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１．組織の概要 

１）事業所名及び代表者名 

     株式会社 ピー・エム・オー   代表取締役 小澤 一哲 

 

２）所在地 

工場名 住   所 

本社 静岡県浜松市浜北区豊保245 

本社工場（第１・第２） 静岡県浜松市浜北区豊保245 

       ＊新城工場は有限会社ピー・エム・オーの工場でエコアクションは対象外 

 

３）対象範囲 

   全社取組 

 

４）環境管理責任者氏名及び連絡先 

環境管理責任者   平松 正和 

担 当 者       中村 充孝 

     連 絡 先     ＴＥＬ：（０５３）５８０－３５３３ 

               ＦＡＸ：（０５３）５８８－３３９３ 

             Ｅメール： m-nakamura@pmo-group.co.jp 

 

５）事業活動の主な内容 

     自動車用組電線の組立製造 

  

６）事業の規模   

事 業 項 目 単位 令和1年度 令和2年度 令和3年度 

① 主要製品の売上高 百万円 701 714 917 

②従業員数 名  98 98 98 

③事業所の面積 

（延べ床面積） 

土地 ㎡ 9,326 9,326 9,326 

建物 ㎡ 4,075 4,075 4,075 

 

   ７）会社の沿革 

平成０８年０８月 有限会社ピー・エム・オー設立 

平成１９年０５月 本社を貴布祢147-3から豊保245に移転 

平成１９年０８月 社名を株式会社ピー・エム・オーに組織変更 

平成２７年０４月 高丘工場を貴布祢工場へ統合 

令和０１年０１月 貴布祢工場を閉鎖、本社工場へ統合 

 

  ８）事業年度 

     9月～翌年8月 
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２．環境経営方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
環境経営方針 

私たちは、地球環境にやさしい安心で安全な｢ものづくり｣を目指し、以下の方針 

を定めて、私たちのすべての活動において、環境管理に責任をもって取り組みます。 

 

環境理念 

 

   私たちは、矢崎地球環境憲章に基づいた、自動車用組電線の生産活動を通じ、 

環境保全の重要性を認識し、環境、製造が共生した継続的な環境負荷の削減に 

取り組み、地球環境保護と豊かな社会の実現に貢献します。 

   

行動指針 
 

環境理念を実現するため､全ての従業員等に周知させ､次のことを実行します。 

 １ 切断ロス、圧着不良ロスなどの品質不良の削減をします。 

２ 継続的改善及び汚染予防のため、最善の準備と施策を講じます。 

３ 次の事項に関して目標を掲げ､計画的に進めます。 

     ・ エネルギ－の効率的使用(地球温暖化防止) 

・ 廃棄物の削減 

     ・ 排水の削減 

     ・ 周辺環境に配慮した改善活動 

４ グリーン購入に努めます。 

５ 法規制等及び当社が同意するその他の要求事項を遵守します。 

   ６ 環境経営レポートを作成し、一般に公表します。 

                                       

改定８版： 平成２９年１２月１２日 

制定  ： 平成２０年０３月２５日 
                   

株式会社ピー・エム・オー 

代表取締役社長 小澤 一哲 
 

 



品質不良の削減 電線不良ロスの削減 令和2年度比-2% 令和2年度比-3%

（ｋｇ/百万本/百万円） 2.31 2.29

二酸化炭素排出量削減 CO2排出総量 令和2年度比-2% 令和2年度比-3%

（kg-CO2） 159,688 158,059

CO2排出量 令和2年度比-2% 令和2年度比-3%

（kg-CO2/百万円） 228.22 223.66 221.37

電力使用量の削減 令和2年度比-2% 令和2年度比-3%

（kwｈ/百万円） 467.39 458.04 453.37

自動車燃料使用量の削減 令和2年度比-2% 令和2年度比-3%

（リットル/百万円） 11.50 11.27 11.16

廃棄物排出量の削減 一般廃棄物 令和2年度比-1% 令和2年度比-2%

（kg/百万円） 1.72 1.70 1.69

産業廃棄物 令和2年度比-1% 令和2年度比-2%

（kg/百万円） 1.11 1.10 1.09

令和2年度維持 令和2年度比-1%

（m3/百万円） 0.96 0.96 0.96

購入金額に対し 購入金額に対し 購入金額に対し

71.50% 71.50% 72.00%

新入社員の教育活動

地域清掃活動

3.環境経営目標　　※令和2年度スタート（実績値）時の目標

環境経営目標

入社時実施

グリーン購入の推進

令和3年度

水使用量の削減

162,947

令和4年度令和2年度

2.36

年2回 年2回

※購入電力の二酸化炭素排出係数は、令和2年度中部電力株式会社（0.426）を使用しております。

環境保全の意識向上の推進

入社時実施 入社時実施

年2回
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9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

1-1.電線不良ロスの削減

1-2.設備の定期点検による修理・調整ロスの削減

2-1.デマンドコントローラによる削減

2-2.休憩時間・不要時の空調・照明の電源OFF

2-3.空調の定期清掃

2-4.照明の適正化

2-5.省エネ機器の検討・導入

2-6.省エネ運転の推進

3-1.ごみの分別徹底

　　　

3-2.コピー用紙使用量の削減

3-3.ごみの資源化

4-1.節水活動の実施

5-1グリーン購入対象商品の利用拡大

6-1.新入社員の教育・訓練の実施

7-1.定期的な清掃活動
●

日程

品質不良の削減

廃棄物排出量の削減

環境経営目標 経営計画内容 責任者

● ● ● ●

● ●

●

● ● ● ●

●

●

● ● ● ● ● ●

● ●

●

● ● ● ●

●

● ● ●●

山下/後藤

山下

中村

中村

山下/後藤

山下

山下/後藤

グリーン購入の推進

中村

中村

山下/後藤

中村

中村

山本/舩木

中村

４．環境経営計画

CO2排出量の削減

水使用量の削減

中村

地域社会の環境保全活動の推進

環境保全の意識向上の推進
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目標 実績 評価

kg/総本数/百万円 2.31 2.14 ○

kg-CO2 159,688 158,677 △

kg-CO2/百万円 223.66 172.90 ○

kWｈ/百万円 458.04 345.91 ○

リットル/百万円 11.27 10.09 ○

・廃棄物排出量 一般廃棄物 kg/百万円 1.70 1.04 ○

産業廃棄物 kg/百万円 1.10 0.86 ○

% 71.5% 71.5% ○

m3/百万円 0.96 0.89 ○

実施有無 - 13回 ○

回 2回 2回 ○

【品質不良の削減】

立上げ製品がいくつかあり、その製品の段取り替え時のロス数が増えています。

ロス数が増えていることに気を付けて、来期も不良削減に取り組まないといけないと考えます。

【CO2排出量】

蛍光灯をLED化したことと、節電効果が出ていることで、CO2排出量が削減できている。売上高増により

売上高比で削減した結果となっている。

自動車燃料使用量は、総量も減少し、売上比も目標達成となりました。

ガソリン車からハイブリッド車へ買い替えたことの効果も出ていると思われます。

【廃棄物排出量】

一般廃棄物は、コピー用紙の裏紙再利用を進め、排出量の削減はできています。産業廃棄物については、

年1回の排出となっており、排出量は昨年と同様ですが、売上高増により指数は減少しています。

【グリーン購入の推進】

グリーン購入対象商品の積極的利用を推進しました。（カウネット。モノタロウ注文時に実施）

【水使用量の削減】

総排出量は増えていますが、売上高増加により、指数目標は達成しています。

【法規制の遵守への対応】

法規制等の遵守評価を行った結果、すべて遵守できています。

【環境保全の意識向上活動の推進】

新入社員（中途社員も含む）に対して環境保全の教育を実施しまし、派遣社員にも教育をスタートしています。

【地域社会の環境保全活動の推進】

地域活動における側溝清掃を実施しました。

会社周辺の清掃活動を年2回実施しました。

・品質不良の削減

５．環境経営計画の取組結果とその評価

環境保全の意識向上活動の推進

地域社会の環境保全活動の推進

グリーン購入の推進

環境経営目標

・CO2排出量

　電力使用量

　自動車燃料使用量

水使用量の削減

・CO2排出総量
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実績値

単位 目標策定基準

Ａ Ｂ=A×（１－削減率） Ｂ Ｃ D=B/C

１ 電線ロス率 kg/総本数/百万円 2.36 基準年実績の2.0％削減 2.31 2.14 107.9%

2 二酸化炭素総排出量 kg-CO2 162,947 基準年実績の2.0％削減 159,688 158,677 100.6%

2-1 二酸化炭素排出量 kg-CO2/百万円 228.22 基準年実績の2.0％削減 223.66 172.90 129.4%

2-2 電力使用量 kwｈ/百万円 467.39 基準年実績の2.0％削減 458.04 345.91 132.4%

2-3 自動車燃料使用量の削減 自動車燃料使用量 リットル/百万円 11.50 基準年実績の2.0％削減 11.27 10.09 111.7%

3 廃棄物排出量の削減 一般廃棄物 排出量 kg/百万円 1.72 基準年実績の1.0％削減 1.70 1.04 163.5%

産業廃棄物 排出量 kg/百万円 1.11 基準年実績の1.0％削減 1.10 0.86 127.8%

4 水使用量の削減 上水使用量 m3/百万円 0.96 基準年実績維持 0.96 0.89 107.9%

5 グリーン購入の推進 月度進度 ％ 71.50% 71.50% 100.0%

6 月次進度 実施有無 27回 13回 100.0%

7 清掃回数 回 2回 － 2回 2回 100.0%

目　　　　　　標

全体

指標

※購入電力の二酸化炭素排出係数は、令和2年度中部電力株式会社（0.426）を使用しております。

番
号

二酸化炭素の削減

６.環 境 経 営 目 標 の 実 績

達成率

品質不良の削減

前年実績

全体

71.50%

令和3年度 （令和3年9月～令和4年8月）

二酸化炭素の削減（総排出量）

環境保全の意識向上活動の推進

地域社会の環境保全活動の推進

環境経営目標項目

電力使用量の削減

（環境活動計画/実績表に示す）
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基準指数 次年度目標

品質不良の削減 電線不良ロスの削減 基準年度比-3% 基準年度比-3.5% 基準年度比-4%

（ｋｇ/百万本/百万円） 2.36 2.29 2.28 2.27

二酸化炭素排出量削減 CO2排出総量 基準年度比-3% 基準年度比-3.5% 基準年度比-4%

（kg-CO2） 162,947 158,059 157,244 156,429

CO2排出量 基準年度比-3% 基準年度比-3.5% 基準年度比-4%

（kg-CO2/百万円） 228.22 221.37 220.23 219.09

電力使用量の削減 基準年度比-3% 基準年度比-3.5% 基準年度比-4%

（kwｈ/百万円） 467.39 453.37 451.03 448.69

自動車燃料使用量の削減 基準年度比-3% 基準年度比-3.5% 基準年度比-4%

（リットル/百万円） 11.50 11.16 11.10 11.04

一般廃棄物 基準年度比-3% 基準年度比-3.5% 基準年度比-4%

（kg/百万円） 1.72 1.67 1.66 1.65

産業廃棄物 基準年度比-3% 基準年度比-3.5% 基準年度比-4%

（kg/百万円） 1.11 1.08 1.07 1.07

基準年度比-1% 基準年度比-2% 基準年度比-3%

（m3/百万円） 0.96 0.95 0.94 0.93

購入金額に対し 購入金額に対し 購入金額に対し

71.50% 72.00% 72.00% 72.50%

新入社員の教育活動

地域清掃活動

７-1．次年度以降の目標

入社時実施

中期目標

環境経営目標
令和6年度平成5年度

入社時実施

グリーン購入の推進

廃棄物排出量の削減

令和4年度

※購入電力の二酸化炭素排出係数は、令和2年度中部電力株式会社（0.426）を使用しております。

年2回

環境保全の意識向上の推進

入社時実施 入社時実施

令和2年度

年2回 年2回

水使用量の削減

年2回
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部署 経営計画 具体的な活動内容 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

1-1.電線不良ロスの削減 製造部（製造1課） 1-1-a.作業標準の不備見直しによる標準作業化 ・図面、作業標準をタブレットに組み込む

1-1-ｂ.ロス数の見える化 ・日々のロス数を掲示

１-1-c.多能工化（令和4年の重点計画） ・突発対応（急な休み含む）できる切断、圧着、

 中間検査要員を育成する

1-2.設備の定期点検による 製造部（製造1課） 1-2-a.始動時の自主点検方法の見直し（タブレットへ入力） ・KINTONEの活用

　　修理・調整ロスの削減 技術部（保全課） 　　　　※前期未達成のため継続課題として実施 ・IT化にすることで管理者のスムーズなチェック

1-2-b.圧着機の定期メンテスケジュール化 ・設備保全課の定期メンテ

2-1.電力使用量売上比-2% 製造部 2-1-a.デマンドコントローラによる削減 ・昼休み等の一斉消灯

技術部 2-1-ｂ.休憩時間・不要時の空調・照明の電源OFF ・OA機器類の節電モード活用

品質管理部 2-1-c.空調の定期清掃 ・毎月１回の空調フィルタ清掃

総務部 2-1-d.照明の適正化 ・照明の配置換え・間引き

2-1-e.省エネ機器の検討・導入（本社棟、食堂のエアコン交換） ・3月起案、4月導入検討

2-2.自動車燃料使用量 製造部（生産管理部） 2-2-a.省エネ運転の推進 ・ドライブレコーダー導入

　　売上比-2% 総務部 ・ドライブレコーダーの管理ツール活用

2-2-b.低燃費車の検討・導入 ・自社便のハイエースのルート見直し

・特車の削減

3-1.一般廃棄物排出量 全社 3-1-a.ごみの分別徹底 ・分別することでリサイクルに取り組む

　　売上比-2% ・再利用可能なものを使用する

3-1-b.コピー用紙使用量の削減 ・コピー用紙の裏面利用

・紙保存からデータ保存への推進

・FAXからEメール利用の推進

3-2.産業廃棄物削減 製造部 3-2-a.廃棄物の再利用推進 ・捨てる前に再利用を推進

　　売上比-1% 技術部 3-2-a.廃棄物の資源化 ・資源化できるように分別

水使用量維持 全社 4-1.節水活動の実施 ・節水表示の徹底

・検針によるデータ確認・水漏れ点検

購入金額に対し、70.00% 総務部 5-1グリーン購入対象商品の利用拡大 ・事務用品についてグリーン購入対象商品を

　積極的に利用する

教育・訓練の実施 EA21事務局 6.新入社員の教育・訓練の実施 ・新入社員の入社時に教育を実施する

年2回 全社 7.定期的な清掃活動 ・工場周辺の清掃活動

・地域清掃活動への参加

6.環境保全の意識向上の推進

●

7.地域社会の環境保全活動の推進

７-2．次年度以降の取組内容

環境経営目標

2.CO2排出量売上比-2%削減

3.廃棄物排出量の削減

4.水使用量の削減

5.グリーン購入の推進

1.品質不良の削減

日程

● ● ●

●● ●

● ●

●
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令和4年　10月　1日

８．環境関連法規への違反・訴訟等の有無
確認・承認

   １）当社に適用となる環境関連法規への違反 

　　　　　表１．の通り、環境関連法規等への違反はありません。

表１．環境法規制等の遵守評価表

遵守状況

判定

家電リサイクル法 ・適切に引渡し､リサイクル料金の支払。 － 廃棄なし

自動車ﾘｻｲｸﾙ法 ・適正引渡し及びリサイクル費用負担 － 廃棄なし

産業廃棄物 ・保管基準の遵守（保管場所表示、飛散・漏洩防止） ○ 保管場所（容器、看板）

　　　　処理法 ・委託（収集運搬､処理許可業者に委託） ○ 業者の許可書の写し

（有価物以外は ・委託契約（契約書の締結、業者の許可書の確認） ○ 契約書

 産業廃棄物） ・水銀使用製品の適正廃棄（収集運搬、処理業者に委託） ○ 契約書

・ﾏﾆｭﾌｪｽﾄの交付､管理（発行、追跡管理等） ○ マニュフェスト

フロン排出抑制法 ・ﾌﾛﾝ使用製品のﾌﾛﾝ回収業者に引き渡し。 ○ 指定業者にて処理

・簡易点検及び定期点検の実施 ○

ＰＲＴＲ法 ・第1種､第2種指定化学物質の移動排出量届出 － 使用なし、SDS

浄化槽法 ・設置・変更届出 ○ 設置届書

・保守点検､清掃（県知事許可業者による） ○ 業者の実施結果表

・水質検査（第11条検査） ○

騒音規制法 ・特定施設の設置及び変更届出 ○ 設置届書

・規制基準の遵守（工場境界線） ○

振動規制法 ・特定施設の設置及び変更届出 ○ 設置届書

・規制基準の遵守（工場境界線） ○

省エネ法 ・ｴﾈﾙｷﾞｰ使用合理化の努力義務 －

消防法 ・危険物、可燃物の保管管理 － 購入実績

　　　　　　違反・訴訟等はありませんでした。

　　　　　　また、関係当局及び近隣住民からの指摘等は、過去３年間ありませんでした。

適用法規制等 適　　用　　項　　目　　・　　内　　容 情報等入手先

１５００L未満

平松
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９．マテリアルフロー

マテリアルフロー

電力 317,453　kWh CO2排出量　　　　　158.6t

軽油 7,532　L 一般廃棄物排出量　　956kg

ガソリン 1,727　L 産業廃棄物排出量　　795kg

水使用量　　　　　　1.7t

１０．使用量・排出物の推移

INPUT 工　場 OUTPUT
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EMS-様式-11

作成

環境管理責任者から社長への報告事項

情報名称等

①環境経営ﾚﾎﾟｰﾄ

②環境経営計画の実施及び評価結果 ①環境経営ﾚﾎﾟｰﾄ 品質不良の削減（電線ロス率の指標）を昨年からの継続課題に取り組み、一通りの成果を出した。

①環境経営ﾚﾎﾟｰﾄ Ｙ社からの確認で、一般廃棄業者（山三商事）と産廃業者との有価物がる場合の契約を見直すよう指示があり完了した。

無し 発生は無し。

 全体評価 と 見直し（社長記入）

１．環境経営方針 要／否 ①全員で取り組めるように意識を高めるようにすること。
改定の必要なし。 　2月と8月の一番高いデマンド値（204）が基本料金のベースと

　なるため、その値を超えないよう活動すること
２．環境経営目標及び環境経営計画（強化が必要な場合はその内容） 要／否 ②問題意識をもって対応し、新たな問題を見つけること。
前期に見直した指標「品質不良の削減の指標を、売上で割るのではなく、「ロス重量/切断本数」で過去数値も 　まだできることがたくさんあるという認識を持つこと。
変更するように検討すること。」について、まだ未完成である。来期は必ず実施すること。
３．実施体制 要／否 ③省エネタイプの機器等への交換は、必要に応じて検討
社員全員が環境意識を持てるような働きかけを事務局がすること。 　する。（LED蛍光灯への切り替えをしていない本社棟等）

改善指示事項に対する改善計画（環境管理責任者から社長へ報告）

3.EA21システム

環境管理責任者 → 社長 → 環境管理責任者 → EA21事務局保管

　環境経営面からの総体評価
改訂等の必要有無（「要／否」に○）とその理由、並びに改善・強化が必要な場合はその内容）　　　　　　 （環境管理責任者：　令和4年　11月　4日）

社長最終承認

令和4年11月3日11.代表者によるＥＡ２１全体評価と見直し結果表

報告すべき情報 主　　な　　報　　告　　の　　内　　容　

④環境情報発生状況(外部の苦情等）

③法規制等の遵守状況の結果

①環境経営目標の達成及び評価結果 全項目が目標達成となった。Y社からの緊急応援の対応をしたことにより、今期は前期よりも売上高がアップしたことに
より、全項目が目標達成となった。電力使用量がピーク月（2月と8月）に、エアコンの使い方を実施したことも電力使用
量削減には良い影響をしている。
来期に向けては、本社棟の照明設備をLED化することなどで、電力使用量、CO2排出量の削減を図りたい。

EA21のガイドラインに沿って見直し・改訂します。

2.環境目標及び環境活動計画 事務局だけでなく各部で連携して進めます。
令和4年　11月　11日



株式会社ピー・エム・オー　　実施体制

◆対象範囲：全社・全組織

代表者（代表取締役社長） ・環境経営方針を定める

・環境管理責任者を指名

・資源（ヒト・モノ・カネ）の用意

・システムを評価し、見直す

環境管理責任者（常務取締役） ・環境マネジメントシステムの総責任者としての役割権限を、他の責任に関わらず持つ

・環境マネジメントシステムの実施を代表者に報告

・EA21事務局の文書作成案に対するチェック及び改定の指示

EA21事務局 ・エコアクション21における文書の作成

・環境経営目標および活動計画案の作成

・環境関連法規等のとりまとめ及び遵守状況のチェック

・取り組みに必要な場合の手順書案作成

・事故および緊急事態の想定結果および対応策の策定

・環境負荷の自己チェック、取り組みの自己チェックの実施

・環境活動レポートの作成

部長・課長 ・自部門の環境マネジメントの実施

全社員 ・環境方針の確認、理解

・各個人における環境マネジメントシステムの実施

EA21事務局

平松正和

役割・責任・権限担当

代表取締役社長　（代表者）

小澤　一哲

環境管理責任者

部課長

全社員
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