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1．事業内容
久保電機製作所は、創業以来５０年以上にわたって蓄積さ
れた経験とノウハウを活かして、自動車用ワイヤーハーネ
ス加工を中心に商品をお届けしてまいりました。
各種ワイヤーハーネス製造販売及び、電線用チューブ販売
加工、各種組立て及び検査業務の受託、鉛フリー半田検査
セット製造販売の４つの事業を柱にして、お客様の課題解
決に向けて取り組んでいます。
品質管理国際規格である「ISO9001」の認証を取得し、
「高品質・低価格・短納期」のニーズに応える技術力によ
りお客様との信頼関係を繋ぎ続け、現在７０社を超える企
業様にお取引いただいております。
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２．環境経営方針

経営理念
ワイヤーハーネス技術をもとに、環境にやさしい新技術・新製品
の開発を通じて従業員と共に発展し、社会に貢献する。

行動指針
1. 事業活動を通して,省エネを推進し、二酸化炭素排出量削減に

努めます。
・省エネ設備導入、節電活動による電力使用量の削減に努めます。
・省エネ運転による車両燃料使用量の削減に努めます。

２.事業活動を通して、省資源を推進し、廃棄物の削減に努めます。
・廃棄物のリサイクルを徹底し再資源化の推進に努めます。

３.ＥＡ２１環境経営システムを構築し、運用し、経済・社会状況を
踏まえて、環境への取組みを継続的に行います。

４.環境経営における課題とチャンスを踏まえた事業活動に努めます。

５.環境に配慮した事業活動に努めます。
・グリーン購入及び販売に努めます。
・５Ｓ（整理、整頓、清潔、清掃、しつけ）の徹底に努めます。

６.環境関連法規に遵守した事業活動に努めます。

７.自動化・内職作業多能化の推進を図ります。

2015年7月21日 制定
2020年7月31日 改定

株式会社 久保電機製作所
代表取締役 川口 浩明
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３．組織の概要

（１）事業者名：株式会社 久保電機製作所

（２）代表者：川口 浩明

（３）所在地：
本社工場：〒145ｰ0065 東京都大田区東雪谷３ｰ１ｰ1
川崎工場：〒216ｰ0044 川崎市宮前区西野川3ｰ24ｰ2
野川工場：〒216ｰ0001 川崎市宮前区南野川３ｰ22-40

（４）環境保全関係の担当者連絡先
全社環境管理責任者：小嶋 光夫
全社連絡担当者 ：杉崎 和行
連絡先 電話：03ｰ3728ｰ5070

FAX：03ｰ3728ｰ5040

（５）事業活動：自動車用、産業機器、
その他のワイヤーハーネスの製造販売

（６）事業規模
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活動規模 単位 2021年度
売上高 百万円 440
従業員 人 51
本社工場床面積 ㎡ 400
川崎工場床面積 ㎡ 330
野川工場床面積 ㎡ 165



（７）活動対象年度
・事業年度：2021年4月～2022年３月
・次年度環境経営レポート作成予定：2023年8月

（８）環境経営レポート
・環境経営レポートを公表する（EＡ21中央事務局HP）
・社内にレポートを回覧し、情報の共有化を図る。
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４．対象範囲
◆認証・登録範囲

・本社 株式会社 久保電機製作所
東京都大田区東雪谷3ｰ1ｰ1

・事業活動 自動車用、産業機器、その他
のワイヤーハーネスの製造販売

・対象事業所 本社工場・川崎工場・野川工場
・対象組織 全社・全組織

５．実施体制
環境経営システム組織図
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代表取締役

全社環境管理責任者

EA21推進事務局

本社工場
環境管理責任者

川崎工場
環境管理責任者

野川工場
環境管理責任者

製造課 製造課 製造課



６.環境経営目標（中期目標）
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環境経営目標（中期目標）

項目 単位
2020年度実績

（基準年）
(2020.4～2021.3)

2021年度目標
(2021.4～
2022.3）
対基準年比0.5％
削減

2022年度目標
(2022.4～2023.3）
対基準年比1.0％
削減

2023年度目標
（2023.4～2024.3）
対基準年比1.5％
削減

二酸化炭素排出量の
削減

①工場電力使用量 ｋWｈ 106,573 106,040 105,507 104,974

②車両燃料使用量 Ｌ 10,545 10,492 10,439 10,386

二酸化炭素総排出
量(CO2）合計 ㎏⁻co2 85,637 85,208 84,780 84,352

水道使用量の削減

①水道使用量 ㎥ 298 296 295 293

紙使用量の削減

①紙使用量 t 0.518 0.515 0.512 0.510

一般廃棄物 t 1.144 1.138 1.132 1.126

内職作業者の教育

①本社工場（合計） 回 ５ ５ ５ ５

②川崎工場（合計） 回 ５ ５ ５ ５

CO2の調整後排出係数は０.574㎏ｰCO2（北陸電力平成29年度）



７．環境経営計画とその取組結果、次年度の取組

７．１環境経営計画とその取組結果
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環境経営計画 取組結果(評価）
1.二酸化炭素排出量の削減
①工場電気使用量の削減
・室内不在時、昼休み時間の消灯励行
・不使用時パソコン等の電源OFFの励行
・冷房設定温度２６℃以上の遵守
・暖房設定温度２２℃以下の遵守
・エアコン補助用扇風機の活用
・資材倉庫（地下室）の空調停止（不在時）
②車両燃料使用量の削減
・エコドライブの実施
・車両の定期保守点検整備
・車両エアコンの適正な温度管理

〇
△
×
△
〇
〇

〇
〇
〇

２.廃棄物排出量の削減
①ゴミ排出量の削減
・廃棄物の適正分別の実施
②紙使用量の削減
・不要コピーの削減
・電子メールの適正活用
・プロジェクタの適正活用
・目的に応じた印刷方法の励行（集約両面コピー等）
・裏紙の積極的な活用

〇

△
〇
〇
△
〇

３.水使用量の削減
①節水の励行 〇

４.内職作業者の教育
①内職作業者の教育実施
・社内環境教育の年１回実施 〇

評価印：〇:達成、△:ほぼ達成、×:未達成



７.２環境経営目標とその実績及び評価、次年度の取組内容(1年間の運用結果：2021/4～2022/3）

10

項 環境経営方針 環境経営目標 単位 2020年
度
基準期
間
2020/4
～

2021/3

2021年度
（2021/4～2022/3）

実績値/
目標値
(％表示）

評
価

結
果

取組結果と
次年度への
取組み

基準値
設定

目標(0.5％
減）

実績

１

二酸化炭素排
出量の削減

工場電気使用量
の削減
（数値目標）

車両燃料使用量
の削減
（数値目標）

プロパンガス使
用量の削減
（努力目標）

都市ガス使用量
の削減
（努力目標）

灯油使用量の削
減（努力目標）

kWｈ

L

Kg

㎥

L

106,573

10,545

23.6

52

254

106,040

10,492

23.5

51.7

253

112,279

10,669

27.7

61

294

106

102

117

117

116

×

×

×

×

×

目標値に対して、
約6,000kWh超えて
しまいました。生
産量の増加、新型
コロナウイルスが
原因と思われます。
更なる、電気消費
量削減を図る為、
省エネタイプの諸
設備の導入を図っ
ていきます。

目標値に対して、
177L超えてしまい
ました。生産量の
増加が原因と思わ
れます。車両燃料
使用量を削減する
為、EV導入を検討
したい。

二酸化炭素総
排出量
（CO2）合計

二酸化炭素総排
出量
（CO2）合計

㎏⁻CO2 86,453 86,020 90,146 104 × 目標値を超えたの
は、生産量の増加
が原因と思われま
す。電気使用量、
車両燃料使用量の
削減に注力します。

２
総排水量の削
減

水道使用量の削
減（努力目標）

㎥ 298 296 312 105 ×

３ 紙使用量の削
減

紙使用量の削減
（努力目標）

ｔ 0.518 0.515 0.40 78 〇

４ 一般廃棄物の
削減

廃棄量の削減
（努力目標）

ｔ 1.144 1.138 1.687 148 ×

５ 環境経営活動
の実施

環境経営教育の
実施(1回/年）

回 １ １ １ ○

１．生産量は、2020年4月～2021年3月 4,214,210本、2021年4月～2022年3月 4,984,528本
２．CＯ2排出係数は、電気:0.574、都市ガス:2.16、プロパンガス:3.00、ガソリン:2.32、灯油:2.49
３．評価印 〇：達成、×：未達成



８．SDGsの取組み
８．１ SDGｓとは

SDGsとは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発
目標）の略称であり、2015年９月に国連で開かれたサミットの中で
世界のリーダーによって決められた”国際社会の目標“です。

SDGsは、「17の目標」と「169のターゲット（具体目標）」で構成
されています。

８．２ SDGsの取組み方
昨今、話題になっているこの社会活動を久保電機製作所内でも展開出
来ないか検討した結果、以下の様な取組み方を策定しました。
活動は個人の活動として、会社を媒体、社会を媒体の２方向から活動
を開始する事にしました。
とは言え、直接利益に繋がる活動ではないので、活動の後押しが出来
る様、著しい活動をされた方に褒賞品を差し上げることにしました。

８．３ 活動内容
活動内容のリストの一部（会社、個人）を紹介致します。
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活動範囲 項 活動内容 ポイント

会社

１ エコ運転を実施する。 １
２ 社内の無駄な照明は消灯する。 １
３ ６ヶ月不良を発生させなかった。 ５
４ 検査基準の見直しを行った。 ３

活動範囲 項 活動内容 ポイント

個人

１ マイボトルを極力使っている。 １
２ フードロスをなくし、買いすぎをしないようにしてい

る。
１

３ 地域貢献の一環でボランティアをしている。 ３
４ 社会的弱者の救済（人に優しく、互譲精神、挨拶励

行）をしている。
５



８．４ 活動期間
活動期間：２０２１年４月～２０２２年３月

９．SDGｓの取組み結果
９．１ 活動結果

活動の結果、著しい活動をされた方上位５名の方を紹介致します。
５人の方に①プロフィール（自己紹介）②SDGｓの活動について
③今後の活動について、以上の内容を皆さんにお聞きしました。

（１）木村さん
①私は、総務課で事務職を担当しております。個人では、書道を

趣味としております。

②会社では、印刷済みの不用用紙の再利用を心掛けております。
（裏紙コピー用紙、メモ用紙）。個人では、節電の為、自宅廊下

の照明は人感センサーを使用、照明はLEDを使用しております。
食品ロスをなくす為、必要食材をメモして纏め買いし、買い物
の回数を減らしています。また、エアコン（冷房）の温度は
27～28℃に設定を心掛けております。

③会社では、デジタル化（印刷物を減らす）を考え、また５Ｓを
推進してスペースを確保し、そのスペースの有効利用を図って
いきたいです。個人では、災害時用として、ソーラー充電器の
購入を考えております。また、SDGｓのニュースなど情報にア
ンテナを立て、自分で出来ることを見付けられる様、日々心掛
けております。

（２）黒崎さん
①私は、会社では内職作業者の組立品の検査を担当しております。

個人では、体を動かす事、旅行（温泉）、ヨガなどで余暇を過ご
しています。

②会社では、ペーパレスに心掛け、使用済みのペーパの裏面は、
メモ用紙等に有効活用しております。また、不使用の照明等は
こまめに消す習慣にしております。
個人では、マイバッグ、マイボトルは必ず携帯しております。
環境にやさしい洗剤の使用、買い過ぎに依る食料の無駄はしない
様に心掛けております。また、過剰包装の品物は購入しない。
水道・電気の無駄な使用はしない様に生活しております。
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③会社全体で会社周辺等の清掃（ゴミ拾い等）をしてみたい。
一人では、行動しにくくても、皆でやれば抵抗感は少ないと
思います。この活動は、会社のPRにもなるし、SDGｓの活動に
も繋がると考えております。

（２）高尾さん
①私は、総務課で、主に製品出荷に関連する仕事をしております。

個人では、単館上映の映画鑑賞、様々な小説を読むのが好きです。
また、高校の頃からヤクルトスワローズのファンで神宮球場で
ビールを飲みながら観戦するのは、真夏の至福の一時です。

②会社では、エアコンの温度調節を適宜し、使用済み切手の寄付
をしております。また、無駄な印刷はしない様心掛けております。
個人では、マイバッグ、マイボトルを常用し、ペーパは使用せず、
代わりにハンドタオルを持参しております。また、フェアトレー
ド商品を見かけたら極力購入する様にしております。

③野菜に比べ、肉の生産は多くの資源が使用されているので、野菜
を食事に多く取り入れる為に、家でプランター栽培をしてみたい
です。また、ジェンダーフリーを意識して、広い視野で固定観念
に捉われない様、会社、家庭でも日々を過ごしたいと考えており
ます。

（４）辻さん
①私は、ハーネス系の製造を担当しております。個人では、これと

言った特別趣味はありませんが、簡単な手芸、パズル等が好き
好んでやっています。

②会社では、紙やダンボール等の再利用できるものはそのように
しています。個人では、マイバッグ、マイボトルを常用してお
ります。

③特にありませんが、足元の出来ることから、コツコツと続けたい
と思っております。

（５）渡辺さん
①私は、会社では、検査業務を担当しております。

②会社では、不使用の電気をこまめに切り、水や電気という有限な
エネルギーの無駄な使用をしない様心掛けております。個人では
マイバッグ、マイボトルを常用しております。
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③廃棄物の削減に繋がる身近な取組みとして、不要な書籍や衣類
は捨てずにそれらを必要とする機関等に寄付する様心掛けます。

10．SDGｓの活動の今後の課題
10．１今後の課題

今後の課題として、現時点では、本社工場だけの活動であるが、
川崎工場、野川工場と全工場に活動を広げていきたい。また、
活動を、会社を媒体とする活動を多く取り入れていき、教育的
要素も盛り込んで活動を活発にしていきたい。



11．環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果
並びに違反、訴訟等の有無

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等の違反は過去３年間ありません
でした。なお、関係機関及び工場近隣からの苦情は１年間ありませんでした。

2022.８.８ 作成
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環境法規制等の名称 遵守事項 対応概要
（法対象の場合、法規制概要を記載）

遵守
状況

█廃棄物処理法 ・分別状況 ・適正分別 〇

・リサイクルと廃棄物の区別 ・適正分別 〇

・保管の状態 ・保管確認 〇

・業者との契約書（全ての産廃業者と契
約されているか）

・保管確認 〇

・契約書の有無と許可証の期限（期限切
れではないか）

・契約書確認 〇

・事業系一般廃棄物の減量化と適正処理 ・廃棄物分別適正処理 〇

█消防法 ・消化設備（有効期限） ・各工場の消化設備確認 〇

・消化器の表示（見易いか） ・消化器表示確認 〇

█労働安全衛生法 ・定期健康診断 ・健康診断実施（第66条） 〇

・救急措置 ・救急措置方法実施（第66条） 〇

█顧客グリーンガイドライン ・環境法規制 ・環境関連法規制遵守 〇

・環境規制物質 ・禁止物質使用証明書入手 ⇒確認済み
（４７社全てに対応）

〇
〇

█都民の健康と安全を確保す
る環境に関する条例

・騒音規制 ・本社は、環境確保条例の認可工場（騒音規
制法の特定工場対象外）。他工場については
騒音測定し、問題無き事を確認済み。

〇

・アイドリングストップ
・エコドライブ

・環境確保条例 第３章第二節（励行）
・環境確保条例 第３章第三節（励行）

〇

█フロン排出抑制法 ・フロン漏洩防止 ・フロン排出抑制法に基づく簡易点検実施 〇

█川崎市廃棄物の処理及び再
生利用等に関する条例

・廃棄物発生防止 ・リサイクルの徹底 〇

█川崎市公害防止条例 ・アイドリングストップ ・公害防止 〇
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代表者 （代表取締役） 川口 浩明

報告者 （環境管理責任者） 小嶋 光夫

インプット情報 情報内容・資料等 代表者コメント

１．当社にかかわる環境関連法規制、及び
その他の要求事項遵守

遵守事項を一覧表に纏め、内容を
確認しました。

遵守事項を確実に守っている事を確認したの
で、今後も引き続き遵守する事。

２．環境経営目標 工場電気使用量、車両燃料使用量
共に目標値を超えてしまいまいま
したが、新型コロナウイルス感染
拡大防止の観点から、喚起を優先
したことが原因と考えられます。

工場電気使用量については、７０余本LED照
明を導入した。
引き続きLED照明の導入の促進を図る事。

３．環境経営計画の実施状況と評価 ほぼ計画通り実施しました。 生産量の増加に伴い、目標値を守れなかった。
また、新型コロナウイルスの様な想定外に外
的要因にも対応していきたい。

４．問題点の是正及び予防処置 評価の結果、未達の項目が、何点
かありました。

問題が有れば早期に報告する事。

５．外部からの苦情・要望等の有無及び訴
訟の有無

なし。 問題が有れば早期に報告する事。

６．緊急事態の対応 予定通り、緊急避難訓練を各工場
で実施しました。

緊急避難訓練は前年の課題も踏まえて継続し
て実施する事。

７．変化している周囲の環境状況 なし。 なし。

８．その他、特記事項 特になし。 SDGｓの活動を継続する事。今後は、事業を
通して活動することを考慮して実施する事。

代表者による全体評価と見直し・指示
1．代表者の総合コメント 日本がジェンダーと環境の分野、それからパートナーシップにおいて、特に取り組

みが遅れていることを指摘されています。「陸の豊かさを守ろう」も悪化している
と評価されました。暮らしや経済の豊かさは、豊かな自然環境の上に成り立つもの
です。

２．変更の必要性可否判断 １．環境経営方針 変更せず。

２．環境経営目標 毎度の事であるが、二酸化炭素総排出量の９
８％以上は、電力使用量と車両燃料使用量で
占めているので、削減活動はこの２点に注力
する事。

３．環境経営計画 前年度の活動内容を継続して行う事。

４．実施体制 変更せず。


