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はじめに

世界経済フォーラムが毎年発表する「世界のリスク」は、気候変動リスクなどの環境問題が社会経済

に極めて深刻な影響を及ぼすと警告しています。そしてパリ協定に象徴されるように、世界は持続可能
な社会の構築を目標に、社会経済システムの大転換を決意し、着実に取り組んでいます。
こうした状況の中、環境マネジメントシステム(EMS²)の期待は、紙・ごみ・電気などの環境負荷の
削減といった限定的な環境への取り組みを管理する手法から、本業を通じた環境への取り組みにより、
事業者自らと社会の持続的な成長を実現する環境経営を推進する手法へと変化しています。

当社は2016年４月にエコアクション21認証を取得し、事業活動に伴う環境負荷の低減に努めるととも
に、事業を通じた環境貢献の取り組みに力を入れてきました。当社の事業活動は環境問題と密接に関っ
ており、グリーンキャンペーンやハイブリッド基金といった環境貢献活動を行っている企業の社員とし
て環境問題解決に積極的に取り組む事が責務であると考えています。
エコアクション２１取り組みも4年が経過しましたが、年２回の拠店状況確認を行うことによってエコ
アクションに対する意識が少しづつではありますが高まってきました。2018年度の取り組みとして
EA21環境事務局では『EA21取り組みに対する意識付け』をテーマに 全拠店対象の拠店状況確認の
実施・各拠店施設の問題点を ヒアリング・対応など環境事務局だけが動くのではなく、拠店長が中心
となり店舗での問題点を洗い出し解決に向けて動くよう働きかけてきました。また、EA21ガイドライン
も2017年版に移行し、使用料金・処分料金も含めたデータを集約することで各拠店の環境負荷がより
明確になりました。2019年度は社員一人ひとりが働きやすい環境を整え『環境経営の強化』・『お客様
に選ばれる会社を目指し』PDCAサイクルに基づいた継続的な改善と向上に努めていきます。

山形トヨペット株式会社
エコアクション２１環境事務局
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基本要件

認証・登録範囲

認証・登録番号 ： 0011214

認証・登録年月日 ： 2016年4月27日

更新・登録年月日 ： 2018年4月27日

認証・登録事業者名 ： 山形トヨペット株式会社

対象範囲 ： 山形トヨペット株式会社全組織および全活動

環境管理責任者

常務取締役 環境担当役員 太田 健二

環境事務局

担当者 サービス部 小林 興司

ライフサポート室 板垣 博昭

総務部 鈴木 功

連絡先 023-634-7501

URL http://toyota-dealers.jp/12501/

環境活動レポートの対象期間と発行日

活動対象期間 ： 2018年4月1日～2019年3月31日

発行日 ： 2019年6月30日

編集方針

当社のエコアクション21活動報告である本レポートは、当社の活動実績を取引業者・

お客様へと広い範囲で報告する情報開示ツールとして活用すると同時に、環境経営

の改善・向上に向けて社員一人ひとりが環境活動の重要性を理解し、意識的に活動

する事を目的として発行しています。

山形トヨペット株式会社
EA21 PDCＡ
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環境方針

＜基本理念＞

私たちは、「お客様に愛され、社員が恋する会社、地域のお役に立つ会社」をめざし、環境問題への
対応を重要課題と位置づけ、自動車販売・自動車整備などのすべての事業活動を通じて、環境負荷の
低減と社会貢献活動に積極的に取り組みます。

美しい地球を次世代に残すために、法令等を遵守し、廃棄物・リサイクル・省エネ問題を直視し、
継続的発展が可能な循環型社会の実現に貢献します。

＜行動指針＞

1.地球温暖化防止のため、二酸化炭素の削減に取り組みます

2.資源の有効利用のため、自ら排出する廃棄物の削減に取り組みます

3.水資源の有効利用のため、節水に取り組みます

4.化学物質の使用量の削減に取り組みます

5.グリーン購入を推進します

6.環境関連法規等を遵守します

7.ハイブリッド基金をもとに地域の環境保全活動を支援していきます

8.エコカーの更なる普及に努め、環境にやさしい会社を目指します

9.リサイクル部品の使用を推進します

⒑環境保全に繋がる保険商品やサービスの提供を行います

制定日：平成27年 4月 2日

山形トヨペット株式会社

代表取締役社長
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について

事業活動概要

名称 山形トヨペット株式会社

本社所在地 山形県山形市飯田西五丁目5番2号

代表者名 代表取締役社長 鈴木 壽昭

設立 昭和31年8月

資本金 8,000万円

売上高 150億7765万円(平成31年3月期)

従業員数 296名（令和元年5月1日現在）

事業内容 新車販売、中古車販売・買取、自動車整備・自動車部品用品販売

各種損害保険代理店業務、情報通信機器販売

生命保険の募集に関する業務

主要販売実績 新車販売 3,658台

中古車販売 2,820台

車検整備台数 12,455台

店舗 ＜トヨタ事業＞

・本社店 ・東バイパス店 ・西バイパス店

・天童店 ・寒河江店 ・村山店

・新庄店 ・酒田中央店 ・鶴岡店

・米沢店 ・南陽店 ・長井店

・T-Up天童U-Carセンター

＜レクサス事業＞

・レクサス山形

関連会社 仙山テクノクラフト株式会社

天童工場 米沢工場 庄内工場
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作成者：EA２１事務局

作成日：平成30年1月12日

改訂日：平成30年3月17日

内部監査

CSR推進事務局

店舗責任者：店長

新庄店

山形トヨペットEA２１組織図

本社店・特販部 酒田中央店

ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ室
ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ室車両部

社長：鈴木　寿昭

EA21代表者

天童店

山形トヨペット株式会社

総務部

環境管理責任者

環境担当役員:太田　健二

サービス部

小林 興司・板垣 博昭・鈴木 功

西バイパス店

レクサス山形 村山店

T-up天童
U-carセンター

寒河江店

山形トヨペット株式会社

U-car部

村山地区 置賜地区庄内地区

経理部

東バイパス店

環境事務局

山形地区

内部統制室

米沢店

南陽店

長井店

鶴岡店

環境管理実施体制



山形トヨペット株式会社 作成者：EA２１事務局

作成日：平成26年12月　8日

山形トヨペット株式会社

・自部門の従業員に対する教育訓練の実施

・自部門に関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告

・特定された項目の手順書作成及び運用管理

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

・環境関連法規等取りまとめ表の作成

・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境活動レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

・自部門における環境経営システムの実施

・自部門における環境方針の周知

・環境活動の取組結果を代表者へ報告

・環境活動レポートの確認

・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局

・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施

・環境目標、環境活動計画書原案の作成

・環境活動の実績集計

全従業員

・定期委員会の開催（監査結果のヒアリング）

・改善が必要な事項に対する是正指導及び、改善の確認

・監査結果及び是正措置等の代表者への報告

・内部監査計画の策定

・内部監査を上記計画に沿って実施し、内部監査委員会に報告

・内部監査の結果に基づき改善項目の進捗状況を確認

・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境関連法規等の取りまとめ票を承認

・環境目標・環境活動計画書を確認

環境経営システム　役割・責任・権限表

・自部門の特定された緊急事態への対応のための手順書作成、テスト、訓練の実施、記録の作成

・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備

・環境管理責任者を任命

・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・環境目標・環境活動計画書を承認

・代表者による全体の評価と見直しを実施

・環境活動レポートの承認

代表者（社長）

役　割　・　責　任　・　権　限担　　　当

内部監査：CSR推進事務局

環境管理責任者

環境事務局

部門長・店長・環境担当者
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環境目標

環境目標項目 基準年数値
中長期目標(3年) 2018年度数値目標

2018年度目標
(H30.4～H31.3)

2019年度目標
(H31.4～R2.3)

2020年目標
(R2.4～R3.3)

取組期間
(H30.4～H31.3)

二酸化炭素排出量 2,297,491Kg-CO2/年 2017年度(4月～3月)比
2％削減

2017年度(4月～3月)比
4％削減

2017年度(4月～3月)比
5％削減 2,251,540Kg-CO2/年

廃棄物排出量 647,720Kg/年 2017年度(4月～3月)比
2％削減

2017年度(4月～3月)比
4％削減

2017年度(4月～3月)比
5％削減 634,765Kg/年

水使用量 20,796m³/年 2017年度(4月～3月)比
2％削減

2017年度(4月～3月)比
4％削減

2017年度(4月～3月)比
5％削減 20,380m³/年

- 2018年度の目標と実績・評価 -

環境目標は、2018年度から2020年度までの環境負荷を2017年度を基準として5％削減することを目標に活動して
きました。実績と評価は下記の通りとなりました。

■環境目標の設定

■具体的な環境数値目標と実績・評価

環境目標項目 基準年数値
(2017年度実績)

2018年度の目標値
(   )は具体的削減数値

2018年度実績
( )は目標値との差 評価

二酸化炭素排出量
(Kg-CO2) 2,297,491Kg-CO2/年 2,251,540Kg-CO2/年

(▲45,951Kg-CO2)
2,413,720Kg-CO2/年

(+162,180Kg-CO2) ○
購入電力*
(Kg-CO2) 1,131,711Kg-CO2/年 1,109,077Kg-CO2/年

(▲22,634Kg-CO2)
1,095,409Kg-CO2/年

(▲13,668Kg-CO2) ○
灯 油
(Kg-CO2) 236,891Kg-CO2/年 232,153Kg-CO2/年

(▲4,738Kg-CO2)
188,645Kg-CO2/年
(▲43,508Kg-CO2) ○

L P G
(Kg-CO2) 17,756Kg-CO2/年 17,401Kg-CO2/年

(▲355Kg-CO2)
17,462Kg-CO2/年

(+61Kg-CO2) ○
ガソリン
(Kg-CO2) 911,133Kg-CO2/年 892,910Kg-CO2/年

(▲18,223Kg-CO2)
1,009,326Kg-CO2/年

(+116,416Kg-CO2) ○
一般廃棄物排出量

(Kg) 62,184Kg/年 60,940Kg/年
(▲1,244Kg)

69,555Kg
(+8,615Kg) ○

産業廃棄物排出量
(Kg) 585,536Kg/年 573,825Kg/年

(▲11,711Kg)
586,068Kg
(+12,243Kg) ○

水使用量
(m³) 20,795m³/年 20,379m³/年

(▲416m³)
20,717m³
(+338m³) ○

環境活動項目 2018年度目標 2017年度実績 評価

化学物質使用の低減 使用なし 使用なし -
グリーン購入(文房具等)の

推進 事務用品購入金額の50％
42.5％

事務用品購入金額計 ：1,753,156円
内グリーン購入金額 ： 744,902円

○

ハイブリッド車
販売比率の向上

45％
(2017年度実績33％)

39.4％
販売台数(新車：除軽) ：3,549台
内ハイブリッド車販売台数 ：1,399台

△

地域環境保全活動
ハイブリッド基金
グリーンキャンペーン
各店地域貢献活動

≪ハイブリッド基金≫
県を通じ、NPO法人山形県自動車公益センターに
100万円を寄付

≪グリーンキャンペーン≫
福島県産ソメイヨシノ20本・アジサイ20本
コマデリ20本・緑化活動用ヘルメット80個寄贈

≪山形トヨペットの森≫
山形市みはらしの丘地内0.25haを下草刈り・
桜の記念植樹を実施

≪各店地域貢献活動≫
エコキャップ感謝状贈呈式
車いす寄贈
清掃ボランティア活動

○

■環境活動目標

評価の目安 ○：目標値に対して100～80％ △：79～40％ ×：39～10％
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環境活動計画

項目 取組項目 具体的活動内容

二酸化炭素の削減

消費電力の削減

・不用な照明の消灯
・不用な蛍光灯を外す
・室温管理(暖房期22℃・冷房期26℃)
・定期的にエアコンのフィルターを清掃する
・クールビズの実施（6月～10月)
・PCディスプレイを省エネモードに設定する
・『ノー残業デー』の実施

ガソリン・軽油使用量の削減
・エコドライブの実践
・経済速度の遵守
・タイヤの空気圧を定期的に調整する

その他化石燃料の削減
(灯油・LPG)

・洗車機の温度調整
・ロードヒーターの管理(冬期)
・ジェットヒーターの管理(冬期)

廃棄物排出量の削減と
適正管理

一般廃棄物の削減
(リサイクルの推進)

・分別ルールの確立と周知徹底
・コピー用紙削減(両面コピー・裏紙の活用)
・コピーカウンターの記録と管理
・使用済み封筒の再利用
・社内ポータル活用によるペーパーレス化の推進

産業廃棄物の適正管理

・保管場所の管理(表示・4Sの徹底)
・マニフェスト・契約書類の管理
・委託産廃業者の適正処分に関する現地確認
・油水分離槽の適正管理
・産業廃棄物の分別を徹底しリサイクル率を上げる

販売関連 エコカーの販売 ・ハイブリッド販売台数および販売比率の向上

総排水量の削減
水道使用量の削減

・手洗い時の節水(ポップの掲示)
・洗車時の水の垂れ流し防止
・水道配管からの漏水チェックを定期的に実施する

地下水の適正利用 ・融雪用の放水の水量調整

グリーン購入 グリーン購入の推進 ・事務消耗品のエコ商品購入率の把握
・設備・機械等購入時のルール確立

山形EA21関連
環境保護団体への協力 ・ハイブリッド基金での寄付活動

会社周辺の清掃活動 ・周辺道路の清掃活動、草刈りなどの実施

環境目標を達成するため、下記の具体的活動内容を設定し社員一人ひとりが意識的に活動できるよう取り組んできま
した。拠店毎に『取り組みチェックリスト』を利用した拠店長による自己チェック・EA21環境事務局による年2回の
『内部監査』を実施する事により取り組みに対する現状を再認識し、活動への意識を高めることが最大の目的です。

-9-



2018年度評価内容と次年度の取り組み

二酸化炭素排出量
(温室効果ガス排出量)

2018年度の実績は2,413,720Kg-CO2で2017年度目標値より5.05％増となりました。
エネルギー消費量を見てみると、購入電力は2,094,473Kwh(3.3％減)・灯油は75,777L(20.4％
減)・LPGは21,351Kg(2.8％減)・ガソリンは434,743L(10.7％増)でした。冬が『暖冬』であった
事、店舗のリニューアルによるLED化が進んだ事で電気・灯油・LPGは一定の成果は出せました。
しかし、ガソリンの使用量は1割増となりました。主な要因として『山形トヨペット023』(P.13参
照)の利用台数が増加したことが挙げられます。

廃棄物排出量
(総排出量・循環資源量)

産廃・一般廃棄物・再生利用(古紙、金属、廃油、廃バッテリー)を合わせた総排出量は
655,623Kgとなり、昨年度より7,903Kg(1.22％)増加。循環資源量は365,541Kgで昨年より
12,391Kg減少。リサイクル率は55.7％となりました。循環資源において鉄や廃バッテリーの
買取価格が下落しており売却額は前年よりも若干少なくなっています。全体の売上高が上がれば
それに比例して産廃排出量は上昇していきます。その中で意識した分別を心掛けリサイクル率を
向上させ、排出・処分費用を抑えた取り組みを継続していきます。

総排水量
(水使用量)

使用量20,717m³で基準年度実績(20,795m³)に対し0.3％改善することができました。昨年の8月
に本社工場裏にある地中の水道管にひびが入り、数日間漏水になっていた事がありました。日頃よ
り各拠店の水道メーター・水道管の状況をチェックするよう案内し漏水などの事故を未然に防ぐよ
う働きかけていきます。

グリーン購入
(文房具等)

2018年度は全購入金額の43％(前年比+10％)と改善が見られました。2018年度は8月と1月に
グリーン購入率50％を超えました。各月の状況を見てみるとグリーン購入率にバラつきはあります
が、今後も意識付けを継続し購入率向上に繋げていきます。

化学物質等

当社は自動車整備において『塗装』の業務がないため、有機溶剤等の使用はありません。しかし、
LLCやブレーキクリーナーなどには規定値以下とはいえ含有物質があります。サービス部ではSDS
データを全拠店に配布し、エンジニアがいつでも見られる環境を 整えています。使用時の安全性
を高めるため全社員に使用時の危険性を認知させ、保護眼鏡・マスクの着用を徹底していくよう
サービス部と連携を取っていきます。

ハイブリッド車販売
(新車)

年度販売台数において新車は3,549台、U-Carは2,820台でした。
その内、新車のハイブリッド車販売は新車1,399台(前年差76台増)でハイブリッド販売比率目標
50％に対し39.4％に留まりました。ハイブリッド車以外のTANKといったコンパクトカーや 当社
の看板車種ハリアー・アルファードの売り上げが好調でしたが、いずれもガソリン車の比率が高
かった事が考えられます。しかしながら、プリウス・PHV・プリウスαの年度販売台数は304台で
10年連続プリウス県内販売No.1を達成することができました。今後も『ハイブリッド基金の山形
トヨペット』をしっかりアピールすべく11年連続No.1に挑戦しております。また、サポカーの
安全性を多くのお客様に知ってもらい、『安全・安心』をお届けしていきます。

1,131,711

49.2%
911,133

39.6%

236,891

10.3%

17,756

0.7%

2017年 実績

購入電力
ガソリン
灯油
LPG

二酸化炭素排出合計
2,297,491Kg-CO2

1,095,409

45.3％
1,009,326

41.8%

188,645

7.8%

102,878

4.3%17,462, 

0.7%

2018年 実績

購入電力
ガソリン
灯油
軽油
LPG 

二酸化炭素排出合計
2,413,720Kg-CO2

◎ 温室効果ガス排出量の推移◎

2017年(基準年）と比較すると、電気・灯油はそれぞれ3～4％減少することができました。2018年度から
請求書に基づいて使用量を算出するようにし『軽油』の使用量も把握することができました。エコドライブを
意識しガソリン・軽油の使用量を少しでも抑える活動が必要だと考えます。『ムリなく・ムダなく』を意識し
全体の二酸化炭素排出量の低減を目指します。
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44,650 
52,610 

46,995 49,855 

0
10,000
20,000
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40,000
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60,000
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排出量推移

≪再生利用・一般廃棄物≫

単位：Kg

◎産廃物排出量推移(再生利用)

349,334
292,772

330,937 315,686

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2015 2016 2017 2018

≪再生利用・産業廃棄物≫

単位：Kg廃棄物排出量の中でも『再生利用』の推移をピックアップしました。
2018年度の実績で、一般廃棄物は100％『古紙・段ボール・
シュレッダー』です。 産業廃棄物は60.5％が『廃油』15％が
『鉄』20.4％が『廃タイヤ』3.2％が『廃バッテリー』0.9％が
『雑品・ 非鉄』となっています。 今後も分別を意識し、再生利用
排出量向上に努めます。

74,214 

76,432 

43,438 

63,331 

26,484 

42,938 

80,987 

55,180 

81,253 

99,277 

41,960 

59,408 

165,836 

154,272 

94,773 

145,229 

81,969 

122,724 

167,244 

216,723 

173,754 

189,948 

97,113 

143,571 
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H30.4月
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11月
12月

H31.1月
2月
3月

全商品購入額 エコ商品購入額
◎グリーン購入-月別の実績- 単位：円

グリーン購入に関して月別に表わしてみると、グリー
ン購入率が最も高かったのが5月の50％、最も低かっ
たのが11月の25％でした。2018年度より事務用品の
購入方法を『Net Ricoh』を使って購入する方式に
全拠店統一しました。まだバラつきはあるものの、
全体のグリーン購入率は昨年比で9.5％増と一定の成果
が表れました。今後も地球環境に優しい事務用品購入
を意識して取り組んでいきます。

品 目 再生利用排出量 品 目 再生利用排出量

古紙・段ボール・
シュレッダー 49,855Kg 廃油 190,755L

雑品・非鉄 2,665Kg 廃タイヤ 64,691Kg

廃バッテリー 10,045Kg 金属くず 47,530Kg

■ 2018年度各項目別排出量
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◎新車販売台数の推移-ハイブリッド車販売実績比較-

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2014 2015 2016 2017 2018

2,920 2,942 
3,386 3,524 3,549 

1,887 1,660 
2,026 2,201 2,150 

1,033 1,282 1,360 1,323 1,399 

新車年間販売台数 ガソリン車 HV車

車 名 台 数 車 名 台 数 車 名 台 数 車 名 台 数 車 名 台 数

マークX 31 オーリス 1 シエンタ 109 ハリアー 298 トヨエース2ｔ 12

カムリHV 47 オーリスHV 2 シエンタHV 85 ハリアーHV 89 トヨエース1ｔ 47

プレミオ 66 ポルテ 29 アルファード 215 C-HR 74 コミューター 28

プリウス 245 TANK 560 アルファードHV 136 C-HR HV 111 レクサス車 71

プリウスPHV 31 AQUA 384 ハイエースWG 59 サクシードVN 111 レクサス車(HV) 146

JPN TAXI 14 86 10 エスクァイア 107 サクシード HV 5 合 計
(内ガソリン車）
(内HV車)
HV販売比率

3,549台
2,150台
1,399台
39.4％トヨタ教習者 15 プリウスα 28 エスクァイアHV 76 ハイエースVN 307

■ 2018年度 車種別販売台数(ハイブリッド車は赤字で表示してします)

単位：台2018年度のHV車販売台数は1,399台となり、前年比
5.7％増となりました。昨年と同様、TANK・ハイエース
といったガソリン車が全体を牽引しています。しかし、
レクサス車は販売台数217台中146台(67.3％)がHV車で
した。過去の実績を見てみると年々にHV車販売台数を
伸ばしてきています。今後も燃費の良さ・環境に良い
優しい事などをお客様へ訴求しHV比率向上に努めます。



環境関連法規等の遵守状況

法令の名称 定期用される要求事項 評価

全般 環境基本法 事業活動を行うに当り、環境への負荷の低減、その他の環境の保全に自ら努めるとと
もに、国または地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策への協力 ○

大気 フロン排出抑制法
第1種特定製品業務用エアコンの簡易点検の実施
第1種特定製品業務用エアコンの定期点検の実施（7.5Kw以上)
カーエアコンの整備に際し適正な回収・運搬・破壊を行う

△

水質

水質汚濁防止法
自動式車両洗浄施設
特定施設の設置届(門型自動洗車機)

貯油施設・油水分離槽
事故時の措置(事故の届出と必要な措置)

○

下水道法
自動式車両洗浄施設
特定施設の設置届(門型自動洗車機)

貯油施設・油水分離槽
事故時の措置(事故の届出と必要な措置)

○

浄化槽法
浄化槽の使用開始届・浄化槽管理者等の変更届
浄化槽の保守点検及び清掃の実施
浄化槽の定期検査(法定検査)の実施

○

山形県生活環境の
保全等に関する条例

特定施設の水質検査の実態
pH：5.8～8.6 BOD：25mg/ℓ(日平均 20mg/ℓ)
SS：60mg/ℓ(日平均 50mg/ℓ)
ノルマルヘキサン抽出物(鉱物油) 5mg/ℓ

○

騒音・振動
騒音規制法 コンプレッサー

特定施設の設置届
※山形県生活環境保全に関する条例

○
振動規制法

廃棄物 廃棄物処理法

廃棄物の適正処理
一般廃棄物の適正処理
産業廃棄物の適正処理
産業廃棄物の保管基準の遵守・処理基準の遵守
(表示：60cm角以上、衛生管理等)
産業廃棄物の委託基準の遵守
(許可業者と委託契約書の締結、保管等)

産業廃棄物委託先の処理状況の確認と必要な措置
産業廃棄物のマニフェスト交付規定の遵守・保管等の規定の遵守
産業廃棄物のマニフェスト交付状況の報告

○

再資源化 自動車リサイクル法
自動車所有者の使用済み自動車の引き渡し義務
使用済自動車の引取業者の引取義務
使用済自動車の引取業者の引き渡し義務

○

その他

消防法

指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵・取扱事業者
・指定数量未満の場合
各市町の火災予防条例が定める技術上の基準を遵守
・少量危険物の場合
各市町の火災予防条例が定める技術上の基準を遵守し、
定められた届出が必要

規定に基づく施行令で規定
屋内消火栓の設置(工場700m²以上)
火災報知器の設置(工場500m²以上、店舗300m²以上)

○

労働安全衛生法 危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置
(リスクアシスメント) ○

トヨタ販売店CSR
ガイドライン

CSRガイドラインに則り環境に関する問題点の洗い出しを行い、
監査マニュアルに沿って監査を行う ○

都道府県等の条例

廃棄物の適正な処理
の推進に関する条例
(県・市)

廃棄物の適正な処理(適正な産業廃棄物業者との契約) ○

地方火災予防条例 ・該当する危険物を指定数量の5分の1以上、指定数量未満の数量を貯蔵
・取扱う場所等の届出及び掲示 ○

※違反・訴訟等
特になし

当社の事業活動に関連する環境関連法規・条例及びその他の規制を受ける事項を下記に示しています。各事項の法遵守状況を整
理した結果、環境関連法規に関する違反等はありませんでした。また、関連機関や地域からの指摘・苦情もありませんでした。
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環境コミュニケーション-2018年度の取り組み-
環境コミュニケーションとしてハイブリッド基金やふれあいグリーンキャンペーンなど様々な活動を行っ
てきました。昨年に引き続き『やまがた絆の森(ハイブリッド基金の山形トヨペットの森)』活動も継続し、
エコキャップ運動・献血活動・地域の清掃活動にも取り組んできました。2019年度も継続して取り組み
『地域のお役に立つ会社』を目指し活動していきます。

■ハイブリッド基金

ハイブリッド基金は、環境・福祉など、山形のためにお役に立ちたいという思いから、県内自動車業界に
先駆け平成19年よりスタートしました。ハイブリッドカーをご成約いただくごとに基金を積み立て、地域
の環境・福祉に役立てています。
今年で11年目を迎えたハイブリッド基金。創立60周年を機に「やまがた絆の森（ハイブリッド基金の山形
トヨペットの森)」などの新たな取組みもスタートし、今後も「クルマがつなぐ優しいキモチ」をスローガ
ンに地域社会へ貢献し、「ホスピタリティ」の輪を大きく広げていきます。

■第43回ふれあいグリーンキャンペーン
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※当社ホームページより抜粋

※当社ホームページより抜粋

『ハイブリッド基金の山形トヨペットの森』にて記念植樹
をしていただきました！



所在地 山形市みはらしの丘 他 地内 面積：０．２５ha
協定期間 2017年２月８日～2022年３月３１日
協定者 山形トヨペット㈱、山形県、山形市
活動目的
山形トヨペット株式会社創立６０周年を機に、自社の社会貢献活動の一環であるグリーンキャンペーンに加え、
県が推進する『やまがた絆の森』に参加。下刈り・植栽を実施し、地域貢献と企業イメージ・社員の
環境意識の向上が目的です。
長期計画として、毎年桜などの苗木を植樹して地域の方々に愛される『ハイブリッド基金の山形トヨペット桜街道』
ができることを目標に活動しています。2018年度は6月～11月の間5回の活動行いました。

活動内容
2018年6月6日（水） 参加人数：65名
くず・つる類の除草作業・エリア及び法面の草刈・植樹作業(ソメイヨシノの苗木5本)の実施

－くず・つる類の除草作業－

２０１9年度も自社の社会貢献活動の一環であるグリーンキャンペーンとあわせて、精力的に活動を行ってまいります。

■ハイブリッド基金の山形トヨペットの森-やまがた絆の森-

7月4日（水）・９月５日（水）・10月3日（水） 参加人数：計198名
くず・つる類の除草作業・エリア及び法面の草刈の実施

－植樹作業の様子－

－9月５日活動の様子－

11月7日（水） 参加人数：68名
倒木・枯草を集める作業・エリア及び法面の草刈の実施
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－7月４日活動の様子－ －10月3日活動の様子－



■エコキャップ運動
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2013年より社会貢献活動の一環としてエコキャップ
回収運動が始まりました。山形県内の 各学校へ呼びかけを行
い、贈呈いただいた学校へ感謝状を贈呈しております。
エコキャップ回収から寄付までの流れは

① 店舗で回収したエコキャップを本部へ送付
↓

② 本部よりリサイクル業者に引き渡し
引渡業者：サンケミカル株式会社

↓
③ リサイクル業者で再生プラスチック減量として
購入
1Kgあたり3円を
『NPO法人世界の子どもにワクチンを日本委員会』
へ寄付
・1Kgあたり430個＝3円＝CO2削減3,150g

↓
④ 発展途上国へ

となっており、2018年までの実績は5,524Kg(2,375,320個)
回収し、16,572円相当を寄付することができました。
二酸化炭素に換算すると17,400Kg-CO2相当を削減できまし
た。今後もお客様や地域との結びつきを深めるきっかけとして、
また環境を保護し山形の美しい自然を残すため少しでもお役に
立てるようエコキャップ回収運動を継続して取り組んでいきま
す。

※エコキャップ贈呈式 社内報紹介
2018年 6月21日 酒田中央店 酒田市立新堀小学校
2019年01月31日 村山店 楯岡特別支援学校
2019年02月27日 天童店 天童市北部小学校



■その他の活動

●山形トヨペット『つながるPROJECT』 ●村山店：バラ公園清掃活動

●花笠祭り参加
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代表者による全体評価と見直し
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1.環境経営システムが有効に機能しているか

エコアクション21認証を取得後3年が経過し、全ての拠店で現場審査が終了しました。拠店状況
確認・監査人による現場審査を行う中でエコアクション21に対する全体の認識・意識は確実に高ま
りました。その結果として今年度は電気・灯油・LPGの使用量において一定の成果が表れています。
2019年度は使用量だけではなく使用料金も前年比較できるようになります。EA21事務局から環境
負荷状況を発信し、拠店が主体となりできることを考え、本気になって取り組みを実行し改善して
行きます。

2.環境への取組は適切に実施されているか

2018年度は各項目において指摘・関連法規に関する違反はありませんでした。
しかしながら、油水分離槽のチェックや廃油タンクのメンテナンスなど環境汚染のリスクが高い
箇所についてはチェック回数を増やし油流出事故などを未然に防ぐ取り組みが必要です。また、
万が一の際、すぐ対応できるよう緊急事態訓練を実施していきます。

3.各項目の見直し
項目 変更の主旨

1)環境方針 継続 変更の必要なし

2)環境目標 継続
変更の必要なし
2017年実績を基準として2020年までに5％削減を目指してお
り、2019年度は2年目の取り組み(4％削減目標)となります。

3)環境活動計画 変更
新点検パック『GReeN点検パック』加入率向上を追加。
お客様の車を定期的に整備することで環境改善に寄与し、
入庫率の向上を目指します。

4)環境経営システム 継続 変更の必要なし
EA21 2017年ガイドラインに沿って取り組みを継続します。

4.環境管理責任者・環境事務局への指示

今後は各拠店での取り組みをどのようにして同じ水準で進めていくかにかかっている。働き方改革に
伴う時間の効率化や経費削減などの実現には社員一人一人の能力を最大限引き出す環境整備が必要で
あり、事務局と拠店間との連携を密にし、環境経営システムを構築させ経営に密着した環境の取り組
みを推進すること。

2018年度の取り組み、実績を検証し代表者による全体の評価と見直しを行いました。
これは毎年6月に行います。2018年度は以下の4項目で行いました。



中期計画に基づいた
2019年度の環境経営目標と環境経営計画

環境経営目標項目 基準年数値
(2017年度実績)

中長期目標(3年) 2019年度数値目標

2018年度目標
(H30.4～R3.3)

2019年度目標
(H31.4～R3.3)

2020年目標
(H32.4～R3.3)

取組期間
(H31.4～R2.3)

二酸化炭素排出量
(軽油を除く) 2,297,491Kg-CO2/年 2017年度(4月～3月)比

2％削減
2017年度(4月～3月)比

4％削減
2017年度(4月～3月)比

5％削減 2,205,591Kg-CO2/年

廃棄物排出量 647,720Kg/年 2017年度(4月～3月)比
2％削減

2017年度(4月～3月)比
4％削減

2017年度(4月～3月)比
5％削減 621,811Kg/年

水使用量 20,796m³/年 2017年度(4月～3月)比
2％削減

2017年度(4月～3月)比
4％削減

2017年度(4月～3月)比
5％削減 19,964m³/年

2017年環境負荷実績を基準として2020年までに5％削減することを目標とします。また、エコアクション２１
ガイドラインが2009年版から2017年版へ移行することで二酸化炭素排出量・エネルギー消費量だけではなく、
実際に掛かった経費といったより経営に沿う形で取り組んでいきます。

■環境経営目標

■具体的な環境負荷削減数値目標と重点活動内容

環境負荷項目 基準年数値
(2017年度実績)

2019年度の目標値
(   )は具体的削減数値 2019年度 重点活動内容

購入電力
(Kg-CO2) 1,131,711Kg-CO2/年 1,086,443Kg-CO2/年

(▲45,268Kg-CO2)
・店舗照明のLED化の促進
・夏期・冬期のエアコン温度設定管理
・毎週木曜日『ノー残業デー』の徹底

灯 油
(Kg-CO2) 236,891Kg-CO2/年 227,415Kg-CO2/年

(▲9,476Kg-CO2)
・洗車機冬期間使用時の温度管理の徹底
・拠店駐車場ロードヒーターの管理

L P G
(Kg-CO2) 17,756Kg-CO2/年 17,046Kg-CO2/年

(▲710Kg-CO2) ・GHPの適正な運用(天童店・南陽店)

ガソリン
(Kg-CO2) 911,133Kg-CO2/年 874,688Kg-CO2/年

(▲36,445Kg-CO2)
・エコドライブの実践
・納車のガソリン給油量

軽 油
(Kg-CO2)

102,878Kg-CO2/年
(2018年度実績)

98,763Kg-CO2/年
(▲4,115Kg-CO2)

・納車の軽油給油量
・除雪車の効率的な運用

一般廃棄物排出量
(Kg) 62,184Kg 59,697Kg

(▲2,487Kg)
・社内ポータル活用によるペーパーレス化の推進
・会議資料の作成部数を最低限にする

産業廃棄物排出量
(Kg) 585,536Kg/年 562,115Kg/年

(▲23,421Kg)
・産廃保管場所の確保と整備
・油水分離槽の適正管理
・廃棄物の分別の徹底によるリサイクル率の向上

水使用量
(m³) 20,796m³/年 19,964m³/年

(▲832m³)
・ポップ掲示による節水の意識付け
・月初と月末の水道メーター検針による使用量の
把握

■環境活動目標と重点活動内容
環境活動項目 2019年度目標 重点活動内容

化学物質の取扱 整備作業の安全性の向上 作業時の保護メガネ着用の徹底

グリーン購入(文房具等)の推進 事務用品購入金額の50％ EA21事務局より拠店へのグリーン購入対象商品の推奨
(文房具全拠店共通化)

ハイブリッド車販売比率の向上 45％ プリウス県内販売11年連続No.1の獲得

地域環境保全活動

・ハイブリッド基金
・グリーンキャンペーン
・山形トヨペットの森
・エコキャップ運動
・アルミ缶回収(車いす贈呈)
・各店地域貢献活動

≪ハイブリッド基金≫
今年で11年目となります。ハイブリッド車の良さを多くの

お客様へ伝え続けていきます。ハイブリッド基金も継続的に
取り組んでいきます。
≪山形トヨペットの森≫
今年度は活動回数を３回から5回へ増やし、桜の苗木を植樹

するとともに、除草作業・歩道整備など地域の方々が気軽に
利用できる森づくり活動を進めていきます。
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本レポートについての問い合わせ先

山形トヨペット株式会社
エコアクション２１環境事務局
〒990-9588
山形県山形市飯田西五丁目5番2号
TEL：023-634-7501 FAX：023-641-8694
URL http://yamagata-toyopet.jp/


