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□組織の概要

1 事業所名及び代表者名

北陸自動車株式会社
代表取締役　松木　秀樹

2 所在地

〒941－0066
新潟県糸魚川市寺島３丁目１番８号

3 環境管理責任者氏名及び担当者氏名連絡先

環境管理責任者 専務取締役　　　　青代　哲夫  TEL025－552－1002
事務局担当者 車両販売事業部　金子 誠司 〃

本部事業部　　　　佐藤　宏 〃

4 事業の内容

自動車の販売及び整備、損害保険代理店業、自動車のリース

5 事業の規模

事業所総面積（敷地面積）　　13,192㎡
延べ床面積　 　 　　　　　　　　3,056㎡+172㎡（ブラスト工場）＝3,228㎡
従業員数 　　　　　　　　　　 　 53名（シルバー人材2名含む）

6 事業年度及び環境活動レポート対象期間

2017年7月～2018年6月

□対象範囲

1 組織：　全組織

2 活動：　全活動



 ２

　＜基本理念＞

　低排出ガス・低燃費車輌の販売並びに車輌の整備を通じて社会に貢献するとともに、

　事業活動に伴う環境負荷の低減を継続的に推進することに努め、より良い環境作りを

　目指し、顧客、住民、利害関係者から信頼される事業者でありつづける。　
　　　　　　　　　　　

　　　

　＜基本方針＞

1 低排出ガス車輌の販売推進

2 定期点検車輌の入庫促進

3 エネルギー消費量の節減による二酸化炭素排出量の削減

4 水消費量の節減

5 廃棄物排出量の削減

6 緑化及び整理整頓の推進

7 環境関連法規等要求事項の遵守

制定日 ： 2011 年 04 月 01 日
改訂日 ： 2013 年 10 月 01 日

環　境　方　針

北陸自動車株式会社
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1 ハイブリッド車の販売促進

2 販売車輌の平均燃費向上

3 定期点検車輌の入庫促進

4 二酸化炭素排出量の削減

5 電気消費量の節減

6 化石燃料消費量の節減

7 廃棄物排出量の削減

8 グリーン購入及び再生部品（リビルト）等の使用促進

9 緑化及び工場内の整理整頓

制定日 ： 2011 年 04 月 01 日
改訂日 ： 2013 年 10 月 01 日
改訂日 ： 2018 年 08 月 01 日

環　境　目　標

 北陸自動車株式会社
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1　温室効果ガス排出量

2　廃棄物排出量

3　エネルギー消費量

□環　境　目　標

1　ハイブリット車の販売促進

2　販売車両の平均燃費向上

3　定期点検車両の入庫促進

4　二酸化炭素排出量の削減

5　電気消費量の節減

6　化石燃料消費量の節減

7　廃棄物排出量の削減

8　グリーン購入及び再生部品

　（リビルト）の使用促進

9　緑化及び工場内の整理整頓

注　1.環境目標4～7は2014年度を基準年度とし、毎年0.1％の削減目標とする。
     2.電力の二酸化炭素排出係数は東北電力㈱の実排出係数（2010年）0.429ｋｇ－ＣＯ₂／ｋWｈを使用。
　　　　※毎月報告しているホンダ環境家計簿では、0.429を使用しているため。

□監視・測定項目

環　境　目　標

1,092

2017.7～2018.6

2017年度

2015.7～2016.6 2016.7～2017.6

70

単　位 2016年度

2014.7～2015.6

75

2015年度

基準年度

2014年度

481.4

台

0.2％節減

481.9

541

監視・測定項目

1.水消費量の適正管理

2.化学物質の適正管理

水量メーターと水道管の老朽化により水の使用量が測定出来ない為、監視・測
定項目とする。   毎月「水の効率的利用及び節水」活動の評価をして管理を行っ
ていく。

仕事の量により、ＰＲＴＲ制度対象の化学物質の量が変動する為、数値化しての
目標設定が困難だが、「化学物質使用量の抑制及び管理」で、毎月評価をし管
理を行っていく。

化石燃料

16,074

ℓ

174,824

48,508

目標値

二酸化炭素

一般廃棄物

480.9

購入電力

54,288

3,100 3,225

173,314

産業廃棄物 16,703

50,279

ｋWｈ

ｋｇ 17,916

182,372

－

円

KWｈ／粗利
（百万）

ｋｇ－ＣＯ₂／
粗利（百万）

台

％

ℓ／粗利
（百万）

ｋｇ／粗利
（百万）

2017年2016年2015年

195,871

3,245

210,177192,415

□主な環境負荷の実績

ｋｇ

項　　　　　目 単　位

ｋｇ－ＣＯ₂

毎月第3火曜日に環境委員会と、全社一斉の環境活動の実施。

リビルト品の使用は顧客のニーズに左右されるので、使用促進管理
表にて各部門の使用件数と金額を管理する。

137.5

0.3％節減

57.6

0.2％節減

137.9

57.6

0.1％節減 0.3％節減

137.6

0.2％節減

57.7

137.8

0.1％節減

80

57.5

1,124

539.9

0.1％節減

前年実績比
1％向上

1,158

539.4

0.2％節減

540.5

前年実績比
1％向上

前年実績比
1％向上

0.3％節減

0.1％節減

480.5

0.3％節減
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□環境目標の実績と評価

環　境　目　標
前年度

（2016年度）

1　ハイブリット車の販売促進 80 75

（台） 61 66

達成状況 × 76.3% 88.0%

2　販売車輌の平均燃費向上 23.7 24.4

（ｋｍ／ℓ） 22.9 23

達成状況 × 96.6% 94.3%

3　定期点検車輌の入庫促進 1,158 1,124

（台） 1,251 1,249

達成状況 ○ 108.0% 111.1%

4　二酸化炭素排出量の削減 539.4 539.9

（ｋｇ‐CO₂／粗利 百万円） 534.9 503.7

達成状況 ○ 99.2% 93.3%

5　電気消費量の節減 480.5 480.9

（ｋWｈ／粗利 百万円） 464.2 445.7

達成状況 ○ 96.6% 92.7%

6　化石燃料消費量の節減 137.5 137.8

（ℓ／粗利 百万円） 138.2 128.2

達成状況 × 100.5% 93.0%

7　廃棄物排出量の削減 57.5 57.6

（ｋｇ／粗利 百万円） 50.7 49.3

達成状況 〇 88.2% 85.6%

9　グリーン購入及び再生品 ー ー

 　(リビルト）の使用促進 5321千円 5891千円

（千円） 達成状況 ー ー ー

10　緑化及び工場内の整理整頓

注    １． 達成状況は　　○：達成　　×：未達成を示す。

　　　 ２． 達成状況の計算式は　(実積÷目標)×100　である。

　　　　　 増加目標の場合（1～3）は100％以上が目標達成となる。
            削減目標の場合（4～7）は100％以下が目標達成となる。、

再生品（リビルト）の購入額が前年度より
約57万円減少した。引き続きリビルト品の
使用促進に努める。

環境委員会及び全社一斉緑化活動及び
整理整頓他環境活動に取り組めた。

分別の取組みができ、廃棄物の排出量の
削減ができた。

実績

全社一斉環境活動

実績

目標

目標

毎月第3火曜日

　目標

実績

目標

目標

今回も余裕をもって目標達成することがで
きた。レンタル会社の点検車の増加が要
因。しかし、一般ユーザーはそれほど伸び
ていないため入庫促進に努める。

目標

実績

排出量は昨年よりも多少増えたが、原単
位で粗利が基準年度比で104.2％と増えた
ため達成ができた。

節減に取り組み目標達成ができた。

9月からのブラスト工場の稼働により、コン
プレッサーと発電機の軽油消費量が増加
したため、目標達成ができなかった。

実績

実績

　目標

評　　　　　　価

目標

実績

目標と実績　　（2017年度）

主観車種のフィットハイブリッドは販売増と
なったが、他車種ハイブリッドのモデルチェ
ンジもなく販売減となり、目標達成できず。

ハイブリッド車の販売目標未達成の為、
達成できず。

実績
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□環境活動計画、取組結果とその評価、次年度の取組

環境目標

各部門において産業廃棄物を種類
ごとに分類し処理する。

分別された産業廃棄物は、指定され
た廃棄物置き場に移して保管する。

休憩所を出る時はストーブの設定温
度を下げる。

3　定期点検車輌の入庫促進

5　電気消費量の節減

6　化石燃料の消費量節減

照明器具の故障による取り換え時の
ＬＥＤ照明器具の使用。

7　廃棄物排出量の削減

活動計画の内容

随時ＬＥＤ照明器具に取り換え
た。

徹底できた。

忙しい時などは徹底できない時
があった。

急発進、急加速の防止と車を離れる
時は必ずエンジンを停止する。

取組結果と評価

街灯及び看板の照明タイマーは季節
により、設定時間を適宜調整する。

徹底できた。

未使用時の電気機器は電源を切る
か待機スイッチにしておき、昼休み
は照明及び機械等の電源を可能な
限り切る。

徹底できた。

活動計画にある、リース車輌の点
検台数が伸びた事が、台数増加
に繋がった。

手順書に基づき作業を実施。特に
リース車輌等の入庫に力をいれる。

継続して行う。

継続して行う。

継続して行う。

継続して行う。

徹底できた。

継続して行う。徹底できた。

徹底できた。

国道沿いの歩道の掃除、プラン
ターの花の管理、敷地内の草取
り、駐車場の石拾いなど美化活
動はできた。

呼びかけ件数と使用金額が減少
した。

徹底できなかった。
エコ事務用品・環境物品の購入、可
能な限り環境への負荷の少ない商
品を優先して購入するように努める。

9　緑化及び整理整頓 毎月第3火曜日の８時より９時まで全
員で整理整頓、掃除及び敷地内の
美化活動を行う。

8　グリーン購入および再生品

適宜側溝の泥上げ、清掃を行う。

再生部品及び中古品の使用はお客
様のニーズに左右されるところがあ
るが、積極的に使用を呼びかける。

次年度の取組

継続して行うが、一般個人所
有車輌にも漏れが無いように
取組む。

継続して行う。徹底できた。

ハイブリッド車の販売比率を向上さ
せる為、今までの活動を継続し、勉
強会、ＨＯＴ客の掘り起こしに努め、
販売に結びつける。

勉強会の実施、見込み客、ＨＯＴ
客への活動をしたが、目標達成
できず。

継続して行う。

継続して行う。

継続して行う。

継続して行う。

継続して行う。

継続して行う。

継続して行う。

徹底できた。

徹底できた。 継続して行う。

　　（リビルト）の使用促進

現在の取組みを継続して行う
とともに、試乗車の設置などを
利用して拡販する。

2　販売車輌の平均燃費向上

1　ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ車の販売促進

継続して行う。

継続して行う。

徹底できた。

産業廃棄物の処理を委託する時は
マニュフエストを交付する。

蛍光灯、空調設備のフィルターの清
掃は年２回以上行う。

徹底できた。

検査場等使用頻度の少ない照明機器
は電源を切っておき使用時のみ電源を
入れる。

訪問先をまとめ、訪問順序を効率化
して燃料の節減に努める。

４
.

二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削
減

車両の定期点検を行うと共に、タイ
ヤの空気圧を適正に保つ。
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□環境関連法規等の遵守状況及び違反・訴訟の有無

法的義務を受ける主な環境関連法規は次の通りです。

　9　騒音及び振動規制法 空気圧縮機　　（7.5ｋｗ以上）

　環境関連法規等の遵守は定期評価の結果、抵触するものはありませんでした。

　また過去３年間、関係当局より違反等の指摘はありませんでした。

□代表者による全体の評価と見直しの結果

1）　環境方針

2）　環境目標・環境活動計画

3）　総括

2017年９月より、新規事業のサンドブラスト工場が稼働し、コンプレッサー・発電機の

軽油使用量が増えたが、手順書に従い消費量の節減に取組んでいく。

又、経営方針でもある、顧客満足度を上げるため、ホンダ Ｉ－ＣＳ（お客様満足度

報告書）を参考に、毎月テーマを決めて全社員で自己評価をし、ＣＳ活動に取組み

アンケート調査では、法人の評価順位が上がってきている。

今後も環境関連法規の遵守を継続し、2017年版ガイドラインへ移行を進め

環境経営システムを構築、運用していく。

無し

違反・訴訟の有無

無し

無し

無し

無し

無し

無し

適用される法規

　1　化管法 指定化学物質　（使用、取扱いの管理）

　6　自動車ﾘｻｲｸﾙ法

適用される施設・対象物

移動及び貯蔵の規制

使用済自動車　　　（適正処理）

　3　高圧ガス保安法

　4　廃棄物処理法

　2　消防法 油貯蔵庫　　　（指定数量）

一般廃棄物、産業廃棄物、廃棄物集積場

　5　新潟県産業廃棄物等の適正
な処理の促進に関する条例

　8　浄化槽法

  12　フロン排出抑制法 業務用エアコン　（定期点検） 無し

無し

変更の必要は無し。現状のままとする。

環境目標は変更有り。水消費量の節減を環境目標から外し「監視・測定項目」とする。　環
境活動計画は現状のままとする。

産業廃棄物委託先 無し

　11 グリーン購入法 自動車部品、文具、照明、家電 無し

　13 糸魚川市火災予防条例 廃油タンク、灯油タンク、油倉庫 無し

貯油施設　　　（事故時の措置）

　10 家電リサイクル法

浄化槽　　　　　　　（点検、検査）

テレビ、冷蔵庫、エアコン

　7　水質汚濁防止法

無し
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