた結果、廃タ
イヤの量も増加した。交通Ｇのバス車庫備品庫の整
理整頓を行った結果、不要物として産業廃棄物が多
く排出された。
コピー用紙のリサイクルの浸透やスマホアプリの導
入を図ったが、コピー用紙の使用量はほぼ変化がな
い状況であった。可燃ごみについても大きな変化は
なかった。

12月～1月にかけての降雪により、バス車庫での融
雪のために水の使用量が大きく増え、年間目標値の
達成ができなかった。

イベント時の排出量は予測が難しいと思われるが、実施前に
は極力排出しない方法を検討する。備品庫の整理整頓は定期
的に行い、まとめて出すことがないように注意していく。

業務のＩＴ化・デジタル化を推進することで、可燃ごみや古紙の
排出量の削減を目指す。

冬季は降雪があることを前提に使用量の計画を立てる。日頃
からの節水意識の習慣づけとともに、近年は夏が猛暑となる日
が多いので夏場の散水の量や冬場の凍結防止のための散水
量ついても注意して使用量を抑える。



環境関連法規への違反・訴訟の有無

整備 石油 交通

フロン排出抑制法 ○ ○ ○
業務用エアコン
更新廃棄処分業務

水質汚濁防止法 ○
タンクからの漏洩、貯油施設等の
緊急応急処置及び通報

月2回の浄化槽保守点検
年1回の清掃の実施

水質検査の実施

水道法 ○ 水質検査の実施

下水道への排出届出

自動洗車機設置、廃止、変更事前届出

自動洗車機設置、廃止、変更事前届出
代表者変更届出

タンクからの漏洩、貯油施設等の緊急応急処置及び通報

油水分離槽の設置

測定結果５年保存

下水道への排水基準の遵守

排水設備新設、指定業者依頼

油水分離槽の設置

使用開始、廃止時届出

使用料支払い

黒部市公害防止条例 ○
特定施設を新たに設置変更する場合
県、市、届出

土壌汚染対策法 ○ 土壌汚染状況の調査報告

整備G・石油Gは産業廃棄物排出まで保管

産業廃棄物排出許可業者への委託

産業廃棄物委託契約書保管
管理５年間

特別管理産業廃棄物排出保管遵守

特別管理産業廃棄物を許可業者への委託

特別管理産業廃棄物の運搬
処分の委託契約

特別管理産業廃棄物管理責任者設置

マニフェストの交付

電子マニフェスト５年保管

電子マニフェスト交付状況報告

一般廃棄物の適正分別、指定袋、
指定券による排出

一般廃棄物の許可業者へ委託

使用済自動車の再資源化等に関する法
律

○ 自動車廃棄、更新処分業務

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイ
クル法)

○ ○ ○ 設備の廃棄を取扱業者へ委託

化学物質の排出量報告

SDSの提供

灯油、ガソリン等の貯蔵、取扱い

定期点検、記録の３年間保存

バス車内も含め、１年に１度の消火器点検法定義務

黒部市火災予防条例 ○ ○ 灯油、ガソリン等の貯蔵、取扱い

労働安全衛生法 ○ ○ ボイラーや圧力容器に関する災害防止

計量法 ○ 給油所全計量機・移動タンク給油所

違反・訴訟の有無

環境関連法規への違反はありませんでした。

また、関係機関からの違反等の指摘および環境に関する苦情等の発生もありませんでした。

適

法令名
対象部署

対象業務 順法評価結果

適

適

浄化槽法 ○ 適

黒部市下水道条例 ○ 適

下水道法 ○ 適

適

適

適

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ○ ○ ○ 適

黒部市廃棄物の減量化、資源化及び適
正処理等に関する条例

○ ○ 適

適

特定化学物質の環境への排出量の把握
等及び管理の改善の促進に関する法律
(PRTR法、SDS制度）

○ 適

適

適

消防法 ○ ○ ○ 適

適


