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創 立 ： 2003年 4月 １日

事業内容： 半導体製品の開発、生産と販売
MEMSの研究開発

従 業 員 ： パイオニアマイクロテクノロジー(株)
237名（男211／女26）
パイオニア(株)変革推進本部
14名 (男14)
(2020/4/1時点)

本社･甲府工場 ： 山梨県甲府市大里町465
TEL：055-241-8611

パイオニアマイクロテクノロジー（株）は、パイオニアグループの一員として、マルチメ
ディアに照準を合わせた半導体製品の開発と生産及び販売をしています。

会社の概要／所在地
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1977年10月 : パイオニア㈱、半導体研究所として設立。

1981年 4月 : 社内製品搭載用、半導体製品の開発を開始。

1985年10月 : 半導体事業を パイオニアビデオ㈱ へ移管。
パイオニアグループ以外のお客様への製品販売を開始。

1993年 6月 : ISO9001の認証を取得。

1998年 7月 : ISO14001の認証を取得。
11月 : 「生ゴミ」の共同リサイクル開始。

2001年 1月 : 社内の前工程に、6インチラインを増設。

2002年10月 : ゼロエミッション達成（再資源化率99％以上）

2003年 4月 : パイオニア・マイクロ・テクノロジー㈱ 設立。

2004年 8月 : ボイラーを重油から都市ガスに変更。

2007年 2月 : 太陽光発電システム導入(150kW：一般家庭の50軒相当)

2009年 5月 : NAS電池導入。
9月 : ISO14001の認証をパイオニアグループ統合認証へ移行。

（パイオニアの認証取得 1999年6月)
2011年 5月 : 特高変電設備の更新。
2019年 2月 ： NAS電池に替えてLiB（リチウムイオンバッテリー）の導入。

活動のあゆみ
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パイオニアグループ環境方針

１．地球温暖化防止
事業活動ならびに製品のライフサイクルに起因するエ
ネルギ－の使用と温室効果ガスの排出を削減する努力
をします。

２．省資源と資源循環
事業プロセスでの材料・水などの資源の使用量を減ら
すとともに、資源の循環を可能な限り推進します。

３．化学物質の管理
使用する化学物質の確実な管理を行ない、有害な可能
性のある化学物質は継続的な削減・代替に努めます。
また化学物質の利用にあたっては汚染の予防に努めます。

４．生物多様性の保全
地球上の野生生物、森林、海洋などの生態系を保全し、
生物多様性を維持することが重要と考え、自然環境保護
への建設的な行動をします。

この環境保護の理念に基づき、事業活動で影響を及ぼす
地域のみならず、地球規模での環境問題と関連する下記
の4項目を重要と認識し、継続的に改善をします。

５．法規制の遵守
適用を受ける環境法規制を遵守しつつ、必要に応じて
自主管理基準を定め事業活動を行ないます。

６．情報開示とコミュニケーション
環境に関する情報をステークホルダに提供し、広く社
内外からの意見を尊重して、環境活動に活かします。

７．環境教育
環境保護を意識し、行動に結びつけることのできる人
を育てることを目的とした環境教育を推進します。

８．社会貢献
地球環境及び地域環境の重要性を認識し、一人ひとり
が身近な社会環境の保全、改善に積極的に取り組みます。

環境保護活動を推進するにあたっては、次の４つの
基本姿勢で臨みます。

パイオニアグループ環境保護の理念
「パイオニアグループは、地球環境を維持、改善し、次世代に引き継ぐことが
企業の使命の一つであることを深く認識し、常に豊かで安全な環境の実現に
寄与するよう努めます」
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【監査】【実行】【計画・進捗】

環境管理責任者

環境管理統括責任者
(経営者)

・グリーン調達部会
・リサイクル廃棄物部会
・省エネ部会

専門部会

・パイオニアマイクロテクノロジー
・パイオニア 変革推進本部

各部門

内部監査グループ

内部環境監査員

環境保全推進委員会

【環境管理体制】 【マネジメントシステム登録証】

環境マネジメント

環境管理責任者
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・省エネルギー（電力の使用量削減） ： CO2排出量削減に向け継続的な省エネ活動を行なっています。

陸域と海上を合わせた世界平均地上気温は、1880年から2012年の期間に0.85℃上昇しました。また、最近
30年の各10年間は、1850年以降のどの10年間よりも高温でした。1880年に観測が始まって以来、2015年は
世界の平均気温が過去最高を記録し、最も暑い1年になりました。（NOAA/NASA発表）

当事業所ではＣＯ２排出量削減のため、電力の使用量削減に取り組んでいます。

・化学物質使用量削減 ： 化学物質による環境汚染を低減するため、継続的に削減活動を行なっています。

鉛やフロンなど、人類が利用している化学物質の影響で、大気汚染、オゾン層破壊、水質汚染、土壌汚染、
生物多様性の崩壊など、地球環境に対してさまざまな問題が発生しています。自然界では動物も水も空気も、
複雑に絡み合い、生態系ネットワークを構成し、お互いに支えあって生きています。 分解されにくい化学物質
などを、全世界的に適正管理していくことが求められています。

当事業所では、化学物質の削減、適正管理により地球環境への負荷低減をはかっています。

・廃棄物の削減 ： ゼロエミッションの継続、３Ｒ活動の推進により、継続的に削減活動を行なっています。

廃棄物問題は、いまや地域の廃棄物処理をどうするかというだけではなく、大量の

廃棄物を生み出す経済・社会の構造を見直し、資源循環型社会経済システムの構

築という視点から取り組むべき重要な課題となっています。

当事業所では、ゼロエミッションの継続や３Ｒ活動の推進を行ない、廃棄物の削減に取り

組んでいます

パイオニアマイクロテクノロジーの取り組み
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2019年度 実 績

CO2排出量
●12,936 ton (電力の排出係数は0.486)

排気ガス
●ボイラー…     NOx       388 Kg 

ばい塵 34 kg

投入エネルギー

●電気，都市ガス…
6,224 kL (原油換算)

用水

●地下水，上水道… 304 千m3

投入資源

●化学物質… 2,098ton
ＰＲＴＲ法物質 4.9 ton
毒物・劇物(排水処理含） 125.0 ton
揮発性有機化合物 6.5 ton
危険物 0.5 ton
PFC,CFC,ﾊﾛﾝ 0.7 ton
高圧ガス ，他 1,960.0 ton

●包装材… 7.8 ton     

（主に段ボール）

In put Out put

製品

●半導体…

創業開始： 2003年4月
敷地面積： 40,000  m2

従業員数： 251名（2020.4月現在）
製品 ： 半導体（開発・製造）

MEMS（開発）

排水
●河川 ，下水道… 301 千m3

廃棄物排出量
●総排出量… 175 ton

（内リサイクル… 89.7 ton
リサイクル率 ： 51.2％ )          

マテリアルバランス

Pioneer micro technology corporation
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【エネルギー使用量とCO2排出量の推移】

当社は省エネ法の特定事業者として、電気の需要の平準

化を進めています。

また、施設管理部門と生産部門、その他関連する部門で

は照明のLED化、トップランナー機器の導入、高効率機器

の採用などによりエネルギー使用量の削減に取り組んで

います。
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社屋の屋上に設置してある太陽光パネル

【省エネルギー活動の推移】

主に電力削減を目的とした部会を設置し、全社的な省
エネルギー活動を行なっています。 老朽化した設備の
更新、LED照明の導入や、トップランナー機器、高効率
機器の採用、また空調機器の運用見直しなどにより、継
続的に電力使用量の削減に取り組んでいます。

太陽光発電のパネルは

、社屋の屋上に平置き

に設置して有り、年間

約150MWhを発電しま

す。

一般家庭の約50軒分

の電力に相当します。
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【生産工程の毒物・劇物の使用量の推移】

生産工程で使用している毒物・劇物は、水質汚染

、土壌汚染など地球環境への影響が大きいため、

プロセス技術部門及び、生産部門では、継続的な

削減活動を行い代替品（毒・劇物以外)への移行、

使用量削減、使用サイクルの見直し等の改善を行

っています｡

生産の変動やプロセスミックスの変化により､化学

物質の使用量は、増加傾向にあります。

化学物質削減活動実績
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生産工程の毒物劇物使用量

4.0 4.0
4.8 4.7 4.9

0.0
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4.0
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(年度)

PRTR物質使用量
【ＰＲＴＲ物質使用量の推移】

ＰＲＴＲ法対象物質は、有害性のある多種多様な

化学物質で、環境中への排出により人の健康や生

態系への影響が心配されます。

環境リスク低減の為、PRTR物質以外の材料への

代替化、プロセス改善、生産性改善による使用量

の削減を行なっています。

制度に基づく届出についても対象物質の排出・移

動量を適正に報告を行なっています。
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【ＶＯＣ使用量の推移】

VOC(揮発性有機化合物)は、揮発すると大気汚

染物質となり、水に溶けると土壌や地下水汚染

の原因物質となり、いずれも健康被害を引き起こ

します。

生産の変動やプロセスミックスの変化により､こ

こ数年使用量が増加傾向でしたが、工程改善や

代替え材料への変更などを進めています。

【CO2以外の温室効果ガスの推移】

PFCやHFCなどは地球温暖化係数(GWP)が

CO2の数千倍も高い物も有り、大気へ放出さ

れても容易に分解されないため、排出量削減

は重要な課題です。 PFCやHFCの削減

取り組みとして、生産性の改善及び生産

プロセスの改善を行い、継続的に使用量

削減に取り組んでいます。
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【廃棄物の排出量推移と種類別排出比率】

廃棄物の削減活動として、ゼロ・エミッション(リサイクル率99％以上)の推進を計っており、2004年度以降
ゼロ・エミッションを達成していましたが、2019年度は土壌改良のためリサイクル率が悪化しました。

廃棄物の排出量削減として、過去からの活動として生産ライン集約や排水処理施設の改善、生産工程
の改善などを行なっています。

３Ｒの推進を行ない、一部のプラスチック系廃棄物をリサイクルして廃棄物の削減を行なっています。

排出量は、有価物も含めた事業所から発生する全量を管理しています。2019年度の種類別排出量比率
は、汚泥（土壌改良）が全体の約5割を占めています。
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大気、水質の調査結果

当事業所では、ガスボイラーを使用してお

り、排ガス中のSOxはゼロです。

NOx、煤塵については法規則値より厳しい

、自主基準以下で推移しており、法規制及

び自治体の条例を順守しています。

【排水の測定結果】

排水についても水質汚濁防止法、下

水道法及び自主基準値に基づき、排

水における水質の測定を実施してい

ます。

法規制に従い有害物質の測定を実

施し、問題ないことを確認しています。

右表は、測定の代表例です。

【大気汚染物質の排出量】

適用を受ける法規制において、違反が無

い様、法規制及び自主基準に基づき測定

を行っています。

大気汚染物質における測定結果（２０１９年度）

施設名 法規制値
自主基準

値
測定頻度

測定時の
最大値

測定時の
平均値

B-1 1.4 ― 1回/年 ＜0.002 ＜0.002

B-2 1.4 ― 1回/年 ＜0.002 ＜0.002

B-3 1.4 ― 1回/年 ＜0.002 ＜0.002

B-1 150.0 125 1回/年 12 12

B-2 150.0 125 1回/年 13 13

B-3 150.0 125 1回/年 27 27

B-1 0.1 0.08 1回/年 ＜0.003 ＜0.003

B-2 0.1 0.08 1回/年 ＜0.003 ＜0.003

B-3 0.1 0.08 1回/年 ＜0.003 ＜0.003

SOx
(Nm3/h)

NOx
(ppm)

煤塵
(g/Nm3)

排水における水質測定結果（２０１９年度）

排水系統
下水道

（該当は○）
法規制値

自主基準
値

測定頻度
測定時の
最大値

測定時の
平均値

中和排水 ○ 600.0 60.0 2回/月 18.0 4.3

ﾌｯ酸排水 ○ 600.0 60.0 2回/月 10.0 5.4

河川排水 - 30.0 6.0 1回/3ヶ月 1.5 1.1

中和排水 ○ 600.0 500.0 2回/月 6.8 0.8

ﾌｯ酸排水 ○ 600.0 500.0 2回/月 16.0 5.4

河川排水 - 50.0 5.0 1回/3ヶ月 ＜1.0 ＜1.0

中和排水 ○ 30.0 1.0 2回/月 ＜1.0 ＜1.0

ﾌｯ酸排水 ○ 30.0 1.0 2回/月 ＜1.0 ＜1.0

河川排水 - 30.0 1.0 1回/3ヶ月 ＜0.5 ＜0.5

BOD
(mg/l)

SS
(mg/l)

ｎ-ﾍｷｻﾝ
抽出物
(mg/l)
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消費電力削減

化学物質削減

小型化・高密度化

信号読取受光ICは、チップサイズの縮
小やパッケージの小型化による消費電
力の削減、化学物質の削減を行なって
います。

システムＬＳＩは開発段階より、消費電
力の少ない製品開発と環境負荷の少
ない材料の選定を行なっています。
また製品のチップサイズ縮小や配線の
微細化により小型化・高密度化を達成
し、環境負荷低減をはかっています。

環境負荷低減型の商品作り

環境負荷低減型の研究開発

製品開発活動
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法規制名 対 象 主な要求事項 

大気汚染防止法 ばい煙発生施設 届出、排出基準遵守、測定、記録 

水質汚濁防止法 河川への排水 届出、排出基準遵守、測定、記録 

下水道法 特定施設からの汚水の排出 届出、排出基準遵守、測定、記録 

工業用水法 地下水 届出、取水量測定、記録 

工場立地法 製造業に関る工場 変更時届出・準則基準遵守 

省エネルギー法 第1種エネルギー管理指定工場 管理者選任・届出、定期報告等、 

廃棄物処理法 産業廃棄物、特別管理産業廃棄物 委託及び保管基準遵守、帳簿作成等 

公害防止管理者法 特定の業種 公害防止管理者等の選任・届出 

家電リサイクル法 事業所内で使用している家電5品目 廃棄時の適正処理 

フロン排出抑制法、オゾン層 事業所 廃棄時の適正処理、使用の合理化 

建設リサイクル法 事業所 分別解体及び再資源化義務 

土壌汚染対策法 事業所 特定施設廃止時、土壌調査等 

食品リサイクル法 事業所内での社員食堂 排出量管理、再資源化推進 

温暖化対策推進法 事業所 排出抑制、計画書、実施状況公表 

毒劇物取締法 毒劇物(硫酸、アンモニア等)の使用 取扱、表示、事故時の措置等 

ＰＲＴＲ法 第１種指定化学物質等取扱事業者 排出量等の把握、届出 

労働安全衛生法  有機溶剤、特定化学物質等 作業主任者の選任、防止措置 

消防法 危険物倉庫及び危険物第4類の使用 指定数量内の管理 

高圧ガス保安法 高圧ガス、特定高圧ガス 取扱主任者選任、施設基準等の遵守 

電気事業法、PCB廃棄物処理 低濃度PCBの使用 届出 

   

ＲｏＨＳ指令 対象製品に使用するＩＣ 対象有害物質の使用制限 

ＥＬＶ指令 自動車に使用するＩＣ 対象有害物質の使用禁止 

ＷＥＥＥ指令 対象製品に使用するＩＣ 廃電化製品の抑制 

山梨県生活環境保護条例 全従業員 指導、周知 

グリーン購入法 事業者及び国民の義務 環境物品等の調達、推進 

REACH規制 対象製品に使用するＩＣ 対象有害物質の情報伝達 

 
※.過去現在とも、これら法規制に対する違反はありません。また、訴訟も受けておりません。

適用を受ける主な環境法規制と管理内容


		法規制名

		対　象

		主な要求事項



		大気汚染防止法

		ばい煙発生施設

		届出、排出基準遵守、測定、記録



		水質汚濁防止法

		河川への排水

		届出、排出基準遵守、測定、記録



		下水道法

		特定施設からの汚水の排出

		届出、排出基準遵守、測定、記録



		工業用水法

		地下水

		届出、取水量測定、記録



		工場立地法

		製造業に関る工場

		変更時届出・準則基準遵守



		省エネルギー法

		第1種エネルギー管理指定工場

		管理者選任・届出、定期報告等、



		廃棄物処理法

		産業廃棄物、特別管理産業廃棄物

		委託及び保管基準遵守、帳簿作成等



		公害防止管理者法

		特定の業種

		公害防止管理者等の選任・届出



		家電リサイクル法

		事業所内で使用している家電5品目

		廃棄時の適正処理



		フロン排出抑制法、オゾン層

		事業所

		廃棄時の適正処理、使用の合理化



		建設リサイクル法

		事業所

		分別解体及び再資源化義務



		土壌汚染対策法

		事業所

		特定施設廃止時、土壌調査等



		食品リサイクル法

		事業所内での社員食堂

		排出量管理、再資源化推進



		温暖化対策推進法

		事業所

		排出抑制、計画書、実施状況公表



		毒劇物取締法

		毒劇物(硫酸、アンモニア等)の使用

		取扱、表示、事故時の措置等



		ＰＲＴＲ法

		第１種指定化学物質等取扱事業者

		排出量等の把握、届出



		労働安全衛生法　

		有機溶剤、特定化学物質等

		作業主任者の選任、防止措置



		消防法

		危険物倉庫及び危険物第4類の使用

		指定数量内の管理



		高圧ガス保安法

		高圧ガス、特定高圧ガス

		取扱主任者選任、施設基準等の遵守



		電気事業法、PCB廃棄物処理

		低濃度PCBの使用

		届出



		

		

		



		ＲｏＨＳ指令

		対象製品に使用するＩＣ

		対象有害物質の使用制限



		ＥＬＶ指令

		自動車に使用するＩＣ

		対象有害物質の使用禁止



		ＷＥＥＥ指令

		対象製品に使用するＩＣ

		廃電化製品の抑制



		山梨県生活環境保護条例

		全従業員

		指導、周知



		グリーン購入法

		事業者及び国民の義務

		環境物品等の調達、推進



		REACH規制

		対象製品に使用するＩＣ

		対象有害物質の情報伝達
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一般教育

全従業員を対象として、ISO14001の理解とそれに基づいた当社の

環境活動への取組みなどについて教育するとともに、環境活動に

対する意識向上をはかっています。

さらに省エネルギーや廃棄物管理、グリーン購入などの教育を行い、

環境に配慮した活動を行なっています。

緊急事態訓練

緊急事態が発生したときの防災及び環境リスク対応として、火災、

災害、事故等も環境汚染のリスクと捉え、定期的に訓練を実施して

います。

内部環境監査員教育

内部環境監査員を要請する目的で、定期的に実施しています。

定期内部監査では、内部環境監査員が全組織を対象に監査を実施します。

内部環境監査員は教育を受けた者の中から任命されます。

専門教育

環境影響が著しい業務や作業などは、専門教育により必要とする知識や技能の習得等、能力の向上を

はかっています。

従業員一人ひとりが日常から環境に配慮した活動が出来るように、 必要な教育を計画的に行なっています。

高圧ガス安全講習会の様子

防災訓練の様子

環境教育
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環境監査は、環境マネジメントシステムを有効に運用し、継続的な改善をしていく上で、
重要な役割を持っています。

本サイトでは、内部環境監査員7名体制で、環境法規制の遵守をはじめ、 環境管理実績や環境教育の進
捗状況等、環境マネジメントシステムが有効かどうか監査しています。

また、年に1度、第３者認証機関による、客観的かつ専門的視点からの厳しい審査を受審して、私たちの環
境への取組みの評価を受けています。

対 象： 環境管理責任者を含む 10部門

期 間： 1回／年 実施。
（2020年2月5日～2月18日）

結 果： 不適合 0件 改善の機会 1件
今回の監査では、ISO14001:2015の運用状況の
確認と、目標の達成状況を中心に確認しました。

グループ統合認証を受審しました。

受審日： 2019年6月11日～ 6月12日

結 果： 合格
※.改善の機会 2件

内部環境監査
第３者認証機関による審査

環境監査実績
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活動トピックス

社会貢献

NPO世界の子供にワクチンを日本委員会
ペットボトルのキャップを集めて世界の子供たちへ
ポリオワクチン寄付
（キャップ回収数：約8,400個回収【ワクチン 7人分】
※ワクチン１人分=20円）

NPO世界の子供にワクチンを日本委員会 HPより引用

収集ボランティア活動
使用済み切手・書き損じはがき・外
貨(コイン・紙幣）・ベルマークを収
集しています。
収集したものは、本社を通じ各種
団体へ寄付します。

ゴミゼロ運動

毎年５月30日は地域貢献活動として、会社周辺の清掃活動を
行なっています。このような活動を通じて、少しでも地域の貢献
になればよいと思います。



19

危機管理

防災訓練の様子

経営層による構内パトロールの様子

構内パトロール

経営層と施設管理担当部門、及び
環境管理責任者により、事業所の
環境関連施設について、運用状況
、管理状態などを確認しています。

防災訓練

近い将来起こる可能性が高い東海沖地震を想定して防災訓練を行なっています。消防署の方
に訓練の様子を見て頂き、避難時の注意事項や初期消火の重要性などの、貴重なお話をして
頂きました。

活動トピックス
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グリーン購入一斉行動（食堂取組）

食堂では、地産地消に

取り組んでいます。

地元の生産者と連携して、野菜、
豆腐、卵などを社員食堂のメニュ

ーとして提供しています。

啓蒙活動

活動トピックス



〒400-0053 山梨県甲府市大里町465 

ホームページアドレス： http://www.pmtc.co.jp/

作成＆お問合せ先： 品質環境保証部 ＴＥＬ: 055-241-8611 ＦＡＸ: 055-241-8769
2020年8月発行


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21

