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緑の地球を子供達に残そう 

   ■編集方針 

    本レポートは、セコム工業㈱の環境経営活動をステークホルダーの皆様にお伝えすることを目的に 

    発行しています。活動内容についてご理解いただけるよう心がけてつくりました。 

    

   ■報告対象期間 

     ２０１３年４月１日～２０１４年３月３１日  ※一部の記事については2014年4月以降の活動を含みます。 

 

    ■参考にしたガイドライン 

    「環境報告ガイドライン2012年度版」 

 

    ■発行年月 

     ２０１４年８月 

    

      ●もくじ●もくじ  

        

      １．会社概要・もくじ１．会社概要・もくじ                                                                    ２２  

  

        ２．トップメッセージ２．トップメッセージ                                                                    ３３  

  

      ３．セコムの基本的理念、セコム工業の環境方針３．セコムの基本的理念、セコム工業の環境方針                                ４４  

          

      ４．セコム工業の環境保全活動４．セコム工業の環境保全活動  

            ・・  環境経営                                                                        ５５                                  

            ・・  20132013年度年度  環境目的・目標のまとめ                                                    ５５  

            ・・  20142014年度年度  環境目的・目標のポイント                                                  ６６  

            ・・  是正処置及び予防処置の状況                                             ７７  

            ・・  法令順守（環境ガバナンス）                         ７ 

      ・ 資源の有効活用                               ７ 

      ・ 数多くの環境配慮手法を取り入れた環境に優しい本社工場     ８８ 

      ・ 地域と共に取り組むエコ                          ９  

              ・・  社会貢献活動                                ９   

 



 セコムグループは、“信頼される安心を、社会へ。”という思いの実現のため、

「社会システム産業」の構築を目指し、研究開発から設計、製造、販売、設置 

工事そして運用・保守までのトータル的な安全・安心そして便利で快適なサー 

ビスシステムを提供することに日々努力し、活動しています。 

 

 

 セコム工業は、１９７７年設立以降、セコムグループの製造部門の中枢工場 

として、「社会システム産業」の構築のため、社会が欲する多種多様な要望に 

お応えすることを目指しています。常にお客様の視点で考え、付加価値（差別 

化）のあるセキュリティ機器を最高のスピードと最適なコストおよび高品質で市 

場に提供できるよう日々、努めております。 

 

 

 また、更なる躍進として、“時代の変化を先取りし、創造と活力のカルチャー 

を築きあげ、絶え間ないイノベーションと価値の創造”を基本方針としています。 

 

 

 セコム工業は、“最高品質のサービス（製品）”を提供することを目標とし

ています。何事にも額に汗をかき、目標達成への信念と、各部署間の連結

品質の向上を目指し、社会へ貢献してまいります。 
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 「ビジョン２０１５」  

「売上を５年で２倍超にし、2015年度に売上200億円超を達成する」 という 
   中期戦略「ビジョン2015」の必達に向けて日々前進しています。 

代表取締役社長   新開  至 

「最高品質のサービス（製品）を提供したい」 

 セコム工業は、１９７７年設立以降、セコムグループの製造部門の中枢工場として、「社会システム 

産業」構築のため、社会が欲する多種多様な要望にお応えすることを目指してきました。 

 私たちにとって、セコムグループにおける役割とは、グループ内で購入する機器全体の 

Ｑ（品質）、Ｃ（コスト）、Ｄ（納期）及びＥ（環境）をコントロールすることであると考えております。 

 常にお客様の視点で考え、付加価値（差別化）のあるセキュリティ機器を、最高のスピードと最適 

なコストをもって、高品質で市場に提供できるよう日々、努めております。何事にも額に汗をかき 

目標達成への信念と、各部署間の連結品質の向上を目指し、社会へ貢献してまいります。 

セコムグループにおける 

セコム工業が担う役割 

2013年度 2014年度 

 

2012年度 2011年度 

89.5億円 

111.4億円 

136.3億円 

200億円超 

売
上
高
推
移 2015年度 

 

 

 

2010年度 

  
 

現 在 

２０１５年度 

 

売上高 

２００億円超

の達成 

技術（生産・製造・ 

開発）と人が 

融合（共創）した 

新たな分野に挑戦 

し続ける企業 

 

～ 更なる躍進 ～ 

 

 現状以上に常に時代 

の変化を先取りし、 

創造と活力のカルチャー 

を築きあげ、絶え間ない

イノベーションと価値の 

創出をはかる 

165.7億円 

（見込み） 

109.9億円 



 セコム工業の環境方針 

環境方針 
【基本理念】 

セコム工業は製品の設計・製造など全ての事業活動が、地球環境問題と深い関わり合いがあることを認

識し、環境との調和を経営の最重点課題の一つとして捉え、環境管理システムを構築し、セコム工業の

全社員が「緑の地球を子供達に残そう」のスローガンを合い言葉に、環境管理活動の推進、維持向上、

改善を継続的に行うため、下記の行動指針を遵守・実行する。 

 

【環境スローガン】 

 『緑の地球を子供達に残そう』 

 

【行動指針】 

 1.当社は、環境に与える影響を考慮した企業活動の実践と、製品の提供に努める。 

 2.継続的な環境改善活動を推進し、汚染の防止に努める。 

 3.環境に関係する法規や地域協定および合意したその他の要求事項を遵守する事はもとより、自主管 

  理基準を設定し、環境保全と向上に努める。 

 4.当社の全事業活動について、環境に及ぼす影響を評価し、環境目的及び目標を設定し、改善活動を 

  推進する。また環境目的、目標は定期的に見直しを行う。 

 5.環境方針を環境管理システムにて実行し、維持すると共に、継続的に向上させ、本方針をはじめ環 

  境管理活動に必要な情報を全社員へ周知徹底する。 

 6.環境方針は、社外からの要求に対して開示する。 

４ 

●その革新的な考え方は、●その革新的な考え方は、既成概念の価値観を一度疑い、の価値観を一度疑い、否定の精神で思考し、で思考し、  

    現状打破をしていく必要がある。但し、その判断基準は、をしていく必要がある。但し、その判断基準は、社会にとって正しいか、  

    公平かであり、であり、正しさの追求であること。であること。  

●その手法、実行方法は、小細工や逃げたりすることでなくすべてのことに、●その手法、実行方法は、小細工や逃げたりすることでなくすべてのことに、  

    より率直であり、より より率直であり、より 「まとも」であることが肝要である。である。  

●社会は●社会は常に進歩し変化をしている。その変化を先取りし対応していくためには、変化をしている。その変化を先取りし対応していくためには、  

    常に革新的に考える必要がある。に考える必要がある。  

●目的達成の為、●目的達成の為、豁達（フータ）の精神で社会に対し、で社会に対し、誠実さ・責任感・機敏性  

    そしてそして奉仕心で、実直に行動することで信頼を得るのである。で、実直に行動することで信頼を得るのである。 

①常に革新的に   

②既成概念の打破   

③否定の精神    

④現状打破の精神  

⑤正しさの追求   

⑥まともの精神   

⑦豁達（フータ）の精神   

⑧誠実・責任・機敏・奉仕      

 セコムの基本的理念  セコム工業 の アイデンティティ 

 基本理念 

～ 社会システム産業の構築 ～ 

社会システム産業の構築のため、社会が欲する多種多様な要望に応えるサービス（機器）・商品を提供する 

 

常にお客様の視点で考え、最高のスピードと最適なコストおよび、高品質で 

付加価値（差別化）のあるサービス（機器）、商品を市場に提供する 

 基本方針 

～ 更なる飛躍 ～ 

現状以上に常に時代の変化を先取りし、創造と活力のカルチャーを築きあげ、絶え間ないイノベーションと価値の創出 
 

利益継続的創出（顧客価値、従業員価値、株主価値）と社会的価値の創出（社会貢献）の両立 

↓                        

技術（生産・製造・開発）と人が融合（共創）した新たな分野に挑戦し続ける企業 

 行動指針 

～ 四つの猿を排除 ～ 

創造と活力のカルチャーを築く為、四つの猿を排除し、絶え間ない業務及び技術革新と価値の創出を推し進める 
 

 「見猿の排除」   3現主義の徹底と見える化（現場で現実を見、現状を把握し、更に見える化を徹底する） 

 「言わ猿の排除」 意見（思考）の活性化    （自分で考え、自分の意見で発言する） 

 「聞か猿の排除」 意思疎通の活性化     （周辺の意見にも耳を傾け、部署間の連携を密にする） 

 「やら猿の排除」  能動的行動         （情熱とやる気そして勇気をもって、何事にも前向きに行動する） 



緑の地球を子供達に残そう セコム工業 の 環境保全活動 

～環境経営～ 

■ 環境保全推進システム 

  エネルギー使用量を削減のためには、まず使用量を正確に 

  把握する必要があります。 

  この「環境保全システム」では、拠点ごと、エネルギーごとの 

  使用量やＣＯ2排出量、使用金額などを一元管理すること 

  が可能で、環境保全活動の羅針盤としています。 

 

■ 環境管理体制 

  当社は、代表取締役社長をトップとして、環境管理責任者のもと、環境マネジメントの運営、環境施策の 

  立案と通知、監査、環境コミュニケーション等を含めた会社全体の環境保全活動を推進しています。 

電力    2，243Mwh 

水           7千ｍ3 

ＬＰＧ          6千ｍ3 

 

INPUT 
温室効果ガス 1400ｔon-CO2 

産廃排出量     29ton 

一廃排出量      9ton 

 

OUTPUT 

■ 環境負荷バランス 

  事業活動によるマテリアルバランスを示します。 

代表取締役社長 

環境管理責任者 

法定管理者 

品質・環境会議 

安全衛生委員会 

  
技術部 

  
品質保証部 

  
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

  活動部門数‥１６部門（２０１４年８月現在） 

■ 環境経営 

  当社は、セコムグループの先陣をきり、1999年に環境マネジメントシステムＩＳＯ14001を導入し、 

  ＰＤＣＡサイクルを継続的に展開することで、省エネ活動、省資源活動、環境配慮設計を推進し、 

  環境経営を深化させています。 

  

～２０１３年度 環境目的・目標のまとめ～ 

 
 ＪＱＡ審査では改善指摘事項はなく、全体最適化に向け改善されていると評価を受けて 

  いことから、ＥＭＳはＩＳＯ１４００１規格と社内規範に対して適切に機能しているといえる。 

 

 2014年度は「内部監査員の更なる力量向上」を実施し、更なる適切性の向上を図る。 

 
 事業の活動・製品・サービスによる環境影響を勘案し活動テーマを設定しており、各種の 

  施策実施により、2013年度は環境目的・目標の全項目について達成することができた。 

 

 2014年度は「ビジョン2015への体制整備」に向け、各種計画を掲げ活動していく。        

 
 1999年11月に認証取得して以降、環境負荷低減に関する継続的改善の実施が行われ 

  ており、環境マネジメントシステムが有効に機能しているといえる。 

 

  2014年度は更なる有効性の向上に向け、「ＥＭＳステップアップ診断」を受審する。 

① ＥＭＳの適切性  

② ＥＭＳの妥当性  

③ ＥＭＳの有効性  

■ 2013年度は、「環境保全活動による組織の環境パフォーマンス改善」 「５Ｒ+Ｓ活動による産業廃棄物 

  排出量の削減」 「社会貢献活動」など全項目について達成することができました。 

５ 

（セコムハイプラント除く） （セコムハイプラント除く） 

 参考）  2013年度エネルギー使用量 は 966ｋｌ （原油換算値）  

  生産管理部 
  

生産部 
  管理部 



緑の地球を子供達に残そう セコム工業 の 環境保全活動 

～ ２０１４年度 環境目的・目標のポイント  ～ 

６ 

  2017年度までの ＩＳＯ審査スケジュール   2014年度は ＥＭＳステップアップ診断を受審 

■  2014年度は、「ビジョン2015への体制整備」に向け、中期計画のもと活動を推進します。 

環境目的 ２０１4年度目標 

マネジメントシステムの 

有効性向上 

1. ＥＭＳステップアップ診断の受審 （ﾚﾍﾞﾙ2→ﾚﾍﾞﾙ3） 
    「現状の課題」が明確になるとともに、更なるステップアップに 

    向かうための「ロードマップとして利用」する。 

2. 内部環境監査員の更なる力量向上 

環境ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽの 

更なる向上 

1. エコ活動 
    ① 新電力導入よるコストダウン、ＣＯ２削減 

    ② 環境対策車への変更 

    ③ デマンドコントローラー導入による契約電力の削減 

    ④ 会社周辺美化運動 

    ⑤ 環境出前教育の実施 （白石蔵王エコフォーラム）  など     

２. 各部署の日常管理活動 

    「入れない！」 「使わない！」 「出さない！」 
    ① ムリ・ムダ・ムラの改善    

    ② 作業工数の削減 

    ③ 構成差異 など 

ビジョン2015 

への体制整備 

1. 中期３ヵ年計画 「5Ｒ+Ｓ活動」の更なる推進 
    産廃排出量 10ｔ 削減 （2012年度対比 原単位10％相当削減）     

2. ISO9001とISO14001の統合MS審査の受審準備 
    2015年10月の統合ＭＳ審査への事前準備の実施  

法令違反「ゼロ」の維持 監視・測定の実施 

  環境パフォーマンスの更なる向上 

■  新電力導入によるコストダウン、ＣＯ2 削減 

   電力の自由化により、電気購入先が選択できることから、「経済性と環境性に優れた電気購入先」への 

    変更を推進していきます。 

■  デマンドコントローラー導入による契約電力の削減 

   昨年度導入したデマンドコントローラーにより制御を行ない、契約電力の削減を行なっていきます。  

30分間の使用電力を予測して、予測電力が目標電力を超えた場合に、 

その超過量に応じた遮断（レベル1～3）を実施して目標電力以下に抑えるように自動制御する。 

目標電力以下に抑える 



７ 

緑の地球を子供達に残そう セコム工業 の 環境保全活動 

～資源の有効活用～ 

■ 「環境配慮設計」 の推進 

    商品やシステムの開発・設計において、環境保全、資源の有効利用、長期使用など環境への影響を 

    考慮した「環境配慮設計」を実践しています。 

 

  「グリーン設計ガイドライン」 

    サプライヤーに対して 「グリーン設計ガイドライン」 

    を発行し、製品の省エネルギー性能の向上や減量 

    化・ 減容化などについての順守を要請しています。 

    特に、有害化学物質の管理については、セコム独 

    自に使用禁止16物質を定め、「化学物質非含有 

    保証書」を提出して頂いています。 

■ ５Ｒ+Ｓ活動の推進 

   ２０１３年度からは、５Ｒ＋Ｓ活動による産業廃棄物の排出量削減に取り組んでいきます。 

■ 「グリーン購入」 の推進 

    日常業務で使用する事務用品やコピー用紙などの消耗品においては、環境負荷の少ないグリーン商 

   品の購入を継続して行っています。 

～是正処置及び予防処置の状況～ 

２件 
 

０件 
 

２件 
 

２件 
 

実施日 
2013. 11.12PM 
  ～ 11.15AM 

改善の機会 指摘事項 

 

 

 
２規程を改訂 

①日常管理マニュアル 

②教育訓練マニュアル 

 
 

悪い点 
 

良い点 
 

第３者審査 

（ＪＱＡ） 
 

改善実施 

   ■第３者審査 （定期＋変更審査） 

    改善の機会について真摯に受止め、システム改善へ向け２規範を改訂しました。 

   ■内部監査 

    マネジメントシステムの「弱み」の分析/把握等から、重点監査項目を定め、 

     ＥＭＳの適合性、有効性向上に有効な内部監査を実施しています。 

１件 
 

０件 
 

１件 
 

５件 
 

実施日 
 2013.10 

 ～  2014.2 

  改善事項 指摘事項 

 

 

 
悪い点はタイムリーに改善し、 

改善完了 

 
 

悪い点 
 

良い点 
 

内部監査 

 
 

改善実施 

～法令順守（環境ガバナンス）～ 

■評価範囲  ： 当社の事業活動、製品及びサービスが環境側面に、 

             適用可能な法的要求事項及び当社が同意するその他の要求事項 

■評価実施   ： 2013年度内部監査の重点監査項目として実施           

■評価方法   ： 「セコム工業関係法規制調査表」の要求事項に基づき評価 

■評価結果   ： 適合 

   法的及びその他の要求事項確認規程に基づき、順守評価を実施した結果、全ての項目を順守してい 

   ることを確認しています。 



断熱性能の高い 

外装材の採用 

開口部の熱負荷 

低減 

地中熱利用によ 

る空調負荷低減

床 暖 房 に よ る 

居 住 域 空 間 

床暖房を取り入れたエントランス  

開放的なテラスと屋上緑化  自然換気が可能な社員食堂  

地中熱の取り入れが可能な総合事務所 

採光・通風を確保できリフレッシュ空間にもなる中庭 

８ 

風力発電・太陽光発電 庇による日射制御 

省エネ空調システムの採用 雨水の再利用 

食堂の自然換気 ＬＥＤ照明の採用 

中庭を利用した自然採光・自然換気 中庭・屋上の緑化 

 

緑の地球を子供達に残そう セコム工業 の 環境保全活動 

～数多くの環境配慮手法を取り入れた環境に優しい本社工場～ ２０１４年度は、本社工場の各種省エネ施設の安定稼動に加え、 

「環境性に優れた新電力導入」、「デマンドコントローラーの活用による契約電力の削減」等

の環境保全活動に取り組んでいく。 



緑の地球を子供達に残そう セコム工業 の 環境保全活動 

～地域と共に取り組むエコ～ 

■ 環境出前教育 

  地域の環境ＩＳＯ取得企業7社が協力し、近隣の小学校にて生徒を対象に環境出前教育を実施しました。 

 ←  ①2013年度は下記３校にて実施しました。 

     白石市立大鷹沢小学校様 （4、5年生   38名）   

     白石市立第二小学校様  （5年生    101名） 

     蔵王町立円田小学校様   （4、5年生   22名） 

   ■ 編集後記 

     最後まで本報告書をご覧いただきありがとうございました。 

      報告内容に関してご不明の点は下記までお問い合わせください。 

      

     お問い合わせの受付け  セコム工業株式会社 管理部 環境管理課  ＴＥＬ：0224-25-6111   

９ 

  ②地元広報紙に掲載されました。    → 

    白石市広報紙 （2013年11月号） 

    蔵王町広報紙 （2013年11月号） 

← ③宮城県環境政策課の協力要請に応え、  

     県内各地の17の地域エコフォーラムの 

     代表者に 「環境出前教育説明会」を 

     開催しました。 

SECOMのエコピープル 

   ※ 講師は 「SECOMのｴｺピープル登録者」 

SECOMのエコピープル 

～社会貢献活動～ 

■ エコキャップの回収・寄付 

  ペットボトルのキャップを集めて世界の子どもたちにワクチンを届けよう！という活動に賛同し、 

  2013年度は約112千個をＮＰＯエコキヤップ推進協議会へ寄与しました。 

■ 使用済み切手の回収・寄付 

  使用済み切手を集めて海外医療強力に役立てる！という活動に賛同し、 

  2013年度は約2.3kgを公益社団法人日本キリスト教海外医療協力会（ＪＯＣＳ）へ寄与しました。 

■ 献血活動 

  2013年度は年3回実施し、合計66名が献血に協力しました。 

■ 社会福祉活動 

  地域の社会福祉施設と共催し、同施設に業務委託を行うなど、知的障害者の自立支援をおこない 

  ました。 

■ 自らの手で「安全・安心」の提供を目指す！（普通救命講習の実施）  

  「安全・安心」を自らの手で‥を合言葉に、2012年度から※社内講習を計36回実施し、従業員全員 

   （育休中のパート2名を除く）が普通救命講習修了証を手にしました。 ‥ 2014年9月1日現在 

   

  ※普通救命講習は通常、消防署などで実施される講習ですが、当社では応急手当普及員の認定を受 

     けた社員による社内講習を開催しました。社内講習の実施は、当社がある宮城県仙南地域では初め 

    ての取り組みとのことです。  

■ 清掃活動 

  環境意識啓発・向上を目指して、会社周辺の清掃活動を実施するとともに、休日には地域で開催される 

  白石市沢端川清掃活動にも家族も含め積極的に参加しています。 

普通救命講習を社内講習で実施 従業員全員が講習修了 


