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【 会社概要 】 

【 事業拠点 】 

【 業 績 】 

梱包 

部品納入代行 

陸上･海上輸送 
(完成車･部品) 

保管  航空貨物代理店、通関業務 

二輪･四輪 SUB-ASSY業務 

引越、その他 

物流機器商品研究・開発･製造・販売  

【 事業内容 】 

売上(億円) 

社 名  株式会社ホンダロジスティクス 
 

本 社  東京都千代田区一番町６番地  一番町SQUARE ４階 
 

設 立  ２００６年１０月１日 
 

資本金  １３億円（本田技研工業株式会社１００％） 
 

代表者  代表取締役社長 永井 髙志 
 

従業員  １，３２５名 （２０１７年３月末 現在） 

569 588 649 577 563

1,387 
1,580 

1,777 1,853 1,927 

0

1,000

2,000

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

単独 連結

本 社 組 織 
 

事 業 本 部 
 

事 業 所 
 

事 業 部 
営 業 所 

：管理本部（東京）、事業管理本部（東京）、技術本部（三重）、 
  グローバルＩＴ部（東京・三重） 
：日本事業本部（埼玉）、欧米・南米地域事業本部（アメリカ）、 
  アジア・インド・中国地域事業本部（東京）  
：栃木、 埼玉、 静岡、 三重、 熊本、 パーツ用品（三重・埼玉） 
  輸送（埼玉・三重・静岡・北海道・宮城・広島・福岡） 
：商品技術事業部（埼玉・三重）、 輸出入事業部（千葉・愛知・熊本） 
：北海道、宮城、広島、福岡 

２０１７年３月末 現在 

◎ ホンダロジスティクス グループ 

◎ ホンダロジスティクス 

国 内 グ ル ー プ ：7法人 海外グループ：13ヶ国・27法人 

会社情報 

http://www.honda-logistics.co.jp/product/buturyukiki/kenkyu/index.html
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常務取締役／ 
環境統括責任者 

「持続可能な社会の実現を目指して」 

 今、自動車業界は、先進国を中心に、自動車そのものが環境技術や自動化技術などを求められており、自動車の 
ものづくりが大きく変化しています。その中で、当社はHondaグループの物流企業として、グリーンロジスティクスを推進 
することで社会と顧客に貢献し、自動車業界のトップランナー企業を目指しています。 
 
 Hondaは、グローバル環境をスローガンとして“Blue Skies For Our Children ～子どもたちに青空を～”を掲げ、 
さまざまな環境負荷を低減していくための活動を展開しています。また、環境・安全ビジョンを 「自由な移動の喜び」 と 
「豊かで持続可能な社会」 の実現と定め、環境側面の重要課題を「気候変動問題」・「エネルギー問題」・「資源の有効
活用」と据え、自らの技術と事業活動で「質」を高めた対応を図り、将来的に「環境負荷ゼロ社会」の実現をめざし取り
組んでいます。 
 
 「顧客の期待を超え、地球環境にやさしい物流サービスを提供するとともに環境会計の実践に努める」 を基本方針と 
して活動してきたホンダロジスティクスの2014年度から2016年度の3ヶ年にわたる環境取り組みを振り返りますと、数値
目標に掲げて取り組んできたすべての項目で、目標を達成することができました。 
 これは、ひとえにお客様、またお取引先様を含めた当社の企業活動に携わる領域・部門が目標を共有し、施策を効果
的に展開した成果であると考えています。 
 
 当社は、12次中期の3年間を通して、「温室効果ガス・廃棄物・水資源」 における削減目標を掲げて活動してまいり
ました。主な取り組みとして、トラック輸送の更なる効率化、モーダルシフトの展開による温室効果ガス削減。また、輸入
部品の包装材の3R（リデュース・リユース・リサイクル）を展開し廃棄物の削減に努めてまいりました。 
 温室効果ガス排出量の算定と報告の基準（GHGプロトコル）に準拠した 「スコープ１、 ２、３」 でのサプライチェーン
を含めた企業活動全体での環境負荷の測定にも着手しました。 
 今後は、これらを活かし環境マネジメントを更に進化させていくとともに、国内はもとより海外子会社を含めALL ホンダロ
ジスティクスとしてグローバル環境経営体制を構築し取り組みのレベルアップに繋げていきます。 
 
 この環境レポートは、皆様とのコミュニケーションを深め、当社の環境活動をより多くの方々に知っていただくために刊行し、 
ホームページで公開しています。昨年同様、当環境レポートの内容の信頼性を高めるため、第三者機関の検証を実施し
ています。 
 
 当社の環境活動内容をご理解いただき、ご意見、ご感想をお寄せいただければ、幸いです。 

 環境統括責任者緒言 Ⅰ 

１ 
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基本方針 

行動指針 

 中期安全品質環境方針（201４～201６年度） Ⅱ 

組織や組織のために働くすべての人に対し、 環境方針を周知させると
共に、 これを一般に公開します 。 

 安全 ・品質 ・環境における先進企業を目指し、 顧客の期待
を超えるサービスの提供を実現する 
 ◇安全：社会の模範となる「危険ゼロ」の実現 
 ◇品質：「品質トラブル未然防止」体制の強化 
 ◇環境：地球環境にやさしい物流の実現 ／ 環境経営の実践 

１.コンプライアンスの強化  
安全 ・品質 ・環境に関連するあらゆる法令、 社内規則、 社会規範を遵守し、 地域  
・顧客 ・取引先 ・従業員等の信頼を高めることに努める 

２.継続的な改善 
3Ｓを徹底し、 快適な職場環境を維持構築し、 仕事の “ムリ” “ムラ” “ムダ” を排除し
た、 効率的な 安全・ 品質・ 環境の改善を積極的に推進する 

３.リスクの低減 
あらゆる生産活動拠点における 安全 ・品質 ・環境の危険性、 有害性を軽減 ・除去す
ることに努める（リスクアセスメントの実施） 

４.コミュニケーション 
地域 ・顧客 ・取引先 ・従業員と適切なコミュニケーションを図り、 積極的な 安全 ・品
質 ・環境活動の実践に努める 

５.自律・ 教育・ 協調 
自ら行動・判断するための知識を向上し、互いに連携・協力し合う人材の育成に努める 

取締役／ 
環境統括責任者              

２０１４．４．１ 
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【 中期全社目標（２０１４～２０１６年度）】 

原単位削減率(2013年度比) 

【 単年度全社目標（２０１６年度）】 

 「全社環境方針」 の実現に向けて、具体的な環境負荷低減目標を定めて環境活動を展開しています。 
 中期目標最終年度である今年度はＣＯ２排出量、廃棄物排出量、水資源使用量ともに全社目標 
を達成することができました。 

           ＣＯ２排出量 『 ３％減 』 
           廃棄物排出量 『 ２％減 』 
           水資源使用量 『 １％減 』 

原単位削減率(2013年度比)                    ＣＯ２排出量 『 ３％減 』 
                   廃棄物排出量 『 ２％減以上 』 
                   水資源使用量 『 １％減以上 』 

(基準年) 

※基準年２０１３年度を１００％として各原単位の増減が全体に対し何％まで削減しているかを表示 

【 削減達成状況 】 

<ＣＯ２排出量(原単位) > 
2013年度 
 目標値 
『３％減』 

<水資源使用量(原単位) > 
2013年度 
 目標値 

『１％減以上』 

▲ 9.4%減 100%

94.1%

99.2%

96.0%

60%

70%

80%

90%

100%

'13年度 '14年度 '15年度 '16年度

<廃棄物排出量(原単位) > 
2013年度 
 目標値 

『２％減以上』 

(基準年) 

▲ 25.7%減 
▲ 4%減 

(基準年) 

Ⅲ  環境目標と実績 

3 
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 環境マネジメント 

【 環境推進体制 】 

 ２００８年１月に従来の事業所単位から全社統一の 
環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）を導入しています。 
 本部、事業所、事業部ごとに環境責任者、環境管理者を 
選任し、 全社施策・課題協議のため、安全品質環境責任者
会議（環境責任者会議）、 安全品質環境管理者会議 
（環境管理者会議）を開催しています。 

環境統括責任者 
（常務取締役） 

環境責任者 
（事業所長） 

環境責任者 
（事業部長） 

環境責任者 
（本社部長） 

環境管理者 環境管理者 環境管理者 

各部門長 各部門長 各部門長 

事務局 
（安全品質環境部） 

代表取締役社長 

登 録 証 番 号 ＪＱＡ-ＥＭ７３１６ 
登 録 事 業 者 株式会社 ホンダロジスティクス 

規 格 
ＩＳＯ１４００１：２０１５ 
ＪＩＳ Ｑ１４００１：２０１５ 

登録活動範囲 
・自動車/二輪車用部品の調達物流 
・自動車/二輪車用タイヤの組立 
・二輪車用部品及び汎用製品のＫＤ輸出包装 

関 連 事 業 所 

・ロジスティクスセンター（三重県鈴鹿市） 

・狭山ロジスティクスセンター（埼玉県狭山市） 

・小川ロジスティクスセンター（埼玉県比企郡小川町） 

・物流センター（熊本県菊池郡大津町） 
認 証 取 得 日 ２００９年９月３日 
有 効 期 限 ２０２０年９月２１日 
認 定 機 関 JAB および UKAS 
審 査 機 関 一般財団法人 日本品質保証機構 

 企業の継続的な発展に環境マネジメントシステムは不可欠との認識に立ち、１９９９年より、各事業所に環境 
マネジメントを導入し、ＩＳＯ１４００１を認証取得しています。 
 ２００９年に統合しマルチサイト化を経て、現在も環境マネジメントシステムに基づく活動を推進しています。 

◎海外グループ会社 ＩＳＯ１４００１認証拠点 
・Midwest Express Inc（アメリカ） 
・Simcoe Parts Service Inc（カナダ） 

【 ISO１４００１認証取得 】 

Ⅳ 

  グリーンロジスティクスの実現に向けて、環境マネジメントを主体的かつ積極的に取り組んでいます。 

4 
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１１０番 

１１９番 

当事者 

安全品質 
環境管理者 

情報収集と詳細判明 

所属長 
（総務課） 

所属部長 

事業所長 

所轄官公庁 

関係会社 
窓口 

リスクマネジメント 
オフィサー 

環境統括責任者 
所内周知と暫定対策 

連絡 

連絡 

報告 

報告 

連絡 

報告 
報告 

通報（第一報） 

通報（第一報） 

安全品質環境部 
内容の判断と見解表示 

発生 

環境緊急事態発生時は 
定められた手順に基づき対応する 

【 緊急事態への対応 】 

 オイル・燃料流出訓練  避難訓練  消火訓練 

 ホンダロジスティクスは、万一の事態を想定しオイル、燃料流出・火災の発生に備えて 「環境緊急事態管理基準」を
定め、訓練、テストを実施しています。 
 また、緊急事態が発生した場合は所轄官公庁への届出、地域近隣住民に対する避難、注意喚起を行う体制のもと
ルールに基づいて迅速な対応をはかります。 

【 環境監査 】 

 環境マネジメントシステムに関して、要求事項の適合及
びシステムが有効に機能しているか確認するため、社内
で編成された監査チームによる内部監査及び審査登録
機関による外部監査を受審しています。 
  指摘事項に対しては、迅速な是正対応を図っています。 

【 環境関連法令の順守 】 

 産廃処分場現地確認  集合研修 

 文書監査  現場確認 

５ 

 当社の営業車両は、すべてNOx・PM排出ガス規制に
適合しております。また、各拠点に設置している浄化槽 
なども法規制値を順守し、定期的な測定と監視に取り 
組んでいます。 
 その他、環境担当者を対象とした外部研修の受講や、
外部法令データベースを活用することにより、環境関連 
法令の新規施行や改正に対して、迅速に対応しています。 
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 ホンダロジスティクスでは、新入社員、新任監督者、新任

管理者に対して、環境マネジメントシステムに基づく環境研

修、 また、管理職、環境担当者を対象に環境法規研修を

実施しています。 

【 研修教育 】 

【 環境マナー向上活動 】 

 さまざまな啓発ツールを活用して、従業員へ身近な環境活動への意識付けをしています。 

  ・社内広報 「SQEワールドインフォメーション」 の発行、 掲示 
  ・省エネステッカーの配付、 掲示 

 従業員一人ひとりが日常でできる環境に寄与できる 
行動を確実に実践するため、環境マナー施策の推進を 
２００９年度から開始し、毎年、全従業員を対象に 
実態調査を実施しています。 
 全調査項目のレベルアップに向けて更なる活動を推進
しています。  
  

SQEワールドインフォメｰション  

・<ＰＣ用> 

・<プラグ用> 

・<電源スイッチ用> 

省エネステッカー  

< 環境マナー施策 集計(グラフ) > 
調査対象：HLI(ホンダロジスティクス)、国内Gr(国内グループ) 

＜日本語版＞ ＜英語版＞ 

【 社内コミュニケーション 】 

６ 



 Honda Logistics ENVIRONMENTAL REPORT 2017 

単位：百万円  

分  類 主な取り組み内容 
201６年度 201５年度 

投資額 費用額 投資額 費用額 

事
業
エ
リ
ア
内 

コ
ス
ト 

公害防止コスト 大気汚染防止、 水質汚濁防止など ０ ９ ０ １２ 

地球環境保全 
コスト 

温暖化防止、 オゾン層破壊防止など ５００ ０ ６９ ０ 

資源循環コスト 廃棄物の処理、 処分 ０ １０６ ０ ８３ 

上下流コスト 環境配慮製品の購入 ０ ６５ ０ ３０ 

管理活動コスト 
環境関連要員の人件費 
環境マネジメントシステムの認証費用 

０ １７０ ０ １３８ 

研究開発コスト リターナブル容器などの研究開発 
企画設計 ０ １０ ０ ８ 

社会活動コスト 環境美化活動、地域イベントへの参画 ０ １ ０ ３ 

環境損傷対応コスト 土壌汚染の修復など ０ ０ ０ ０ 

合計 ５００ ３６１ ６９ ２７４ 

【 環境会計 】 

環境保全コスト  

2016年度 2015年度 物量効果 

エネルギー使用量（原油換算値） GJ 241,100 223,617 17,483 

水使用量 ㎥ 62,589   71,411  -8,822 

CO2排出量 t-CO2 56,729 52,674 4,055 

輸送によるCO2排出量（荷主責任範囲） t-CO2 44,302 40,428 3,874 

廃棄物総排出量（有価物含む） t 9,160 7,923 1,237 

 ※ 計算式 事業規模(売上高)÷環境負荷(CO2排出量) 

 下記計算式で環境効率を定義し、算出しています。 

0.991
0.898

0.971
1.095

0.992

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

`12年度 `13年度 `14年度 `15年度 `16年度

【 物量効果 】 

【 環境効率 】 

◎集計対象：ホンダロジスティクス  
◎集計期間：２０１６年４月１日 ～ ２０１７年３月３１日 
◎公表した数値には一部推計値を含みます。 
◎集計表の作成にあたっては、環境省より公表されているガイドライン、ガイドブックなどの環境会計に関する資料を参考としました。 
 キャッシュフローをベースとし、減価償却費を除いた金額です。 

７ 

 環境保全活動に関するコストを管理、分析し、経営判断を通して効率的かつ効果的なグリーンロジスティクスを 
推進しています。 

 環境施策および環境保全コストによる効果を定量的に把握、分析しています。 
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4. 環境負荷実績 

0.000
0.300
0.600
0.900
1.200
1.500
1.800

0

25,000

50,000

75,000

100,000

'12年度 '13年度 '14年度 '15年度 '16年度

使用量 78,907 87,790 77,180 71,411 62,589

原単位 1.387 1.495 1.190 1.239 1.110

【 ＣＯ２排出量 】 

【 水資源使用量 】 

【 廃棄物など発生量 】 

ホンダロジスティクス  

 グリーンロジスティクスの実現に向けてグローバルな事業活動においてグループ全体で環境負荷低減に 
取り組んでいます。 
 国内および海外の２０１２年度～２０１６年度のＣＯ２排出量、水資源使用量、廃棄物など 
発生量について報告します。 

㎥ 

ｔ 

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

`12年度 `13年度 `14年度 `15年度 `16年度

固定領域 13,071 14,532 13,829 12,246 12,324

輸送領域 44,366 50,862 52,983 40,428 44,293

固定領域原単位 0.230 0.247 0.213 0.212 0.219

輸送領域原単位 0.780 0.866 0.794 0.701 0.787

ｔ-ＣＯ２ 

 
 環境負荷実績 

 

 
  

  
  

※固定領域(倉庫・オフィスなど) 

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000

`12年度 `13年度 `14年度 `15年度 `16年度

廃棄物 2,592 2,722 2,557 2,650 2,504

有価物 1,832 3,459 3,866 5,273 6,540

原単位 0.045 0.046 0.039 0.046 0.045

(原単位：ｔ-ＣＯ２/売上) 

(原単位：㎥/売上) 

(原単位：ｔ/売上) 

（有価物除く） 

Ⅴ 

８ 
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0

100,000

200,000

300,000

400,000

'12年度 '13年度 '14年度 '15年度 '16年度

海外Gr 211,892 200,943 240,583 264,921 222,627

ﾎﾝﾀﾞﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ＋国内Gr 60,535 69,039 70,965 58,373 61,313

0

100,000

200,000

300,000

'12年度 '13年度 '14年度 '15年度 '16年度

海外Gr 128,043 124,614 122,432 142,124 115,315

ﾎﾝﾀﾞﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ＋国内Gr 101,809 116,350 105,152 82,419 84,090

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

'12年度 '13年度 '14年度 '15年度 '16年度

海外Gr 11,723 9,235 8,602 9,531 15,039

ﾎﾝﾀﾞﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ＋国内Gr 6,885 10,050 7,735 8,280 9,180

ｔ-ＣＯ２ 

【 ＣＯ２排出量 】 

【 水資源使用量 】 

【 廃棄物など発生量 】 
ｔ 

㎥ 

ホンダロジスティクス グループ 

９ 
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温室効果ガスの内訳 ２０１６年度 ２０１５年度 ２０１４年度 

スコープ１：直接排出 3,278 2,724 2,768 

スコープ２： 
エネルギー起源の間接排出 10,986 10,792 12,215 

スコープ３： 
その他の間接排出 

カテゴリ１ 30,346 38,100 26,772 

カテゴリ４ 65,396 92,143 90,371 

その他  8,289 6,778 7,303 

合計 104,031 137,021 124,446 

温室効果ガス排出総量 118,295 150,537 139,429 

スコープ１

3%

スコープ２

9%
その他

7%

カテゴリ１

26%

カテゴリ４

55%

スコープ３

89%

【 温室効果ガス排出総量 】 
単位：ｔ-ＣＯ２ 

サプライチェーン排出量 

カテゴリ別に占める割合  

Scope1：自社での燃料の使用や工業プロセスによる直接排出 
Scope2：自社が購入した電気・熱の使用にともなう間接排出 
Scope3：Scope1,2を除くその他の排出量。15のカテゴリに分類されています。 
        ・ カテゴリ1：資源採取段階からサプライヤーまでの輸送や、包装材・事務用品などの物品の製造までの活動にともなう排出 
        ・ カテゴリ4：サプライヤーから自社に届くまでの輸送・荷役・保管にともなう排出 
        ・ その他のカテゴリの数字は、カテゴリ ”2・3・5・6・7・12” の合計です。 
  

 省エネ法などで管理が義務付けられている温室効果ガス（GHG）排出量、スコープ１、スコープ２に 
加えてスコープ３の管理にも取り組んでいます。 

１０ 
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 「全社環境方針」 に基づき “顧客に効率的で環境負荷の少ない物流サービス、 製品を提案・
提供する” ことでCO２排出量の削減や地球温暖化防止に努めています。 

【 モーダルシフトを活用した物流 】 

【 生産ラインと連動した同期搬入 】 

【ＤＣＣ機能※１による納入代行 】 

Ⅵ  環境活動の取り組み 

【 海上コンテナラウンドユースによる物流 】 

【 物流拠点の集約 】 

 機動力のあるトラックと、環境にやさしく大量輸送が 
可能な船舶を効果的に組み合わせることにより、 
輸送の効率化と環境負荷低減の両立を実現 

 輸出入で使用した空コンテナを港・倉庫に返却せずに  
次の輸出入のタイミングを調整し転用することで 
空コンテナの配送を削減し、環境負荷低減を実現 

 部品メーカーに代わり、部品の一括集約、開梱、 
検品、仕分けを行い、必要な時間に必要な量だけ、 
指定部品を分割納入し、生産拠点への流入車両 
台数を削減 

 各メーカーからの部品を各々生産拠点に供給する 
のではなく複数の部品をひとつの単位に組み立て、 
生産ラインと同期搬入を行い、生産拠点への流入 
車両数を削減 

 近在に点在している拠点を集約し、拠点間移動に 
伴う車両台数の削減や、集約に伴う設備機器の効率
的な運用により環境負荷を低減 

１１ 

※1 ＤＣＣ機能  「Delivery Control Center」の略であり、生産ラインに同期して部品を供給する中継基地。 
            主に大量･多品種に仕入れられた部品を、一時的に保管して、運送物流形態から必要に応じてラインに合わせた供給スタイルにして出荷する一連の業務。 
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海上輸送 

鉄道貨物輸送 

 国内各拠点間、部品メーカー工場からの幹線輸送の一部を鉄道貨物にシフトしています。 
海上輸送と比べて天候に左右されにくいため、高い定時運行やトラックと比べて約１/６程度のCO2排出量の削減に 
より地球環境保護に大きく寄与しています。 
 

 自動車輸送専用船を４隻を保有しており、四輪完成車を大量かつ効率的に輸送できる海上輸送ネットワーク
の構築によりCO2排出量の削減に大きな効果を発揮しています。 
 各自動車メーカーと共同輸送を展開しており自動車業界全体の地球環境保護に寄与しています。 
  
  すずか あさか 

さやま2 わこう 

兵庫県加西市 埼玉県比企郡 

609km 

20km 702km 18km 3km 

トラック区間 トラック区間 鉄道区間 

From 発駅 着駅 DEPO To 

輸送量当たりの二酸化炭素の排出量 

出典：運輸部門における二酸化炭素排出量（国土交通省） 
ｇ－CO2/トンキロ（２０１５年度） 

【 モーダルシフトの推進 】 

◎リチウムイオンバッテリー配送 導入事例 

１２ 

 環境負荷低減施策の一環として「モーダルシフト」を推進して
います。 
  モーダルシフトとは、より環境負荷の小さい手段に切り替える 
対策のことであり、現行のトラック輸送と比べ、エネルギー節減、
二酸化炭素、窒素酸化物の排出抑制、道路交通騒音の 
低減、労働力不足の解消などのメリットが期待されています。 
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船名 わこう 

船主／運航船社 斎藤海運 

造船所 新高知重工 

船種 ＰＣＣ（自動車専用船） 

全長×全幅 118.0ｍ × 16.6ｍ 

喫水 4.4ｍ 

総トン数 2,982トン 

航海速力 16ノット 

 【特徴】 
 ・総トン数3,000トン未満での最大積載能力追及 
 ・潮位に影響されない外航バースへの着岸 
 ・全艙 クリアハイト２.０ｍ以上（背高車最大積載） 
 ・低燃費追求型エンジン／船型 
 

 【標準船設計コンセプト】 
 ①継続的で安定した輸送能力の確保 
 ②コストパフォーマンスに優れた船体の構築 
 ③海上輸送におけるCO2排出量の低減 

 
 
 

ボスキャップフィン 
はプロペラ後部の
水流の乱れを減
少させ、エネルギー
ロスを回収し前進
エネルギーに変換 

可変ピッチプロペラはエンジンの運転 
状況が一定のままで増減速・前後 
進が可能。プロペラ負荷状況に合わ
せて自動で翼角を最適制御する 海洋生物の付着低減 

航行時の水流抵抗低減 

船型 

 全幅：16.6ｍ 
（既存船17.2m） 
 

  船底から最上部までの高さ 
  26.0m 

防汚・低摩擦 船底塗料 

スリム船型 

水流の抵抗低減 

 
 
 

低速ディーゼルエンジン 

燃料使用量の低減 
（旧船と比べて約6.5%削減） 

ボスキャップフィン/可変ピッチプロペラ 

エンジンを小型化しロングストローク
設計による回転数との相乗効果で
低燃費を実現 

エンジン特性を最大限に引き出す 
機関特性に操船性・安全性の向上 

【 新船“わこう”】 

１３ 

 昨年度に続き第３船目のリプレイスとなる新船「わこう」を就航しました。基本スペックを統一することにより、コストを抑えながら、 
環境に配慮した様々な機能を付加しております。 
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'12年度 '13年度 '14年度 '15年度 '16年度
有価物 廃棄物（一般＋産廃）

 物流に欠かせない容器（機器）の環境負荷や廃棄物の削減、資材のリターナブル化に向けて、オリジナル
物流機器の研究・開発・製造・販売を行っています。 
 また、 資源循環の実現に向け、 使用済みの包装資材の分別を徹底して、 金属や紙、ダンボール、 
プラスチック類などのリサイクルや、 搬入ケースのリユースにも取り組んでいます。 

【 物流機器開発による環境負荷低減への貢献 】 

ＫＤ用パネルケース 

＜ リターナブルケース商品特徴 ＞ 
環 境 
省 エ ネ 

 

：繰り返し使用できるので、廃材処理費を削減 
：回収時の折り畳みによりサイズを縮小化、保管スペースおよび輸送費を削減 

部品保管 完成車輸送 

  ※詳しくは「ホンダロジスティクス  ホームページ」をご覧下さい http://www.honda-logistics.co.jp/product/buturyukiki/images/pdf/returnable.pdf 

【 使用済み包装資材のリサイクル 】 

廃棄物 
分別 

資源循環対象品 

供給 

製品 

処理業者 原材料メーカー 

製造メーカー 

ﾘｻｲｸﾙ 

ホンダロジスティクス 

収集・運搬 

確実な資源循環とするために、 資源循環の標準モデルを構築し、有価物発生量の比率を向上させました。 

Ⅶ 循環型社会への取り組み 

【 廃棄物管理の徹底 】 

  廃棄物処理法の順守を目的とした 「ＨＬＩ廃棄物管理規程」 を2013年度より制定実施しています。 
また、電子マニフェストを全拠点で導入し、コンプライアンスを保持し環境リスクの防止を図っています。 

１４ 

http://www.kyowasoft.com/ljpg_IK06/IND010.jpg
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【 環境に配慮した施設・設備の拡充 】 

 地球温暖化防止に向けた取り組みとして環境配慮型拠点への移転や省エネ対応の設備機器に更新し、
エネルギーに起源するCO2排出削減に向けて取り組んでいます。 

 
 地球温暖化防止に向けた取り組み 
 

 ホンダロジティクスは、環境に配慮した施設・設備を拡充しています。 
 埼玉ロジスティクスセンターでは、敷地内の緑化や太陽光パネルの採用、プレキャストコンクリート構造によるライフサ
イクルCO２の約１２％削減や、全館LED照明を採用による消費電力の約４５％減（一般蛍光灯比）など環境
に配慮した技術を取り入れた建物となっております。 
 また、CASBEE（建築環境総合性能評価システム）埼玉県の「A」ランクを取得しています。 

 環境対応車両を積極的に導入し、本年度は燃料電池自動車※１ 

（クラリティフューエルセル）を導入しました。  
 同車はCO2排出ゼロで究極のクリーン性能をもち、災害時には 
緊急用の電源として活用も可能です。 

※1 燃料電池自動車 
燃料電池に水素と酸素を取り込んで化学反応を起こし、電気を発生。 
その電気でモーターを回して走行する自動車 

【 環境対応車両の導入 】 

Ⅷ 

【 低燃費自動車専用船の導入 】 

 ２０１４年度より低燃費技術を導入した新船による代替を順次 
進めてきました。 
 本年度は３船目のリプレイスとなる新船が就航しました。 

１５ 

http://lnews.jp/images/2016/01/20160113glp10.jpg
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<LED照明の導入> 

◎Simcoe Parts Service Inc（カナダ）  

 環境負荷低減施策の一環として、建屋内の照明を随時LED照明に
切り替えています。 
 高寿命のLED照明によりランプ交換のメンテナンス費用の削減も 
図れました。 

 ※１ 2017年3月現在 

◎広汽本田物流有限公司（中国） 

<環境対応トラックの導入> 

【 ホンダロジスティクス 海外グループ 】 

１６ 

 ホンダロジスティクスは、海外に積極的に展開しており、 
１３ヶ国２７法人※１になります。 
各現地法人においても環境負荷低減を目的とした投資を 
積極的に推進しています。 

Simcoe Parts Service   LED照明  

広汽本田物流有限公司 中国汚染物排出基準適合トラック 

 環境方針の継続的なCO2排出削減に取り組むため、中国自動車
汚染物排出基準に準拠したトラックを導入しました。 
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【 改善提案活動 】 

【 ＱＣサークル活動 】 

 ＱＣサークル活動を通して、日常の困りごとの解決や環境変化
への対応などを中心としたテーマを選定し、職場の課題解決に向
けた改善活動を行っています。 
 １年間のサークル活動の集大成として、優れた取り組みをした
サークルは、ＱＣサークルの全社大会に出場し、成果を発表し、
改善事例の共有化を図っています。  

 日々の改善提案を通して、従業員個々の問題発見、問題解決能力を高めています。 
また、活動に積極的に取り組むことにより安全や品質、効率とともに、環境負荷低減に寄与しています。 

 Ｈｏｎｄａでは、１９９９年より環境の取り組み事例を 
共有し、水平展開を目的とした「Ｈｏｎｄａグリーン大会」を
実施し、3年に一度は、優秀事例を選出して本選大会を開催
します。 
 本年度は当社の埼玉事業所ＫＤ包装課 「ＣＫＤ包装仕
様見直しによる環境負荷低減」が選出されました。 

【 Ｈｏｎｄａグリーン大会 】 

 「改善提案活動」 や 「ＱＣサークル活動(小集団活動)」、「Hondaグリーン大会」への参画を通して 
 業務のムリ・ ムラ・ ムダの排除に取り組んでいます。 
 さまざまな業務改善を行うことで、エネルギーや材料、廃棄物の削減などの環境負荷低減に貢献して 
います。 

  
  

２０１６年度 改善提案 実績 

対象者 参加者数 提案件数 参加率 

栃木 94名 100名 289件 107.0% 
埼玉 301名 301名 1,310件 100.0% 
静岡 163名 163名 651件 100.0% 
三重 230名 220名 504件 96.0% 
ﾊﾟｰﾂ 338名 338名 1,091件 100.0% 
熊本 187名 168名 298件 90.0% 
輸送 296名 296名 645件 100.0% 
本社 359名 359名 964件 100.0% 

合計 1,968名 1,945名 5,752件 99.0% 

Ⅸ  環境啓発活動への取り組み 

１７ 
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 ホンダロジスティクスは、Ｈｏｎｄａグループ企業として 
 「Ｈｏｎｄａ生物多様性ガイドライン」 に準拠していきます。 
 
 ｢Ｈｏｎｄａ生物多様性ガイドライン｣ については、 ｢Ｈｏｎｄａホームページ｣ 参照 
 
 http://www.honda.co.jp/environment/report/pdf/report/report-biodiversity.pdf 
 
 物流業である当社にとって、生物多様性への対応での最重要課題は温室効果ガスの排出です。 

 今後もモーダルシフトなどを展開し、より効率的で環境負荷の少ないグリーンロジスティクスを実現していきます。 

企業活動に関わる周辺地域の方々のご要望ご意見について、今後も真摯に対応していきます。 

日高センター周辺清掃活動 

【 地域社会との共生 】 

静岡県浜松市冨塚地区内  ｢椎ノ木谷｣  
“特別緑地保全地区”にて 

ホンダさつき会 浜名湖クリーン作戦 

進和学園様が実施している緑化・森林再生活動である「いのちの森づくりプロジェクト」を通じて、埼玉事業所
小川ロジスティクスセンターの敷地内の緑化を実施しました。 
 

【 生物多様性への対応 】 

１８ 
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◎ 環境経営度調査 
企業の環境対策を総合的に評価することを目的に、 日本経済新聞社が１９９７年から毎年年１回実施している調査。 
 

◎ 日経リサーチ 環境経営度評価サービス 
｢ 環境経営度調査｣  の対象となっていない企業からの要望に応え、実際の調査票に回答すれば、それにより本調査の結果に 
当てはめたスコアやランキングを算出、評価ポイントなどのコメントを合わせたリポートを提供するサービス。 

 環境活動を総合的、客観的に評価するために、環境活動に関する外部評価（日経リサーチ環境経営
度評価サービス）やCO2排出量データについて第三者検証を受審しています。 

順位 社名 スコア 
環境経営 
推進体制 

汚染対策・ 
生物多様性
対応 

資源循環 温暖化対策 

1 佐川急便 様 ３７１ ８３ ８８ １００ １００ 
2 日立物流 様 ３５８ ７０ １００ ９６ ９２ 
２ 京王電鉄 様 ３５８ ８２ ８８ ９３ ９５ 
4 南海電気鉄道 様 ３５０ ９２ ７８ ９１ ８９ 
４ 川崎汽船 様 ３５０ １００ ８８ ８０ ８２ 

＊ 第２０回実績（2016年度） 

2位 
相当 ホンダロジスティクス ３６０ ９５ ９６ ９３ ７６ 

 ＣＯ２排出量データについて、より透明性、信頼性の高い形で社会に情報公開すべく、 

ロイド レジスター クォリティ アシュアランス リミテッド（ＬＲＱＡ）による第三者検証を受審しています。 

２０１６年４月 ～ ２０１７年３月  
ホンダロジスティクス 固定源、 移動源の 
エネルギーのＣＯ２排出量 

検証対象 

【 ＣＯ２排出量データの第三者検証 】 

Ⅹ  環境活動に関する外部評価 

【 日経リサーチ環境経営度評価サービス 】 

１９ 
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（ 内容に対するお問い合わせ先 ） 

発行日         ２０１７年１２月 
発行            技術本部 安全品質環境部 品質環境ブロック 
発行責任者   谷 信 
編集者      勝島 浩之、 福村 佳穂美、 海藤 力、 赤塚 博美、 宮澤 至峰 

株式会社ホンダロジスティクス 
技術本部 安全品質環境部 品質環境ブロック 
Ｔｅｌ．０５９－３７９－５５０２ 
Ｆａｘ．０５９－３７８－５４１８ 
 
本レポートは、 ｢ホンダロジスティクス  ホームページ｣ でもご覧になれます。 
http://www.honda-logistics.co.jp/ 
 
また、ＰＤＦ形式のダウンロードも可能となっています。 

【 お問い合わせ 】 

【 表紙コンセプト 】 

 表紙右下の写真は、社用車として導入した水素で走行するHonda クラリティ FUEL CELLと電気を使って走行する 
アコード プラグイン ハイブリッドです。 
 世界中の自動車会社が環境対策へ大きく舵を切る中、わたしたちホンダロジスティクスグループは地球環境保全に向け
ポジティブ思考を持って先手を打つ行動を実践します。  
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株式会社 ホンダロジスティクス 
 

〒102-0082  東京都千代田区一番町６番地  一番町 SQUARE ４階 
 

 T E L  03-5357-1041  F A X  03-5357-1061 
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