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Ⅰ. 会社概要

■ 事業所/代表者

コムパックシステム株式会社 代表取締役社長 鈴木 由彦

■ 所在地

本社工場 ： 長野県上田市秋和940 塩田工場 ： 長野県上田市下之郷263

URL http://compack.co.jp/ TEL 0268-24-9500  FAX 0268-22-2202

■ 環境管理責任者 及び 担当連絡先

環境管理責任者 ： 代表取締役社長 鈴木 由彦
担当連絡先 ： 取締役営業部長 北澤寿男

■ 環境活動期間 2016年4月1日～2017年3月31日

■ 対象範囲 本社工場及び塩田工場

■ 事業内容 一般ダンボール製品
取扱商品 強化ダンボール製品

発泡緩衝材製品
その他各種包装資材
包装設計業務
包装評価試験

■ 床面積 3,665㎡

■ 従業員数 37名（2017年3月31日現在）

■ 環境管理体制

会長

［環境管理責任者］
社長

事務局 ［内部監査員］

［環境改善責任者］
製造部長

［環境改善責任者］
経理課長

［環境改善責任者］
取締役営業部長

製造課 塩田工場 営業課 業務課 物流課総務課 3



Ⅱ. 環境方針

■ 環境理念

コムパックシステム株式会社は、段ボール製品を核とした各種包装資材の
製造工場として豊かな地球環境を次世代へ継承することが人類共通の重要課題で
あることを認識し、地球環境の保全とその向上を目指した事業活動を行う。

■ 環境方針

1. 環境保全活動を推進するため、事業運営に環境マネジメントシステムを
構築し、環境の影響を効果的に低減又は削減するために環境目的及び
目標を定める。

2. 当社の事業活動にともない環境に有意な影響を与える以下の重要項目
に関して継続的に実績改善に取り組み、環境汚染の予防の目的達成に
努める。

① 天然資源とエネルギーの消費量削減
② 環境負荷物質の管理強化と低負荷物質への代替促進
③ グリーン購入促進と廃棄物の排出量削減
④ 環境に配慮した省資源製品の積極的販売・開発に努める

3. 環境活動の推進と向上のため、項目ごとに目標を設定し、そのための活動
計画を立案し、実施し、内部環境監査結果などにより評価し、見直しを行う。

4. 環境に関する法的要求事項および当社が合意するその他の要求事項を
遵守して、いっそうの環境保全を図る。

5. 教育訓練及び日常の環境管理活動を通じて、全従業員に本方針を周知
するとともに、運営制度に関する責任の所在の明確化を図り、常に最新
の環境マネジメントを維持する。

6. この環境方針は、社外にも公開する。

2015年4月1日

代表取締役 鈴木 由彦
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Ⅲ. 環境目標（中長期目標：2014～2016）

単位
2013年

（基準値）
2014年 2015年 2016年

1.5％削減 2％削減 2.5%削減

216,260216,260216,260216,260 215,162215,162215,162215,162 214,064214,064214,064214,064

1.5％削減 1％削減

0.00.00.00.0 30.730.730.730.7

1.5％削減 1％削減 2%削減

2013年基準値 2014年基準値 2014年基準値

33,07933,07933,07933,079 26,65826,65826,65826,658 26,38826,38826,38826,388

1％燃費UP 1.5％燃費UP 2%燃費UP

5.055.055.055.05 5.085.085.085.08 5.105.105.105.10

1％燃費UP 1.5％燃費UP 2%燃費UP

11.5111.5111.5111.51 11.5711.5711.5711.57 11.6311.6311.6311.63

2014年基準値 2％削減 3%削減

1.961.961.961.96 1.921.921.921.92 1.901.901.901.90

2％削減 3％削減 4%削減

4,5544,5544,5544,554 4,5084,5084,5084,508 4,4614,4614,4614,461

1％削減 2％削減

539539539539 534534534534

1-1　電力使用量の削減

営業部全体

毎月2件以上

（年間24件）

営業部全体

毎月3件以上

（年間36件）
5 環境に配慮した設計提案 件

営業部全体

毎月2件以上

（年間24件）

4 排水量の削減 ㎥ 545545545545
状況把握

※前年度生産

機更新のため

3 グリーン購入比率の向上　 % 100100100100 購入比率95％以上

2 産業廃棄物排出量の削減　 kg 4,6474,6474,6474,647

1-4  ガス使用量削減

　　　　全社

　　　（原単位目標）千㎥あたりガス使用量（㎥/千㎥）

㎥/千㎥ 状況把握

1-3　ガソリン消費量の削減（燃費改善）

　　　　営業課/総務課

　　　（総走行距離/消費L）km/L
km/L 11.4011.4011.4011.40

33,58333,58333,58333,583

1-2　軽油消費量の削減（燃費改善）

　　　　物流課

　　　（総走行距離/消費L）km/L
km/L 5.005.005.005.00

1

①本社工場

　（原単位目標）対生産量比（kwh/千㎥）
kwh/千㎥ 31.431.431.431.4

状況把握

※前年度生産

機更新のため

②塩田工場

　工場使用量（kwh）
kwh

項目

二酸化炭素排出量の削減

 ※産廃分野での排出量は除く
kg-CO2 219,553219,553219,553219,553

※電力排出係数は、3年間同じ係数を使用し算出した
※電力事業者実排出係数0.516㎏-CO2/kWh（平成24年度中部電力(株)）

5



Ⅳ. 環境目標とその実績（ 2016.4～2017. 3 ）

単位
2013年

（基準値）
目標/実績 2016年 達成率

2.5%削減

214,064214,064214,064214,064

実績 202,769202,769202,769202,769

〇

実績 35.635.635.635.6

2%削減

2014年基準値

26,38826,38826,38826,388

実績 23,64323,64323,64323,643

〇
2%燃費UP

5.105.105.105.10

実績 5.335.335.335.33

〇
2%燃費UP

11.6311.6311.6311.63

実績 12.9012.9012.9012.90

〇
2014年基準値 3%削減

1.901.901.901.90

実績 1.411.411.411.41

〇
4%削減

4,4614,4614,4614,461

実績 4,2094,2094,2094,209

〇

実績 100100100100

〇

実績 922922922922

実績 37件37件37件37件

〇

100.0%100.0%100.0%100.0%

102.8%102.8%102.8%102.8%

kg-CO2

kwh/千㎥

kwh

km/L

km/L

㎥/千㎥

状況把握

※前年度生産

機更新のため

購入比率

95％以上

状況把握

※前年度生産

機更新のため

105.6%105.6%105.6%105.6%

111.6%111.6%111.6%111.6%

104.5%104.5%104.5%104.5%

110.9%110.9%110.9%110.9%

134.8%134.8%134.8%134.8%

106.0%106.0%106.0%106.0%

営業部全体

毎月3件以上

（年間36件）

評　価

5
環境に配慮した設計提案

目標

件

4
排水量の削減 545545545545

目標

評　価

㎥

3
グリーン購入比率の向上　 100100100100

目標

評　価

%

2
産業廃棄物排出量の削減　 4,6474,6474,6474,647

目標

評　価

kg

1-4  ガス使用量削減

　　　　全社

　　　（原単位目標）千㎥あたりガス使用量（㎥/千㎥）

目標

1.961.961.961.96

評　価

評　価

1-3　ガソリン消費量の削減（燃費改善）

　　　　営業課/総務課

　　　（総走行距離/消費L）km/L
11.4011.4011.4011.40

目標

評　価

33,58333,58333,58333,583
目標

評　価

1-2　軽油消費量の削減（燃費改善）

　　　　物流課

　　　（総走行距離/消費L）km/L
5.005.005.005.00

目標
1

1-1　電力使用量の削減

①本社工場

　（原単位目標）対生産量比（kwh/千㎥）
31.431.431.431.4

目標

評　価

②塩田工場

　工場使用量（kwh）

項目

二酸化炭素排出量の削減

 ※産廃分野での排出量は除く
219,553219,553219,553219,553

目標

評　価

※電力排出係数は、3年間同じ係数を使用し算出した
※電力事業者実排出係数0.516㎏-CO2/kWh（平成24年度中部電力(株)）
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Ⅳ. 環境目標とその実績（ 2016.4～2017. 3 ）

【【【【環境目標とその実績（環境目標とその実績（環境目標とその実績（環境目標とその実績（ 2016.42016.42016.42016.4～～～～2017. 3 2017. 3 2017. 3 2017. 3 ）））） に対する評価・総括に対する評価・総括に対する評価・総括に対する評価・総括】】】】

今期は3カ年中期目標の最終年度であったが、結果としては全項目において目標達成することが
できた。
（＊本社工場の電力使用量、排水量においては昨年度の設備更新により推移予測が不明のため
今年度は現状把握年度としていた）

設備更新したことにより、従来と比較して特にガス原単位あたり使用量の削減幅が非常に大きく顕
著に表れていた。その他項目においても月次過程では、目標未達成であったものの、3月終了時に
おいては全項目が目標を達成する結果となった。全社員の取組み効果が着実に実を結ぶことがで
き、大きな達成感を社員一同得ることができた。

次年度の3ヵ年計画では、さらに実効性の高い目標を設定した。目標達成に向け成果を出すため
には、より一層の創意工夫と全社員の意識改革を持って取り組むことが必要である。社員間でコ
ミュニケーションをとりながら進捗状況を定期的に確認し、システムの基本であるPDCAを繰り返すこ
とで目標達成に努めていきたい。

また、2015年度の生産機更新に伴ない今年度は状況把握年度としていた本社電力使用量、排水
量については、従来機比較の結果、大幅に増加することが把握できた。

生産速度の大幅向上により電力使用量の増加、印刷色替えにおける洗浄方式の変更による水使
用量の増加は否めないが、時間当たりの生産性向上とロス削減、不良率削減に取り組み、環境保
全と両立させるための取り組み方法等を検討していきたい。そして、来期以降もエコアクション21を
社内システムと連携させ上手に活用しながら活動を進めていきたい。

状
況

把
握
年

度

状
況

把
握
年

度

2016年度 目標達成率(%)
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Ⅴ. 環境活動計画の内容・取り組み結果の評価
① 二酸化炭素排出量の削減

■■■■ 二酸化炭素排出量の削減取り組み二酸化炭素排出量の削減取り組み二酸化炭素排出量の削減取り組み二酸化炭素排出量の削減取り組み

活動計画の主な内容活動計画の主な内容活動計画の主な内容活動計画の主な内容

次ページ以降の下記取り組み事項に基づく

〇 電力使用量の削減

〇 軽油・ガソリン消費量の削減

〇 ガス使用量の削減

■■■■ 二酸化炭素排出量の削減二酸化炭素排出量の削減二酸化炭素排出量の削減二酸化炭素排出量の削減
取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み

【【【【取り組みの評価取り組みの評価取り組みの評価取り組みの評価】】】】

二酸化炭素排出量の削減については、総合計においては目標を達成することができた。
排出内容をみていくと、特に軽油消費量とガス消費量の大幅削減が顕著である。一方、設備更新を実
施したことによる電力消費量の増加により電力は過去2年間で増加傾向にある。

こちらは、生産能力（時間当たり生産量、速度）が大きくなったためであるが導入前の想定よりは低
かったため、今後は生産性向上に努め残業時間の削減、不良率削減等による対策を強化していく予
定である。当社二酸化炭素排出量の約半分を占める電力使用量削減が必須になるため、原単位使
用量の削減に向けた活動が新年度以降求められる。

基準年度（2013年度）と比較して3ヵ年計画終了時（2016年度）において二酸化炭素排出量は全社的
に約8％削減することができた。しかしながら、全項目において単純な削減活動は厳しくなっているた
め、来期以降は社員全員の日常的な小さな取組み、改善活動、業務改善、標準化作業、多能工化へ
の取組みをさらに推進していく。

各部門長のメンバーとのコミュニケーション、意見交換、リーダーシップが必要になるため社員教育
においても強化していく予定である。

着実にこれまでの取り組み成果は全項目においてでてきているのでマンネリ化することなく地道な環
境活動を推進していき、【環境経営→コストダウン・収益改善】にむけた取組みを強化していく。
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Ⅴ. 環境活動計画の内容・取り組み結果の評価
② 電力使用量の削減

■■■■ 電力使用量の削減取り組み電力使用量の削減取り組み電力使用量の削減取り組み電力使用量の削減取り組み

活動計画の主な内容活動計画の主な内容活動計画の主な内容活動計画の主な内容

不使用時、休憩時の消灯、電源カット消し忘れ防止運動の実施

COOL BIZ,WARM BIZ運動推進

離席時における各自ストーブ・パソコンの電源カット

生産性向上による残業時間の削減

設備関連、コンプレッサーのエアー漏れ等の保守点検

デマンド管理による検証分析 【本社工場】

照明配置の見直しとエリアごとスイッチの見直し

空調の温度管理徹底

自然エネルギー（太陽光発電）の最大限有効活用
【本社工場事務所棟】

節電パトロール実施

熱貼機の設定温度管理（休憩時、不要時） 【塩田工場】

作業場所による適正照明位置検証 【塩田工場】

塩田工場における太陽光発電をパ

ワーアップ増設いたしました。空

いた屋根にモジュールを増設し自

然エネルギーの有効活用に貢献。

■■■■ 電力使用量の削減電力使用量の削減電力使用量の削減電力使用量の削減
取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み

状
況

把
握

年
度

※本社工場においては生産量の増減（生産機稼働率）により電力量が影響を受けやすい為、対生産量比での数値把握と
しております。

【【【【取り組みの評価取り組みの評価取り組みの評価取り組みの評価】】】】

本社工場においては、昨年度導入の主力生産機の更新に伴い電力使用量は前年比8.5%増加した。従来機と
比較して時間あたり生産能力が約140%向上し大幅な生産性向上に貢献している。しかし、それに伴うモーター
類の大型化により電力消費量が増加したため全体消費量は増加した。本社工場は特に生産量の増減により
大きく電力消費量の影響を受けやすいため原単位消費量（kwh/千㎡）を目標とし活動を進めてきた。今期は
通期にわたる現状把握年度とし来期以降に目標を見据え取り組んでいく。
平均速度の向上はもとより検査機導入により不良、ロス削減にも
貢献するものとみている。また生産性が大きく改善できているため
残業時間等の削減にも効果を表している。
来期以降は今期実績35.6kwh/千㎡を基準に、新目標を設定し
原単位消費量削減に向け活動を始めていく。
本社工場、事務所ともに昨年度オールLED化にした効果がとても大き
く全体消費量の削減につながった。今後は、電力デマンドによる消費
の「見える化」や取引業者による有識者からのアドバイスを参考にし、
削減に向けた取組みを推進していきたい。

180,000

185,000

190,000

195,000

200,000

205,000

210,000

215,000

2014年度 2015年度 2016年度

本社工場電力使用量(kwh)

8.5%UP

下
期
設
備
更
新

Topics

当
社
二
酸
化
炭
素
排

出
量
の
47%

を
占
め
る

9



また来期より本社工場においてコンプレッサーのエアー漏れ点検を強化していく。今年度は度々コンプレッサーのエ
アー漏れによるモーターの空回りがあったこともあり、使用年数の長い機器は目が離せない状況である。
気づかずにいると電力の大きなロスに繋がるため、関係部署のメンバーは徹底した対応が必要となってくる。

従来と比較し、より計画的な生産計画や平準化、生産性向上による生産の短時間化、不良・ロス率削減等の本来業
務の質向上から不必要な電気機器のオフなど広い視野で電力削減に取り組んでいく。

塩田工場の電力消費量においては、前年比100.6%とわずかに増加したが、目標に対しては大きく達成するこ
とができた。4年前の塩田工場における電力消費量に対して30％の削減幅となり最も大きな成果を発揮でき
た部門である。 ここ3年間で生産レイアウトの見直しやそれに伴う照明機の設置見直し、水銀灯の完全廃止
などハード部門での改善はもちろんであるが、社員の節電に対する意識向上（ソフト面）がこのような成果に
つながってきたと判断している。

機械化しにくい職場であるためにメンバーの生産

性向上につながる作業改善、改良や標準化や多

能工化を推進しこれまで取り組んできた。無駄や

無理の排除、社内毎月の改善提案レポートを上

手に活用し小さいことの積み重ねを実施し、少し

でも早く、簡単に、安全にできることはないかチー

ムで取り組んできたことがこれまでの実績として

現れてきたことは非常に評価できることである。

両工場における今後の課題としては、節電に大きく繋がる設備導入（ハード部分）はこれまでに実施したこと
もあり、今後の進捗は、社員ひとりひとりの心がけ、改善活動の積みかさね（ソフト部分）がどの程度出来る
かどうかによるところである。エコアクション21を取得し9年が経過し、いわゆる「紙・ゴミ・電気」の単純削減は
厳しい段階に入ってきている。今後は環境に対する高い意識を全社員が持ち続け、日常の業務の中で節電
につながる地道な取組み活動、提案活動を継続していくことを期待するものである。

デマンド導入により電力のピーク時間帯や月、年次で

の傾向が分かるようになったため、できる限りの生産

の平準化や計画的な生産計画により無駄な消費や

ばらつきを抑えることに注力してきた。年度末に生産

管理システムを更新したことにより、より進んだ生産

計画をたてることも可能になった為、来期以降もさら

に強化し取り組んでいく。
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Ⅴ. 環境活動計画の内容・取り組み結果の評価
② 電力使用量の削減



Ⅴ. 環境活動計画の内容・取り組み結果の評価
③ 軽油・ガソリン消費量の削減

■■■■ 軽油・ガソリン消費量の削減取り組み軽油・ガソリン消費量の削減取り組み軽油・ガソリン消費量の削減取り組み軽油・ガソリン消費量の削減取り組み
活動計画の主な内容活動計画の主な内容活動計画の主な内容活動計画の主な内容

各車燃費計測実施（毎月）＆各車管理

配送合理化（最短ルート、渋滞ルートの連絡）

最大の積載効率を図る

小ロット・多頻度納入の改善

適正車両点検の日常実施

各車エアコン温度設定

休憩中エンジン停止強化

計画的な営業ルートの計画

空車の走行削減に取り組む

エコカーへの更新検討

■■■■ 軽油・ガソリン消費量の削減軽油・ガソリン消費量の削減軽油・ガソリン消費量の削減軽油・ガソリン消費量の削減
取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み

【【【【取り組みの評価取り組みの評価取り組みの評価取り組みの評価】】】】

物流課（配送トラック）、営業・総務課（営業車・総務使用車）ともに3ヵ年連続で目標を達成することに成功した。
特に物流課においては昨年度（2015年度）目標達成したものの前年比で通期燃費が悪化していたが今年度は
大きく燃費改善することができた。
アイドリングストップ等、エコドライブの意識向上や配送ルートの効率化などが少しずつ実現してきた成果が表れ
ている。
営業、総務部門においても燃費の最も悪い営業車を下期より使用しない効果も現れ2年で9％の燃費向上に貢
献することができた。
引き続き、エコドライブの意識を持つとともに、スタンドもしくはディーラーでタイヤの空気圧を定期的にチェックす
る等、燃費向上対策と引き続きのエコドライブに努めていきたい。

両部門にいえることだが、かなり使用年数も長くなっており燃費効率は年々悪化することは避けられないことで
ある。エコカーの切り替えや燃費効率・環境貢献度合いの高い車の優先購入も検討していかなくてはならない。
経営状況を考慮しながら、ハード面での取組みと社員教育においてのソフト面強化をさらに実行してきたい。
ドライバー不足や過剰サービス等、物流問題がここ最近クローズＵＰされてきているが当社も置かれている状況
は同じでユーザ様へ適正な運賃、サービスへの理解度を販売部門中心となりお願いしていくことも来期以降の
大切な課題である。地域に密着した包装材メーカーとして徹底した小回りを利かせたデリバリー体制と環境貢献
を意識した物流部門を構築していくことが求められている。
来期以降もエネルギー負荷を抑えた燃費向上につながる取組みを販売、物流部門ともに推進していく。

毎月の部門燃費、さらには車単位での燃費計測を

行い毎月のPDCAを実施
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Ⅴ. 環境活動計画の内容・取り組み結果の評価
④ ガス使用量の削減

■■■■ ガス使用量の削減取り組みガス使用量の削減取り組みガス使用量の削減取り組みガス使用量の削減取り組み

活動計画の主な内容活動計画の主な内容活動計画の主な内容活動計画の主な内容

ボイラー使用材料の選定（すべてでなく、季節・納入状況に応じて使用）

ボイラー定期点検実施＆配管漏れチェック

終業時、元栓完全OFF

早めの利用停止

湯沸かし器、ガスコンロ終業時元栓チェック

仕様機種変更になったため、スチーム利用の減少実施

仕上げチーム、利用減少材料の選定

■■■■ ガス使用量の削減ガス使用量の削減ガス使用量の削減ガス使用量の削減
取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み

状
況
把
握
年
度

【【【【取り組みの評価取り組みの評価取り組みの評価取り組みの評価】】】】

最終年度は大きく目標をクリアし、当初より想定以上の成
果をえることができた。
その大きな要因は昨年度の設備更新と考えられる。従来
機では、品質を確保するためにボイラー（ガス）使用が必須
であった。しかし、更新機は従来以下のボイラー使用量で
あっても品質が確保できるようになったため、前年と比較し
しても34%もの削減が可能となった。

導入時は、ここまでの効果を得られるとは想定していなかっ
た。同様に目標設定していた原単位使用量においても大き
な実績を得ることができ、同時にボイラー使用に関わってい

た人員の負荷も軽減させることができる等、いくつもの相乗効果を出すことができた。

当社の場合、生活用（コンロ、給湯湯沸し機等）は僅少なため、工場で使用しているボイラー（都市ガス）が主である。
設備更新による効果が今年度の数字として大きく表れたものと実感している。
新設備導入から1年以上経過したが、来期からはさらにスチームを使用しなくても（もしくは従来に比較して使用量が
少なくてもいいもの）よい製品の洗出しと季節状況に応じた使い方を追求していく。
スチームを使用し原料に水分を与えることにより品質の確保が保ちやすくなるため、心理的にどうしても安全率を考
慮し多く使用しがちである。製函機と抜きラインのオペレーターはその見極めを厳しく行い、必要以上にボイラーを使
用することがないよう取り組んで成果をだすことに期待する。

またスチーム用ドレンタンクのバルブ及びホースの点検（蒸気漏れ）等、設備の点検を定期的に実施し、ガス使用量
に無駄がでない状態を維持していきたい。
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Q:なぜ加工前の原材料にボイラーを使用するのですか？なぜ加工前の原材料にボイラーを使用するのですか？なぜ加工前の原材料にボイラーを使用するのですか？なぜ加工前の原材料にボイラーを使用するのですか？

A: ダンボールなどの紙製品はその時々の環境要因（主に湿度）によって大きくそのダンボールなどの紙製品はその時々の環境要因（主に湿度）によって大きくそのダンボールなどの紙製品はその時々の環境要因（主に湿度）によって大きくそのダンボールなどの紙製品はその時々の環境要因（主に湿度）によって大きくその

物性が変化します。例えば乾燥期と梅雨期では同じ材質構成であっても加工時に予期せぬ事態が物性が変化します。例えば乾燥期と梅雨期では同じ材質構成であっても加工時に予期せぬ事態が物性が変化します。例えば乾燥期と梅雨期では同じ材質構成であっても加工時に予期せぬ事態が物性が変化します。例えば乾燥期と梅雨期では同じ材質構成であっても加工時に予期せぬ事態が

起こりうるのです。紙は繊維が複雑に絡み合ってできているので、例えば乾燥期に折れ罫線を入れ起こりうるのです。紙は繊維が複雑に絡み合ってできているので、例えば乾燥期に折れ罫線を入れ起こりうるのです。紙は繊維が複雑に絡み合ってできているので、例えば乾燥期に折れ罫線を入れ起こりうるのです。紙は繊維が複雑に絡み合ってできているので、例えば乾燥期に折れ罫線を入れ
ると紙の表面が割れやすくなります。（破れてしまう）ると紙の表面が割れやすくなります。（破れてしまう）ると紙の表面が割れやすくなります。（破れてしまう）ると紙の表面が割れやすくなります。（破れてしまう）

それを防ぐために加工前にボイラー蒸気を紙に当て水分を加え割れにくくするのです。それを防ぐために加工前にボイラー蒸気を紙に当て水分を加え割れにくくするのです。それを防ぐために加工前にボイラー蒸気を紙に当て水分を加え割れにくくするのです。それを防ぐために加工前にボイラー蒸気を紙に当て水分を加え割れにくくするのです。

最近の機械は罫線の入れ方に工夫がされているため以前よりはそのような症状が起きにくくなって最近の機械は罫線の入れ方に工夫がされているため以前よりはそのような症状が起きにくくなって最近の機械は罫線の入れ方に工夫がされているため以前よりはそのような症状が起きにくくなって最近の機械は罫線の入れ方に工夫がされているため以前よりはそのような症状が起きにくくなって

います。また、ダンボールの主原料は古紙です。そこに原紙の強度を出すために薬品等を加えていいます。また、ダンボールの主原料は古紙です。そこに原紙の強度を出すために薬品等を加えていいます。また、ダンボールの主原料は古紙です。そこに原紙の強度を出すために薬品等を加えていいます。また、ダンボールの主原料は古紙です。そこに原紙の強度を出すために薬品等を加えてい
るために加工が昔に比較して難しくなっています。るために加工が昔に比較して難しくなっています。るために加工が昔に比較して難しくなっています。るために加工が昔に比較して難しくなっています。 12



Ⅴ. 環境活動計画の内容・取り組み結果の評価
⑤ 産業廃棄物排出量の削減

■■■■ 産業廃棄物排出量の削減取り組み産業廃棄物排出量の削減取り組み産業廃棄物排出量の削減取り組み産業廃棄物排出量の削減取り組み

活動計画の主な内容活動計画の主な内容活動計画の主な内容活動計画の主な内容

発生品の分別徹底継続&発生品の内容チェック

端材の有効活用

ロスを少なくする製品設計（特に緩衝材）

外部よりの持ち込みゴミゼロへ

パレット類破損させないための取り扱い

再利用、リサイクルしやすい製品の優先購入

廃プラ/廃木材が多いため原因（発生場所）調査（製造部長/出荷責任者）

ウエスの最大限活用、再利用

■■■■ 産業廃棄物排出量の削減産業廃棄物排出量の削減産業廃棄物排出量の削減産業廃棄物排出量の削減
取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み

【【【【取り組みの評価取り組みの評価取り組みの評価取り組みの評価】】】】

産業廃棄物排出量削減については前期2年は目標達成することができず中期計画最終年にあたる今期は、重
要課題として本目標を設定し取組みを行ってきた。
内訳を見ると可燃ごみ、廃プラ、廃木材等主要産廃においては全て前年と比べて大きく減少することができ、最
終目標もようやく達成することができた
前年度は、大型の新設備を導入した影響で様々な廃棄物を排出したことが増加の要因であった。今年度は、
大型の設備投資など突発的な要因がなかったことが減少した一因と考えられる。
しかし、直近5年の推移をみても今年度は最も排出量が少なく一定の成果を出すことができた。特に外部から破
損したり寸法的に当社で使用することができないパレット引取りの見直しや徹底した分別管理による排出内訳
の確認を確実に実施してきたことによる効果が大きかったとみている。
今後もまずは分別の徹底継続と排出内訳の分析を確実に行い、問題発生時にはその内訳分析、そして発生原
因と対策をとることを徹底していく。

数年に一度、ユーザー様と交渉しながら今後使用しない印版（廃プラ）や抜型（廃木材）の整理を実施している
ため、一時的に排出量が増えることがある。その場面での増加は否めないが、社内努力での取り組みを徹底
し、可能な限り、排出量削減に来期以降も取り組んでいく。

また、下期に受発注システムの入れ替えを行った。業務の一部で進め方、
出力方式が変更になったため次年度以降は事務所からのコピー用紙に
おいて若干の排出量増加が見込まれる。今期は先ずは分別を徹底し、
オフィス古紙や雑紙などの排出内訳を把握しその対策を検討していく。
来期以降、さらに排出の細分化目標を設定し、それぞれの部門において
数値目標の達成に向けて努めていきたい。
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「分別徹底ポスター」と紙排出内訳の細分化チェック表
《雑紙/オフィス古紙/ミックスペーパー》（排出量記録表）
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製紙工場

段ボールシート工場

コムパックシステム

ダンボール古紙業者

�製造段階において発生する段ボール古紙と緩衝材ロスの再生利用

自社内において発生する段ボール端材と発泡緩衝材ロスは、それぞれダンボール原紙とペレット材として
100%再生利用しています。
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Ⅴ. 環境活動計画の内容・取り組み結果の評価
⑤ 産業廃棄物排出量の削減

製造工程で発生する端材を

リサイクル

段ボール工場

化学工場

緩衝材原反製造工場

コムパックシステム

再生ﾌﾟﾗ回収業者

緩衝材加工工場

段ボール古紙の場合 緩衝材ロス（端材）の場合

減溶機によるペレット化減溶機によるペレット化減溶機によるペレット化減溶機によるペレット化

古紙回収業者様にて
ベーラーにて圧縮後、
製紙メーカーへ

ペレット化ペレット化ペレット化ペレット化

消費者の分別意識向上のた
め、当社ではリサイクルﾏｰｸの
印刷を推奨しております

減溶機を使用するにもエネルギー（電力）が必要なため、
できるだけロスが出ない工夫が製販ともに必要です。
・ロスが発生しにくい型面付け
・端材の有効活用

・スライスを必要としない設計 等



Ⅴ. 環境活動計画の内容・取り組み結果の評価
⑥ グリーン購入比率の向上

■■■■ グリーン購入比率の向上取り組みグリーン購入比率の向上取り組みグリーン購入比率の向上取り組みグリーン購入比率の向上取り組み

活動計画の主な内容活動計画の主な内容活動計画の主な内容活動計画の主な内容

購入品リストUPと対象品チェックリストによる管理

仕入れ業者への通達と切り替え実施

全社員への周知徹底

対商品がある場合は都度切り替え検討（予算・品質面）

用品の集約・統一化

■■■■ グリーン購入比率の向上グリーン購入比率の向上グリーン購入比率の向上グリーン購入比率の向上
取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み

【【【【取り組みの評価取り組みの評価取り組みの評価取り組みの評価】】】】

グリーン購入比率の向上については、今年度も目標を達成。
オフィス用品のうちグリーン購入が可能な商品を対象に目標
の購入比率を設定しており、当社で切り替え可能な商品につ
いては全て対応済みである。新たに購入するオフィス用品に
ついても優先してグリーン購入品を実施している。

次年度以降もこの状況を維持し事務・オフィス用品の購入
において環境貢献を実施していく。

エコマーク優先購入

Ⅴ. 環境活動計画の内容・取り組み結果の評価
⑦ 排水量の削減

■■■■ 排水量の削減取り組み排水量の削減取り組み排水量の削減取り組み排水量の削減取り組み

活動計画の主な内容活動計画の主な内容活動計画の主な内容活動計画の主な内容

節水啓蒙活動による生活水の削減

スチーム発生排水の再利用

漏水点検（各部門）

錠前時、元栓完全OFF実施（実施者氏名記録）

スチーム使用の削減

インク在庫数の削減(擬似色の統一化⇒セット替え減少⇒洗浄回数削減)

スチーム過剰使用の削減検討

生産機の同一色の連続製造

0

200

400

600

800

1,000

65期 66期 67期

排水量推移(㎥)

14%増加
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■■■■ 排水量の削減排水量の削減排水量の削減排水量の削減
取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み

【【【【取り組みの評価取り組みの評価取り組みの評価取り組みの評価】】】】

今年度の排水量の削減については前年度設備更新の影響を受け状況把握年度であった。その結果、1年を通
し排水量は前年比14％増加することが分かった。

生活用水は全体量のごく一部であるが、節水を呼びかけ日常の中で取組みを継続している。消費の多くを占
める要因は、印刷機の色替え時での機械ユニット内での洗浄水である。
昨年度導入の更新機が従来機と洗浄方式が異なるため色替え時の洗浄水は増加してしまったが、一方でセッ
ト時間の短縮に大きく貢献しており、明と暗の両面が出た結果となった。

現在、製造部門においては印刷色の切り替えを極力少なくするよう同色の製造を連続で行うよう段取りを組ん
で取り組んでいる。
また、販売部門においても印刷色数を出来るだけ集約し同色系の色数を極力削減するようユーザー様へお願
いし、一定の削減結果を得た。来期以降もその効果が徐々に出ることを期待しているところである。
全社的に印刷色を削減することは生産性向上、コストダウンに大きく寄与することから来期以降も色統一活動を
販売部門の主要施策として設定している。

また、期中において印版洗浄機を更新した。使用した洗浄剤と洗浄水は自動的に洗浄タンクから循環し再利用
するものである。大量の水を必要とせず省資源タイプの洗浄機である。従来機と比較しても節水に貢献できる。
印版洗浄機の定期メンテナンス、洗浄時水量調整等を実施し、微量ながら環境貢献
に取り組んでいく。

印刷機更新に伴うユニット内洗浄水の増加は当社にはどうすることも出来ない要因で
あるが、セット時間短縮による生産性向上や色集約活動によるコストダウン効果を発揮
させながら製販ともに全力で取り組んでいく。来期以降の活動に期待するところである。

状
況

把
握

年
度

「節水活動の基本」啓蒙活動

印版洗浄機
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Ⅴ. 環境活動計画の内容・取り組み結果の評価
⑦ 排水量の削減



Ⅴ. 環境活動計画の内容・取り組み結果の評価
⑧ 環境に配慮した設計提案

■■■■ 環境に配慮した設計提案取り組み環境に配慮した設計提案取り組み環境に配慮した設計提案取り組み環境に配慮した設計提案取り組み

活動計画の主な内容活動計画の主な内容活動計画の主な内容活動計画の主な内容

ワイヤー/文化鋲の使用削減

分別容易/可能な仕様設計の提案

リサイクル可能な資材選定

最新情報の獲得（展示会/業界紙）/各種コンテストへの挑戦

各種試験による最適包装の提案

3Rをもとにした設計業務/改善活動

成功例の横展開

2017年3月15日、地元上田市と「災害時における物資供給
の協力に関する協定」を締結。

【供給物資の種類】

・段ボール製簡易ベッド、段ボール製間仕切り
・段ボールシート、段ボールケース等の段ボール製品
・粘着テープ等 その他取扱商品

当社の持つ保有資源と強みを活用し、地元上田市が災

害に見舞われた際には、避難所等に当社考案の段ボール
製簡易ベッドを短期間で供給する内容となっている。
当社は徹底した地場産業であり、お客様のほとんどが地
域の企業である。今回の締結に至った経緯としては、これ
まで約70年に渡り育てていただいた地域のために出来るこ
とがないか、というところから始まっている。

段ボールは100% リサイクルが可能であり、軽く強い特性
を利用し、一度に大量生産、輸送が可能である。なによりも
被災者の方々の健康被害等の二次的健康被害防止につ
ながるものであり、ベッド使用時は収納箱としても利用でき
る等、多くのメリットを併せ持つ商材である。
特に今回の提案は、当社主力商材である一般段ボール
と強化段ボールを組み合わせた最も簡単で最も使いやす
いベッドを考案している。
今後も、 「地域貢献」という当社理念にも基づいた環境・
社会貢献に繋がるような
商品開発を推進していき
たい。

上田市と「災害時における物資供給
の協力に関する協定」締結
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まだ多くの改善すべき仕様があり、特に何年も以前に立ち上げた商品は環境面で問題がある。
同時にそういった仕様は生産性の低下につながるようなものも見られ、これらの仕様改善は生産性向上の面からも
注力し取り組まなくてはならない課題であった。販売部門の主要施策として来年度以降も設定している。

この課題については、様々な観点からの切り口があり、現在ユーザー様も環境面を無視した包装材採用は行わなく
なってきている。10年前のユーザーニーズとは明らかに変化しており環境面を考慮した設計提案が出来るかできな
いかがパッケージ関連企業の運命を左右するといっても過言でないと認識している。
販売部門、設計部門担当者は来期以降さらにレベルを上げた目標を設定し、それに向けての情報収集、スキル向
上、自己研鑽を行っていく。

本目標は本来業務と直結し当社の生命線になる重要なテーマであり担当部門者の設計提案力向上とユーザー様へ
の積極的アプローチがなければ実績を出し続けることが難しいが、当社の将来を掛けた重要なテーマと全員が認識
しさらなる推進を行っていく。

当社は総合包装メーカーとして様々な商材を取り扱っており様々な視点からの提案活動を行えることから、それぞれ
の商品群の特性・特徴をよく理解し環境面を始め、コストダウン、作業効率化、合理化につながるような提案をユー
ザー様に今後も提供していく。

今年度までの3ヵ年計画においてはいずれも当初の目標設定をクリアすることができ一定の成果を出すことができた。
全担当者の努力の賜物であるが、まだまだ対応が遅れている面も見られるため来期以降の活躍に期待するところ
である。

■■■■ 環境に配慮した設計提案環境に配慮した設計提案環境に配慮した設計提案環境に配慮した設計提案
取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み取り組みの結果と評価及び次年度の取り組み

【【【【取り組みの評価取り組みの評価取り組みの評価取り組みの評価】】】】

環境に配慮した設計提案については3年連続で目標を達成し
た。本取組については、本来業務に直結した販売部門の重
要な取組みとして継続的に取り組んできた。
リサイクルマークの推奨から始まり、複数商材組み合わせ
パットの分別対応設計、省資源設計、薄物化・軽量化推進、
脱ワイヤー化、廃棄物減少につながる提案等、様々な観点/
視点からユーザー様へのアプローチを実施している。
特に今年度は目標件数も増加し、更なる取組み強化を行った。

《《《《今期取り組んだ主な内容今期取り組んだ主な内容今期取り組んだ主な内容今期取り組んだ主な内容》》》》

� 木枠梱包からオール段ボール化への切り替え提案

� 段ボールの薄物化提案と切り替え

� 数種類の梱包材を1種類で兼用できる梱包材提案と切り替え

� ワイヤー留めからグルアー化への切り替え

� 梱包パットの共通化

� 梱包パーツの点数差削減による簡易包装提案

� 1Way梱包からリターナブル梱包への切り替え

� 手掛け紐から手掛け穴方式への切り替え

� ﾃｰﾌﾟ留め梱包からロック式梱包への切り替え ■強化芯推進（S160→強化120) その他多数実績あり
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Ⅴ. 環境活動計画の内容・取り組み結果の評価
⑧ 環境に配慮した設計提案

軽量化・薄物化推進



当社は毎年、地元の産業展示会や企業イベント等に
積極的に出展しています。
当社のPRはもちろんのこと、できるだけ多くの方々や
企業様に環境に貢献できる商品群や設計手法、また
ダンボール遊具・家具等を直接PR,お伝えすることによ
り当社の取り組みを知っていただき地域の進歩発展
に貢献していきたいと考えております。
B to B取引（企業間取引）がほとんどのため、普段一
般の方々となかなか触れ合うことが少ないこともあり
貴重な機会と捕らえ今後も継続してまいります。
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Ⅴ. 環境活動計画の内容・取り組み結果の評価
⑧ 環境に配慮した設計提案

■■■■ 地元地元地元地元展示会への積極的出展展示会への積極的出展展示会への積極的出展展示会への積極的出展

■■■■ 環境配慮型什器環境配慮型什器環境配慮型什器環境配慮型什器////展示台展示台展示台展示台

展示会、商談会、イベントなどで使用する展示台（什器）は一般的に木材で作られています。
当社では段ボールを使用した環境配慮型什器の設計・販売を開始しました。

� 工具・ﾃｰﾌﾟを使わずすべて簡単組み立て式のため、何度も使え会場での設営の手間を大幅カット！

� 廃棄の際は100%リサイクル可能
� オリジナル構造及びデザインによる抜群の販促効果
� 小さく収納（折りたためて女性でも持ち運び簡単）
� リーズナブルな価格設定

� 放送局のスタジオも段ボールで設計、製作しました！

■■■■ 地元高校への協力地元高校への協力地元高校への協力地元高校への協力
当社は毎年、地元高校デザイン科の実習教材として
ダンボールシートを無償提供しています。
また当社設計担当社員がダンボールの特性、特徴を
生徒方に教える講師役を努め、実習テーマであるダ
ンボールスツール作成のアドバイスを行っておりま
す。
既成概念に捉われない大胆な発想からダンボールの
持つ可能性を毎年生徒さん達から我々が教えても
らっております。
我々の扱う商材を通して将来のある高校生達のデザ
イン・設計学習のお役に立てていただくことは非常に
うれしい限りです。
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【環境への取組み自己チェックリスト】 ＊エコアクション21ガイドライン2009年版 自己チェックリストより
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Ⅵ. 環境関連法規等の遵守状況

環境関連法規について自社でチェックした結果、違反・訴訟はありません。
関係当局よりの違反などの指摘は過去3年間ありません。

当社が該当する主な環境関連法規と遵守状況

法律・条令・その他法律・条令・その他法律・条令・その他法律・条令・その他 遵守状況遵守状況遵守状況遵守状況

環境基本法 遵守

消防法 遵守

廃棄物処理法 遵守

下水道法 上田市下水道条例 遵守

騒音規正法 遵守

Ⅶ. 代表者による全体評価・見直し

3ヵ年計画の最終年度が終了し、設備更新に伴う現状把握項目（2つ）以外の目標においてはすべて目標達成
することができ、良い形で新年度につなげることができた。全社員の取組みに感謝したい。

特に廃棄物排出量においてはこれまでの大きな課題であったが前年比63％（昨年度は設備更新に伴い一時
的に排出量が増加）、目標比94％で目標達成できたこと、また設備更新に伴い懸念されたエネルギー消費の増
加についても当初予想していたよりも低く抑えられる見込みが立ったことは良かった。
ただし、水の使用量においては洗浄方式がこれまでと変わり増加してしまうことは避けられそうにない。同色連
続製造、ロットまとめ等の改善対策（生産性向上にも寄与）で可能な限り対処していきたい。来期からの新たな3

カ年計画では、より効果的、具体的な目標を設定しコストダウン、生産性向上、不良品減少につながる活動を推
進し、実効性のある取組みを行っていく予定である。

販売部門の目標である環境配慮設計においては目標はなんとか達成できたがもっと深堀し、より時代にマッチ
した包装設計業務のレベル向上が必要であると感じている。それが他社との差別化にもつながり当社の今後の
生き残りの重要な施策の一つであるという認識をもってもらいたい。新設備が導入され生産性向上に大きくつな
げることに成功し、心配された騒音問題もクリアでき、来期以降は設備に関わる電力、ガス（設備更新に伴い大
きく改善）、水に関する環境負荷に注視し設備投資効果を発揮していく予定である。

ここ数年でいくつもの生産設備も大きく更新し、環境負荷の内訳内容が変化している。設備の変化に伴い増加
してしまうエネルギー関連もあるが、製販での改善活動（業界ＴＦＰ活動）によりできる限りの知恵を絞り効率ＵＰ、
負荷削減に取り組むことが求められる。

環境活動を通じ本来業務への展開、改善改良活動から企業の収益力向上、常に考える習慣つけを全社員が
取り組んでいく。環境問題が益々問題になり次世代に豊かな地球をバトンタッチしていくためにも当社に出来る
活動を今後も取り組んでいくことを期待している。

また、今期末に上田市と「災害時における物資供給に関する協定」を締結しダンボールベッドの優位性活用と
社会貢献活動を推進できたことは大きな成果であった。 さらなる環境貢献活動と企業収益の向上、社員力の
向上を行えるようエコアクション21をそのためのツールとして上手に活用していくことを全社員に期待する。
ハード面での投資は一段落し今後はソフト面での改善活動が重要になってくる中で社員教育にも注力し、
より実りある活動を行っていきたい。
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