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◆会社概要 2012年３月末現在

事　業　所　名 トヨタ部品埼玉共販株式会社

埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目218番地

℡．０４８－６５２－２２６１

代　表　者　名 取締役社長　音羽　隆

勝又　晃

ＣＳＲ推進責任者 清水　博

270億円（2012年３月期）

427名

27,972㎡

17,542㎡

自動車の部品・用品の販売

携帯電話をはじめとする通信情報商品の販売

損保・生保・トヨタカードの代理店業務

ＵＲＬ http://www.saitama-kyohan.co.jp

事業拠点

◆エコアクション21認証・登録について

本社、行田店、川越店、深谷店、東部店、桶川店、大宮店、川口店

越谷店、狭山店、所沢店、行田センター、カスタマーサービスセンター

ソフトバンク桶川、ａｕショップ武蔵浦和、ａｕショップ与野駅前

認証登録番号

認 証 登 録 日

0004834

2010年3月31日

事　業　規　模

環境管理責任者

従　業　員　数

敷　地　面　積

床　　面　　積

環境管理責任者

対 象 事 業 所

本　社

売　　上　　高

所　　在　　地

事　業　内　容

お客様が行う整備に必要な部品や用品を、迅速かつ円滑に供給
するとともに、カーライフを豊かにするさまざまな情報提供や
提案営業を行っています。

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ桶川

auｼｮｯﾌﾟ
武蔵浦和

auｼｮｯﾌﾟ
与野駅前

行田ｾﾝﾀｰ・行田店
深谷店

桶川店
東部店

本社・大宮店
川越店

狭山店

所沢店

川口店
越谷店
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　環境問題は、現在一人ひとりに課せられた最重要課題となっております。

　当社は、企業の社会的責任として環境問題への対応を経営の重要課題と位置づけ、

事業活動に伴う環境負荷の削減と社会貢献活動を積極的に推進します。

ここに「環境にやさしい企業」をめざし、下記の基本方針を掲げ、継続的に

環境保全や改善に取り組むことを宣言します。

１．事業活動が環境に与える影響を的確に把握し、全社で環境目標を定めて、

　　継続的な環境改善活動に取り組みます。

２．環境に関する法規制ならびにトヨタ販売店ガイドライン等を遵守します。

３．事業活動において、省資源・省エネルギー・リサイクルの推進と廃棄物の

　　削減に努めます。

４．社内監査によって定期的に現状を把握し、環境管理システムの維持・向上を

　　図ります。

５．地域社会の環境保全活動への参加を通して、社会貢献活動を推進します。

６．環境方針は、社内に周知徹底するとともに、社外に対し情報開示します。

トヨタ部品埼玉共販株式会社

2009年10月1日

≪基本理念≫

≪基本方針≫

取締役社長
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※当社はＣＳＲ委員会を中心としたスキームで、環境対応に取り組んでいます。

ＣＳＲ委員会

・環境対応

・コンプライアンス

・社会貢献

第２ゾーン
推進委員

ＣＳＲ推進
責任者

ＣＳＲ事務局

ＣＳＲ委員長
（代表者）

内部監査責任者

ＣＳＲ副委員長

通信事業部
推進委員

物流部
推進委員

総務部
推進委員

第１ゾーン
推進委員

営業部
推進委員

営業企画部
推進委員

販売店部
推進委員

川口店
部門責任者

物流部
部門責任者

カスタマーＳ室
部門責任者

総務部
部門責任者

行田店
部門責任者

通信事業部
部門責任者

ＳＢ桶川
部門責任者

越谷店
部門責任者

狭山店
部門責任者

所沢店
部門責任者

深谷店
部門責任者

東部店
部門責任者

桶川店
部門責任者

大宮店
部門責任者

川越店
部門責任者

ａｕ武蔵浦和
部門責任者

ａｕ与野駅前
部門責任者

営業部
部門責任者

営業企画部
部門責任者

販売店部
部門責任者

（環境管理責任者）

― 3 ―



① 環境方針の策定と全従業員への周知

② 環境管理責任者の任命

③ 運用に必要な人材、設備、費用、時間の準備

④ 全体の取組状況の評価、見直し

① 環境管理システムの構築、運用

② ＣＳＲ委員会の開催

③ 環境活動の取組結果を代表者へ報告

① 外部からの環境に関する苦情、要望の受付及び対応

② ＣＳＲ事務局の総括

① 環境データの集計、取りまとめ

② 環境関連文書及び記録の管理

③ ＣＳＲ委員会の準備及び運営

④ 一般教育の計画、実施

① 各部門における環境活動の管理及び総括

① 自部門の環境活動の責任者

② 環境法令の遵守確認

③ 環境活動実績の把握と事務局への報告

④ 実務教育・訓練（専門教育）の計画、実施

①環境管理システムの適合性、運用状況を監査内部監査責任者

ＣＳＲ推進責任者

ＣＳＲ事務局

推進委員

部門責任者

責 任 及 び 権 限役　割

ＣＳＲ委員長
（代表者）

ＣＳＲ副委員長
（環境管理責任者）
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１．環境負荷の現状

二酸化炭素排出量

総排水量

２．環境目標 ※基準年度に対して

二酸化炭素排出量

電気 ※１

ガソリン

軽油

灯油

ガス

都市ガス

ＬＰＧガス

※１　2008年度～2011年度の排出係数は「0.378」を使用（一定期間での比較のため基準年と同係数で算出）

　　　３年計画終了後は新たな係数で算出

※２　電気使用量の削減については、10年度実績（1,253,698kWh）の▲15％を目標値とする

　　　（東日本大震災に伴う節電取組み強化のため、2011年5月に目標値を変更）

Ｌ

t-CO2

kWh

Ｌ

Ｌ

取り組み項目

単位

t-CO2

t

単位

廃棄物等総排出量

１％削減 ２％削減 ３％削減

１％削減 ２％削減 ３％削減

337 333 330

１％削減 ２％削減 ３％削減

304 301 298

0.5％削減 １％削減 1.5％削減

641 634 628

１％削減 ２％削減 ３％削減

7,913 7,873 7,834

４％削減 ５％削減 ６％削減

167,900 166,204 164,508

１％削減 ２％削減 15％削減

83,378 82,509 81,641

2011年度目標

1,335,918 1,322,424 1,065,643

1.5％削減

1,220 1,110

2.5％削減 11％削減

2009年度目標

○

×

88.6%

77.1%

105.7%

2010年度実績

08年度比

1,108 ○1,096

133

3,577

2009年度
実績

1,232

2010年度目標

取り組み項目 評価

109

3,624

2008年度実績
（基準年度）

1,251

141

3,428

※２
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２．環境目標 ※基準年度に対して

産業廃棄物

総排水量

社会貢献活動の推進

 （参加率向上）

グリーン購入の推進

 （対象商品：蛍光管）

環境配慮商品の推販

 （省燃費ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ）

化学物質の管理

 （対象商品：ＬＬＣ）

※１　社会貢献活動の推進に対する目標は、11年度に見直しを実施し変更

　　   社会貢献活動の項目はＰ19を参照

※２　グリーン購入の推進、環境配慮商品の推販に対する目標は、11年度より新たに設定

２％削減 ４％削減 ６％削減

2010年度目標

４％削減 ６％削減

2009年度目標

省燃費
Eｵｲﾙ比率

2011年度目標

74.2 72.7 71.2

２％削減

135 133

通年：6項目
年1・2回：3項目

138

63.9 62.6 61.3

２％削減 ４％削減 ６％削減

3,394 3,359 3,325

１％削減 ２％削減 ３％削減

1.7項目/１人 2.0項目/１人

（2010年度実績） 118％向上

20%

（2010年度実績）
150％向上
（2010年度比）

t

項目

取組項目 単位

t

t

廃棄物等総排出量

一般廃棄物

（交換時にグリーン購入商品
を使用しているかの確認）

交換実績の把握

取扱量の把握

（非排出事業所のため）

30%

※２

※２

※１

対象商品の検討
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（１）電気使用量の削減 2011年度目標：15％削減（10年度比）

① 管理表による消灯チェックの実施

② エアコン設定温度の管理とチェックの実施

③ 定期的なエアコンフィルターの清掃

④ スーパークールビズ（ポロシャツ着用）の導入（５月～）

⑤ トイレの便座暖房・ジェットタオルの使用中止

⑥ 節電アイデアの募集と実施

（２）燃料使用量の削減 2011年度目標：ガソリン６％、軽油３％削減

① 定期点検の実施（タイヤ空気圧・オイル交換）

② アイドリングストップの徹底

③ エコドライブの推進（法定速度の厳守、急のつく運転の禁止、不必要な積載をしない）

（３）灯油使用量の削減（倉庫） 2011年度目標：1.5％削減

① 倉庫自動カーテンを活用した暖房器具の使用

② 暖房器具の運転温度と使用台数の制限

③ 使用量の掲示による意識向上

④ 個人で出来るウォームビズの実施 

②温度計を使用した温度管理
と室温調整の啓蒙ＰＯＰ

③月に１回以上エアコン
フィルターの清掃を実施

④期間を拡大し
スーパークールビズを展開

月に１度「省エネ行動取り組み表」を使って実施チェック①タイヤの空気圧点検

④膝掛けの使用②ルールを決めて使用
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（４）ガス使用量の削減 2011年度目標：３％削減

① 使用量の掲示による意識向上

② ガスコンロの定期的な清掃

③ 効率の良い使い方の掲示と実践

（５）廃棄物排出量の削減 2011年度目標：一般廃棄物、産業廃棄物６％削減

① 両面コピーの活用と裏面再利用の徹底（不必要な印刷の削減）

② パソコンを活用したペーパーレスの推進

　（文書管理ソフトを利用したファイル保管・プロジェクターを使った会議など）

③ 廃棄物の実績管理と分別回収

④ マイコップやマイ箸の活用

（６）総排水量の削減 2011年度目標：３％削減

① 使用量の掲示による意識向上

② 使用量の確認と水漏れのチェック

③ 雨水を利用した緑化活動

③給湯室に掲示して意識づけ

③分別回収の徹底

③雨水を利用した緑化水場には節水表示

④コップやマイ箸の活用
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（７）社会貢献活動の推進（参加率向上） 2011年度目標：118％向上（10年度比）

① 社会貢献活動担当者を中心とした活動の啓蒙

② 社会貢献活動参加状況の確認

③ 強化期間設定による

　 参加意識の向上

（８）グリーン購入の推進（蛍光灯） 2011年度目標：交換実績の把握

① 交換実績（数量、サイズ、品名等）の把握

（９）環境配慮商品の推販（省燃費エンジンオイル）
2011年度目標：150％向上（10年度比）

① 啓蒙ツールの作成と提供

② トヨタ車両販売店に対する省燃費エンジン

　 オイル在庫タンクの貸与支援

（10）化学物質の管理（ＬＬＣ） 非排出事業者のため取扱量の把握

① 危険物貯蔵量（店舗別）の管理

②月に１回参加項目の確認①店舗での啓蒙活動

店舗・部署別に集計し、使用率を集計交換したら記録

①啓蒙ポスターでアピール
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１．環境への取り組み

■ 全社をあげた節電取り組みの推進

◇電気使用量削減の目標値変更

・東日本大震災後の電力不足に伴い、目標を10年度実績の▲15％に変更

◇すぐできる節電徹底

・「すぐできる節電徹底」として、５月より下記項目を全社一斉に実施

場　所 項　目

外看板 照明 終日消灯を継続実施

就業時間外は全消灯

【お客様が見えた場合等は状況により対応】

就業時間中は蛍光灯を間引きし点灯する（照度計配布）

冷房は室温２８℃となるよう温度調整（温度計配布）

フィルターは１回／月必ず清掃する

帰社時にはコンセントからプラグを抜く

【分煙機、ﾎﾟｯﾄ、ﾚﾝｼﾞ、ｺｰﾋｰﾒｰｶｰ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰなど】

冷蔵庫 庫内温度設定を「中」にし、庫内を整理する

照明 間引き点灯する

便座暖房 使用中止

ｳｫｼｭﾚｯﾄ水温 温度は「低」設定

エアータオル 使用中止

就業時間外は消灯

就業時間中は蛍光灯を間引きし点灯する

休憩時間、帰社時にはコンセントからプラグを抜く

【スポットクーラー、扇風機、ラジカセなど】

節電の為に早期帰社 店舗、G内の業務進捗を考慮しながら所属長が強力に推進

実　施　内　容

事務所

トイレ

倉庫

照明

エアコン

待機電力

照明

待機電力

照度計を活用し間引きを実施 待機電力の削減・ＯＡタップの活用扇風機を使って空気を循環
（全社50台一括導入）

トイレの節電表示

使用ルールの設定と表示

冷蔵庫内の整理
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１．環境への取り組み

■ 全社をあげた節電取り組みの推進

◇節電および働き方のアイデアを募集

・全社で節電方法や働き方を募集し、その結果を含めた下記項目を７月からスタート

実施期間　7/11～9/26（計９回）

※携帯ショップ、物流部一部スタッフを除く

・スーパークールビズの実施（期間：5/16～10/31）

　店長、男女事務スタッフのポロシャツ着用許可

・部分冷却剤の配布（7月）

・店舗、物流スタッフ飲料等の補助（6/1～10/31）

☆個人で購入した冷却グッズの使用

☆よしず、すだれの活用

・第２回 緑化コンテスト実施（緑のカーテン）

☆は社内のアイデアから実施

実　施　内　容項　目

暑さ対策

その他

☆月曜全社ノー残業デー

蛍光灯間引きによる効果をポスターで表示
（行田センター）

各部署独自の
取り組みも活発に

冷蔵庫の冷気を逃がさぬよう
カーテン設置（川越店）

電源ＯＦＦを忘れがちな
電化製品に表示（大宮店）

前日の使用量を掲示して
意識付け（川越店）

実績星取表を作成して
意識付け（深谷店）

独自の実績管理表を作成し
電気使用量を毎日記録（狭山店）

独自にポスターを
掲示（行田店）

部分冷却材を首に巻き作業

２階冷蔵庫の使用中止（所沢店）
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１．環境への取り組み

■ 全社をあげた節電取り組みの推進

◇電気使用量実績グラフの掲示（６～９月）

・各部署で毎日電気使用メーターを確認してもらい、実績グラフに転記

　掲示することで自部署の状況を把握し、意識を向上

◇「節電し隊」の発足と活動

・社内の節電啓蒙として「節電し隊」を

　ＣＳＲ事務局に設置

主な活動内容

（１）節電取組状況のヒアリング

・５、７、９月に店舗訪問を実施、全社統一取り組みの

　実施状況を確認。照度計活用による蛍光灯の間引きや、

　エアコン使用時の室温管理を徹底

・節電に関する相談や要望にも対応

（２）電気使用量の結果案内

・電気使用量実績グラフを全部署分吸い上げ、速報とし

　て毎月配信

（３）好事例の横展開サポート（ツール提供など）

・所沢店で独自に作成、実施していた「退社時節電

　チェックボード」を全社へ横展開

　退社時の電気消し忘れに対する有効な防止策となった

（４）月曜日ノー残業デー放送（本社・大宮店）

・早期退社による節電をねらいとして、毎週月曜日

　17：15に退社を促す放送を実施

　退社の統一が図れた

毎日メーターで使用量を確認し、記録

実績を入力すると
グラフ化され

達成状況が見えるように

啓蒙ポスターを作成し
全社で掲示

退社時節電チェックボード
電源ＯＦＦを確認したら
マグネットを右に動かす
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１．環境への取り組み

■ 全社をあげた節電取り組みの推進

◇冬季の節電・働き方の募集と実施

・冬季も全社で節電方法を募集し、取り組みを継続

・暖房に頼り過ぎない働き方の推進

・週１回「省エネ行動取り組み表」で実施チェック

エコアクション21取り組み開始時からチェックを継続

取り組みに合わせ、項目も夏季から冬季の内容に変更

場　所 項　目

外看板 照明 終日消灯を継続実施

就業時間中は蛍光灯を間引き点灯する（間引き箇所は再検討）

就業時間外は全消灯（お客様が見えた場合等は状況で対応）

適切な室温管理（室温20℃）

フィルターの清掃

未使用機器のコンセントを抜く

パソコンの電力管理

冷蔵庫 庫内温度設定「弱」

扇風機を活用した暖気の循環

窓・扉などに「開けたら閉める」の表示

退社時の電源切り忘れ防止（退社時節電チェックボードの活用）

照明 間引きもしくはスイッチ管理（使用箇所のみ点灯）

エアータオル 使用中止

就業時間外は消灯

就業時間中は蛍光灯を間引きし点灯する

待機電力 開梱場のロールカーテンを手動にて活用

節電の為に早期帰社 毎週月曜日の全社ノー残業デー完全徹底

※青字は冬季からの新規取り組み

実　施　内　容

照明

その他

事務所

倉庫
照明

トイレ

エアコン

待機電力

各部署とも所属長判断にて実施

①パーテーションを使って風の通り道を遮断する

②窓のふちを専用のテープで止める（すきま風防止）

③窓に断熱シートを貼り、冷気を遮断する

④各自で防寒グッズを使用

　・足元にカーペットを敷く、あったかシューズや湯たんぽを使用

　・膝掛け、座布団を使用

　・インナーウエアの着用

ロールカーテン手動管理のため
お客様へ案内（川越店）

ドアに表示し徹底（深谷店）

風を遮断するボードを作成
（東部店）

足元に湯たんぽ（本社）
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１．環境への取り組み

■ 地域環境美化

◇クリーンデーの実施

・毎月２回、地域美化活動として事業所周辺の清掃を実施

◇第３回見沼たんぼクリーン大作戦への参加

・さいたま市の大規模緑地「見沼たんぼ」の清掃を通して

　自然環境や景観の保全を行う活動に、社員とその家族

　30名が参加（09年の第１回より参加）

■ 環境対応・社会貢献活動

◇どんぐり育成制度への参加

・08年度より、さいたま市みどり愛護会が主催する

　「どんぐり育成制度」に参加

　どんぐりの苗木を１年間育て、地域の森づくりに協力す

　る活動で、11年度は全店舗で計30個を育成

◇社内緑化コンテストの実施

・社内で壁面や屋上緑化を実施し、ＣＯ2排出削減や省エ

　ネに取り組んでいる

　11年度は「節電効果のある取り組み」を重視し、特に

　優れた緑化取り組みを行った部署を社内で表彰

◇エコキャップの回収

・ペットボトルのキャップを全社で回収し、再資源化を

　推進。生じた売却益は、世界の子供たちを救うワクチン

　となる。11年度は計252㎏、ワクチン約126人分寄贈

◇リユース衣料・リユース文房具の回収

・年２回、衣替えの時期にリユース可能な衣料を回収

　また年１回、まだ使用可能な文房具を回収

　いずれもボランティア団体に送付し、海外に寄贈

■ その他　社会貢献活動の取り組み

・使用済み切手、外国コイン、ベルマークの回収

・埼玉県ロードレポーター制度への参加

通勤時や業務中に埼玉県内の道路の異常を発見した際、管轄の

県土整備事務所に通報する活動

・献血ボランティア

年２回、本社および行田センターにて献血を実施。日本赤十字社の

「献血サポーター」として安定的な血液の確保に協力

◇社会貢献活動「取り組み強化期間」の設定

・社会貢献活動への更なる意識向上を図るため、11～12月を強化

　期間に設定。全従業員を対象に、活動内容の読み合わせなどを実施

見沼たんぼクリーン大作戦

育てたどんぐりは大和田緑地に植樹される

緑のカーテンが節電の一助に

エコキャップ
回収ＢＯＸ

回収した文房具

献血ボランティア

ベルマーク回収ＢＯＸ
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１．環境への取り組み

■ ３Ｒ（リユース・リデュース・リサイクル）の推進

◇使用済み部品・使用済み携帯電話の回収

・リサイクルの促進と廃棄物削減の取り組みと

　して、お客様からリサイクル可能な使用済み

　部品・使用済み携帯電話を回収

◇エンジンオイルのバルク化

・容器なしのバルク配送でドラム缶の発生

　抑制を推進

◇リサイクルパーツの販売

・リサイクルパーツの販売を積極的に推進

■ 環境汚染防止

◇アイドリングストップ看板の設置

・アイドリングストップ看板を敷地内に設置

　ＣＯ2排出削減への取り組みとして、お客様、配送業者等に周知

◇特別管理産業廃棄物の適正管理

・使用済みバッテリー専用ラックの下に受け皿パレットを設置

・全店舗、物流部に「特別管理産業廃棄物管理責任者」を設置

◇指定可燃物の適正保管（タイヤ・バンパー）

・消防署への届出を実施。定期的に数量管理を行い、適正管理に

　努めている

◇危険物の集約管理

・各店舗における指定数量を遵守するため、集約管理をして

　保管棚に基準を明記、目で見る管理を実施

◇ＭＳＤＳ（製品安全データシート）の管理

・新規商品を取り扱う場合は必ずＭＳＤＳを入手し、有害物質の

　含有量などを把握。また、ＭＳＤＳはお客様から要望があれば

　即提供している

バランスウエイト バランスウエイト等

廃バンパー 自動車部品、セメント

製造の燃料

廃タイヤ セメント製造の燃料

廃バッテリー 容器：プラスチック製品

鉛：バッテリー等の素材

その他、期限切れ発炎筒、ブレーキシュー

リサイクル内容回収使用済み部品

バルク配送車使用済み携帯電話回収

専用ラックと受け皿パレット

在庫基準の明記

廃バンパー・廃タイヤの回収作業
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２．コンプライアンスへの対応

■ 教育・訓練の実施

◇コンプライアンス研修（管理者・従業員）

・コンプライアンスに対する意識向上をねらいに

　管理者、従業員に分かれ研修会を実施

　コンプライアンスの基本や、業務を進めるうえ

　での重要性を学ぶ機会とした

◇ＣＳＲ教育、実務教育・緊急事態訓練

・部署毎に必要な教育、手順や緊急事態訓練を定め

　全従業員を対象に適宜実施

　教材は、当社の取り組みを分かりやすく解説した

　ＣＳＲ活動マニュアルや緊急事態・運用手順書を

　使用

■ 社内監査の実施

◇エコアクション21内部監査・業務監査

・年２回、業務監査内でエコアクション21の内部監査を

　実施

　管理者および従業員に対し、環境法令の遵守確認や環境

　目標に対する取り組み状況、実績などをヒアリング

・業務監査では、商品管理（保管・売上・返品）や伝票

　管理等が社内のルール・手順どおり遵守されているかの

　チェックを実施

３．改善提案・改善サークル

■ 改善提案（やめる・かえる提案制度）

・社員一人ひとりが、ＰＤＣＡサイクルを基に

　業務の改廃を実施し、提案する制度

　改善に取り組むことで業務の効率化や生産性

　の向上が図れ、また副次効果としてＣＯ2や

　電気使用量の削減にも繋がっている

・2011年度は10年度に引き続き、全社員が

　この制度に参加。過去最高の提出件数となった

■ 改善サークル活動

・各店舗、グループ単位で行う業務改善活動

　ＰＤＣＡサイクルを基本とし、業務の問題点や課題に

　対する対策をメンバー全員で考え、取り組みを推進

・活動終了後には職場発表会を実施し、半年間の成果を発表

従業員向けテキスト

214 231

680 719
878

1,049

0

300

600

900

1200

06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度

（件）

職場発表会

業務監査の様子

管理者向けコンプライアンス研修
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１．実績

基準値 目標 実績

2008年度 2011年度 2011年度

二酸化炭素排出量 1,251 1,110 995

11％削減 21％削減

電気　　　　※１ 1,349,412 1,065,643 965,913

15％削減 28％削減

ガソリン 86,852 81,641 35,991

６％削減 59％削減

軽油 169,596 164,508 180,276

３％削減 6％増加

灯油 7,953 7,834 9,978

1.5％削減 26％増加

ガス 647 628 410

３％削減 37％削減

都市ガス 307 298 239

３％削減 22％削減

ＬＰＧガス 340 330 171

３％削減 50％削減

141
（81）

133
（77）

91
（35）

６％削減
37％削減
（57％削減）

75.7
（16.2）

71.2
（15.2）

73.1
（16.4）

6％削減
6％削減

（1.2％増加）

産業廃棄物 65.2 61.3 18.3

６％削減 72％削減

総排水量 3,428 3,325 3,807

３％削減 11％増加

社会貢献活動の推進 1.7項目/１人 2.0項目/１人 2.0項目/１人

（参加率向上） （2010年度） 118％向上 118％向上

グリーン購入の推進 交換実績の把握

（蛍光管）
（交換時にｸﾞﾘｰﾝ購入商品
を使用しているか確認）

環境配慮商品の推販 20% 30% 26%

（省燃費エンジンオイル） （2010年度） 150%向上 130％向上

化学物質取扱量の把握 4,437 取扱量の把握 6,410

（対象商品：LLC） （非排出事業所のため）

※１　2008年度～2011年度の排出係数は「0.378」を使用（一定期間での比較のため基準年と同係数で算出）

※２　一般廃棄物：08年度より段ボールが有価物処理であったため、（　）内が正しい実績

取組項目

一般廃棄物　　※2
（実績修正後）

廃棄物等総排出量
（実績修正後）

単位

Ｌ

ｔ

評価

ｔ-CO2

○

kWh

Ｌ

Ｌ

×

ｍ
3

○
ｍ
3

ｍ
3

○ｔ

ｔ

ｍ
3

×

○

Ｌ
-

省燃費
×

○

名

Eｵｲﾙ比率

←
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２．取組結果の評価

（１）二酸化炭素排出量の削減 2011年度目標：11％削減（10年度比）

■目標達成状況

・目標11％削減に対し、21％削減

・しかし軽油は３％削減に対し、６％増加。また灯油も

　1.5％削減に対し、26％増加

■ 達成・未達成の要因

① 全社を挙げて取り組んだ節電活動により、電気使用量、

　 二酸化炭素排出量が大幅に減少

② 軽油は基準年から台数が増加し、６％増加となっている

　 が、社用車全体では16％削減のため、特に問題はなし

③ 灯油は、冬期（12～３月）気温が低い日が多く、倉庫

　 内作業者の業務環境上、ジェットヒーターを使用せざる

　 を得ない状況が続いたため増加

■ 今後の課題

・エコドライブの更なる推進により給油量を抑える

・各自でできる防寒対策を継続して実施し、ジェット

　ヒーターに頼り過ぎないようにする

（２）廃棄物排出量の削減 2011年度目標：一般廃棄物、産業廃棄物６％削減

■目標達成状況

・ 一般廃棄物は、11年度排出量を集計後、増加要因を

　 再調査したところ、実績加算が不要な段ボール（有価

　 物処理のため）を基準年（08年度）から誤って加算

　 していたことが判明

　 しかし、結果的には目標６％削減に対し、1.2％増加

・ 産業廃棄物は72％削減と大幅に減少

■ 達成・未達成の要因

・一般廃棄物

　① 携帯ショップ１店舗の計測漏れ（事務局においても

　　 チェック漏れ）が判明し、11年度より計測を実施

　　 実績に加算したため増加

　② 10年４月から有価物処理となったシュレッダーごみ

　　 は、携帯ショップからの排出分を回収する事が現状

　　 では難しく、一般廃棄物となっているため増加

・産業廃棄物

　① 金属くずが10年10月よりほとんど有価物処理と

　　 なったため大幅に減少

■ 今後の課題

・ペーパーレスの推進、裏面再利用のほか、紙類のシュ

　レッダー処理を徹底し、増加を防ぐ

・正しい実績で12年度より新たな目標を設定し、取り組む

1,251 1,096 9951,108

0

350

700

1050

1400

08年度 09年度 10年度 11年度

（ｔ-ＣＯ2）

75.7 65.5 68.9 73.1

0

20

40

60

80

08年度 09年度 10年度 11年度

（ｔ）

65.2 67.4

39.8
18.3

0

20

40

60

80

08年度 09年度 10年度 11年度

（ｔ）

一般廃棄物排出量（実績修正後）

産業廃棄物排出量

目　標 増　減 評価

電　気 15％削減 28％削減 ○

社用車給油量 16％削減 ○

ガソリン ６％削減 59％削減 ○

軽　油 ３％削減 6％増加 ×

灯　油 1.5％削減 26％増加 ×

ガ　ス ３％削減 37％削減 ○

項　目

16.2 15.5 14.4 16.4

0

5

10

15

20

08年度 09年度 10年度 11年度

（ｔ）

【参考】一般廃棄物排出量（実績修正前）
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２．取組結果の評価

（３）総排水量の削減 2011年度目標：３％削減

■ 目標達成状況

・目標３％削減に対し、11％増加

■ 未達成の要因と対策

① １店舗で水道管の水漏れが発生したため増加

　 これを受け、９月より全店舗の漏水チェックを

　 実施（右記参照）

② 10年度からスタートした緑化コンテストの実施に

　 より水やりが必要となり、各部署で基準年に比べ

　 増加傾向となった

■ 今後の課題

・メーター確認による定期的な水漏れチェックの継続

・雨水を使用した緑化や、あまり水を必要としない植物での緑化を推進

（４）社会貢献活動の推進（参加率向上） 2011年度目標：118％向上（10年度比）

■ 目標達成状況

・目標２項目以上／１人の参加に対し、２項目／１人

■ 達成の要因

① 各部署の社会貢献活動担当者をはじめとした啓蒙

② 毎月の参加項目チェックと実績表の開示により

　 社員の社会貢献活動に対する意識が向上

■ 今後の課題

・２項目以上の参加が継続するよう、引き続き参加実績の

　開示や、環境コミュニケーション用紙のイントラ掲載

　などを通して、啓蒙を行っていく

（５）環境配慮商品の推販（省燃費エンジンオイル） 2011年度目標：150％向上（10年度比）

■ 目標達成状況

・省燃費エンジンオイル比率の目標30％に対し、26％

■ 未達成の要因

① 東日本大震災以降、5月中旬にかけて、仕入先からの省燃費エンジンオイルの供給

　 制限等が影響（10月より市場回復が見込めるとの事から目標は変更せず）

■ 今後の課題

・徐々にではあるが比率は向上

　しているため、引き続き啓蒙・

　提案活動を行う

（６）グリーン購入の推進（蛍光灯） （７）化学物質取扱量の把握（ＬＬＣ）
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◆水漏れの対策
　事務局が全店舗を訪問し、水道のパイロッ
　トメーター（赤枠部分）確認による漏水
　チェックを実施
　その際、店舗スタッフにチェック方法を
　周知、定期的にチェックを行うようにした
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56% 63%

グリーン購入商品の使用率
◆グリーン購入商品 未使用の理由
・器具がグリーン購入品に適合しない
・蛍光灯が切れた際、間引いた蛍光灯に
　交換するため新たな購入が少ない

（Ｌ）

08年度 09年度 10年度 11年度

4,437 4,501 5,312 6,410

当社の社会貢献活動

・使用済み切手回収 ・リユース衣料回収

・外国コイン、日本円回収 ・リユース文房具回収

・エコキャップ回収 ・献血

・ベルマーク回収

・ロードレポーター

・その他社外活動

毎月（6項目） 年1・２回（3項目）
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照明

① 不要な箇所の照明間引きや消灯の実施 ① 電気料金の仕組み案内

※ＣＯ2排出係数は

「0.375」を使用
②
省エネ行動取り組み表による消灯チェッ
クの実施

② 啓蒙ツール提供（電気使用
    量記入グラフ、POP）

エアコン

③
こまめな室温管理とチェックの実施
（冷房時28℃、暖房時20℃）

④ 定期的なエアコンフィルターの清掃

⑤ 使用ピーク時の効率的な運転
夏期

（7～9月）
⑤ 使用ピーク時（14～16
    時）は、交互運転等

①
定期点検の実施（タイヤ空気圧・オイル
交換）

① エコドライブセミナー実施
　 【ＤＶＤ視聴＋教育実施】

② アイドリングストップの推進

③
エコドライブの推進と省エネ行動取り組
み表による実施チェック

① 使用量の掲示による意識向上

② ジェットヒーター使用時の適正な運転 ② 各店・部署の好事例紹介

① 使用量の掲示による意識向上 ① 啓蒙ツール提供（POP）

② 効率の良い使い方の掲示と実践

③ 年１回程度ガス周りの清掃

①
両面コピーの活用と裏面再利用の徹底
（不必要な印刷の削減）

① ダイレクトＦＡＸ推進

② パソコンを活用したペーパーレスの推進
② 文書管理ソフト（ドキュ
　 ワークス）活用状況報告

③
廃棄物の実績管理と排出量の掲示による
意識向上

③ シュレッダー処理方法の再
　 案内

① 使用量の掲示による意識向上 ① 啓蒙ツール提供

② 使用量の実績把握による漏水チェック
② 各事業所の自動水栓の水量
　 調整

③ 雨水を利用した緑化活動の推進　
実施時

（5～9月）
③ トイレ節水グッズの設置

①
社会貢献活動担当者を中心とした活動の
推進

① 担当者の共通認識を図るた
　 めの会議を実施

② 項目別参加状況の把握と開示 ② 盛り上げツール展開

8
化学物質の管理
（ＬＬＣ）
取扱量の把握

① 危険物貯蔵量（店舗別）の管理 通年 物流部

9
グリーン購入の推進
（蛍光灯）
交換実績の把握

①
交換実績（数量、サイズ、品名等）の
把握、行田センター（行田店）は購入量
の把握

通年 全部署

10
環境配慮商品の推販
（省燃費ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ）
ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ比率33％

① 省燃費エンジンオイル販売比率の向上 通年
営業部
販売店部

7 社会貢献活動の推進
2項目/１人

通年 全部署

6 総排水量の削減
1.5％削減

通年

全部署

5 廃棄物排出量の削減
一般：3％削減
産業：3％削減 通年 全部署

通年

全社活動内容 実施時期 該当部門 活動内容に伴う働きかけ項目・12年度目標

冬期
（12～2月）

通年

全部署

通年 店舗

1

2 燃料使用量の削減
ｶﾞｿﾘﾝ：2％削減
軽　油：2％削減

通年 全部署

店舗
物流部

ガス使用量の削減
0.5％削減

4

灯油使用量の削減
0.5％削減

3

電気使用量の削減
0.5％削減
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１．当社に適用となる主な環境関連法規制等

法律・条例 等 主な内容 取組・実施事項

環境基本法 ・事業活動に伴い生じる公害を防止する ・基本的な考え方の確認

・事業活動に係る製品が廃棄物となった場合の適正処理 ・環境方針への反映

　の措置

・事業活動に係る製品が使用、廃棄されることによる

　環境負荷の低減と再生資源の利用

・国または地方公共団体の環境保全に関する施策への協力

廃棄物処理法 ・産業廃棄物の保管基準の遵守 ・三者間契約の実施

・産業廃棄物の収集運搬、処分委託基準の遵守  (収集運搬業者・処分業者と

・事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において   の書面契約・現地確認実施）

　適正に処理する

・産業廃棄物管理表(マニフェスト)の交付、管理の遵守 ・交付、保管(5年)、行政へ

　報告

水質汚濁防止法 ・特定事業所から排出する排水は行政で定める排出基準に ・水質検査(参考)

　適合していること ・油水分離槽の定期チェック

　実施

浄化槽法 ・浄化槽の設置、構造変更時は県知事へ届出 ・業者による点検、清掃を

・浄化槽の保守点検、清掃の実施 　実施

・指定検査機関による水質検査の実施 ・特定業者による検査を実施

　(1回/年)

水道法 ・簡易専用水道の設置者は厚生労働省令で定める基準に ・業者による定期点検、清掃

　従い、管理する 　の実施　(1回/年)

消防法 ・防火管理者の選任 ・消防設備点検及び報告

・消防用設備の点検及び報告 　(各店1回/3年、au与野・

・貯蔵所の届出、貯蔵量の遵守 　SB1回/年)

・指定可燃物の届出 ・指定数量5分の1未満の管理

　を実施(危険物商品の集約)

・届出指定数量管理を実施

ＰＲＴＲ制度 ・指定化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、 ・MSDSの入手､保管

　都道府県経由で国に届け出る ・MSDSの提供､記録

ＭＳＤＳ制度 ・危険有害化学物質（含有１％以上）を譲渡するときは

　ＭＳＤＳを相手方に通知する

自動車Ｎｏｘ・ ・30台以上の自動車を使用する事業者は温室効果ガスの ・計画書の提出

ＰＭ法及び埼玉県 　削減・低公害車や低燃費車の導入計画を知事に提出する ・定期報告の実施(1回/年)

生活環境保全条例 ・計画に対する報告を毎年６月までに知事に報告する ・全駐車場へ、アイドリング

・エコドライブ推進者選任 　ストップの看板を設置

・20台以上、または500㎡以上の駐車場の管理者は

　アイドリングストップの実施を掲示板で周知する

２．違反、訴訟等

　当社における環境関連法規への違反はありません。また、関係当局からの指摘は無く、訴訟も

　ありませんでした。

― 21 ―



１．情報の収集と分析

① 環境目標の達成状況 有 無

② 取組状況の評価結果 有 無

③ 環境関連法規制等の遵守状況 有 無

④ 問題の是正処置及び予防処置の結果 有 無

⑤ エコアクション21内部監査の結果 有 無

⑥ 前回までの代表者の指示事項の対応 有 無

⑦ 外部からの苦情等の受付結果 有 無

⑧ その他 有 無

２．変更の必要性・指示事項

① 環境方針 要 否

② 環境目標 要 否

③ 環境活動計画 要 否

３．総合評価

　エコアクション21活動の３年目は東日本大震災により、節電が大きなテーマとなりました。事務局を

中心に様々な対策がとられ、CSR委員会を通して全社で共有を図りながら活動した結果、大きな成果が

得られたと思います。2012年度から新３ヵ年の環境目標がスタートしますが、ＰＤＣＡを基本に項目

毎の課題にしっかりと取り組み、全社員で成果を分かち合えるよう進めて欲しいと考えています。

年 月 日

資料の有無見直しに必要な情報 環境管理責任者のコメント・提案

変更の
必要性

項　目

電気使用量については全社を挙げて取り組んだ結果、目標
以上の成果をあげることができた。しかし、総排水量につ
いては課題の残る結果となった。

節電活動においては、蛍光灯の間引きや室温管理徹底、
又、全社一斉のノー残業デー実施など全社的な取り組みに
加え、アイデアを基に各部署で独自の取り組みを展開、
CSR委員会にて共有・横展しながら取り組めたことは大き
く評価できる。

一部運用手順についての理解不足や、緊急事態訓練の未実
施が見受けられた。定期的な教育を通して実施の意義や必
要性を理解させる必要がある。

グリーン購入、環境配慮商品についての具体的な目標化、
また社会貢献活動に対する目標の見直しと活動計画を指示
し、それぞれ設定した。

特に問題なし。

電気使用量については東日本大震災を受け、目標を上方修
正した。又、社会貢献活動の更なる意識向上を狙い、目標
を具体的な数値に変更した。更に、環境配慮商品の推販に
対する目標を新たに設定した。

2011年度もライトダウンキャンペーンや見沼たんぼク
リーン大作戦など、社外の社会貢献活動に参加できた。地
域社会との環境コミュニケーションも継続して実施してい
く。

現状では変更の必要性はなし。

2011年度は１件発生。10年度と同様の店舗・内容で
あった。近隣住民への配慮不足によるトラブルであるた
め、対応策の実施と定期的なチェックを確実に実施し、再
び発生しないように指示した。

指　示　事　項

代表者氏名 音羽　　隆

次年度からは新たな３ヵ年目標となる。各項目の現状を踏まえ、実現
可能レベルを検討し、適切な目標設定を行うよう指示した。

上記目標設定に伴った具体的な計画化を指示した。

2012 6 18
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