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経営理念

全従業員の物心両面の幸福の追求と

常に仕事を通して感動し

人に対しては感謝をわすれない。

私たちの仕事は、お客様のニーズに応え
可能性のお手伝いをすることです。

新しい混迷の時代を迎えた昨今、私たちの周りは、これまでにない早い
テンポで変化しています。 国家、企業、個人のあらゆるレベルでの変革
が、今日求められていると思います。私たちは、この変化の時代こそチャ
ンスと考え、複雑に絡み合う問題の本質をとらえ、そこから未来のあるべ
き姿をイメージし、その実現に向けて前向きにチャレンジしていくことを目指し
ていきたいと思っております。 また全社員が仕事に誇りを持ち、一致団結
して最新技術に挑戦し、たゆまぬ進歩の為、一人一人が努力を重ねて
います。その為に自由な発想を生み出せる環境作りを心がけています。
時代が変われば作るものも変わってくる。時代が変わっても、社会が変
わっても、製品に対する私たちの情熱と覚悟は変わりません。さらなる進
化へ―
今後とも、皆様方の温かい御理解と御支援を賜りますようお願い申し上
げます。

（当社HPより抜粋）

💛 はじめに 💛
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💛 目次 💛
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💛 基本理念 💛

💛 行動指針 💛
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🏣

☺キャッチコピー☺
基板実装お任せください！あなたのお仕事サポートいたします！
小さくても少なくても対応いたします。
我々はQCD+1（対応力＝提案）を最も重要として取り組んでおります。

▼ 浜田広介記念館

▶ ワイン

▲ 高畠町の山並み 屋代方面

💛 事業所名及び代表者名 💛

💛 所在地 💛
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▼ くだもの

私たちの会社は山形県の南東部に位置する
高畠町にあります。
奥羽の山並みの扇状地に拓けた美しい町です。



手はんだ付け作業～確かな技術～
×

マシン実装・検査～充実した設備～

安定した品質をお客様にお届けできるよう
常に探求心をもって挑戦しています。

必ず満足していただけると思いますので、是非
一声おかけください。
弊社は“日本に残る製品・業務を実施する”を
モットーにしております。

💛 事業内容 💛
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💛 認証・登録範囲 💛

💛 実施体制 💛

💛 対象期間・発行日 💛
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制定：　2016年　9月　1日

改訂：　2018年　3月　1日

総務・経理
猪口　喜久子

品質管理
中川　裕夫

代表取締役
吉村　直幸

役員会

根津会長　　吉田専務

中川常務　　富樫工場長

環境管理責任者
鈴木　孝一

環境事務局
加藤　俊治

第一製造
高橋　誠
須藤　雄也

第二製造
渡部　紀子
木村　清子

第三製造
加藤　澄恵

第四製造
中川　旭
佐藤　昭宏
宍戸　淳

製造管理
田宮　麻知子
安久津　美穂
佐藤　雄

💛 環境管理責任者氏名及び担当連絡先 💛

💛 事業規模 💛



今年度の目標と経営計画を以下にまとめました。
NEW! は今年度から活動に追加しました。

期間：2018年4月～2019年3月
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💛 ①二酸化炭素排出量の削減 💛
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項目 目標値 計画 内容
①二酸化炭素排出量 ■消費電力の削減 ■照明器具の改善 （LED蛍光灯への切替90%済）

■デマンド管理の継続
■換気扇等の清掃 NEW❕

■ガソリン・軽油使用量の削減 ■エコ運転の実施
  （燃費の向上） ■エコ運転カードの社有車への設置

②廃棄物排出量 分別の徹底と実績把握 ■リサイクルの推進 ■分別の徹底
■産業廃棄物の適正管理 ■コピー用紙のリサイクル継続

③総排水量 ■水道使用量の削減 ■水使用時の節水（掲示）
■トイレの水流し音の継続
■タンクへのペットボトル設置

④化学物質使用量削減 実績把握と管理の徹底 ■化学物質の適正管理 ■保管場所の管理
■マニフェスト・契約書類の管理

⑤製品・サービス関連 ■製品の品質向上 ■半田付スキル向上の認定試験受験継続
■小集団活動を通しての品質改善活動
■過去の不具合の一覧を作業指示書に添付 NEW❕
■品質に関する勉強会 NEW❕

⑥地域環境保全への協力
（地域の清掃活動）

会社周辺の清掃活動 1回/年以上 ■会社周辺の清掃活動 ■周辺道路のごみ拾い、側溝清掃、草刈りなどの実施

💛 環境目標 💛 💛 主な環境活動 💛

実績値:1.59kg-CO₂/枚
(基準値の1%削減)

基準年度:
2016/11-2017/3の平均値

目標 34m3/月以内
（実績値より設定）

外部クレーム/基準の32%削減
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次ページから具体的な取り組み内容をご紹介します！

💛 ④化学物質使用量削減 💛

💛 ②廃棄物排出量の削減 💛

💛 ③総排水量の削減 💛

💛 ⑥地域環境保全への協力 💛

💛 ⑤製品・サービス関連 💛
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照明のスイッチには全て、どの場所のスイッチかを表示しています。
おかげで部署毎にこまめに節電する習慣が身についています。

💛 ①二酸化炭素排出量の削減 💛

会社が保有する4台全てに
エコドライブの推奨を
掲示しています。
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項目 取り組み内容 評価
■消費電力の削減 ■定期的にエアコンのフィルターを清掃する 〇

■照明器具の改善 （LED蛍光灯への切替90%超） 〇

■デマンド管理の継続 〇

■休み時間は不必要な照明を消灯することの継続 〇

■換気扇等の清掃    NEW❕ 〇

■ガソリン・軽油使用量の削減 ■アイドリング時間の削減 〇

  （燃費の向上） ■急発進、急加速はしない 〇

■不要な荷物はおろす 〇

■タイヤの空気圧を定期的に調整する 〇

■エコ運転カードの社有車への設置 〇

■その他化石燃料の削減 ■ウォームビズの実施 〇

    (灯油・LPG） ■クールビズの実施 〇
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💛 ②廃棄物排出量の削減 💛
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コピー用紙はリサイクル♪
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項目 取り組み内容 評価
■リサイクルの推進 ■分別の徹底 〇

■産業廃棄物の適正管理 ■コピー用紙のリサイクル継続 〇

■コピー用紙削減（両面コピー・裏紙利用の継続） 〇

■トイレットペーパーは芯なしを使用継続 〇
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項目 取り組み内容 評価
■化学物質の適正管理 ■保管場所の管理 △

■マニフェスト・契約書類の管理 〇

ファイルの中身はこのような感じです。
SDSの危険有害情報を抜粋し、
まとめたものです。

💛 ③総排水量の削減 💛

💛 ④化学物質使用量削減 💛
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項目 取り組み内容 評価
■水道使用量の削減 ■水使用時の節水（掲示） 〇

■トイレの水流し音の継続 〇

■タンクへのペットボトル設置の影響把握 △



～当社の掲示板は充実しています～
品質に関するニュースや、小集団活動の記録、

環境ニュースなどが掲示されています。

💛 ⑤製品・サービス関連 💛
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顕微鏡を使った繊細な作業で
不良を見逃しません❕❕

項目 取り組み内容 評価
■製品の品質向上 ■半田付スキル向上の認定試験受験継続 〇

■小集団活動を通しての品質改善活動 〇

■過去の不具合の一覧を作業指示書に添付  NEW❕ △

■品質に関する勉強会  NEW❕ 〇



2018年10月3日

2018年4月20日

💛 ⑥地域環境保全への協力 💛

💛 ⑦その他の取り組み 💛
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いい機会だからね～！
どんどん体験させてもらってね～

項目 取り組み内容 評価
■会社周辺の清掃活動 ■周辺道路のごみ拾い、側溝清掃、草刈りなどの実施 〇

防災担当責任者



期間：2019年4月～2020年3月

🌸
🌸
🌸
🌸
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項目 目標値 計画 内容

■照明器具の改善　（LED蛍光灯への切替90%済）

■デマンド管理の継続

■換気扇等の清掃

■エコ運転の実施

■エコ運転カードの社有車への設置

■ウォームビズの実施

■クールビズの実施
■その他 ■花壇整備による緑化で二酸化炭素の削減を図る　NEW❕

■分別の徹底

■コピー用紙のリサイクル継続

■コピー用紙削減（両面コピー・裏紙利用の継続）

■マイバッグ運動の推進　NEW❕
■アルミ（プルタブ、缶等）の回収運動　NEW❕
■保管場所の管理

■マニフェスト・契約書類の管理

■水使用時の節水（掲示）

■トイレの水流し音の継続

■タンクへのペットボトル設置

■化学物質の適正な管理の継続

■数量の把握

■化学物質の人体への影響をSDSを元にまとめ、従業員に教育する

■半田付スキル向上の認定試験受験継続

■小集団活動を通しての品質改善活動

■過去の不具合の一覧を作業指示書に添付
■環境の保全 ■アルミ（プルタブ、缶等）の回収による地域貢献　NEW❕
■会社周辺の清掃活動 ■周辺道路のごみ拾い、側溝清掃、草刈りなどの実施

☆彡　環境目標　 ☆彡　環境活動　

二酸化炭素排出量 目標値：2.38Kg-CO₂/H

基準年度実績値
2.40Kg-CO₂/H
の1%削減

■消費電力の削減

■ガソリン・軽油使用量
の削減（燃費の向上）

■その他化石燃料の削減
　　（灯油・LPG）

廃棄物排出量 分別の徹底と実績把握（測
定）

■一般廃棄物の削減
（リサイクルの推進）

実績把握と管理の徹底 ■産業廃棄物の適正管理

総排水量 目標　33.7m³/月以内
（実績値の1％削減）

■水道使用量の削減

地域環境保全への協力
（地域の清掃活動）

会社周辺の清掃活動
（道路・側溝等）

化学物質使用量削減 実績把握と管理の徹底 ■化学物質の適正管理

製品・サービス関連 製品の外部クレームの削減
基準年度実績値の（指数）
30％向上

■製品の品質向上



山形県高畠町出身の童話作家、浜田広介は
「日本のアンデルセン」とも呼ばれていま
す。日本の児童文学の先駆け的存在で、作
家人生50余年の間に、約1000編もの童話や
童謡を世に送り出しました。代表作品とし
て「泣いた赤おに」「りゅうの目のなみ
だ」「むくどりの夢」などがあります。

今後も環境活動を通して

豊かな自然と歴史ある高畠町を
大切にし活力のあるまちを守ります。

そして、東北から世界へ

良い製品をお届けできるよう
活動を続けていきます！
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