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環 境への
取り組み

CSRマネジメント
特集
健全な企業活動を支 える
ガバナンス体制

■ 環境への取り組み
当社は2003年1月より、住友商事株式会社の統合認証方式に参画して環境に配慮した
事業活動を進め、2003年8月の東京本社、大阪本社を皮切りに、2020年3月末現在、全国
34拠点でISO14001
（環境マネジメントシステム）
の認証を取得しています。
住友商事グループの環境方針は以下の通りです。当社はこの方針に基づき、環境マネジ
メントシステムを活用し、地球にやさしい事業活動を継続しています。
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6. 循環型社会構築への寄与
廃棄物の発生抑制・再利用・リサイクルに取り
組み、循環型社会の構築に向け努力する。
7. 環境保全型事業の推進
総合力を生かし、環境保全型事業を推進し、
社会の環境負荷の低減に貢献する。
8. 環境管理の確立
環境マネジメントシステムを活用して、環境目
的・目標を設定、定期的な見直しを行い、その
継続的改善を図りつつ、環境汚染の予防に努
める。
9. 環境方針の周知と開示
この環境方針は、住友商事グループで働くす
べての人に周知するとともに広く開示する。

コミュニティへの参画

1. 環境に対する基本姿勢
良き企業市民として、当社の行動指針に沿い、
地球環境の保全に十分配慮する。
2. 環境関連法規の遵守
国内外の環境関連法規及び同意した協定等を
遵守する。
3. 自然環境への配慮
自然生態系等の環境保全ならびに生物多様性
の維持・保全に十分配慮する。
4. 気候変動への対応
気候変動の緩和及び気候変動の影響への適
応に十分配慮する。
5. 資源・エネルギーの有効活用
資源・エネルギーの有限性を認識し、その有
効利用に努める。

ＣＳ向上への取り組み

Ⅱ. 基本方針
住友商事グループは、国内外におけるさまざまな事業活動を行うにあたり、以下の方針に従い、グ
ループ会社が協力して、この環境の基本理念の実現に努める。

サプライチェーンでの
取 り 組み

●住友商事グループの環境方針
Ⅰ. 基本理念
住友商事グループは、グローバル企業として、環境問題が地球的規模の広がりを持つとともに、次
世代以降にも及ぶ長期的な問題であることを認識し、健全な事業活動を通じて、社会・経済の発展と
地球環境の保全が両立した
「持続可能な発展」
の実現に向け努力する。

人権の尊重と働 きやすい
環境への取り組み
職場環境の整備

基本的な考え方

目次

■ 本業を通じた環境配慮
次世代モビリティ推進室におけるEV※ への取り組み
当社では、次世代モビリティ推進室が中心となって、EVをはじめとした環境配慮型モビリ
また、当社は2009年度より社用車に日産自動車
「リーフ」
などのEVを積極的に導入してい
ます。社用車から排出されるCO2削減のほか、社員自らEVを運転した経験を活かし、その

トップメッセージ

ティの導入を支援し、地球環境の向上を目指しています。

特性や効果的な運用方法などのポイントを、運転者の声としてお客さまにお伝えするため
さらに、経済産業省主催の電動車活用社会推進協議会に参加し、国や自治体、他企業と
の取り組みを加速させたり、お客さまの導入ハードルを下げるために、充電器などのインフ
ラ面から運用に至るまでトータルサポートできるスキーム構築に取り組んでいます。

CSRマネジメント

です。

特集

※Electric Vehicle
（電気自動車）

EVの新たな二次利用を最大化する
「EVカスケードリユースプロジェクト」
当社は、日産自動車、住友商事とともに、リユースEV
（中古EV）
の新たな二次利用を促進
中古車としての再利用にとどまらず、
EVやバッテリーの個々の能力変化に応じた二次利用
手法を事業モデル化し、限られた区域内での活用や定置型の蓄電池としての使用など、EV
の機能を余すことなく発揮できるよう尽力しています。
排出量の削減に貢献するとともに、停電など非常時における電源車としての利用も推進し
ていきます。

VOICE
地球にやさしいEV、BCP対策にも活躍

サプライチェーンでの
取 り 組み

2019年9月に発生した台風15号の影響による大規
模停電時に、当社のリース車両
（リユースEV）
が活躍しま
した。
千葉市内において非常用電源を持たない福祉施設や
避難場所に重点的にEVを電源車として配備したほか、ガ
だきました。
リユースEVということで電源車としての性能に懸念は
あったものの、一定の使用範囲では十分役に立つことが
り報告を受けました。
日本は災害大国なので、EVを単なるクルマとしてだけ
でなく、電源車としての活用についてもアピールし、普
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及につなげていきたいと考えます。

コミュニティへの参画

実証され、
「千葉市からも大変感謝された」
とお客さまよ

次世代モビリティ推進室

渡邉 涼

ＣＳ向上への取り組み

ソリン不足の状況下で市の公用車としても活用していた

人権の尊重と働 きやすい
環境への取り組み
職場環境の整備

当社はお客さまの用途に応じてEVの活用方法の幅を広げ、利用を促進することで、CO2

健全な企業活動を支 える
ガバナンス体制

する取り組みとして、
「EVカスケードリユースプロジェクト」
を2018年度より始動しました。

目次

■ 自社での取り組み
基本的な考え方
当社では、
2011年3月に発生した東日本大震災をきっかけに、経営理念のVisionに
「お客さ
るだけでなく、企業として自らも地球環境の向上に貢献していくべきと考え、オフィスでの照
明やペーパーレス化の推進など、
社員一人ひとりができる環境への取り組みを行っています。

当社は
「モビリティ・ソリューション・プロバイダー」
への進化を目指しており、自ら
「モビリ
ティ・ミックス」
を実施しています。
従来、営業活動において、
221台の社用車を利用していましたが、社用車の稼働率がもっ
削減の結果、社用車が不足する場合は、公共交通機関で移動、最寄り駅・ターミナルか

特集

とも高くなる最適な台数を割り出し、社用車を2割削減しました。

CSRマネジメント

■モビリティ・ミックスによる環境への取り組み

トップメッセージ

まに満足と感動を提供し続けることで、クルマ社会の発展と地球環境の向上に貢献」
と掲げ

らお客さままでのラスト1マイルをレンタカーやカーシェアで移動するなど
「モビリティ・ミック
ス」
を取り入れ、環境に配慮した営業活動を行っています。

当社では、誰でもどこからでも必要な会議に参加できるよう、ペーパーレス会議やTV会
議、WEB会議などのシステム環境を整えています。経営会議をはじめ各委員会、部内会議
等はペーパーレス会議を、本社と地域営業本部・支店をつなぐ会議や研修はTV会議を、お
資料や画面を共有しながら打ちあわせが行えることで、出張や外出に伴う時間やコスト、
環境への負荷を抑制するだけでなく、柔軟な働き方にも対応しています。
■電子契約
当社では、自動車リースやメンテナンスなどの契約を
「電子契約」
で締結する仕組み
（
「電子
契約システム」
）
を構築し、お客さまへ提供しています。電子契約することで、事務用紙の削
減だけでなく、お客さまにとって手間のかかる契約書保管の業務も不要となります。電子契
約は、自動車リース・メンテナンスなどの契約の約40％を占めており、環境への配慮やお客

VOICE

ＣＳ向上への取り組み

「電子契約」
でテレワークにも対応
環境への配慮、ならびに郵送・保管費用などのコスト
削減に資する電子契約は、
「郵送を待たずスムーズに契
約でき、早くて良い」
と時間効率の面でも好評価をいただ
スワードによるログイン認証に加え、あらかじめ届け出
キュリティレベルを高めている点です。これにより情報管
ます。最近では新型コロナウイルス感染症の予防策とし
てテレワークなどの柔軟な働き方へも対応しています。
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理を重視されるお客さまに安心してご利用いただいてい

ビジネスエキスパート企画部

コミュニティへの参画

いています。その他、当社の電子契約の特長は、ID・パ
のあった端末からしか電子署名ができないようあえてセ

サプライチェーンでの
取 り 組み

さまの業務削減につながる取り組みとして、引き続き推奨していきます。

人権の尊重と働 きやすい
環境への取り組み
職場環境の整備

客さまやお取引先との商談や、テレワーク時はWEB会議を推奨しています。場所を問わず、

健全な企業活動を支 える
ガバナンス体制

■会議の効率化

目次

■ 中長期環境目標
当社は、2017年2月に新たな
「中長期環境目標」
を策定し、より具体的な目標を設定すると
ともに、当社ビジネスにおける環境負荷を把握し、進捗状況の確認を行いつつ、その削減
長期環境目標の見直しを行う予定です。
環境ビジネスの拡大

③環
 境配慮型商品・
サービスの取引推進

環境に好影響を与える商品・サービスの提供を行います。
（1）
故
 障修理時の再生部品使用：

メンテナンス管理車両の部品交換の際には、可能な限り再生部品を使用することで
省資源化につなげています。
（2）
エ
 コタイヤの利用：

メンテナンス管理車両のタイヤ交換時には、低燃費
（エコ）
タイヤを利用するよう促し
ています。エコタイヤの利用拡大により、管理車両の燃費が向上し、CO2排出量削
減をサポートしています。
（3）
工
 場オンラインシステム促進によるペーパーレス化の実現：

整備工場と当社間でオンラインシステムを導入し、請求書類などのペーパーレス化
を促進しています。

環境関連法規の遵守徹底
廃棄車両処分時の
環境関連法規の
遵守状況チェック体制

①電
 力消費量の削減
②事
 務用紙使用量の削減

1人あたりの事務用紙使用量が前年度を下回るよう、TV会議・ペーパーレス会議の活
用推進や、不要な印刷・コピーの削減を行います。
2020年までに社用車に占める次世代自動車
（EV・HV・CD）
の割合が40％以上となる
よう、環境に配慮した計画的な社用車入替を行います。

未来へのコミットメント

インフラ面から運用に至るまでトータルサポートできるようなスキーム構築に向けて
取り組みます。
※V2H＝
「Vehicle to Home」
の略。クルマに蓄えた電気を家で使う仕組みのこと。
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環境配慮型モビリティの導入ハードルを少しでも下げるべく、充電器・V2H※などの

コミュニティへの参画

③社
 用車に占める次世代
自動車
（EV・HV・CD）
導入率の向上

1人あたりの電力消費量が前年度を下回るよう、こまめな消灯、
PC電源オフ、照明交換
（蛍光灯→HF管・LED）
などの工夫を行います。

ＣＳ向上への取り組み

環境保全意識の向上

サプライチェーンでの
取 り 組み

当社は環境関連法規の遵守を目的として、当該法規を把握するとともに、遵守状況を
チェックしています。
（1）
自
 動車リサイクル法：

リース満了車両の廃棄を委託する業者については、
「解体業許可証」
および「引取業
者通知書」
のコピーを確証として、当該事業の認可が下りている解体業者であるこ
とを確認しています。また、委託先解体業者の
「解体業許可証」
および
「引取業者通
知書」
の更新期限管理を徹底しており、更新時期には当社から解体業者に対して更
新が完了していることの確認を行っています。
（2）
フ
 ロン排出抑制法：

冷蔵・冷凍車などの解体時にフロンが発生するリース満了車両については、フロン
排出抑制法に則りマニフェストを発行し、車両の廃棄は第一種フロン類充填回収の
資格のある業者に委託しています。また、リース満了後の冷蔵・冷凍車を再販する
場合は、法令に則り
「簡易点検記録簿」
が車両に搭載されていることを確認し、法令
で定められた簡易点検を実施してから再販しています。

人権の尊重と働 きやすい
環境への取り組み
職場環境の整備

メンテナンス管理車両の点検を適正時期に実施できるよう、走行距離や利用実態に適
した点検サイクルを推奨しています。適正時期に点検を実施することで、部品交換・補
充・整備
（オイル交換・タイヤの空気圧チェックなど）
を適切に行うことが可能となり、燃
費の向上やCO2削減、および車両故障の削減による省資源化をサポートします。

（1）
メ
 ンテナンスリース取引のさらなる推進：
2020年までに現状以上のメンテナンスリース比率を目指します。
（2）
適
 正な点検整備と消耗品交換の実施：

自動車の性能向上を考慮し、メンテナンス車両データを活用して、最適な点検時期・
部品交換基準に見直しをすることで、無駄のない消耗品交換を実施します。

健全な企業活動を支 える
ガバナンス体制

②メンテナンス
リース取引の推進

特集

日本政府『自動車産業戦略2014』資料内で示す乗用車種別普及目標を参考に、乗用車
（軽乗用車含む）
仕入台数に占める次世代自動車
（電気自動車
（EV）
、ハイブリッド自動車
（HV）
、クリーンディーゼル車
（CD）
）
の割合が、2020年までに40％、2030年までに50％
となるよう、環境に配慮した提案活動を行っています。

CSRマネジメント

①次
 世代自動車
リース取引の推進

トップメッセージ

に努めています。また、これまで以上に環境経営の周知・徹底を行うため、2020年度に中

