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豊かな緑の地球を次世代に継承する 

   ■編集方針 

    本レポートは、セコム工業㈱の環境経営*１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 

     ２０１６年４月１日～２０１７年３月３１日  一部の記事については2017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 

     ２０１７年１２月 

 

   ■お問い合わせ先 

     セコム工業株式会社 ＩＳＯ事務局     ＴＥＬ ： 0224-25-6111 

      ○ もくじ                                                                          ‥‥  １１  

      ○ 会社概要                                                                     ‥‥    ２２  

        ○ トップメッセージ、セコムグループにおけるセコム工業の役割           ‥‥    ３３  

      ○ セコムの理念                                         ‥‥    ４４  

              

      ○ セコム工業の環境保全活動    

            ・・  環境経営                                                              ‥‥    ５５                                

            ・・  法令遵守（環境ガバナンス）                       ‥‥    ５５ 

            ・・  2016年度 環境保全活動のまとめ                                      ‥‥                  ６６  

                2016年度 環境目的・目標                                        ‥‥    ７７  

       地球温暖化防止のために                                         ‥‥    ９９  

                資源の有効活用                            ‥１０‥１０  

        生物多様性の保全                           ‥１１‥１１  

          温室効果ガス排出量算定の取り組み（Scope1・2・3の把握） ‥１１‥１１      

        社会貢献活動                              ‥１２‥１２  

            ・・  2017年度 環境保全活動 

        2017年度 環境目標のポイント                                              ‥‥  １３１３  

*1：環境経営 ‥‥‥‥ 企業と社会が持続可能な発展をしていくために、地球環境と調和した企業経営を行うことです。 
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会 社 概 要  
    

    社  名    セコム工業株式会社  

         （英名：SECOM INDUSTRIES CO.,LTD.） 

  

 創  立     1977年10月1日 

 

 資本金     4億9,900万円 

 

 役  員     代表取締役社長 三浦 寿哉 

                 取締役 鈴木 三男 

                 取締役 進藤 健輔            

                 監査役 宮本 和久 

                監査役 松本 憲一 

 

 従業員数   316人（2017年3月31日現在）  

         

 主要製品    防犯・防災関連機器、ハーブ          

     

 関連会社    セコムグループ各社   

                     

 主要取引先   セコム㈱ ほか 

    

事 業 内 容  
    

     ○ 開発・設計 

      セコム(株)開発センターやＩＳ研究所と連携して、セキュリティ機器の開発 

      設計を行っています。 

    また、品質の高い製品開発を第一とし、環境にやさしく、作りやすさと 

    コストパフォーマンスに優れた設計に取り組んでいます。  

     

  ○ 製 造 
    部品調達から製造、出荷まで、環境負荷の少ない「効率的生産」を 

    目指し取り組んでいます。 

    また‘ムダ取り’にも取り組み、マン・マシンの融合化による高効率、 

    高品質な機器の生産に挑戦しています。 

     

  ○ 物  流 

     セコムの物流拠点として、各種セキュリティ機器や物品・工事材料等を出  

    荷しています。 

 

 ○ ハーブの生産（ハイプラント）‥ ＩＳＯの登録活動範囲外です。 

    水耕栽培の植物工場で生産されるセコムのフレッシュハーブは13種類。 

    地元企業と協力し、コラボ商品の開発も行っています。     

   組 織 図  
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ＩＳＯ事務局 
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〇トップメッセージ 

 セコムグループはセコムグループはセコムグループはセコムグループは、、、、日本初日本初日本初日本初のののの警備保障会社警備保障会社警備保障会社警備保障会社からスタートしてからスタートしてからスタートしてからスタートして、、、、現在現在現在現在ではセキュリティではセキュリティではセキュリティではセキュリティ事業事業事業事業のほかのほかのほかのほか

にににに、、、、防災防災防災防災、、、、メディカルメディカルメディカルメディカル、、、、保険保険保険保険、、、、地理情報地理情報地理情報地理情報サービスサービスサービスサービス、、、、情報通信情報通信情報通信情報通信、、、、不動産不動産不動産不動産のののの事業事業事業事業をををを展開展開展開展開していますしていますしていますしています。。。。                                                                                                                                                                                            

    これらこれらこれらこれら７７７７つのつのつのつの事業事業事業事業をををを結集結集結集結集しししし、「、「、「、「誰誰誰誰もがもがもがもが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らすらすらすらす、、、、快適快適快適快適でででで便利便利便利便利なななな社会社会社会社会」」」」をををを目指目指目指目指してしてしてして、、、、    

““““ＡＬＬＡＬＬＡＬＬＡＬＬ    ＳＥＣＯＭＳＥＣＯＭＳＥＣＯＭＳＥＣＯＭ””””でででで取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

    セキュリティのセキュリティのセキュリティのセキュリティの分野分野分野分野ではではではでは、、、、おおおお客様客様客様客様にににに提供提供提供提供するサービスのクオリティをよりするサービスのクオリティをよりするサービスのクオリティをよりするサービスのクオリティをより一層向上一層向上一層向上一層向上させるためにさせるためにさせるためにさせるために、、、、    

設計設計設計設計、、、、製造製造製造製造、、、、販売販売販売販売、、、、設置工事設置工事設置工事設置工事、、、、そしてそしてそしてそして運用運用運用運用・・・・保守保守保守保守までまでまでまで、、、、グループグループグループグループ内内内内でででで自己完結的自己完結的自己完結的自己完結的にににに行行行行うううう一貫責任一貫責任一貫責任一貫責任

体制体制体制体制をををを構築構築構築構築していますしていますしていますしています。。。。    

    そのそのそのその中中中中でででで、、、、セコムセコムセコムセコム工業工業工業工業はははは１９７７１９７７１９７７１９７７年設立以降年設立以降年設立以降年設立以降、、、、セコムグループセコムグループセコムグループセコムグループ製造部門製造部門製造部門製造部門のののの中枢工場中枢工場中枢工場中枢工場としてとしてとしてとして、、、、常常常常にににに

おおおお客様客様客様客様のののの視点視点視点視点でででで考考考考ええええ、、、、付加価値付加価値付加価値付加価値（（（（差異化差異化差異化差異化））））のあるセキュリティのあるセキュリティのあるセキュリティのあるセキュリティ機器機器機器機器のののの設計設計設計設計・・・・製造製造製造製造をををを行行行行ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。    

    今後今後今後今後ともともともとも、、、、自自自自らららら考考考考ええええ、、、、行動行動行動行動しししし、、、、よりおよりおよりおよりお客様客様客様客様にごにごにごにご満足満足満足満足いただけるサービスをいただけるサービスをいただけるサービスをいただけるサービスを提供提供提供提供していきますしていきますしていきますしていきます。。。。  

                                                                                                                        代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長    三浦三浦三浦三浦    寿哉寿哉寿哉寿哉    
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セコムの理念 

 

 セコムには、社員が常に生き生きとし、組織の力を十分に発揮できるようにするために、創業以来脈々と受け継がれ 

ている理念や考え方があります。 

 代表的なものは、進歩に対する意欲を持ち、現状を打破することで独創的なシステムやサービスを創出する「現状打 

破の精神」、セコムにとってではなく社会にとって正しいか、公正であるかを判断基準にする「正しさの追求」で、これら 

の理念の浸透が、セコムの成長・発展の大きな原動力となっています。 

 また、お客様をはじめとするステークホルダーの皆様からの信頼をいただくために、セコムでは法ならびに法の精神を 

遵守し、法令で一般に定めるものよりさらに厳しい、セコム社員としての心得および行動基準を定めています。 

■「セコムの事業と運営の憲法」  
 

  セコムの基本理念である「社会に有益な事 

業を行う」を常に考えの根底にすえて、事業 

を行っていくために、セコムグループが実施 

すべき事業方針を定めています。 

■「運営基本１０カ条」  
 

  「セコムの事業と運営の憲法」を土台として、 

セコムが「社会システム産業」として発展を 

するために、そして組織の風土が常に革新的 

であり、濁りのない清冽なものであり続ける 

ために、あるべき考え方、あるべき姿を、運 

営の基本方針として定めています。 

■「セコムの要諦」  
 

  1962年の創業以来培われたセコムの行動原理を基盤とし 

て、セコムグループの発展と社員の人間的成長を達成するため 

の共通の理念を定めています。 

■「セコムグループ社員行動規範」  
 

 「セコムの事業と運営の憲法」「セコムの要諦」とともに、コンプ 

ライアンスの面からみて、いつの時代にも通用する普遍性を持 

つものとして制定されました。 

 「セコムグループ社員行動規範」には、セコムグループすべての

社員のあるべき姿およびあらゆる業務の根底にあるコンプライ 

アンスに関する考え方が規定されており、社会、お客様、 

お取引先などとの関係における心得や具体的に遵守すべき 

行動基準が明記されています。 

「セコムの理念」（白本）で理念を共有  

 

  創業以来、セコムグループの基本的な考え方やあるべき姿、行動原理として培われてきた「セコム 

の理念」を、「セコムの事業と運営の憲法」「セコムの要諦」などとともにハンドブックとしてまとめて、 

全社員に配布しています。表紙が白いことから、「白本」の愛称で社員に親しまれています。 

  「セコムの理念」は、社内報「セコミティー」の巻頭でも毎回取り上げ、理念の共有と実践を徹底 

させています。 

世界に広がる「セコムの理念」  

 

 海外でも日本と同じ高いレベルの「安全・安心」を提供するためには、マニュア 

ルや規則どおりに業務を行えばよいのではなく、なぜそうするのかという基本的な 

考え方を理解して取り組むことが重要です。 

 そこで、「セコムの理念」や「セコムグループ社員行動規範」を各国の言語に翻 

訳して、組織の一人ひとりに浸透させています。 

 

 



セコム工業 の 環境保全活動 

～環境経営～ 

■ 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（以下、ＥＭＳ）を導入し、 

  ＰＤＣＡサイクルを継続的に展開することで、地球温暖化防止、資源の有効活用、生物多様性の保全 

  など環境経営を深化させています。 

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、地球環境の保全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、環境マネジメントシステムを構築し、 

 全ての事業活動において地球環境保全に配慮した行動をとります。  

【環境スローガン】 

 『豊かな緑の地球を次世代に継承する』 

【行動指針】 

  （事業による環境貢献） 

 1. 当社は地球環境に与える影響を考慮した企業活動の実践と、製品の提供により、地球環境課題の 

   解決に貢献します。 

  （事業運営における環境保全活動） 

 2. 当社は自分たちが提供する製品のライフサイクルを考慮し、地球温暖化防止、資源の有効利用、 

   生物多様性保全など、地球環境保全に資する行動を実践します。 

  （環境マネジメントシステムの継続的改善） 

 3. 当社は環境パフォーマンスを向上させるための取り組みとして、環境マネジメントシステムの継続 

  的な改善に努めます。 

  （組織の遵守義務） 

 4. 当社は環境保全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します。 

  また、自主規制を設定して環境保全に取り組みます。 

  （社員のモチベーション向上） 

 5. 当社は本環境方針を社内に周知し、社員１人ひとりが環境問題、法令遵守の重要性を理解し、高い 

  モチベーションで環境保全活動に取り組むことができるよう教育・啓発を推進します。 

  （社会とのコミニュケーション） 

 6. 当社は広く社会に環境情報を開示し、利害関係者の方々とのコミュ二ケーションを通じて社会から 

  の期待に応えられるよう努力します。 

～法令遵守（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   ： 2016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、遵守評価を実施した結果、全ての項目を遵守してい 

   ることを確認しています。 
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豊かな緑の地球を次世代に継承する 

～２０１６年度 環境保全活動のまとめ～ 

■ 2016年度 環境目的・目標 

  2016年度は  「ＩＳＯ14001新規格への移行対応」  「PCB廃棄物の処分」  「ＥＭＳコストダウン」など、 

  エコ活動部分の施策については全項目達成することができました。 

■ マネジメントシステム統合プログラム 

当社は、2015年度より ＩＳＯ9001とＩＳＯ14001の 

外部審査を 「マネジメントシステム統合プログラム」 

にて受審しています。 

これにより 「従業員が分かりやすく、経営層が使い 

やすい」 そして 「事業目標やビジョンの実現に直結 

するマネジメントシステム」となるよう取組んでいます。 

 

 

 

 

 

                                      ＪＱＡ マネジメントシステム統合プログラム資料をもとに編集               

６ 

環境目的 ２０１６年度目標 

１．マネジメントシステムの有効性向上  ① ISO14001の新規格への移行対応      （2017年10月受審に向け） 

 ② ISO事務局新設によるシナジー効果の創出  

 ③ 内部環境監査員の更なる力量向上     （新規格対応へのｽｷﾙｱｯﾌﾟ） 

２．新物流センター建設のフォローアップ  ① 「5Ｒ+Ｓ活動」の実施 

 ② ＰＣＢ廃棄物の処分 

３．環境ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽの更なる向上   ① ＥＭＳコストダウン 

 ② 生物多様性の取組み 

 ③ 環境レポートの発行 

 ④ サプライチェーン温室効果ガス算定 

 ⑤ 会社周辺美化運動、地域ボランティア活動の推進 

 ⑥ 環境出前教育の実施 （白石蔵王エコフォーラムの活動） など 

     上記エコ活動部分の施策に加え、 

     各部署の本来業務を通じて環境負荷低減活動を実施しています。  

■ 上記のほかにも各種取組みを実施しました。 

  ・是正処置及び予防処置              ・法令遵守 

  ・資源の有効活用                   ・地球温暖化防止 

  ・各種エネルギー使用量管理             ・社会貢献活動 など 



セコム工業 の 環境保全活動 

７ 

～ ２０１６年度 環境目的・目標 ～ 



豊かな緑の地球を次世代に継承する 

８ 

新物流ｾﾝﾀｰへの引越等で出た

不要品を分別し、可能な限り

有価売却することにより、 

産業廃棄物排出量の削減に 

取り組みました。 

雨水の再利用、新電力導入、 

契約電力の低減、さらには 

５Ｒ+Ｓ活動による産業廃棄

物排出量の削減などにより、 

コストダウンを図りました。 



セコム工業 の 環境保全活動 

～地球温暖化防止のために～ 

■ 温室効果ガス排出削減へ向けた中長期目標の策定 
  

セコムでは世界196の国と地域が合意した「パリ協定」 

の発効ならびに日本政府の「地球温暖化対策」を踏ま

え、ＳＢＴ（科学的な根拠に基づいた削減目標）を考慮し

て、セキュリティ事業グループ（セコムグループ内の27社） 

の新たな2030年度中期目標を策定しました。 

さらに、世界の平均気温の上昇を2℃未満に抑えるため

に、2050年に向けてセコムグループ全体で温室効果ガス

排出の大幅削減を目指します。 
    

当社としても、この方針に基づき 「更なる効率化の推進」 

「環境負荷の低い新電力への切替」 「省エネ施策の実

施」などを実施していますが、事業拡張の影響により、

2016年度実績は対前年度比10.8％増加し1195トンと

なりました。この傾向は2017年度以降も続くことから、

「再生可能エネルギーの導入検討等」も含め、中長期目

標の達成へ向け取り組んでいきます。   

中期目標 

 20302030年度の温室効果ガス排出を、年度の温室効果ガス排出を、  

      20132013年度比で年度比で3535％削減する％削減する  

長期的にめざす姿 

20502050年に向けて温室効果ガス排出の年に向けて温室効果ガス排出の  

            8080％削減をめざす％削減をめざす  

中期目標と実績 

2016年度ＣＯ２排出量の内訳 

各種施策の実施例 

 2017年1月から 

 検査工程に協働ロボット導入 
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2014年7月から 

新電力への切替 

環境負荷の低い新電力環境負荷の低い新電力環境負荷の低い新電力環境負荷の低い新電力    

 

低燃費車の使用 

 

ＬＥＤ照明、地中熱利用など 



電力    2，642MWh 

ＬＰＧ        6.0千ｍ3 

ガソリン      4.5千ℓ 

軽油       1.1千ℓ 

水         5.7千ｍ3 

INPUT 
温室効果ガス   1，195 ｔon-CO2 

 

産業廃棄物排出量   22.1ton 

 

一般廃棄物排出量    9.2ton 

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。 

（ハイプラント除く） （ハイプラント除く） 

豊かな緑の地球を次世代に継承する 

１０ 

～資源の有効活用～ 

  資源の枯渇、増え続ける廃棄物などの世界的な環境課題に対応するため、欧州委員会は循環型経済の 

構築を目指す戦略 「サーキュラー・エコノミー」を打ち出しました。これは、リユースを容易にする設計を推奨

し、リサイクル率の向上などにより、資源の利用効率を高めることを目的とするもので、これまでのセコム、 

そして当社の取組みと共通しています。 

 

■ 「環境配慮設計」 への取り組み 

    商品やシステムの開発・設計において、省電力化、リユース、長期使用、有害化学物質の不使用など、 

   環境への影響を考慮した「環境配慮設計」を実践するため、サプライヤーの皆様に「グリーン設計ガイ    

   ドライン」を配布しています。 

 

■ 資源の有効活用 

   ５Ｒ＋Ｓ活動*2の推進により、産業廃棄物量は2012年度の48.0トンから、2015年度には17.2トンまで 

   削減しました。2016年度は22.1トンと増加に転じましたが、これは５Ｓ活動を通じた職場環境の整備に 

   伴う一時的な増加です。 

28282828％増％増％増％増    

*2：５Ｒ＋Ｓ活動 ‥‥‥5R ( Reduce、Reuse、Recycle、Refuse、Repair ) + S (Sell 有価売却)による産業廃棄物の排出量削減活動です。 

                  Reduce（ゴミを減らす）、Reuse（再使用）、Recycle（再利用）、Refuse（ゴミになるものを断る）、Repair（修理）  

産業廃棄物量 

11111111％増％増％増％増    17171717％増％増％増％増    

12121212％減％減％減％減    

増増増増    

減減減減    

… 前年度対比で10％以上増加した項目 

… 前年度対比で10％以上減少した項目 

＋＋＋＋    

＜５Ｒ＋Ｓ活動＞ 

 事業拡張により電力使用量が17％増加しましたが、電力購入先のＣＯ２排出係数の改善の影響で結果として11％の増加となっています。 

 ガソリンが12％減少したのは、拠点集約に伴い車両による拠点間の移動が減ったことによるものです。 



セコム工業 の 環境保全活動 

～温室効果ガス排出量算定の取り組み （Scope1・2・3の把握）～ 

当社のセキュリティ事業について、サプライチェーン全体から排出される温室効果ガス排出量の算定を

行っています。事業活動に伴う直接排出であるＳｃｏｐｅ１、間接排出であるＳｃｏｐｅ２および社外の排出

であるＳｃｏｐｅ３を加えた2016年度の温室効果ガス総排出量は、約4.2万トンでした。 

 
環境省が「金融機関等向けサプライチェーン排出量等の情報開示基盤整備事業委託業務」の一環として、平成26年

度に実施したサプライチェーン温室効果ガス排出量の算定支援の内容に基づき算定しています。 

2016年度 

■ 海岸林再生プロジェクト  （2017年7月15日参加）  

 

  公益財団法人オイスカと被災された名取市の農家の方 

  たちが立ち上げた 「海岸林再生プロジェクト」に、社員・ 

  家族ボランティアを募り参加しました。 

  このプロジェクトは、東日本大震災の津波によって 

  失われた海岸防災林の再生へ向けて取り組んでいる 

  活動で、震災復興に貢献すると共に、小動物や鳥の 

  生息域の回復にも寄与しています。 

      

～生物多様性の保全～ 

海岸林再生プロジェクト 
（震災復興 と 小動物や鳥の生息域回復に寄与） 

１１ 

■ 構内の緑化活動、野鳥生息調査 

 

  温室効果ガスの削減や省資源など、自らの事業活動に 

  おける環境負荷低減を推進するとともに、構内の緑化 

  活動、野鳥生息調査や周辺地域の自然回復活動など 

  の地域貢献活動を継続的に行うことで、自然資本の 

  保全、及び生物多様性の保全に努めています。 

     

  また、野鳥生息調査の結果、宮城県レッドデータブック 

  に掲載されている絶滅のおそれがあり、緊急に保護が 

  必要な野鳥はおりませんでした。 

野鳥生息調査 
（当社に飛来する野鳥たち） 



豊かな緑の地球を次世代に継承する 

１２ 

■ 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。 

 ← ①2016年度は下記2校にて実施しました。 

     白石市立白石第一小学校様 （4年生        67名） 

    白石市立深谷小学校様     （4､5年生      19名） 

↑②先生、生徒の皆さんから届いた「お礼のお手紙」 

   ※ 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～ 

■ 清掃活動 

  環境意識啓発・向上を目指して、会社周辺美化運動を実施するとともに、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。 

白石蔵王エコフォーラム 
（環境面での相互協力と地域社会貢献） 

会社周辺の清掃活動 
（本社・宮城第一物流センターの周辺） 

白石市沢端川清掃活動 
（地域で開催される清掃活動） 

サンキューロード清掃活動 
（ハイプラント・菅生田倉庫の周辺） 



セコム工業 の 環境保全活動 

１３ 

～ ２０１７年度 環境目標のポイント  ～ 

環境目標 具体的な取組み項目 

１．マネジメントシステムの有効性向上 1） ISO14001の新規格での認証取得＆ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ診断の継続受審 
   2017年度の外部審査では、①新規格での認証取得に加え、更なる活動の推進に向けた   

   ②ＥＭＳステップアップ診断の継続受審   

２） 遵守義務を満たす組織の能力向上  
     法遵守の体制強化に向け関係者の力量向上の計画的な実施  

２．2030年度温室効果ガス削減目標 

  へ向けた取組み 

１） 年度エネルギー使用量の把握・分析  
    2030年度温室効果ガス削減目標へ向けた中長期計画策定のための 

   2016年度途中からの変更点を踏まえた年度エネルギー使用量の把握・分析の実施  

２） 温室効果ガス削減への取組み  

３．環境ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽの更なる向上 １） 省エネ、省資源施策の実施 
  ① 各部署の本来業務を通じての環境負荷低減活動の実施 

  ② ＥＭＳコストダウンの実施 

  ③ サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量の算定 

２） 自動化、効率化の推進 
  ① スマートファクトリーの実現へ向けた取組み 

３） 環境意識の高揚 
  ① SECOMの「エコピープル」の推進 

  ② 生物多様性の取組み 

  ③ 環境情報開示の推進 など 

  マネジメントシステムの有効性向上 

   ISO14001の新規格（2015年版）での認証取得  
     2017年10月3日～6日の外部審査の結果、ＩＳＯ14001の新規格（2015年版）での認証を 

     取得することが出来ました。 

     また、同様にＩＳＯ9001も新規格（2015年版）での認証を取得しました。 



豊かな緑の地球を次世代に継承する 

１４ 

  環境パフォーマンスの更なる向上 

  ＥＭＳステップアップ診断 レベル４の継続認定 
       （ＪＱＡ登録組織 ４０００組織中 レベル４認定は※14組織のみ） 

     2017年10月3日～6日の外部審査の結果、前回（2014年：ＥＭＳステップアップ診断は３年に 

     １度の更新審査時にあわせて実施される）から、27評価項目中7項目で評価点がさらに向上する 

     など、組織の内部統制（内部監査）、企業の社会的責任（法遵守、情報開示・透明性）などで非常 

     に高いレベルの評価をいただきました。 

     ５段階評価 ‥  ５：クラス最高（※認定組織なし）、４：継続的改善強調（※実質最高の評価） 

                 ３：安定・正式システムアプローチ、２：受動的アプローチ、１：基本システム構築 

                ※ は 当社が認定を受けた2017年10月にＪＱＡに確認した時点の内容です。 

結果として総合評価においても、５段階中 

で 「４」 という高評価を受け、これまでの取 

り組みがＥＭＳ向上に大いに役立っている 

ことが確認されました。  

  自動化、効率化の推進 

    （協働ロボット活用術確立 労働生産性4.4倍、生産量2.8倍） 

当社は、警備機器の製造で産業用ロボットを活用

した生産技術を確立し、労働生産性を4.4倍に向

上させました。夜間に一部工程を無人で稼働する

などし、人を増やすことなく生産ラインを２ラインに

拡充して生産量を2.8倍に増加しました。 

 

人手不足で増産対応が難しくなるなか、安定した

生産体制を構築。作業負荷が大きい検査工程の

自動化で労働環境も改善しました。 

2018年4月までに3台のロボットの追加を計画し

ており、昼夜で検査品目を変えるなど自動化技術

を高度化し、人手の確保に左右されない安定した

生産基盤を確立していきます。 

2017年11月1日 日刊工業新聞 掲載記事より 
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