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所在地 東京都港区東麻布１－１０－１０

設立年月日

資本金 150億円

統括支社長　　牧野賢一郎

環境統括責任者　 執行職　穴澤健一郎

内部統制担当責任者 田中賢一

売上高 489億円（2021年３月期）

611人（2021年8月末時点）※

※理事、非正規従業員、傭車運転手含む

自動車部品、用品、砿油等の卸売、小売

損害保険代理店業務

東京支社ビル 東京都港区東麻布１－１０－１０

羽村物流ｾﾝﾀｰ 東京都羽村市神明台４－６－７

多摩物流ｾﾝﾀｰ 東京都青梅市末広町１－２－５

上野原物流ｾﾝﾀｰ 山梨県上野原市八ツ沢２１９３－１２３

新車用品ｸﾞﾙｰﾌﾟ 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町8

板橋営業所 東京都板橋区小茂根４－２５－７

城東営業所 東京都江戸川区松江１－１２－１４

葛飾営業所 東京都葛飾区白鳥３－３２－２０

文京営業所 東京都文京区白山４－３７－３４

杉並営業所 東京都杉並区下高井戸１－４１－１１

城南営業所 東京都大田区多摩川１－３６－１７

多摩営業所 東京都青梅市末広町１－２－５

国立営業所 東京都国立市泉４－１８－４

保谷営業所 東京都西東京市保谷町４－１－２０

山梨支社　甲府営業所 山梨県甲斐市富竹新田１９０２－１

山梨県富士吉田市新西原５－１－１

事業規模
従業員数

〇

事業所

認証・登録所在地拠点名

〇

〇

2020年4月1日

〇

〇

〇

〇

事業所名

代表者

環境管理責任者

トヨタモビリティパーツ株式会社　東京・山梨統括支社

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

事業内容

山梨支社　富士吉田営業所

１．事業活動の概要
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２．環境経営方針
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トヨタモビリティパーツ株式会社東京・山梨統括支社（以下、当社）の環境マネジメントは全ての組織

および全ての活動を対象とする。執行職および全ての従業員が環境対応活動を確実に実践することを

支援するために、統括支社長直轄のＣＳＲ委員会および下部組織として環境分科会を設置する。

なお、エコアクション21における登録範囲は、東京・山梨統括支社のみの「サイト認証」とする。

３．推進体制

トヨタモビリティパーツ株式会社

東京・山梨統括支社

各統括支社・支社32社

-3-



経営責任者（代表者） １) 環境経営方針の策定と全従業員への周知

２）環境統括責任者の指名

５）環境分科会と合議のうえ、ＥＭＳの見直し実施

環境統括責任者 １）トヨタモビリティパーツ東京・山梨統括支社のEMSを構築し、運用

２）各部門責任者およびＥＭＳ事務局長を指名

３）経営責任者にＥＭＳ見直しのための情報を提供

４）ＥＭＳの実績をＣＳＲ委員会へ報告

部門責任者 １）部門関連の環境目標および実施計画を策定

２）部門実施計画の推進状況管理および対応

部署長（部長、営業所長、 １）日常の事業活動の中で環境対応に関する事項の運用、管理

物流センター長）ならびに ２）自部署・フロアに関する法令等の順守および順守状況の確認

東京支社ビルフロア責任者 ３）自部署・フロア実施計画の推進および進捗状況管理・対応・報告

４）環境教育および緊急時想定訓練の実施と報告

ＥＭＳ事務局長

ＥＭＳ事務局 １）環境データの集計・とりまとめ

２）環境法令等の整備および順守状況確認

３）ＣＳＲ委員会、環境分科会の準備および運営

４）環境教育および緊急時想定訓練の実施計画策定、管理

５）環境経営レポートの作成、周知

内部統制担当責任者 １）内部監査実施計画の策定および監査実施

２）ＥＭＳの適合性、運用状況の確認、評価、承認

３）内部監査結果を経営責任者およびＣSR委員会へ報告

全従業員 １）環境経営方針に基づく継続的な環境改善活動の実施

２）関連する環境法令等の順守

３）省資源、省エネ、グリーン購入および３Ｒ活動の推進

４）作業精度の向上に努め、事業活動における環境負荷を低減

役割 責任および権限

３）ＥＭＳの実施およびマネジメントに必要な「人」・「もの」・「金」・

      「設備」・「技能・技術」・「情報」等の用意

１）環境統括責任者をサポートすることにより、円滑なＥＭＳの

　　　構築と運用を実施

２）部署長・フロア責任者が実施すべき事項を「ＥＭＳ確認報告

　　　事項」としてまとめ、周知徹底し、実施状況を管理

４）内部監査実施計画の確認および承認

4．推進体制における役割、責任および権限
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単位

等

１）ＣＯ２排出量削減

ｔ-CO2

前年比

電力使用量 kWh

前年比

配送トラック給油量 Ｌ

前年比

配送トラック燃費 Km/L

前年比

営業車給油量 L

前年比

営業車燃費 Km/L

前年比

ガス使用量 ㎥

前年比

廃棄物排出量 kg

前年比

OA用紙購入量 枚

前年比

水使用量 ㎥

前年比

*電力購入先である「トヨタエナジーソリューションズ」における、調整後排出係数

２）環境配慮商品の拡販

取組み項目

省燃費オイルの拡販

（販売店）

下期累計の省燃費オイル比率

１）東京地区：88％以上

２）山梨地区：75％以上

省燃費オイルの拡販

（外販）

2020年度上期目標 2020年度下期目標

上期累計の省燃費オイル比率

１）東京地区：88％以上

２）山梨地区：75％以上

上期累計の省燃費オイル比率

１）卸　 ：14％以上

２）直売：27％以上

下期累計の省燃費オイル比率

１）卸   ：14％以上

２）直売：27％以上

同1%削減 前年実績同数値

6,695

110,744 109,636

9.00

1,559,500

338,705 335,318 335,270

同1%削減 前年実績同数値

22,612

6,628 6,825

2019年度比

1%削減

前年実績同数値

1,543,905 1,323,000

9.09 10.08

同1%削減

前年実績同数値 前年実績同数値

22,612 20,521

同1%向上

107,353

同1%削減 前年実績同数値

前年実績同数値

2023年度目標

ＣＯ２換算値:

0.446㎏／kwh＊

119,042 117,851 125,004

6.31 6.31 6.35

前年実績同数値 前年実績同数値

取組み項目 2022年度目標

ＣＯ２換算値:

2.6㎏/ℓ（軽油）

ＣＯ２換算値

2.3㎏/ℓ（ｶﾞｿﾘﾝ）

ＣＯ２換算値

2.21㎏/㎥

ＣＯ２換算値

0.34㎏/㎥

ＣＯ２換算値

2.62㎏/kg

ＣＯ２換算値

0.36㎏/㎥

2019年度実績

（基本年度）
2020年度目標 2021年度目標

1,999,616 1,989,882 2,011,667
上期:同1%削減

下期:前年実績同数値
前年実績同数値

2,111.30 2,090.18 2,112.90

2019年度比

1%削減

前年実績同数値
全社ＣＯ２

排出量

前年実績同数値

５．環境経営目標（2020年～2023年度までの長期目標）

未

定(

新

型
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ロ
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ウ

イ
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ス
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定(
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型
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ウ
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ス
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を
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３）リサイクルバンパーの回収促進

４）作業品質、生産性の向上

５）廃棄物の再資源化推進

６）グリーン購入の推進

指定事務用品のグリーン購

入率100％を維持

会社で指定した事務用品については、「グ

リーン商品リスト掲載品」のみを購入（購入

目標比率100％）

会社で指定した事務用品については、「グ

リーン商品リスト掲載品」のみを購入（購入

目標比率100％）

取組み項目 2020年度上期目標 2020年度下期目標

紙ごみ（ダンボール、廃Ｏ

Ａ用紙、ミックスペーパー、

シュレッダー等）の再資源

化

再生可能な紙ごみの再資源化推進 再生可能な紙ごみの再資源化推進

リサイクルバンパーの回収率

向上（販売店）

上期累計のバンパー回収率

１）東京地区：95％以上

２）山梨地区：62％以上

下期累計のバンパー回収率

１）東京地区：95％以上

２）山梨地区：70％以上

リサイクルバンパーの回収率

向上（外販）

上期累計のバンパー回収率

１）東京地区：72％以上

２）山梨地区：62％以上

下期累計のバンパー回収率

１）東京地区：72％以上

２）山梨地区：62％以上

出荷ミスの削減 上期中に単月実績100.0ppm未満を

3回以上達成

下期中に単月実績100.0ppm未満を

3回以上達成

損傷品の削減 上期中に単月実績10.0ppm以下を

3回以上達成

下期中に単月実績10.0ppm以下を

3回以上達成

使用済みﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ類の

再資源化

（営業所・物流ｾﾝﾀｰ）

再生可能なポリエチレン類を100%

再資源化

再生可能なポリエチレン類を100%

再資源化

空ドラム缶回収と再使用

（営業所・物流ｾﾝﾀｰ）

顧客の回収依頼に対し100％回収し

再使用

顧客の回収依頼に対し100％回収し

再使用

使用済蛍光管再資源化

（LED化拠点を除く）

使用済み蛍光管を100%再資源化 使用済み蛍光管を100%再資源化

５．環境経営目標
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１）ＣＯ２排出量削減

2020年度目標 主な活動内容 実施時期 対象部署 運用管理

(1)電力使用量の削減

■上期累計：前年使用量よ

り1％削減

■下期累計：前年使用量と

同数値

電気機器手順に基づいた省エネ活動の

推進

＜照明＞

①未使用箇所の消灯、間引き点灯徹底

②始業前、昼休み、退社時の消灯徹底

＜空調＞

①室温を基準に適正温度管理

②サーキュレータによる室温の均一化

＜パソコン＞

①照度設定：30～50%推奨

②電源自動オフ設定(10分)

全部署

・担当者が毎日～週一回、日

常点検実施。指摘発生時に管

理者に報告、改善を図る

・EMS事務局（以下、事務

局）が部署別の月次使用量を

集計し社内周知

・各部署長、東京支社フロア責

任者は月次実績を管理表にま

とめ、目標未達成の場合は原

因究明と改善策実施

・CSR自主点検による定期点

検の実施

(2)配送トラックの燃費向上

■上期累計 6.42km/L以上

■下期累計 6.22km/L以上

①省エネ走行の実践、アイドリングストップ

徹底

②ドライブレコーダー、デジタコによる運行

状況の監視・記録・指導

③走行管理表による燃費実績の管理

④出発時、帰着時点呼による取組み状

況確認

⑤燃費実績の目標進捗管理

中央車輌輸送

㈱（配送担当

子会社）

・運行管理者による取組み状

況確認と指導

・事務局が月次の燃費実績、

燃料使用量を集計し社内周知

・子会社連絡会議における報・

連・相の徹底

(3)営業車の燃費向上

■前年実績より1％向上

①エコドライブの徹底と定期車両点検

（月二回）の実施

②アイドリングストップ／エコドライブ実施ス

テッカーを車体に貼付

③運行記録簿による燃費実績管理

④代替計画に基づき低燃費車両への切

替実施

総務部

営業所

物流センター

(4)ガス使用量の削減

■前年実績同数値

照明、冷暖房等電気機器運用規定に基

づいた省エネ活動の推進

＜空調＞

①室温を基準に適正温度管理

②サーキュレータによる室温の均一化

国立営業所

（ガス空調によ

り全社使用量の

97％を占める）

(5)廃棄物排出量の削減

■燃えるゴミ、燃えないゴミを

前年排出量より1％削減

廃棄物処理規定に基づいた３R活動の

推進

①廃棄物の分別・再資源化徹底（ゴミ

箱周辺に分類表掲示）

②分類ボックス活用による紙ごみの再利

用、再資源化促進

全部署

通年

・担当者が毎日～週一回、日

常点検実施。指摘発生時に管

理者に報告、改善を図る

・事務局が部署別の月次使用

量、排出量を集計し社内周知

・各部署長、東京支社フロア責

任者は月次実績を管理表にま

とめ、目標未達成の場合は原

因究明と改善策実施

・CSR自主点検による定期点

検の実施

６．環境経営計画
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１）ＣＯ２排出量削減

2020年度目標 主な活動内容 実施時期 対象部署 運用管理

(6)OA用紙購入量の削減

■前年購入量より1％削減

①パソコン、タブレット、大型モニターを活

用したペーパーレス・リモート会議推進

②ＰＤＦによる文書保存、管理、確認お

よび共有化推進

③ＯＡ用紙の両面使用推奨を継続

④使用済み用紙の裏面使用を継続

(7)水使用量の削減

■前年使用量より1％削減

①従業員へ節水呼びかけ

②節水ポスターの掲示

③社内での社用車洗車を原則禁止（取

引先ガソリンスタンドの洗車機使用※）

※手洗い洗車より節水となる

２）環境配慮商品の拡販

2020年度目標 主な活動内容 実施時期 対象部署 運用管理

■半期毎に販売目標を設定

・省燃費オイルの拡販

＜東京支社営業部門＞

販売目標の設定、施策の立案、展開、

全社実績管理

目標未達成時に対応策実施

＜営業所＞

販売活動の推進・目標進捗状況の管理

目標未達成時に対応策実施

通年

営業企画部

販売店部

外販部

営業所

・東京支社各部が月次の進捗

実績を定例会議で報告、目標

未達の場合は営業所へ対応を

指示

・営業所長は月次実績を管理

表にまとめ進捗管理。目標未達

成の場合は原因究明と対策を

実施

３）リサイクルバンパーの回収促進

2020年度目標 主な活動内容 実施時期 対象部署 運用管理

■半期ごとに回収目標を設定

・リサイクルバンパーの回収率向上

（販売店、外販）

＜東京支社営業、物流部門＞

回収目標の設定、施策の立案、展開、

全社実績管理

目標未達成時に対応策実施

＜営業所＞

回収活動の推進・目標進捗状況の管理

目標未達成時に対応策実施

通年

販売店部

外販部

物流管理部

営業所

・東京支社各部が月次の進捗

実績を定例会議で報告、目標

未達の場合は営業所へ対応を

指示

・営業所長は月次実績を管理

表にまとめ進捗管理。目標未達

成の場合は原因究明と対策を

実施

通年

・担当者が毎日～週一回、日

常点検実施。指摘発生時に管

理者に報告、改善を図る

・事務局が部署別の月次使用

量を集計し社内周知

・各部署長、東京支社フロア責

任者は月次実績を管理表にま

とめ、目標未達成の場合は原

因究明と改善策実施

・CSR自主点検による定期点

検の実施

全部署

６．環境経営計画
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４）作業品質、生産性の向上

2020年度目標 主な活動内容 実施時期 対象部署 運用管理

■半期毎に発生率と目標達

成回数を設定（◯◯ppm

以下を◯回達成）

①出荷ミスの削減

②損傷品の削減

＜東京支社物流部門＞

発生率、目標達成回数の設定、施策の

立案、展開、全社実績管理

目標未達成時に対応策実施

＜営業所、物流センター＞

出荷ミス、損傷品削減活動推進・目標進

捗状況の管理

目標未達成時に対応策実施

通年

物流管理部

営業所

物流センター

・物流管理部が月次の進捗実

績を定例会議で報告、目標未

達の場合は営業所、物流セン

ターへ対応を指示

・営業所長、物流センター長は

月次実績を管理表にまとめ進

捗管理。目標未達成の場合は

原因究明と対策を実施

５）廃棄物の再資源化推進

2020年度目標 主な活動内容 実施時期 対象部署 運用管理

■産業廃棄物を可能な限り

再資源化

・再生可能な紙ごみの再資源

化推進

・使用済みﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ類の

100％再資源化

・使用済蛍光管100％再資

源化（破損分を除く）

・空ドラム缶回収と再使用

（顧客の回収依頼に対し

100％回収し再使用）

①事務所、倉庫から発生する紙ごみの分

別、保管と再生業者への処理委託

②梱包用ポリエチレン類の分別、保管、

再生業者への処理委託

③使用済蛍光管の保管と再資源化業者

への処理委託

④依頼された空ドラム缶の回収保管と再

生業者への売却

通年

全部署

（未発生部署

を除く）

・処理状況の日常点検を実施

（毎日～週一回）指摘事項

発生時に管理者に報告、改善

実施

・営業所長、物流センター長は

月次の対応状況を管理表にま

とめ、指摘事項発生時は原因

究明と対策を実施

６）グリーン購入の推進

2020年度目標 主な活動内容 実施時期 対象部署 運用管理

■事務用品のうち会社で指

定した品目については、「グ

リーン商品リスト掲載品」のみ

を購入（購入目標比率

100％）

①グリーン商品分類表を社内イントラネッ

トに掲出し共有化

②各部署は分類表を確認し事務用品を

発注

③総務部による購入状況の確認と対応
通年 全部署

・総務部による全部署の発注状

況確認

・総務部が全部署の購入比率

を集計し社内周知

６．環境経営計画

各部署のグリーン購入
状況を確認（総務部）

廃棄物分類表
（五十音順）

作業品質表示板
（羽村物流センター）
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７）環境活動推進の取組み

2020年度目標 主な活動内容 実施時期 対象部署 運用管理

(1)３Ｒ活動の推進

■お客様からリサイクル可能な

使用済み部品等を回収し適

正処理①リサイクルバンパー

②使用済みバッテリー③使用

済み鉛バランスウエイト④期

限切れ発炎筒⑤使用済みタ

イヤの適正処理

①適正処理のための作業手順書を作

成、担当者に専門教育を実施し周知徹

底

②配送トラック、営業スタッフによる回収及

び店頭への持ち込み品の引取り

③指定された処理業者に委託しリサイクル 通年
営業所

物流センター

(2)重点管理設備の適正管

理

■環境に影響を与える設備

を適正に維持管理

①環境汚染の予防

②適用法令、条例等の順守

③廃棄物の削減及びリサイク

ル推進

④省エネ活動の維持継続

①照明・空調設備

②ゴミ箱・廃棄物置場

③危険物倉庫

④指定可燃物置場（タイヤ）

⑤重油ボイラー・地下タンク

⑥屋外オイルタンク

⑦バルク給油設備（一般取扱所）

⑧浄化槽

⑨油水分離層等に対し、日常点検表に

よる定期点検実施（毎日～週一回）

通年
設備設置

部署

(3)環境教育訓練の実施

①環境一般教育

②環境専門教育

③緊急時想定訓練

＜環境一般教育＞

トヨタグループ及び当社の環境への取組み

と重要性を自覚させるための教育（入社

時及び毎年のトヨタ地球環境月間時に実

施）

＜環境専門教育＞

手順書が定められた作業に従事する者に

対する教育（随時実施）

＜緊急時想定訓練＞

手順書の事故発生時の対応要領に従

い、緊急時を想定して実施する訓練（毎

年一回随時実施）

通年 全部署

・部署長が対象者全員に教育

訓練を実施、終了後実施報告

書を事務局に提出

・事務局は全部署の実施状況

を集計、確認、対応

(4)トヨタ地球環境月間行事

の展開

■トヨタ自動車連結子会社と

して月間行事を通じた環境意

識の向上及び「トヨタ環境チャ

レンジ2050」の更なる浸透を

図る

①TMC 豊田社長｢環境メッセージ」の会

社内での共有

②トヨタ地球環境月間ポスター掲示による

意識向上

③夏季省エネ対策による省エネの再徹底

④環境一般教育の実施

⑤「CO2削減/ライトダウンキャンペーン」の

実施

⑥環境提案コンテストの開催

⑦拠点周辺清掃の実施強化（全拠点

週一回実施）

⑧活動報告書の提出

2020年

6月
全部署

・事務局による取組みマニュアル

の作成と社内周知

・部署長を中心に全従業員によ

る活動推進

・部署長による成果確認と活動

結果報告

・作業者に対し専門教育を実

施、終了後実施報告書を事務

局に提出

・担当者が日常点検を実施し

（毎日～週一回）作業状況

を確認。違反確認時は管理者

に報告、改善を図る

・営業所長、物流センター長は

月次の実施状況を管理表にま

とめ、要改善事項には対策を実

施

６．環境経営計画
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１）ＣＯ２排出量削減　　

■2020年度目標：前年比１％減（2,090.18トン以下）

(1)電力使用量の削減

照明 ①会社としての取組み

②従業員の取組み

空調 ①会社としての取組み

②従業員の取組み

パソコン ①会社としての取組み

②従業員の取組み

・１時間以上離席時はパソコン電源オフ（スリープモード可）

照明 会社としての取組み

空調 従業員の取組み

重点管理設備日常点検による確認、対応

◆目標：前年使用量より1％削減

全

般

上記取組の適正

な維持継続

事

務

所

・

店

頭

主な取組み事項項目

倉

庫

・始業前、昼休み時の消灯徹底

・人感センサーの導入推進（トイレ、給湯室等）

・始業前、昼休み時の消灯実施

・無人箇所の消灯実施（人感センサー併用）

・窓際など明るい場所の点灯間引き実施

・省エネ型空調機の導入

・部署毎に温度計の設置

・適正室温の設定（冷房26度以上、暖房20度以下等）

・こまめな調整で適正室温を維持

・サーキュレータを使用し室内の空気を循環

・フィルターの定期清掃実施

・ディスプレイ照度設定：30～50%推奨

・電源自動オフの設定指示(10分以上未使用時)

・始業前、昼休み時の消灯徹底

・人感センサーの導入推進

・適正室温の設定（冷房26度以上、暖房20度以下等）

・こまめな調整で適正室温を維持

・昼休み及び10分以上離れる際に電源オフ（ｽﾎﾟｯﾄ冷暖房）

・日常点検による状況確認と改善活動（毎日～週一回）

・最終退出者確認表による帰宅時の消し忘れ防止

7．2020年度実施事項

ＬＥＤ照明

省エネ型エアコン

温度設定は室温が基準

自動で電源オフされた
パソコンディスプレイ
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１）ＣＯ２排出量削減　　

■2020年度目標：前年比１％減（2,090.18トン以下）

(1)電力使用量の削減

①トイレ

②エレベーター

(2)配送トラック燃料使用量の削減

配送トラック 中央車輌輸送㈱の取組み（エコドライブ推進）

(3)社用車燃料使用量の削減

営業用車両 ①会社としての取組み

（ライトバン等）

②従業員の取組み

(4)ガス使用量の削減

空調（ガス） 従業員の取組み

重点管理設備日常点検による確認、対応

・定期点検による状況確認と改善活動（毎日）

・最終退出者確認表による帰宅時の消し忘れ防止

国

立

営

業

所

そ

の

他

主な取組み内容

項目 主な取組み内容

項目

上記取組の適正

な維持継続

営

業

所

・

物

流

セ

ン

タ

ー

◆目標：前年使用量より1％削減

項目 主な取組み内容
東

京

支

社

・

営

業

所

・

物

流

セ

ン

タ

ー

・便座保温・温水洗浄スイッチを節電モードに設定

・ジェットタオルの使用禁止（新型コロナ対策）

・フロア移動時の2UP、3DOWNは原則階段を利用(東京支社)

・お客様以外、原則使用禁止（営業所）

・デジタルタコグラフ、ドライブレコーダーによる運転状況記録

・上記低点数運転者に対する指導、教育

・出発、帰宅時点呼による取組み状況確認

・運行記録簿による燃費実績管理

◆目標：上期 前年使用量より1％削減　 下期 前年実績同数値

・低燃費車（FCV，PHV、HV）への切換え推進

・アイドリングストップ／エコドライブ実施ステッカーを車体に貼付

◆目標：前年使用量と同数値を維持

◆目標：前年使用量より1％削減

（国立営業所が

全社使用量の

97％を占める）

項目 主な取組み事項

夏季省エネ対策に

よる省エネ再徹底

・エコドライブ、アイドリングストップの徹底

・定期点検の実施（月二回）

・運行記録簿による燃費実績管理

・適正室温の設定（冷房26度以上、暖房20度以下等）

・フィルターの定期清掃実施

・サーキュレータを使用し室内の空気を循環

・こまめな調整で適正室温を維持

2UP・3DOWN時の
使用制限表示

MIRAIとプリウスPHV

社用車の定期点検

運送会社も燃費向上に協力

こまめに温度調節

7．2020年度実施事項
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１）ＣＯ２排出量削減　　

■2020年度目標：前年比１％減（2,090.18トン以下）

(5)廃棄物排出量の削減

可燃ごみ・不燃ごみの分別徹底と再資源化

重点管理設備日常点検による確認、対応

・定期点検による状況確認と改善活動（毎日～週一回）

(6)OA用紙使用量の削減

①会社としての取組み

②従業員の取組み

重点管理設備日常点検による確認、対応

・定期点検による状況確認と改善活動（毎日～週一回）

(7）水使用量の削減

①会社としての取組み

②従業員の取組み

◆目標：前年使用量より1％削減

項目 主な取組み事項

全

部

署

節水への取組み

・従業員へ節水呼びかけ継続

・節水ポスターの掲示（給湯室、シャワー室）

・社内での社用車洗車を原則禁止

・手洗い、食器洗いの際に流量調整（流しっぱなしにしない）

・取引先（ガソリンスタンド）洗車機による洗車実施（手洗いより

水の使用量が少なくなる）

◆目標：可燃ごみ・不燃ごみの排出量を前年より1％削減

項目 主な取組み事項

・廃棄物分類表に基づき、可燃ごみのうち再生可能なミックスペー

パーを分別、再資源化

・使用済みＯＡ用紙、新聞雑誌、パンフレット、厚紙等を専用の

ボックスにより分別し再資源化

全

部

署

上記取組の適正

な維持継続

可燃ごみ・不燃ご

みの排出量削減

◆目標：前年購入量より1％削減

全

部

署

OA用紙使用量の

削減

・ＯＡ用紙の両面使用

・使用済み用紙の裏面使用

・たたき台資料の印刷抑制（データによる確認、承認等）

項目 主な取組み内容

上記取組の適正

な維持継続

・パソコン、タブレット、大型モニターを活用したペーパーレス会議・リ

モート会議推進

・ＰＤＦを活用した文書データ化推進。データによる文書の確認、

保存、管理、共有化

分別ゴミ箱で分別徹底

用紙分別用ボックス

使用済み用紙の再使用
（コピー機）

節水ポスターの掲示

ペーパーレス会議

7．2020年度実施事項
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2）環境配慮商品の拡販

■半期毎に目標を設定し、販売活動推進

(1）省燃費オイルの拡販

①販売目標の設定 ①ユーザーへの切換え訴求活動

②拡販支援策（プロモーション等）企画、推進 ②目標進捗状況管理

③目標未達の場合は営業所へ対応を指示 ③目標未達時に対応策実施

④月次の進捗実績を定例会議で報告

３）リサイクルバンパーの回収促進

■半期毎に目標を設定し、回収活動推進

(2）リサイクルバンパーの回収率向上

①回収目標の設定 ①ユーザーへの回収協力を依頼

②回収支援策（プロモーション等）企画、推進 ②目標進捗状況管理

③目標未達の場合は営業所へ対応を指示 ③目標未達時に対応策実施

④月次の進捗実績を定例会議で報告

取組み項目 2020年度上期目標 2020年度下期目標

東

京

支

社

・

営

業

所

販売店ユーザーからの

回収率向上

上期累計のバンパー回収率

１）東京地区：95％以上

２）山梨地区：62％以上

下期累計のバンパー回収率

１）東京地区：95％以上

２）山梨地区：70％以上

外販ユーザーからの回

収率向上

上期累計のバンパー回収率

１）東京地区：72％以上

２）山梨地区：62％以上

下期累計のバンパー回収率

１）東京地区：72％以上

２）山梨地区：62％以上

東京支社営業部門の取組み 営業所の取組み

東

京

支

社

・

営

業

所

取組み項目

販売店ユーザー

への拡販

2020年度上期目標 2020年度下期目標

東京支社営業部門の取組み 営業所の取組み

上期累計の省燃費オイル比率

１）東京地区：88％以上

２）山梨地区：75％以上

下期累計の省燃費オイル比率

１）東京地区：88％以上

２）山梨地区：75％以上

外販ユーザー

への拡販

上期累計の省燃費オイル比率

１）卸　 ：14％以上

２）直売：27％以上

下期累計の省燃費オイル比率

１）卸　 ：14％以上

２）直売：27％以上

集約保管されたバンパー

（上野原物流センター）

顧客より回収されたバンパー

（城東営業所）

7．2020年度実施事項
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４）作業品質、生産性の向上

■半期毎に目標を設定し、作業品質向上のための取組み実施

①基本動作徹底によるミス防止 ①入出庫基本動作の徹底

②適正荷扱いルールの周知徹底 ②適正荷扱いの徹底

③目標未達の場合は物流センターへ対応を指示 ③ミス、損傷発生状況の集計

④月次の進捗実績を定例会議で報告 ④目標未達時に対応策実施

５）廃棄物の再資源化推進

■品目毎に目標を設定し、再資源化推進

(1)資源紙ごみの分別徹底と再資源化

(2)再生可能なポリエチレン類を100%再資源化

(3)再生可能な使用済み蛍光管を100%再資源化

(4)空ドラム缶の回収保管と再生業者への売却

(5)上記取組の適正な維持継続

・重点管理設備日常点検による確認、対応

・担当者による状況確認と改善活動（毎日～週一回）

取組み事項 再資源化の内容

全

部

署

・ダンボール原料、紙容

器、トイレットペーパー等

に再利用

・プラスチック製品の原

料として再利用
・使用済みストレッチフィルム、ＰＰバンド、ポリ袋等を他の不

燃ごみと分別、保管

・ポリエチレン類を上野原物流センターに集約

・プラスチック再生業者に処理委託

・水銀→水銀

・ガラス、蛍光粉→建材

・アルミ口金→アルミ原

料としてそれぞれ再利用

・再生ドラム缶として再

利用

・ダンボール、部品空箱（厚紙等）の分別、保管

・古紙再生業者への処理委託

・使用済み蛍光管を拠点内に保管

・定期的（二年に一回）に羽村、多摩物流センターに集約

・再資源化業者へ処理委託

・顧客より処理を依頼された空ドラム缶を回収

・上野原物流センターに送付、集約

・再生業者に売却し再利用

取組み項目 2020年度上期目標 2020年度下期目標

羽

村

物

流

セ

ン

タ

ー

出荷ミスの削減 上期中に単月実績100.0ppm未満を

3回以上達成

下期中に単月実績100.0ppm未満を

3回以上達成

損傷品の削減 上期中に単月実績10.0ppm以下を

3回以上達成

下期中に単月実績10.0ppm以下を

3回以上達成

東京支社物流部門の取組み 物流センターの取組み

7．2020年度実施事項

空ドラム缶置場
（上野原物流センター）

集約されたポリエチレン類

（上野原物流センター）

古紙再生業者に
処理を委託
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６）グリーン購入の推進

■会社指定の事務用品グリーン購入比率100％

①会社としての取組み

②従業員の取組み

発注内容の確認と対応

７）環境活動推進の取組み

■環境経営方針に示された基本方針に則り、環境活動を推進

(1)３Ｒ活動の推進

①リサイクルバンパー

②使用済みバッテリー

③使用済み鉛バランスウエイト

④期限切れ発炎筒

・鉛製品原料として再利用

・プラスチック製品の原料とし

て再利用

・鉛バランスウエイト原料とし

て再利用

・代替燃料としてサーマルリ

サイクル（発電所等）

営

業

所

・

物

流

セ

ン

タ

ー

・顧客からの回収と検品（破損品対応等）

・契約業者による回収と再資源化

・専用マニフェストにより適正処理を確認するスキーム運用

・営業所において「特別管理産業廃棄物管理責任者」を任命し、

適正処理の維持継続を図る

・顧客からの回収と検品（混入の有無）

・製品メーカーへの送付と再資源化

・顧客からの回収と検品（ケース無し品の除外）

・羽村物流センターに送付、集約

・製品メーカーへの送付と再資源化

項目 主な取組み事項 再資源化の内容

お客様からリサイク

ル可能な使用済み

部品等を回収し適

正処理

・自動車部品の原料として

再利用

・プラスチック製品の原料とし

て再利用

・顧客からの回収と検品（他社品除外、付属物除去）

・上野原物流センターへ送付し集約

・上野原物流センターにおける検品と破砕処理

・契約業者への送付と再資源化

Ｅ

Ｍ

Ｓ

事

務

局

上記取組の適正な

維持継続

項目 主な取組み事項

全

部

署

事務用品のグリーン

購入推進

・ＡＳＫＵＬに指定品目を発注する際は、グリーン商品マークが

付いた事務用品を発注する

・ＥＭＳ事務局による発注内容確認

・対象外商品発注の変更指示またはキャンセル

・月次購入比率実績の集計及び社内周知（毎月）

・グリーン商品分類表を作成、指定品目（ファイル類、クリアホル

ダー、ボールペン、マーカー等）についてはグリーン商品マークの付い

た商品のみ購入するよう義務付け

7．2020年度実施事項

指定事務用品は
グリーン商品を購入

-16-



７）環境活動推進の取組み

■環境経営方針に示された基本方針に則り、環境活動を推進

(1)３Ｒ活動の推進

⑤使用済みタイヤ

重点管理設備日常点検による確認、対応

(2)重点管理設備の適正管理：環境に影響を与える設備を適正に維持管理

①屋内危険物倉庫、少量危険物倉庫

②ボイラー及び重油地下タンク（甲府営業所）

③屋外オイルタンク（上野原物流センター）

④バルク給油設備（一般取扱所　上野原物流センター）

項目 主な取組み事項

環境汚染の防止

営

業

所

・

物

流

セ

ン

タ

ー

営

業

所

・

物

流

セ

ン

タ

ー

・作業手順に則った作業の実施

・容器の破損、油脂の流出防止を考慮した取扱い

・事故発生時の対応方法の確立と作業者への教育実施

・管理手順に則った運用、管理

・年一回業者による点検実施

・事故発生時の対応方法の確立と作業者への教育実施

・管理手順に則った運用、管理

・事故発生時の対応方法の確立と作業者への教育実施

・管理手順に則った運用、管理

・事故発生時の対応方法の確立と作業者への教育実施

項目 主な取組み事項

・破砕後、セメント焼成用燃

料としてサーマルリサイクル

上記取組の適正な

維持継続

再資源化の内容

お客様からリサイク

ル可能な使用済み

部品等を回収し適

正処理

・顧客からの回収と検品（一般廃棄物のみ回収）

・中央車輌輸送㈱に集約

・契約業者への送付と再資源化

・定期点検による状況確認と改善活動（毎日～週一回）

・新任担当者に対する作業手順の教育実施（専門教育）

7．2020年度実施事項

バンパー破砕作業
（上野原物流センター）

使用済みバッテリー 期限切れ発炎筒 使用済みタイヤ

屋内危険物倉庫
（上野原物流センター）

屋外オイルタンクと給油設備
（上野原物流センター）
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７）環境活動推進の取組み

■環境経営方針に示された基本方針に則り、環境活動を推進

(2)重点管理設備の適正管理：環境に影響を与える設備を適正に維持管理

環境汚染の防止 ⑤油水分離槽（上野原物流センター）

①屋内危険物倉庫、少量危険物倉庫

②指定可燃物置場（タイヤ）

③屋外オイルタンク・バルク給油設備（上野原物流センター）

④アイドリングストップの徹底

重点管理設備日常点検による確認、対応

・定期点検による状況確認と改善活動（毎日～週一回）

(３)環境教育訓練の実施

取組み項目 教育内容 実施時期

全

社

環境一般教育

ＥＭＳ事務局の取組み 東京支社各フロア、営業所、物流センターの取組み

トヨタグループ及び当社の環境への取組みと重要性を自覚させるた

めの教育（個別または集合教育）

入社時及び「トヨタ地

球環境月間」行事とし

て毎年実施

①環境教育プログラム、テキスト策定

②環境教育実施を全社に周知徹底

③全部署より教育訓練実施報告書の受領

④全部署の実施状況を集計、確認、対応

①管理者（部署長・マネージャー）による教育実施

②教育受講者名簿作成（受講者による署名）

③教育訓練実施報告書作成、提出

上記取組の適正

な維持継続

営

業

所

・

物

流

セ

ン

タ

ー

適用法令、条例等

の順守

項目 主な取組み事項

・管理手順に則った運用、管理

・定期的な備品交換、清掃実施

・保安監督者の育成、選任と配置

・消防署への設置許可申請及び変更時の届出

・指定数量超過防止のための数量管理

・消防署への設置及び変更時の届出

・指定数量超過防止のための数量管理

・届出エリア内への適正保管の維持

・保安監督者の育成、選任と配置

・消防署への設置許可及び変更時の届出

・駐車場に「アイドリングストップ看板」設置

・運行記録簿により実施確認、記録

・車内、バックドアに「アイドリングストップ車」ステッカー貼付

7．2020年度実施事項

油水分離槽点検

指定可燃物置場

屋内危険物倉庫

社用車ステッカー表示
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７）環境活動推進の取組み

■環境経営方針に示された基本方針に則り、環境活動を推進

(３)環境教育訓練の実施

(4)トヨタ地球環境月間行事の展開

①TMC 豊田社長｢環境メッセージ」の会社内での共有

②トヨタ地球環境月間ポスター掲示による意識向上

実施時期

新入社員配属時（7

月）パートタイマー、配

送ドライバー配属時

営

業

所

・

物

流

セ

ン

タ

ー

取組み項目 教育内容

環境専門教育 手順書が定められた作業に従事する者に対し、正しい作業手順、

事故及び緊急事態発生時の対応について教育を実施

ＥＭＳ事務局の取組み 営業所、物流センターの取組み

①環境教育プログラム策定、手順書改訂

②環境教育実施を全社に周知徹底

③全部署より教育訓練実施報告書の受領

④全部署の実施状況を集計、確認、対応

①管理者（マネージャー）または先輩社員によるスタッフへ

の訓練実施

②教育受講者名簿作成（受講者による署名）

③緊急時想定訓練実施報告書作成・提出

①管理者（マネージャー）または先輩社員によるスタッフへ

の訓練実施

②教育受講者名簿作成（受講者による署名）

③緊急時想定訓練実施報告書作成・提出

①環境教育プログラム策定、手順書改訂

②環境教育実施を全社に周知徹底

③全部署より教育訓練実施報告書の受領

④全部署の実施状況を集計、確認、対応

営

業

所

・

物

流

セ

ン

タ

ー

ＥＭＳ事務局の取組み 営業所、物流センターの取組み

取組み項目 教育内容 実施時期

緊急時想定訓練 手順書の事故発生時の対応要領に従い、緊急時を想定して実施

する実技訓練

毎年一回、時期は拠

点毎に設定

全

社

・「環境メッセージ」を社内イントラネットに掲示

・朝礼、夕礼等で部署長が部署全員にメッセージ内容を伝達、指導

・閲覧、回覧、掲示などにより全員でメッセージを共有

・トヨタ地球環境月間ポスターを社内イントラネットに掲示

・東京支社各フロア、拠点にてポスターを必要数印刷、掲示

・朝礼、夕礼等でポスターの掲示を全員に伝達し、意識の向上を図る

■ねらい：月間行事を通じた環境意識の向上と「トヨタ環境チャレンジ2050」

の更なる浸透

取組み事項

ペーパーレスで環境一般教育を実施

環境月間啓蒙ポスター掲示

7．2020年度実施事項
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７）環境活動推進の取組み

■環境経営方針に示された基本方針に則り、環境活動を推進

(4)トヨタ地球環境月間行事の展開

③夏季省エネ対策による省エネの再徹底

・業務に支障がない範囲で照明の間引き実施

・日中の窓際・無人の場所、看板、駐車場の消灯徹底

・サーキュレーターによる冷気の循環

・室温が26℃となるようにエアコンの設定温度を調整

・月一回以上、エアコンのフィルター清掃を実施

・パソコンの照度設定：30～50%推奨

・パソコンの電源自動オフ設定(10分以上未使用時)

・自動販売機は全日、機器内照明消灯を実施

・乗用エレベーター利用制限

・週2回以上のノー残業デー実施を推奨　他

④「CO2削減/ライトダウン2020」の実施

・6月21日夏至ライトダウン、 7月 7日七夕ライトダウン実施

・当日は「ノー残業デー」とし、原則18時までに全員退社

・家庭内でのライトダウン実施呼びかけ

・「ライトダウン啓蒙ポスター」を全部署で掲示

⑤環境提案コンテストの開催（6月1日～30日）

・環境対応に関する創意工夫提案を全社に募集

・対象は社員（除く管理職者、休職者、出向者）、嘱託社員

・提案総数238件、最優秀提案1件、優秀提案2件を選出、表彰

・提案案件は社内に公開し横展開を図る

⑥拠点周辺清掃の実施強化

・環境月間中は全部署が「週１回」拠点周辺清掃を実施

・実施状況を「拠点周辺清掃実施記録」に記録、保管

全

社

取組み事項

■ねらい：月間行事を通じた環境意識の向上と「トヨタ環境チャレンジ2050」の更なる浸透

ライトダウン当日はノー残業デー18時30分

までに全員退社（東京支社）

営業所入口の道路清掃（甲府営業所）

エアコンフィルター清掃

サーキュレーターによる冷気の循環

温度計を複数設置して室温を確認

営業所前の歩道を清掃（文京営業所）

7．2020年度実施事項
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取組み項目 単位等

ＣＯ２排出量削減 ｔ-CO2

前年比

電力使用量 kWh

前年比

目標未達成の要因

配送トラック給油量 Ｌ

（軽油） 前年比

目標達成の要因

配送トラック燃費 Km/L

前年比

目標達成の要因

営業車給油量 L

（ガソリン） 前年比

目標未達成の要因

営業車燃費 Km/L

前年比

目標達成の要因

ガス使用量 ㎥

（都市・ＬＰＧ） 前年比

目標達成の要因

廃棄物排出量 kg

（資源ごみを含む） 前年比

可燃・不燃ごみ kg

前年比

目標達成の要因

OA用紙使用量 枚

前年比

目標達成の要因

水使用量 ㎥

前年比

目標未達成の要因

109,636

１.0％削減

19,343

１.0％削減

1,543,905

・新型コロナウイルス感染予防対策にともなう手洗い実施徹底（手洗い回数の増加）

・多摩営業所における5～7月原因不明の使用量増→業者による調査後、水道局に届出済

・ペーパーレス化の推進による廃ＯＡ用紙等資源ごみの減少

・拠点改装に伴う、事務系、倉庫系（不要棚、不要物流器具産廃）の処分増

１.0％削減

6,628

１.0％削減

タブレット活用による社内会議のペーパーレス化ならびに、新型コロナウイルス感染予防対策にと

もなう社外向け各会議の開催中止

6,695

急発進、急加速、急減速の抑制と高速道路での定速走行の実践により燃費が向上

新型コロナウイルス感染予防対策として社用車による通勤を実施。走行距離の大幅に増加に

伴い給油量が増加

前年実績同数値

119,042 125,004

6.31 6.35

　上期：１.0％削減

◯

新型コロナウイルス感染予防対策（空調時の窓開け、社用車による通勤の増加等）により、

電気・ガス・燃料等の使用量が増加

新型コロナウイルス感染拡大による車両販売店の営業自粛等により、走行距離が減少

1,989,882

下期：前年実績同数

335,318

１.0％削減

6.31

◯

✖

◯

✖

3.1％削減

1,323,000

１5.2％削減

19,666

1.9%増加

6,825

評価

338,705 335,270

1.0％削減

✖

✖

2020年度目標
2019年度実績

（基準年度）
2020年度実績

1,999,616 2,011,667

0.1％増加

◯

0.6%増加

2,111.30

ガス空調の一部電動化に伴い、使用量が削減（国立営業所）

5.0%増加１.0％削減

9.00 10.08

20,521

9.2%削減

22,612

前年実績同数値

◯

◯

社用車の通勤使用時は走行距離が長く、営業時に比べると渋滞頻度が低いため燃費が向上

✖
117,851

2,112.902,090.18

１.0％削減

0.7％増加

110,744 107,353

19,538

12.0％向上

9.09

１.0％削減

1,559,500

22,612

0.6％向上

８．環境経営目標の取組結果と評価
◯：目標達成 △：前年より改善 ✖：目標未達成
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環境配慮商品の拡販

◯

直売：30.4％
◯

省燃費オイルの拡販

（外販）

上期目標 上期実績 評価

卸　 ：14.8％
◯

下期目標 下期実績 評価

卸　 ：15.9％
◯

上期累計の省燃費オイル比率

１）卸　 ：14％以上

２）直売：27％以上

下期累計の省燃費オイル比率

１）卸　 ：14％以上

２）直売：27％以上

直売：29.4％

取組み項目 2020年度目標／実績／評価

上期目標 上期実績 評価省燃費オイルの拡販

（販売店）

✖

下期目標 下期実績 評価

下期累計の省燃費オイル比率

１）東京地区：88％以上

２）山梨地区：75％以上

東京地区：89.5％
◯

山梨地区：75.1％
◯

上期累計の省燃費オイル比率

１）東京地区：88％以上

２）山梨地区：75％以上

東京地区：88.9％
◯

山梨地区：73.6％

リサイクルバンパーの回収率

向上（販売店）

上期目標 上期実績 評価

東京地区：104.5%
◯

東京地区：99.4%
◯

下期目標 下期実績 評価

上期累計の回収率

１）東京地区：95％以上

２）山梨地区：62％以上

下期累計の回収率

１）東京地区：95％以上

２）山梨地区：70％以上

山梨地区：71.2%

山梨地区：69.2%
✖

東京地区：62.7%
✖

◯

評価

下期累計の回収率

１）東京地区：72％以上

２）山梨地区：62％以上

リサイクルバンパーの回収率

向上（外販）

✖

山梨地区：54.5%
✖

上期目標 上期実績 評価

東京地区：66.9%
✖

下期目標

上期累計の回収率

１）東京地区：72％以上

２）山梨地区：62％以上

下期実績

山梨地区：56.5%

８．環境経営目標の取組結果と評価
〇：目標達成 △：前年より改善 ✖：目標未達成
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作業品質、生産性の向上

廃棄物の削減とリサイクル推進

グリーン購入の推進

事務用品のうち会社で指定し

た品目については、「グリーン商

品リスト掲載品」のみを購入

（全部署）

上期目標 上期実績 評価

対象品購入比率100％ 購入比率100％
◯

下期目標 下期実績 評価

対象品購入比率100％ 購入比率100％
◯

取組み項目 2020年度目標／実績／評価

上期目標 上期実績 評価

下期目標 下期実績 評価

下期中に単月実績10.0ppm以

下を3回以上達成

未達成
✖

評価

上期実績 評価

下期実績

下期実績 評価

再生可能なポリエチレン類を100%

再資源化

未達成
✖

100％再資源化
◯

下期目標

下期目標 下期実績 評価

再生可能なポリエチレン類を100%

再資源化

100％再資源化
◯

上期目標 上期実績 評価

使用済み蛍光管を100%再資源

化

100％再資源化（破損品を除く）
◯

100％回収再使用

下期中に単月実績100.0ppm未

満を3回以上達成

未達成
✖

使用済みﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ類の

再資源化

（営業所・物流ｾﾝﾀｰ）

損傷品の削減 上期目標

上期中に単月実績10.0ppm以

下を3回以上達成

出荷ミスの削減 上期目標 上期実績 評価

上期中に単月実績100.0ppm以

下を3回未満達成

２回達成
✖

下期目標

◯

使用済蛍光管再資源化

（LED化拠点を除く全部署）

使用済み蛍光管を100%再資源

化

100％再資源化（破損品を除く）
◯

空ドラム缶回収と再使用

（営業所・物流ｾﾝﾀｰ）

上期目標 上期実績 評価

顧客の回収依頼に対し100％回

収し再使用

100％回収再使用
◯

下期目標 下期実績 評価

顧客の回収依頼に対し100％回

収し再使用

８．環境経営目標の取組結果と評価
〇：目標達成 △：前年より改善 ✖：目標未達成

-23-



１）ＣＯ２排出量削減

■2021年度年間CO2排出量：2,112.90トン（前年実績同数値）

2021年度目標 主な活動内容 実施時期 対象部署 運用管理

(1)電力使用量の削減

■全社年間使用量

2,011,667kWh以下

（前年実績同数値）

照明、冷暖房等電気機器運用規定に基

づいた省エネ活動の推進

＜照明＞

未使用箇所の消灯、間引き点灯徹底

＜空調＞

①設定温度（室温を基準）管理

②サーキュレータによる室温の均一化

＜パソコン＞

①照度設定：30～50%推奨

②電源自動オフ設定(10分)

全部署

・担当者が毎日～週一回、日

常点検実施。指摘発生時に管

理者に報告、改善を図る

・EMS事務局（以下、事務

局）が部署別の月次使用量を

集計し社内周知

・各部署長、東京支社フロア責

任者は月次実績を管理表にま

とめ、目標未達成の場合は原

因究明と改善策実施

・CSR自主点検による定期点

検の実施

(2)配送トラックの燃費向上

■年間累計実績

6.35Km/L（前年実績同

数値）

①省エネ走行・アイドリングストップの再徹

底

②ドライブレコーダー、デジタコによる運行

状況の監視・記録・指導

③走行管理表による燃費実績の管理

④出発時、帰着時点呼による取組み状

況確認

⑤燃費実績の目標進捗管理

中央車輛輸送

㈱（配送担当

子会社）

・運行管理者による取組み状

況確認と指導

・事務局が月次の燃費実績、

燃料使用量を集計し社内周知

・子会社連絡会議の開催

(3)営業車の燃費向上

■全社燃費実績

10.08km/L（前年実績同

数値）

①エコドライブの徹底と定期車輌点検

（月二回）の実施

②アイドリングストップ／エコドライブ実施ス

テッカーを車体に貼付

③運行記録簿による燃費実績管理

④代替計画に基づき低燃費車輌への切

替実施

総務部

営業所

物流センター

(4)ガス使用量の削減

■全社年間使用量

20,521㎥以下（前年度よ

り1％削減）

照明、冷暖房等電気機器運用規定に基

づいた省エネ活動の推進

＜空調＞

①設定温度（室温を基準）管理

②サーキュレータによる室温の均一化

国立営業所

（ガス空調によ

り全社使用量の

97％を占める）

(5)廃棄物排出量の削減

■燃えるゴミ、燃えないゴミの

全社年間排出量

19,666.5kg以下（前年実

績同数値）

廃棄物処理規定に基づいた３R活動の

推進

①廃棄物の分別・再資源化徹底（ゴミ

箱周辺に分類表掲示）

②分類ボックス活用による紙ごみの再利

用、再資源化促進

全部署

通年
・担当者が毎日～週一回、日

常点検実施。指摘発生時に管

理者に報告、改善を図る

・事務局が部署別の月次使用

量、排出量を集計し社内周知

・各部署長、東京支社フロア責

任者は月次実績を管理表にま

とめ、目標未達成の場合は原

因究明と改善策実施

・CSR自主点検による定期点

検の実施

9．次年度の環境経営計画
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１）ＣＯ２排出量削減

2021年度目標 主な活動内容 実施時期 対象部署 運用管理

(6)OA用紙使用量の削減

■全社年間使用量

1,323,000枚以下（前年

実績同数値）

①ペーパーレス会議推進（パソコン、タブ

レットの活用等）

②ＰＤＦ活用により文書をデータで保

存、管理、共有化推進

③ＯＡ用紙の両面使用推奨

④使用済み用紙の裏面使用
全部署

・担当者が毎日～週一回、日

常点検実施。指摘発生時に管

理者に報告、改善を図る

・事務局が部署別の月次使用

量を集計し社内周知

・各部署長、東京支社フロア責

任者は月次実績を管理表にま

とめ、目標未達成の場合は原

因究明と改善策実施

・CSR自主点検による定期点

検の実施

(7)水使用量の削減

■全社年間使用量6,825㎥

以下（前年実績同数値）

①従業員へ節水呼びかけ

②節水ポスターの掲示

③社内での社用車洗車を原則禁止（取

引先ガソリンスタンドの洗車機使用※）

※手洗い洗車より節水となる 全部署

・事務局が月次の水使用量を

集計し社内周知

・営業所長、物流センター長、フ

ロア責任者は月次実績を管理

表にまとめ、目標未達成の場合

は原因究明と対策を実施

・CSR自主点検による定期点

検の実施

２）環境配慮商品の拡販

2021年度目標 主な活動内容 実施時期 対象部署 運用管理

■半期毎に販売目標を設定

(1)省燃費オイルの拡販

▶2021年度上期累計の省

燃費オイル比率

　①販売店

　 ・東京地区89％以上

   ・山梨地区75％以上

　②外販

　 ・卸売17％以上

　 ・直売30％以上

(2)環境対応バッテリーの拡

販（外販）

▶2021年度上期累計の環

境対応バッテリー販売比率

　①卸

　 ・上期累計比率30％以上

  ②直売

　 ・上期累計比率75％以上

＜東京支社営業部門＞

販売目標の設定、施策の立案、展開、

全社実績管理

目標未達成時に対応策実施

＜営業所＞

販売活動の推進・目標進捗状況の管理

目標未達成時に対応策実施

通年

営業企画部

販売店部

外販部

物流管理部

営業所

・東京支社各部が月次の進捗

実績を定例会議で報告、目標

未達の場合は営業所へ対応を

指示

・営業所長は月次実績を管理

表にまとめ進捗管理。目標未達

成の場合は原因究明と対策を

実施

通年

9．次年度の環境経営計画
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３）作業品質、生産性の向上

2021年度目標 主な活動内容 実施時期 対象部署 運用管理

■半期毎に発生率と目標達

成回数を設定

 (1)出荷ミスの削減

   上期中に発生率37.00PPM

   未満を3回以上達成

 

(2)損傷品の削減

　 上期中に発生率10.00PPM

   以下を3回以上達成

＜東京支社物流部門＞

発生率、目標達成回数の設定、施策の

立案、展開、全社実績管理

目標未達成時に対応策実施

＜営業所、物流センター＞

出荷ミス、損傷品削減活動推進・目標進

捗状況の管理

目標未達成時に対応策実施

通年

物流管理部

営業所

物流センター

・物流管理部が月次の進捗実

績を定例会議で報告、目標未

達の場合は営業所、物流セン

ターへ対応を指示

・営業所長、物流センター長は

月次実績を管理表にまとめ進

捗管理。目標未達成の場合は

原因究明と対策を実施

４）廃棄物の再資源化推進

2021年度目標 主な活動内容 実施時期 対象部署 運用管理

■産業廃棄物を可能な限り

再資源化

・再生可能な紙ごみの再資源

化推進

・使用済みﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ類の

100%再資源化

・使用済蛍光管の100％再

資源化（破損分を除く）

・空ドラム缶回収と再使用

（顧客の回収依頼に対し

100％回収し再使用）

①事務所、倉庫から発生する紙ごみの分

別、保管と再生業者への処理委託

②梱包用ポリエチレン類の分別、保管、

再生業者への処理委託

③使用済蛍光管の保管と再資源化業者

への処理委託（未使用拠点を除く）

④依頼された空ドラム缶の回収保管と再

生業者への売却
通年

全部署

・処理状況の日常点検を実施

（毎日～週一回）指摘事項

発生時に管理者に報告、改善

実施

・営業所長、物流センター長は

月次の対応状況を管理表にま

とめ、指摘事項発生時は原因

究明と対策を実施

５）グリーン購入の推進

2021年度目標 主な活動内容 実施時期 対象部署 運用管理

■事務用品のうち会社で指

定した品目については、「グ

リーン商品リスト掲載品」のみ

を購入（購入目標比率

100％）

①グリーン商品分類表を社内イントラネッ

トに掲出し共有化

②各部署は分類表を確認し事務用品を

発注

③総務部による購入状況の確認と対応
通年 全部署

・ＥＭＳ事務局による全部署の

発注状況確認

・ＥＭＳ事務局が全部署の購

入比率を集計し社内周知

9．次年度の環境経営計画

半期目標については、上期の実績を考慮した上で、

2021年度9月末に下期目標を設定
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６）環境活動推進の取組み

2021年度目標 主な活動内容 実施時期 対象部署 運用管理

(1)３Ｒ活動の推進

■お客様からリサイクル可能な

使用済み部品等を回収し適

正処理①リサイクルバンパー

②使用済みバッテリー③使用

済み鉛バランスウエイト④期

限切れ発炎筒⑤使用済みタ

イヤの適正処理

①適正処理のための作業手順書を作

成、担当者に専門教育を実施し周知徹

底

②配送トラック、営業スタッフによる回収及

び店頭への持ち込み品の引取り

③指定された処理業者に委託しリサイクル 通年
営業所

物流センター

(2)重点管理設備の適正管

理

■環境に影響を与える設備

を適正に維持管理

①環境汚染の予防

②適用法令、条例等の順守

③廃棄物の削減及びリサイク

ル推進

④省エネ活動の維持継続

①照明・空調設備

②ゴミ箱・廃棄物置場

③危険物倉庫

④指定可燃物置場（タイヤ）

⑤重油ボイラー・地下タンク

⑥屋外オイルタンク

⑦バルク給油設備（一般取扱所）

⑧浄化槽

⑨油水分離層

上記設備等に対し、日常点検表による定

期点検実施（毎日～週一回）

通年
設備設置

部署

(3)環境教育訓練の実施

①環境一般教育

②環境専門教育

③緊急時想定訓練

＜環境一般教育＞

・トヨタグループ及び当社の環境への取組

みと重要性を自覚させるための教育（社

員、パートタイマー等の入社時実施）

＜環境専門教育＞

・手順書が定められた作業に従事する者

に対する教育（随時実施）

＜緊急時想定訓練＞

・手順書の事故発生時の対応要領に従

い、緊急時を想定して実施する訓練（毎

年一回随時実施）

通年 全部署

・部署長が対象者全員に教育

訓練を実施、終了後実施報告

書を事務局に提出

・事務局は全部署の実施状況

を集計、確認、対応

(4)トヨタ地球環境月間行事

の展開

■トヨタ自動車連結子会社と

して月間行事を通じた環境意

識の向上及び「トヨタ環境チャ

レンジ2050」の更なる浸透を

図る

①TMC 大塚友美DCSO｢環境メッセー

ジ」の会社内での共有

②トヨタ地球環境月間ポスター掲示による

意識向上

③夏季省エネ対策による省エネの再徹底

④「トヨタ環境チャレンジ2050」に対応し

た環境教育の実施

④「CO2削減/ライトダウンキャンペーン」実

施

⑤環境提案コンテストの開催

⑥拠点周辺清掃の実施強化

⑦活動報告書の提出

2021年

6月
全部署

・事務局による取組みマニュアル

の作成と社内周知

・部署長を中心に全従業員によ

る活動推進

・部署長による成果確認と活動

結果報告

・作業者に対し専門教育を実

施、終了後実施報告書を事務

局に提出

・担当者が日常点検を実施

（毎日～週一回）し作業状

況を確認。違反確認時は管理

者に報告、改善を図る

・営業所長、物流センター長は

月次の実施状況を管理表にま

とめ、要改善事項には対策を実

施

9．次年度の環境経営計画
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適用法令等

大気汚染防止法

・法13条

都民の健康と安全を確保

する環境に関する条例

・52,53,54条

山梨県生活環境の保全に

関する条例

・54条

フロン排出抑制法

・法16条の１

・法19条の1

・法41条

浄化槽法

・法5条1項

・法10条の2　1項

・法11条の2

・法8、10条

・規則6条

浄化槽の設置、構造・規模の変更、使用廃止時に期

日までに都道府県知事に届出報告

適用される規制内容（規制値） 要求事項概要

排ガス量が４万N㎥未満のばい煙施設で休止期間が

６ヶ月以上の場合、年1回以上の設備点検を実施し

記録を３年間保管する

規制（自主）基準値の順守

自動車Nox・PM法

・法33条

・省令第2号 第1.2条

・法34条

・都環境確保条例

30台以上の自動車を使用する事業者は、自動車環

境管理計画を知事に提出

5年毎に当該計画期間満了後3ヶ月以内に自動車環

境管理計画書を東京都知事に提出

30台以上の自動車を使用する事業者は、自動車環

境管理実績報告を知事に提出

毎年5月末日までに自動車環境管理実績報告を東

京都知事に提出

30台以上の自動車を使用する事業者は、自動車環

境管理者選任し知事に提出

自動車環境管理者選任・変更した場合、直ちに届出

水質汚濁防止法

・法14条の2、3項

・法14条の4

貯油施設の事故発生時には応急処置を実施し直ちに

行政機関に届け出る

事故時の応急措置及び行政への連絡

公共用水域又は地下水の水質の汚濁の防止のため

に必要な措置を講ずる

定期点検による機能維持

浄化槽設置（変更）届出、使用開始報告「30日以

内」、使用廃止届出「30日以内」　等

浄化槽管理者を選任し期日までに都道府県知事に

報告

浄化槽管理者選任（変更）報告「30日以内」

指定検査機関による検査の実施義務 定期検査（年１回）結果記録保管

浄化槽の保守点検は、浄化槽保守点検の技術上の

基準に従つて行わなければならない

浄化槽の保守点検時期及び清掃回数等の記録

自動車等を駐車し、又は停車するときはアイドリングス

トップを行わなければならない

アイドリングストップの順守

第1種特定製品（業務用エアコン）の廃棄時等にお

けるフロン類の回収は、第1種フロン類充填回収業者

に引き渡す

業務用エアコン廃棄時は第1種フロン回収業者へ引き

渡す

自動車等を駐車し、又は停車するときはアイドリングス

トップを行わなければならない

アイドリングストップの順守

「管理者判断基準」の遵守

第1種特定製品（業務用エアコン）の

①適切な場所への設置

②機器の点検

③漏えい防止・未修理のままの充填禁止

④点検履歴記録の保存

①定期点検の実施（3年に1回以上）

②簡易点検の実施(3ヶ月に1回以上）※

③冷媒漏えい確認時は未修理での充填は原則禁止

※安全に確認できる機器のみで可

フロン類漏えい量の報告 毎年度、フロン類算定漏えい量を事業所管大臣に報

告

10．当支社に適用となる環境法令等
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適用法令等

循環型社会形成推進

基本法

・法11条、12条

グリーン購入法

・法5条

廃棄物処理法

・法3条

・法6条の2第6項、7項

・令4条の4

・法12条2項

・令6条

・規則8条

・市区条令

・法12条の3

・法12条、令6の2

・規則8条4の2-7号

・千葉県県外産業廃棄物

の適正処理に関する指導

要綱

・法12条の3第6項

事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの

責任において適正に処理しなければならない

事業者廃棄物の適正処理

事業者は、廃棄物の運搬又は処分を委託する場合に

は、政令で定める基準に従わなければならない

契約書・許可証の参照可能な状態を維持

事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、産

業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障

のないようにこれを保管しなければならない

産業廃棄物保管基準に係る要求事項の順守

事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行

う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬

及び処分に関する基準に従わなければならない

契約書・許可証の参照可能な状態を維持

事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は

処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃

棄物の収集、運搬及び処分に関する基準に従わなけ

ればならない

特別管理産業廃棄物管理責任者の配置

一定規模以上の事業用延床面積を持つ建築物の所

有者は、廃棄物管理責任者の選任及び毎年一回廃

棄物の減量計画を市区村長に提出しなければならな

い

廃棄物管理責任者の届出及び廃棄物減量計画の作

成・提出　＜対象：東京支社および国立・板橋・杉

並・城東・多摩・城南営業所・羽村物流センター＞

事業者は廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する

場合、産廃マニフェストを交付し保管しなければならな

い

①産廃マニフェストの交付、回収管理

②産廃マニフェストの管理（5年間保管）

事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行

う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬

及び処分に関する基準に従わなければならない

委託契約書の含まれる事項の確認他

県外産業廃棄物を千葉県内への運搬又は処分を行

う場合、県と事前協議を行わなければならない

県外産業廃棄物の処分事前協議の実施

事業場ごとに前年度１年間のマニフェストの交付等の

状況(産業廃棄物の種類及び排出量、交付枚数等)

について、都道府県知事へ報告

廃棄物管理票交付等状況報告書の作成と提出

適用される規制内容（規制値） 要求事項概要

循環型社会（廃棄物等の発生抑制、循環資源の循

環的な利用及び適正な処分が確保されることによっ

て、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる

限り低減される社会）の形成推進

①３Ｒ（リデュース、リサイクル、リユース）の推進

②販売店及び外販先からの使用済み部品等の回収

及び適切な処理によるリサイクルの推進（営業所・上

野原物流センター）

事業者及び国民は物品を購入し若しくは借り受ける場

合には、できる限り環境物品等を選択するよう努める

会社で指定した事務用品は、グリーン購入指定品を

購入する

10．当支社に適用となる環境法令等
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適用法令等

家電リサイクル法

・法6条

小型家電リサイクル法

・法6条

特定家庭用機器廃棄物を排出する場合、廃棄物の

再商品化等が確実に実施されるよう、特定家庭用機

器廃棄物の収集・運搬・再商品化等をする者に適切

に引き渡し料金の支払に応じる

特定家庭用機器廃棄物を認定事業者に引き渡し、

再資源化に協力する

使用済小型電子機器等の再資源化を促進するため

の措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び

資源の有効な利用の確保を図る

小型家電を認定事業者に引き渡し、再資源化に協力

する

消防法・火災予防条例等

・法8条2項

・条例58条

・法13条2項

・法11条1項

・法11条1項

・危険物の規制に関する政

令７条

・法12条6項

・法14条の3の2

一定規模以上の防火対象物において防火管理の実

施を義務付け

事業所の収容人員が50人以上または指定可燃物を

貯蔵し、延床面積1,500㎡以上の事業所は防火管

理者を選任し所轄の消防署に届出

少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱

所を設置しようとする者は、工事に着手する日の10日

前までにその旨を消防署長に届出なければならない

①少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱

所の期限までの設置届出

少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱

所届出内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く)

をしようとする者は、変更を行う10日前までに、その旨

を消防署長に届出なければならない

②少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱

所届出内容変更の届出

適用される規制内容（規制値） 要求事項概要

建設リサイクル法

・法10条第1項

・令2条

・第12条第1項

・第13条第1項

・法18条第1項

一定規模以上の建設工事（対象建設工事）につい

て、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化

等を行うことを義務付け

対象建設工事の実施に当たっては、工事着手の７日

前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体

等の計画等を届け出る

対象建設工事を請け負った建設業者は必要事項を

記載した書面を作成し発注者に提出する

分解解体計画、契約書面（解体工事費記載）、特

定建設資材廃棄物再資源化等完了報告を元請業

者より受領する

政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者

は、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、そ

の点検記録を作成し、これを保存しなければならない

重油地下タンクの年一回の定期点検実施

（対象：甲府営業所）

指定数量以上の危険物を貯蔵、取り扱う場合、危険

物保安監督者を選任し監督させなければならない

危険物保安監督者選任（解任）の届出と配置

指定数量以上の危険物貯蔵所、取扱所を設置する

場合、市町村長等に設置許可を申請し、許可を受け

なけらばならない

危険物貯蔵所・取扱所設置の許可申請を実施

指定数量以上の危険物貯蔵所、取扱所の用途を廃

止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届出な

ければならない

製造所（貯蔵所）等用途廃止の届出

10．当支社に適用となる環境法令等
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適用法令等

火薬類取締法

・施行規則1条の5　6号、

15条

建築物省エネ法

・法11条,12条

・法19条

▶2020年度における環境法令等の順守評価まとめ

評価時期

2021年2月

特定建築物(床面積2,000㎡以上）の基準適合義

務

①特定建築物を新築、増改築する場合は、建築物エ

ネルギー消費性能基準に適合させる

第2種特定建築物（床面積300㎡以上 2,000㎡

未満）の新築・増改築の際、省エネ措置を届出

③第2種特定建築物（床面積300㎡以上 2,000

㎡未満）の新築・増改築の際、省エネ措置を届出

第2種特定建築物の省エネ措置の維持保全状況を

定期報告

④第2種特定建築物の省エネ措置の維持保全状況

を定期報告

適用される規制内容（規制値） 要求事項概要

火薬庫外において貯蔵することのできる玩具煙火の上

限は25㎏以下、施錠可能な強固なロッカー等に貯蔵

した場合は500kg以下

発炎筒は「玩具煙火」営業所の貯蔵上限は25㎏以

下（300本を目安）、羽村物流センターでは施錠可

能な強固なロッカーに貯蔵。貯蔵量は500kg以下

（6000本目安）

省エネ法

・法75条

・法75条の2

第1種特定建築物（床面積2、000㎡以上）の新

築・増改築及び大規模修繕等の際、省エネ措置を届

出

①第1種特定建築物（床面積2、000㎡以上）の

新築・増改築及び大規模修繕等の際、省エネ措置を

着手予定の21日前までに届出

第1種特定建築物の省エネ措置の維持保全状況を

定期報告

②第1種特定建築物の届出をした日の年度末から起

算して3年ごとに、期間の最終年度内に、維持保全状

況を報告

・ＣSR内部監査において、環境法令の順守状況を確

認（新型コロナウイルス感染防止を考慮し、各部署に

おいて自主監査を実施）

・全ての部署で法令が順守されていることを確認

・年度中に関係省庁、自治体等からの改善命令、指

導等なし

一定規模（300㎡以上2,000㎡未満）の建築物の

エネルギー消費性能の確保

②工事着手日の21日前までに、建築物のエネルギー

消費性能の確保のための構造及び設備計画を届出

評価方法 2020年度の評価

11．問題の是正処置及び予防処置の結果

■ステークホルダーからの情報提供について

立川警察署谷保交番に、アラーム鳴動の原因特定と照明器具

の修理完了を報告

再発防止に向けた取り組み

総務部より施工業者に対し、適正な工事実施と完了後の点検・

チェックを徹底するよう申し入れを行った

情報内容

2020年7月7日21時頃、東京支社代表電話に立川警察署

谷保交番より「国立営業所において電子音が鳴り響いている」

との入電があった

苦情発生の要因

アラームの鳴動は、国立営業所2階倉庫照明器具からの漏電に

よるものと判明

漏電の原因は、照明器具設置工事の際の業者による施工不良

ステークホルダーへの対応

10．当支社に適用となる環境法令等
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１）情報の収集と分析

２）変更の必要性・指示事項

３）総合評価

今後は、当社の現在策定中のSDGｓ方針におけるカーボンニュートラルの目標達成に向け、引き続き従来の環境対応活動を

継続していくと共に、作業品質向上や業務効率化に積極的に取組み、CO２排出量のさらなる削減を目指していく。

                           2021年 9月 1日  統括支社長

変更の

必要性
指示・取組み事項

なし

あり

あり

項目

②環境経営目標

③環境経営計画・

　 実施体制

上記の状況を踏まえ、節電、エコドライブなど直接的な活動に加え、営業、物流、

事務活動の効率化による環境経営計画を策定、実施する。

2020年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、電力・ガソリンの使用量が増加する一方、ペーパーレスの促進、リモー

ト会議の開催等で、OA用紙購入量・資源ごみ排出量の大幅な削減が図られた。また従業員の環境負荷軽減に対する意識

はこれまでの活動継続により定着しており、ＣＯ2の排出量目標は達成できなかったものの、前年比で1.6トン、0.1％の増加と

ほぼ前年並みの数値で終えることができた。

あり
営業所設備故障による騒音苦情が1件発生。早急に対応、再発防止

を図った結果、以後苦情は発生していない。

引き続き環境経営方針の社内周知・徹底を継続し、全従業員が地球環境問題

を「自分事」として取り組める社内風土を維持する

当社SDGｓ方針に則ったCO2削減数値の設定・カーボンニュートラルへの取組み

事項を環境経営目標に組み込む

①環境経営方針

⑦外部コミュニケーションへの対応

代表者のコメント・提案
資料の

有無

あり

見直しに必要な情報

①環境経営目標の達成状況

新型コロナウイルスの感染防止対策が、環境対応活動に影響を与える

結果となった。空調使用時に換気促進のための窓開け、公共交通機

関の「密」回避を目的とした社用車通勤の実施、手洗いの励行等の対

策により、電力、ガソリン、水道の使用量が前年より増加した。

CO2の年間排出量は、環境経営目標の前年実績同数値に対し、

1.6トン、0.1%の増加となった。

あり

⑥前年度代表者指示事項への

 　対応
あり

事業内容及び気候変動などを考慮した、達成可能な目標設定（前

年実績より１％削減または向上）を行ったが、コロナ禍の影響は大きく

目標未達となった。

②取組み状況の評価結果 あり

③環境法令等への順守状況 あり

④問題の是正処置及び予防処置

　 の結果
あり

⑤内部監査の結果

感染防止対策の影響を受けつつも、支社内全ての部門・部署で目標

達成に向けた取組みが積極的に実施された。

各部署ではCSR自主点検により、運用上の課題の抽出・改善・再発

防止のプロセス実施と、取組みレベルの向上が図られた。

2月実施のＣSR内部監査において、全ての部署において適用環境法

令の順守を確認した。

2020年度は内部監査等における不適合事項及び監督官庁、自治

体等からの指摘、改善命令等の発生はなかった。

2020年度監査は新型コロナウイルス感染防止の観点から実地監査を

見送り、各部署による自主監査となった。今回は不適合事項及び法令

違反の発生は確認されなかったが、来年度は内部監査員による実地

監査に戻した上で、問題点の抽出と是正による改善を図っていく。

12．代表者による全体の評価と見直しの結果
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