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この度、第12回印刷産業環境優良工場表彰にて経済産業省商務情報政策局長賞の受賞にあたりご挨拶申し上げます。
ここ石川県白山市にある本社工場は2005年５月から稼働をいたしております。明治８年創業の先代たちの思いを現在の
工場に集約し、技術の向上とお客様への感謝の気持ちを全社員が心に掲げて、日々の業務に邁進しております。
この度、幸いにもこの賞を受賞することが出来たのも、全社員が仕事を通して環境保護に留意し、出来る限りの資源の
ムダを省き、産業廃棄物の徹底した分別処理、また改善提案活動の推進や５S活動の実施などを積極的に行った結果が認
められた成果であると考えております。
今回の受賞を糧として環境対策に留まらずコンプライアンスはもとよりCSR全般に取り組み、企業価値を高めてゆく所
存です。
今後とも変わらぬご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

受賞のご挨拶

　
（社）日本印刷産業連合会による
印刷産業界における各企業の環境
問題に対する取組みの促進と、
印刷工場の環境改善及び印刷企業
に対する社会の 一層の支持･理
解を獲得することを目的
とした表彰制度。

環境優良工場表彰
制度とは？

第12回印刷産業環境優良工場表彰

代表取締役社長　田上 裕之
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受賞理由
本工場は、2005年５月に操業開始した石川県白山
市にある預金通帳、各証券類から一般商業印刷を
手がける中堅の印刷・製本工場である。
太陽光発電、電力量のデマンド監視、照明のLED化
など省エネ活動を積極的に進めている。
ISO14001とGP工場認定を取得しており、また活
発な従業員提案制度の運用など、PDCAサイクル
による継続的改善が図られ、着実な成果を上げて
いる。また古紙17種、その他計34種におよぶ分別・
リサイクルの実施や、カーボンオフセットの導入な
どの広域的環境対策等全般にわたり、他の工場に
比較して高水準である。
これらのことから総合的に判断して、経済産業省商
務情報政策局長賞に推薦するものである。
（2013年印刷産業環境優良工場表彰審査委員会発行文書より抜粋）

弊社は社員数50名ほどの地方の中小企業ですが、
この度、環境優良工場表彰 経済産業省商務情報政
策局長賞を受賞することが出来ました。実は平成
21年度第8回の同表彰制度において奨励賞を受賞
していましたので、今回２回目のチャレンジとなり
ました。ISOやグリーンプリンティング認定制度な
ど環境に対する取り組みにはこれまで多く取り組
んできましたので、ある程度の土台は出来ていたの
ですが、今回はようやくその取り組みが総合的に評
価されたのではないかと思っております。社員がす
でに行っていることに対してその取り組みをある
程度拡張させ、その実績を申請しましたので、間違
いなく弊社社員の力が認められたと嬉しく感じて
います。
今回は「節電」「リサイクル率」について特に追求を
深めました。太陽光パネルやLED電灯など設備の

受賞にあたり

力も大きいのですが、デマンドコントローラーによ
る電力の監視など社員一人一人が電力に関心を持
たなければ削減に繋がらないことにもチャレンジ
しました。また、埋立や焼却処分を安い価格で依頼
していたことを見直し、多少高くなっても環境によ
り良い方法を模索しリサイクルできる業者を探し
て契約をしました。分別の種類も増えましたが社員
全員がしっかりとルールを守っています。
弊社は俊敏に結果を出せる機動力が売りであると
思っております。これからも社会情勢をいち早く察
知し環境にも人にも優しい商品を提供できるよう
に会社全体で色々なことに取り組んで行きたいと
考えています。
最後に今回の受賞にあたり、ご理解ご協力を頂き
ましたお客様、関係各社様に深く感謝致します。

工場責任者

管理部長　藤田長宏

右から　笠間会長、田上社長、藤田部長　

表彰状を受け取る田上社長（右）　
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自然界における究極のエネルギー

2013年3月より太陽光パネルを工場の屋根に600枚設
置し、発電を行っています。年間の発電見込は
153,000kWh。これは、年間約55ｔのCO2削減効果が
あり、おおよそ27家庭の１年分に相当する量です。
（太陽光発電協会業界自主ルールによる）

天窓を各所に設置し、照明としての利用を実現しま
した。昼間の電灯の使用機会を減らし、節電として
います。

2013年5月には、工場全体の蛍光灯をLEDに一斉切換
えしました。年間で60,043kWhの減少を見込んでい
ます。LEDは、一般的な白熱灯や蛍光灯に比べ、
CO2・電気消費量の削減、長寿命、リサイクル可能
等のメリットがあるため、一般的に信号灯や携帯電
話のバックライト、道路交通表示板等、様々な分野
で使用されています。

太陽光発電 天窓の設置 電灯のLED化

2013年 5月 6月 7月 8月 9月 （年月）

（kWh）

20,081

27,041 24,862 23,184 23,808

太陽光発電力量の実績

本社工場では、自然界における究極のエネルギーである「太陽光」の効果的利用を考え、取り組みを行っています。

153,000kWh太陽光発電量

CO2 削減効果としては約　　相当55t

約27家庭分に相当
一般家庭で消費される電力は年間約5,650kWh

年間
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デマンドコントローラー、電力測定装置（カーボンア
イ）、北陸電力（株）のWEBサービスなどを利用して、時
間帯毎の使用電力量を調査しています。
昨年は、消費電力量の最も高い機械を稼働させる製品
の受注が増えたことと、品質の観点から温湿度管理の
重要性を認識してエアコンの稼働率を増やしたことに
より、例年よりも使用電力量が上がっているということ
がデータの分析により判明しました。
今後、さらなる受注拡大により使用電力量が増加するこ
とが考えられますが、大幅に増加しないよう、データ収
集と分析を続け、こまめに節電するとともに電力消費を
抑える部品や工程を模索し、消費電力削減に努めます。

これまでは、産業廃棄物にどのようなものがあり、どの
ようにそれらが処理されているかを十分に把握できて
いませんでした。適切に業者に委託して処分を依頼して
いても、それらが最終的に埋め立てられていたというも
のも多く存在していました。
そこで、回収方法・委託業者の見直しを行い、逆有価と
なってもリサイクル項目を増やすことにより、より純度
の高い回収を可能にし、廃棄物を減少させることがで
きました。
これからも、できる限り有価物としての回収を目指して
リサイクルを行っていき、廃棄物として排出するしかな
かったものに関しても、再資源化ができる業者を選定
し、委託契約を行っていきます。
また、廃アルカリや廃酸として排出していたものは、社内装
置の設置と新たな仕組みの導入によりその量が減少し、
また、回収業者の見直しによって廃油としての排出が可能
になり、サーマルリサイクル※を実現することができました。

生産時に使用する化学物質の中には、環境に悪いもの
も当然あります。さらに近年はジクロロプロパン・ジク
ロロメタン等の影響で発ガンするという事件が社会的
に問題となったこともあり、従業員の健康を守るために
社内で調査を行い有機溶剤の使用に一層配慮するよう
になりました。
新たに使用・購入する資材は、MSDS（製品安全データ
シート）を取寄せ、安全確認後、有害物質を含む資材は
他のものに変更しています。
また、このMSDS（製品安全データシート）は管理を適切に
行う必要があると考え、これまでは部署ごとに管理をして
いましたが、現在は管理部にて集中管理をしています。

電力量の管理 廃棄物の管理・削減とリサイクル 環境汚染物質の削減、化学物質管理

自然界からのおくりもの
再生可能なエネルギー
地球にやさしい印刷会社

94.6％ 94.6％ 95.7％ 97.2％ 99.0％
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920

各種廃油やCTP廃液など液体系排出物の推移グラフ

0

リサイクル

廃棄物

リサイクル率の推移

エコクロス通帳

従来素材
布クロス通帳 処理工場

CO2

従来の布クロスでは、製造過程において発生する
製品以外の部分は再生利用ができませんでした。
エコクロス通帳は再資源化が可能です。

再資源化

焼　却

リサイクル
工場

エコクロス
（新素材）

従来の通帳とは異なり、エコクロス通帳は紙100％なので
とても地球にやさしくなりました。

製品の受注から発送までの全てにおいて、品質の
みならず資材やエネルギー、廃棄物に至るまでの
環境負荷の低減を常に追求し、改善しています。

※サーマルリサイクル…廃棄物を単に焼却処理するだけではなく、焼却の際に
　　　　　　　　　　  発生するエネルギーを回収 ・利用すること。

環境に優しい工場 通帳 通帳 通帳
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製品以外の部分は再生利用ができませんでした。
エコクロス通帳は再資源化が可能です。
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焼　却

リサイクル
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エコクロス
（新素材）

従来の通帳とは異なり、エコクロス通帳は紙100％なので
とても地球にやさしくなりました。

製品の受注から発送までの全てにおいて、品質の
みならず資材やエネルギー、廃棄物に至るまでの
環境負荷の低減を常に追求し、改善しています。

※サーマルリサイクル…廃棄物を単に焼却処理するだけではなく、焼却の際に
　　　　　　　　　　  発生するエネルギーを回収 ・利用すること。

環境に優しい工場 通帳 通帳 通帳



プライバシーマークFSC（森林認証）
2009年2月、FSC森林認証のCOC認証
を取得しました。森林認証マークは、
持続的に森林を利用できるようにする
ため、植林や計画伐採などで適切に管
理された森林の木材が使用されている
ことを証明、違法伐採や森林破壊を防
いでいます。 

カーボンオフセット
商品製造時に排出されるCO2量を計測し、それに見合うCO2量の削減活動（例：植
林・森林保護・クリーンエネルギー事業等）を行うプロジェクトのことです。
プロバイダー（代行する事業者）を通じてCO2の排出を相殺します。

個人情報の取扱いについて適切な保護
措置を講ずる体制を整備しています。
お客様からの情報を守るため、2005年
に認定取得しました。
定期的に審査を受け、更新が認められ
ています。

MUD協会は、「やさしい、まな
ざし計画」をスローガンに掲げ、
「文字の使い方」や「色の使い
方」などに様々な配慮や工夫を加
えることで、高齢者・障がい者・
色覚障がい者など、誰もが使いや
すく、見やすいメディアを提供
し、メディアのエキスパートとし
てより良い社会づくりに貢献した
いと考えている特定非営利活動法
人です。

MUD
Media  Universal  Design

特定非営利活動法人（NPO）

メディア・ユニバーサル・デザイン協会

CUDOは、公共物・公共的刊行
物・電子機器等の色彩設計をする
個人や団体に対し設計する側の意
識を喚起しています。
社会の色彩環境が色弱者のみなら
ず多様な色覚を持つ一般市民にと
っても、より配慮されたものに改
善されてゆくことを目的に設立さ
れた特定非営利活動法人です。

CUDO
Color Universal Design Organization

特定非営利活動法人（NPO）

カラーユニバーサルデザイン機構

2009年にFSC森林認証とグリーンプリンティング認定工
場を取得しました。
これらの環境ラベルのほか、弊社独自のカーボンオフ
セットマークの表示をお客様にご提案しています。
また、工場見学やインターンシップ、外国からの研修生
を積極的に受け入れています。
改善提案や5Sは社内に浸透し、見学に来ていただいた
方々にも高い評価をいただいています。
そのほか、近隣の清掃活動や各種催事にも参加し、
工業団地内での親睦を深めています。

CSR グリーン製品
弊社では、「環境と人にやさしい」をテーマにした製品づくりに積極的
に取り組み、多くのお客さまにご賛同いただいています。
通帳表紙を従来の布製のものから紙100％の「エコクロス」に変える
ことで、焼却処分するしかなかった通帳製造時に発生する端紙をリサ
イクル可能なものにし、業界に先駆けて開発、推進してきました。
また、製造時に発生する二酸化炭素量を調査し（カーボンフットプリ
ント）、オプションとしてカーボンオフセットも行っております。国内初
となる「カーボンオフセット通帳」の推進もしております。
さらに、ユニバーサルデザインフォントの標準的使用、NPO法人カ
ラーユニバーサルデザイン機構（CUDO）監修のもと、国内初となる
色弱・色盲の方に配慮したデザインの「カラーユニバーサルデザイン
通帳」の推進もあわせて行っています。

3,562,900 冊

2011 年
通帳総製造冊数 7,405,540 冊

2012 年
通帳総製造冊数 7,350,527 冊

3,231,000 冊

Carbon Offset　0,000 kg

環境にやさしい素材の
エコクロスを使用した
カーボンオフセット
通帳です。

管理番号
53546-0000-0000

グリーンプリンティング認定工場
2009年12月、環境に配慮した「印刷工
場・事業所」と認められました。
グリーンプリンティング認定制度と
は、（社）日本印刷産業連合会が実施
する「印刷サービスグリーン基準」に
基づき、環境負荷低減活動に取り組む
印刷企業に対し認定を行う制度です。

5,090,610 冊 5,105,500 冊

2011 年
通帳総製造冊数 7,405,540 冊

2012 年
通帳総製造冊数 7,350,527 冊

4,400,000 冊

2013 年目標
通帳総製造冊数 8,400,000 冊

6,000,000 冊

2013 年目標
通帳総製造冊数 8,400,000 冊

各種認証を取得・維持し、環境にも人にもよりよい
工場を目指しています。
各種認証を取得 維持し 環境にも人にもよりよい

CSR＆グリーン製品

43.6％ 52.3％

69.4％68.7％ 71.4％

48.4％

通帳総製造冊数における
カーボンオフセット通帳の割合

通帳総製造冊数における
エコクロス通帳の割合
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この通帳はNPO法人
CUDOによりカラー
ユニバーサルデザイン
と認証された製品です。

「カーボンオフセット通帳」
オフセット量
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本通帳は、MUD協会
により、できるだけ
多くの方に見やすい
よう配慮して制作し
ていると認定されて
おります。
認証番号　P00000

- jp .com
-jp.com

合格通知書

このマークは、NPO法人
CUDOによって認定された製
品や施設に対してのみ表示で
きます。

このマークは、NPO法人MUDによって認定された製品や施設に対してのみ表示
できます。
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