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【真田幸村公騎馬像】

当社は2008年に環境マネジメントシステム「エコアクション21」を認証取得し、早いもので来年度で10年目を迎えることになります。スタート
時はまさにリーマンショック直後の時期で創業以来の大変に厳しい環境下でありました。その状況下でエコアクション21は会社組織・組織風
土をさらに活性化させ、社員ひとりひとりが具体的に取り組むことが出来、継続できる経営ツールとして活用できることから認証取得に踏み
切りました。
当初は目の前の紙・ゴミ・電気を削減する基本からスタートし、少しずつ目標設定のレベルを向上させPDCAの仕組みを社内に浸透させて
いきました。そして現在は単なる環境貢献活動のみではなく本来業務との関わりを重要視し、ムダ・ムリの排除・業務改善・作業改善から収
益改善へと生産性の向上につなげ、コストダウン貢献と商品の差別化戦略として非常に大きな成果を生むまでに発展いたしました。
活動を通して環境貢献商品の開発を強化し日本・アジア・世界の包装コンテストに入賞することもできるようにもなり、差別化戦略の一つと
して新しい会社の進むべき方向性も定まってまいりました。
人の創意工夫は無限であり、まだまだとり組むべき事案は多くありますが、環境経営マネジメントシステム「エコアクション21」を上手に自
社に合わせ活用し会社と社員全員の進歩・発展につなげていきたいと考えております。社員皆さんの益々の取り組みに期待いたします。

2018年5月 代表取締役社長 鈴木由彦
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■ 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
URL http://compack.co.jp/ TEL 0268-24-9500  FAX 0268-22-2202
・塩田工場 ： 長野県上田市下之郷263

■ 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 2017年4月1日～2018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（軽量物～重量物包装まで対応）
包装評価試験

■ 床面積 3,665㎡

■ 従業員数 37名（2018年3月31日現在）

■ 環境管理体制

［環境管理責任者］
社長

事務局 ［内部監査員］

［環境改善責任者］
取締役製造部長

［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
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昭和24年 大蔵省専売局上田たばこ分工場操業に伴いたばこ包装用木箱納入業者として創業
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昭和25年 上田たばこ分工場が日本専売公社本社直轄工場昇格に伴い上田企業㈱創設。
以後たばこ包装用木箱主体に一般民需用包装木箱の製造販売開始。

昭和36年 木箱からダンボールへの転換を先見し、現地に大型ダンボール製函工場を新設。
たばこ用ダンボールの他、一般民需向けダンボール箱の製造販売を開始。

昭和44年 業務拡張に伴い倉庫・工場を増設。同時に製函設備の近代化を促進。

昭和60年 地元包装資材企業を合併。社名をコムパックシステム株式会社と改称。
最新ダンボール製函機及び付帯設備機器一式導入。

平成2年 創業40周年。ダンボール工場・付帯設備大規模改修実施。

平成12年 創業50周年。

平成13年 最新ダンボール製函機（3色FFG)導入。

平成16年 騒音防止、環境対策として防音壁設置工事施工。

平成19年 環境対策として出荷口に大型ルーフ設置。

平成20年 環境経営システム「エコアクション21」認証取得。

平成24年 本社工場に太陽光発電設置（事務所電力に利用）。LED照明導入。

平成25年 最新式自動平盤打抜機導入。塩田工場に太陽光発電設置。
LED照明に全面更新。

平成25年
～平成27年

当社開発の環境貢献商品が「日本パッケージングコンテスト」
3年連続受賞。同時にアジア地区における包装コンテスト「ア
ジアスター賞」においても3年連続受賞。

平成28年 最新式画像検査装置付高速製函機導入。同時に生産機
レイアウト全面変更。

平成29年 塩田工場太陽光発電パワーアップ増設実施。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」締結。
開発商品が「日本パッケージングコンテスト」及び世界
包装機構(WPO)において「ワールドスター賞」受賞。

平成30年 第21回環境コミュニケーション大賞において環境活
動レポート部門「優良賞」受賞。
本社工場において国際的な
森林認証制度FSC/COC認証取得。

会社沿革会社沿革会社沿革会社沿革
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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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単位
2016年

（基準値）
2017年 2018年 2019年

1.5％削減 2％削減 2.5%削減

208,999208,999208,999208,999 207,938207,938207,938207,938 206,877206,877206,877206,877

参考：売上高100万円あたりのCO2排出量 kg-CO2/百万円 192.7192.7192.7192.7 189.8189.8189.8189.8 188.8188.8188.8188.8 187.9187.9187.9187.9

1.5％削減 2％削減 2.5%削減

35.135.135.135.1 34.934.934.934.9 34.734.734.734.7

  参考：工場使用量（kwh）※工場及び事務所 kwh 185,543185,543185,543185,543 182,760182,760182,760182,760 181,832181,832181,832181,832 180,904180,904180,904180,904

1.5％削減 2％削減 2.5%削減

23,28823,28823,28823,288 23,17023,17023,17023,170 23,05223,05223,05223,052

1％燃費UP 1.5％燃費UP 2%燃費UP

5.385.385.385.38 5.415.415.415.41 5.445.445.445.44

1％燃費UP 1.5％燃費UP 2%燃費UP

13.0313.0313.0313.03 13.0913.0913.0913.09 13.1613.1613.1613.16

1％削減 2％削減 3%削減

1.401.401.401.40 1.381.381.381.38 1.371.371.371.37

2％削減 3％削減 4%削減

4,1654,1654,1654,165 4,1234,1234,1234,123 4,0804,0804,0804,080

1％削減 2％削減 3%削減

913913913913 904904904904 894894894894

60606060 55555555 50505050

5％UP 6％UP 7%UP

5.125.125.125.12 5.175.175.175.17 5.225.225.225.22

①本社工場

　（原単位目標）対生産量比（kwh/千㎥）
kwh/千㎥ 35.635.635.635.6

2 産業廃棄物排出量の削減

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㎥ 1.411.411.411.41

kg 4,2504,2504,2504,250

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 12.9012.9012.9012.90

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

営業部全体

毎月5件以上

（年間60件）

排水量の削減 ㎥ 922922922922

3

不良率低下による省資源、廃棄物の削減

（破損品の削減）
件

7 環境に配慮した設計、製造工程等の改善

5.335.335.335.33

件

グリーン購入比率の向上　 % 100100100100

在庫回転率の向上 回 4.884.884.884.88

67676767

営業部全体

毎月5件以上

（年間60件）

項目

212,182212,182212,182212,182kg-CO2
二酸化炭素排出量の削減

 ※産廃分野での排出量は除く

1

1-1　電力使用量の削減

②塩田工場

　工場使用量（kwh）
kwh 23,64323,64323,64323,643

購入比率95％以上

4

営業部全体

毎月5件以上

（年間60件）

6

5

km/L

※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0.482㎏-CO2/kWh（平成27年度中部電力(株)）
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※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0.482㎏-CO2/kWh（平成27年度中部電力(株)）

単位
2016年

（基準値）
目標/実績 2017年 達成率

1.5％削減

208,999208,999208,999208,999

実績 199,145199,145199,145199,145

参考：売上高100万円あたりのCO2排出量 192.7192.7192.7192.7 実績 180.5180.5180.5180.5

〇

2％削減

35.135.135.135.1

実績 35.735.735.735.7

185,543185,543185,543185,543 実績 177,210177,210177,210177,210

×
1.5％削減

23,28823,28823,28823,288

実績 22,53922,53922,53922,539

〇

1％燃費UP

5.385.385.385.38

実績 5.605.605.605.60

〇
1％燃費UP

13.0313.0313.0313.03

実績 12.5312.5312.5312.53

×
1％削減

1.401.401.401.40

実績 1.541.541.541.54

×
2％削減

4,1254,1254,1254,125

実績 5,1545,1545,1545,154

×

実績 100100100100

〇
1％削減

913913913913

実績 992992992992

×

60606060

実績 57575757

〇

5％UP

5.125.125.125.12

実績 4.764.764.764.76

×

実績 54545454

×

4

3

1

4,2094,2094,2094,209

90%90%90%90%件

6

7

5

評　価

目標
4.884.884.884.88

回
在庫回転率の向上

105%105%105%105%

93%93%93%93%

目標

評　価

不良率低下による省資源、廃棄物の削減

（破損品の削減） 件
67676767

80%80%80%80%
産業廃棄物排出量の削減

92%92%92%92%

目標
購入比率

95％以上

100%100%100%100%

評　価

評　価

922922922922
㎥

排水量の削減
目標

2 kg

目標

評　価

㎥/千㎥
1.411.411.411.41

目標

評　価

91%91%91%91%

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

評　価

96%96%96%96%

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
12.9012.9012.9012.90

104%104%104%104%

評　価

98%98%98%98%

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
5.335.335.335.33

目標

目標

①本社工場

　（原単位目標）対生産量比（kwh/千㎥）
kwh/千㎥ 35.635.635.635.6

km/L

目標

評　価

kwh 103%103%103%103%
23,64323,64323,64323,643

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

目標
212,182212,182212,182212,182

評　価

営業部全体

毎月5件以上

（年間60件）

100100100100グリーン購入比率の向上　
%

評　価

項目

1-1　電力使用量の削減

②塩田工場

　工場使用量（kwh）

kg-CO2/百万円

kwh
  参考：工場使用量（kwh）※工場及び事務所

104.9%104.9%104.9%104.9%

評　価

環境に配慮した設計、製造工程等の改善
目標

Ⅳ・・環境目標とその実績 ① (2017.4～2018.3）
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【環境目標とその実績（ 2017.4～2018. 3 ） に対する評価・総括】

今期は3ヵ年中期目標の初年度であった。結果としては、大項目の7項目中4項目が未達成となっ
たが、全体における二酸化炭素排出量は、電力や軽油、ガソリン、灯油の総使用量の削減により目
標を達成することができた。

しかし、生産量比や燃費で計算した場合の目標値では、達成していない項目もある。温暖化防止
へ向けた効率的な取り組みについて課題を再認識し、見直しを行うことが必要になる。

目標値については、基準年度（2016年度）を下回る項目も多い結果となったが、基準年度を意識し、
改善に向けた取り組みを推進させるため、来期からも当初の目標に従い運用を進めていく。

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。

生産速度の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。

<エコアクション21 事務局 土屋>
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■■■■ 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

【【【【取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価】】】】
2017年度の二酸化炭素排出量の削減では、2016年度比1.5％削減を目標とした。その結果、2017年度の排出量は、
199,145kg-Co2となり、2016年度比6.1％削減となり目標を達成した。

項目別に排出内容をみていくと、前年比では軽油消費量とガソリン消費量は10％、灯油消費量は、7％、電力使用量
は、4.5％の削減となった。一方、ガス消費量は、3.5％の増加となった。

2015年の設備更新に伴い、電力使用量の大幅増加を懸念していたが、順調に削減へと推移しているため、今後も生
産性向上、残業時間の削減、不良率削減等の重要対策を強化し総Co2排出量削減につなげていきたいと考えている。

また、そのためには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
削減に向けた活動を引き続き強化推進していく。

【【【【次年度の取り組み次年度の取り組み次年度の取り組み次年度の取り組み】】】】
次年度の目標値は、2016年度比2％削減の207,938kg-CO2を設定する。

基準年度（2016年度）と比較して当期における二酸化炭素排出量は全社的に約約約約6666％％％％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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2016年度比

6.1 ％削減

2016年度比

4.5 ％削減

2016年度比

6.1 ％削

減

2016年度比

7 ％削減

2016年度比

10 ％削減

2016年度比

3.5 ％増加

Ⅴ・・環境活動計画の内容・取組み結果の評価、次年度の取組み

【 二酸化炭素排出量の削減】
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■■■■ 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】

■■■■ 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

※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。
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状
況

把
握

年
度

【【【【取り組みの結果と評価・取り組みの結果と評価・取り組みの結果と評価・取り組みの結果と評価・本社工場本社工場本社工場本社工場】】】】

2017年度、本社工場の電力使用量の削減では、2016年度比1.5％削減（対生産量比）を目標とした。その結果、
2017年度の排出量は35.7kwh/千㎡という結果になり、2016年度比0.3％増加となり目標を達成しなかった。
電力使用量は、2016年度比で4.5％削減されていることから、受注形態等が変化したことによる影響が考えら
れる。具体的には小ロット多品種受注が増えたために全体での負荷効率が悪化したことが大きな要因である。
2015年度に更新した主力生産機は、平均速度の向上はもとより検査機導入により不良率削減（歩留まりの向
上）、ロス削減にも通年を通して効果を発揮した。
当機の生産効率をうまく活かし生産性向上と、受注形態の見直し、生産量の増加に努め、生産量比による電
力使用量の削減へとつながる取り組みがさらに求められる。

【【【【次年度の取り組み・次年度の取り組み・次年度の取り組み・次年度の取り組み・本社工場本社工場本社工場本社工場】】】】
次年度の目標値は、2016年度比2％削減の34.9kwh/千㎡を設定する。
来期以降も2016年度実績35.6kwh/千㎡を基準に、原単位消費量削減に向け活動を始めていく。
本社工場、事務所ともにオールLED化にした効果が大きく全体消費量の削減につながっている。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く取組みが求められる。

2016年度比

4.5 ％削減

2016年度比

0.3 ％増加

【 電力使用量の削減：本社工場】

全体の約半分

Ⅴ・・環境活動計画の内容・取組み結果の評価、次年度の取組み

設備も照明も
不要時OFF!
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本社工場

オールLED化

切替済



【【【【取り組みの結果と評価・取り組みの結果と評価・取り組みの結果と評価・取り組みの結果と評価・塩田工場塩田工場塩田工場塩田工場】】】】

2017年度、塩田工場の電力使用量の削減では、2016年度比1.5％削減を目標とした。その結果、 2017年度の排出
量は22,539kwh, 2016年度比4.7％削減となり目標を達成した。
ここ数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を実施してきた。
また、社員の節電に対する意識の向上がこのような成果へつながったと考えている。

塩田工場は、製品の特性上、手加工品が多く自動化しにくい職場であるため、作業改善や標準化、多能工化を推進
し、無駄や無理の排除をしながら生産効率を高めている。今後もエコアクションからの視点も持ちながら改善の切り口
をひらき、生産活動と相乗効果のある活動を期待したい。

特に作業性、生産効率を高めることが、コストダウンと省エネルギーに貢献し競争力を高めることになることから、塩
田工場では近年カイゼン取組みを強化してきた。

緩衝材原料製造元である旭化成株式会社主催の提案制度（年一回行われる全国の代理店と特約加工会社を対象
とした提案制度）において、今年度も当社の提案は「加工機械・技術部門」で銅賞を受賞した。昨年、銀賞を獲得して
から2年連続の受賞となる。2年とも女性社員の提案であり社員の創意工夫力が向上してきていると評価している。
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【【【【次年度の取り組み・次年度の取り組み・次年度の取り組み・次年度の取り組み・両工場両工場両工場両工場】】】】

次年度の目標値について、塩田工場では2016年度比2％削減の23,170kwhを設定する。

両工場ともに節電に大きく繋がる設備導入は既に実施済みである。今後も数値目標を達成していくためには、社員
一人ひとりが環境への意識を高く持ちながら、改善活動を積み重ねていくことが重要になる。

改善活動への補助ツールとしては、デマンド導入があげられる。これにより電力のピーク時間帯や月、年次での傾
向を把握することが可能になったため、ピークをずらした生産活動の計画を立てることが可能になった。また、2016
年度末に更新した生産管理システムでは、長いスパンでの生産計画をたてることができる。これらの設備を上手く
使いこなしながら今後も生産の平準化や生産計画により無駄な消費やばらつきを抑えること等を意識して取り組ん
でいきたい。
本社工場においては、当期よりコンプレッサーのエアー漏れ点検を強化している。前年度と比べエアー漏れによ
るモーターの空回りは減少してきた。使用年数の長い機器は定期的なメンテナンスが必要になり、気づかずにいる
と電力の大きなロスにつながる。

エコアクション21を取得し10年が経過したことも踏まえ、基本に立ち返り電力削減に向けた取り組みを行うよう努
めていきたい。

2016年度比

4.7 ％削減

両工場において太陽光発電

による自然エネルギーの
有効活用！

デマンド導入による

「見える化」！

【 電力使用量の削減：塩田工場】

Ⅴ・・環境活動計画の内容・取組み結果の評価、次年度の取組み

平成平成平成平成30年度年度年度年度 提案制度提案制度提案制度提案制度 平成平成平成平成29年度年度年度年度 提案制度提案制度提案制度提案制度

「加工機械・技術部門」 銅賞 「加工機械・技術部門」 銀賞
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■■■■ 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

【【【【次年度の取り組み次年度の取り組み次年度の取り組み次年度の取り組み】】】】

次年度の目標値は、物流課では2016年度比燃費1.5％向上の5.41km/L。また、営業/総務課では2016
年度比燃費1.5％向上の13.09km/Lを設定する。

各部門ともに、車両の使用年数が長期化してきた為に、燃費効率は悪化の傾向である。営業車につ
いては、次年度、燃費効率・環境貢献度が高いエコ車両（hybrid車）への切り替えを検討している。

但し、全ての車両を同時期に切り替えることは難しい。既存の車両については、タイヤの空気圧チェッ
クや適正な時期でのノーマルタイヤ、スタッドレスタイヤへの履き替え、日ごろのメンテナンスを確実に
行うこと等により悪化をくい止めるように努めたい。

また、各個人がエコドライブ、安全管理の意識を高く持つことで部署全体の底上げを図りたい。

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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2013年度比

9.9 ％向上

2013年度比

12 ％向上
【【【【取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価】】】】

2017年度の軽油消費量の削減では、物流課（配送トラッ
ク）において2016年度比燃費1％向上を目標とした。その
結果、燃費は、5.60km/L,2016年度比5.1％向上となり目
標を達成した。

ガソリン消費量の削減では、営業・総務課（営業車・総務
使用車）において2016年度比燃費1％向上を目標とした。
その結果、燃費は、12.53km/L,目標比3.8％低下となり
目標を達成しなかった。

4年前と比べると各部門ともに10％近く燃費が向上してい
る。アイドリングストップ等、エコドライブの意識向上や配
送ルートの効率化等、社員の努力が蓄積した結果だと評
価できる。

2016年度比

5.1 ％向上

2016年度比

2.9 ％低下

【 経油・ガソリン消費量の削減】

全体の36%

軽油

ガソリン

Ⅴ・・環境活動計画の内容・取組み結果の評価、次年度の取組み
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車全てをハ
イブリッド
カーに更新
予定です！



■■■■ 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

仕様機種変更に伴う、スチーム利用の削減（印刷班）

利用減少材料の選定（仕上班）

■■■■ 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

【【【【次年度の取り組み次年度の取り組み次年度の取り組み次年度の取り組み】】】】
次年度の目標値は、2016年度比2％削減の1.38㎥/千㎥を設定する。
当期よりスチームを使用しなくてもよい製品（もしくは従来に比較して使用量が少なくてもよい製品）の洗出し
と季節状況に応じた使い方を追求している。来期も前述の取り組みを継続して実施する。
スチームを使用し原料に水分を与えることで品質が保てるため、心理的に多く使用しがちであるが必要量を
超えると非効率となる。製函機と抜きラインのオペレーターはその点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注意する。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）
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継続的に維持する。
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【【【【取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価】】】】

2017年度のガス使用量の削減では、2016年度比、千㎥あたりガス使用量（㎥/千㎥）1％削減を目標とした。
その結果、2017年度の排出量は、1.54㎥/千㎥、2016年度比9.2％増加となり目標を達成しなかった。しかし、
3年前と比べると22.6％近くガスの使用量は削減されている。その要因としては、2015年度末において実施し
た設備の更新と考えられる。これまでは、製品品質を確保するためにボイラー（ガス）使用が求められていた
が、更新機は従来以下のボイラー使用量でも品質が確保できるようになった。
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。設備での削減対策には限度もあり、今後求められることは日常の点検や使い方次第であると考えて
いる。
設備導入前のガス使用量へと戻らないよう、気を引き締めて活動に取り組んでいく。

2015年度比

22.6 ％削減

【 ガス使用量の削減】

Ⅴ・・環境活動計画の内容・取組み結果の評価、次年度の取組み

2016年度比

9.2 ％増加
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■■■■ 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

【【【【次年度の取り組み次年度の取り組み次年度の取り組み次年度の取り組み】】】】
次年度の目標値は、2016年度比4％削減の
4,123kgを設定する。
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。
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【【【【取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価】】】】

2017年度の産業廃棄物排出量の削減では、 2016年度比2％削減を
目標とした。その結果、2017年度の排出量は、5 ,154kg、2016年度比
21.3％増加となり目標を達成しなかった。

廃プラ、廃木材等は前年と同水準で推移しているが、可燃ごみの排
出量が増加している。可燃ごみの排出量が増加した要因は、使用済
ウエスの増加が考えられる。原因の深堀を来期以降、排出状況を見
ながら検討していく必要がある。

また、今期より事務所からの排出量について雑紙、古紙、ミックス等
に区分して集計するようにした。2016年度に導入した生産管理システ
ムにおいてコピー用紙の増加が見込まれたため状況を把握する必要
があった。当年度は事務所より591kgの排出量が発生。雑紙と古紙
の割合が高いが、分別により再生資源の有効利用に努めたい。

来期も徹底した分別の継続と排出内訳の分析を行い、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。

2016年度比

21.3 ％増加

事務所 合計

591 ｋｇ

生産工程において生じた端材（発泡ポリエチレ
ン）を再利用するために減容機を使用し、チップ
にして業者へ引き渡している。それにより産業廃
棄物から資源に変わり、環境負荷の低下、環境
保全へつながる取り組みを実施している。

【 産業廃棄物排出量の削減】

Ⅴ・・環境活動計画の内容・取組み結果の評価、次年度の取組み

可

燃

ご

み

が

増

加

REDUCE（減らそう!）
REUSE（再利用しよう!）
RECYCLE（リサイクルしよう!）

2013年度比

10.9 ％増加

＊汚泥を除く
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循環型社会の実現に向けて工場から発生するロス材、
端材の適正処理に取り組んでいます。
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製造工程で発生する端材を

リサイクル

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

Ⅴ・・環境活動計画の内容・取組み結果の評価、次年度の取組み

段ボールと緩衝材端材の100%リサイクル

ダンボールダンボールダンボールダンボール工場工場工場工場

コムパックシステムコムパックシステムコムパックシステムコムパックシステム

古紙古紙古紙古紙リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル業者業者業者業者

製紙工場製紙工場製紙工場製紙工場

ダンボールシートダンボールシートダンボールシートダンボールシート工場工場工場工場

貴重な原料としてリサイクル

84

86.9
88.4

90.3
92.1

94.8 95
93.3 94.1

95.3
96.7 97.2 96.6

80

85

90

95

100

わが国の段ボール回収率推移(%)

出所：段ボールリサイクル協議会資料

段ボールの場合

発泡緩衝材の場合

化学化学化学化学工場工場工場工場（（（（原料原料原料原料メーカーメーカーメーカーメーカー））））

緩衝材加工工場緩衝材加工工場緩衝材加工工場緩衝材加工工場 コムパックシステムコムパックシステムコムパックシステムコムパックシステム

原料回収業者原料回収業者原料回収業者原料回収業者

全国の

代理店

へ納入

自社にて端材ロスを減溶・ペレット化し100%原料としてリサイクルしています

当社では消費者の分別意識向上のため、段ボールリサイクル
マークの印刷を推奨しております

回収率の高さからリサイクルの“優等生”といわれています

当社が取り扱っている緩衝材「サンテックフォーム」は発泡ガスにフロン系ガスを一切
使用せず、オゾン層破壊がなく、温暖化係数も極めて低い炭化水素(HC)を使用してい
ます。また重金属等、有害な物質は一切使用しておらず「RoHS指令」「REACH」「JAMP」
等の国際的な環境規定にも対応しています。

段ボール古紙は段ボールとして生まれ変わります

第68期 環境活動レポート

各家庭各家庭各家庭各家庭

各各各各企業企業企業企業

低密度

ポリエチレン



■■■■ 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

【【【【取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価】】】】

2017年度のグリーン購入比率の向上では、95％以上を目標
とした。その結果、3年連続100％となり目標を達成した。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。

【【【【次年度の取り組み次年度の取り組み次年度の取り組み次年度の取り組み】】】】

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

■■■■ 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）

印版洗浄機の定期メンテナンス

印版洗浄機の洗浄時水量調整

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

16

Ⅴ・・環境活動計画の内容・取組み結果の評価、次年度の取組み

【 グリーン購入比率の向上】

【 排水量の削減】

2014年度比

52.4 ％増加

第68期 環境活動レポート



■■■■ 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

【【【【取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価】】】】

2017年度の排水量の削減では、2016年度比、1％削減を目標とした。

その結果、2017年度の排水量は、992㎥、2016年度比7.6％増加となり目標を達成しなかった。

2014年度の排水量は、651㎥。2014年度比においても52.4％増加となり上昇傾向にある。原因としては、2016年
度に導入した生産機においてインク色替え時、ユニット内を洗浄する際の洗浄水が増加してしまったことである。
洗浄方式が従来機と変わったことで、生産工程におけるセット時間は短縮されているため、明と暗の両面が反映
された結果となった。

当社の場合、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。

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。

【【【【次年度の取り組み次年度の取り組み次年度の取り組み次年度の取り組み】】】】

次年度の目標値は、2016年度比2％削減の904㎥を設定する。

全社的に印刷色を削減することは環境貢献にとどまらず、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。

2016年度に印版洗浄機を更新した。使用した洗浄剤と洗浄水を自動的に洗浄タンクから循環し再利用するもの
で、大量の水を必要としない省資源タイプの仕様となる。従来機と比較しても節水に貢献できているため、定期メ
ンテナンス、洗浄時水量調整等を実施し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。

「節水活動の基本」啓蒙活動
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状
況

把
握

年
度

2016年度比

7.6 ％増加

Ⅴ・・環境活動計画の内容・取組み結果の評価、次年度の取組み

印版洗浄機
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■■■■ 破損品の削減取り組み破損品の削減取り組み破損品の削減取り組み破損品の削減取り組み

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

破損品発生時に破損品情報（金額、破損理由等）を記録し、再発防止に努める

製造工程上の破損品件数の削減

* 印刷ミス、貼り違い、寸法ミス等の防止（注意喚起）

* 誤発注の防止（再確認徹底）

製品不良の破損品件数の削減（リフトキズ、落下によるキズ、糊はがれなど）

* フォークリフト操作における製品接触によるキズの防止（周囲点検/注意喚起）

* 積載時、荷下ろし時における製品落下によるキズの防止（注意喚起）

* 倉庫保管時の荷崩れや汚れ付着の防止

■■■■ 破損品の削減破損品の削減破損品の削減破損品の削減 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

【【【【次年度の取り組み次年度の取り組み次年度の取り組み次年度の取り組み】】】】

次年度の目標値は、2016年度比12件減の55件を設定する。破損品は、人為的なミス、ケアレスミスによるものが大半を
占める。販売部門では、システム登録時の誤発注防止。製造部門では、印刷ミス防止のため複数での立ち会い、確認し
易い環境づくり（作業効率を落とさない作業計画を前提）、情報共有による被害の拡大化防止などを通して破損品の発生
を抑える。なお、主力生産機については画像検査装置を導入したことによりこれまで度々発生していた印刷不良、材料不
良は大幅に削減している。また、オペレーターへの負荷も大きく減少している。今後も全社一丸となり製品の取り扱いを
慎重に行うように意識の向上にも努めていきたい。

【【【【取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価】】】】

不良品、破損品を出すことは、廃棄物の増加や作り直しにかかる資源の無駄、各種エネルギーの無駄等、事業運営にお
いて大きな損失である。今期より不良・破損品流出件数を目標に設定し新たな取組みを始めたところである。2017年度の
破損品数の削減では、60件を目標とした。その結果、2017年度の発生数は57件となり目標を達成した。

ただし、金額ベースにおいては、前年比159%というかなり課題の残る結果であった。ロットあたりの金額が大きかった為
であるが、社内において自ら損失を計上することであり当社にとって今後の大きな課題となっている。進捗状況を定期的
に社内通達し来期以降、件数、金額とも必ずや減少させなくてはならない。

破損品の発生割合は、ダンボール関連52件、諸材料関連2件、ハイプル関連3件となった。

そのうち、ダンボール関連の破損が最も多く、下記によることが主要な原因であった。

・ フォークリフトの接触による荷崩れ ・ 印刷不良、結束の際にできた紐によるキズ

・ 製函機による油汚れ、製造部門による数え間違い ・ 配達時による破損等が原因

また、諸材料関連はリフトによるキズ、ハイプル関連は罫線不良によることが原因であった。

しかしながら、件数ベースでは2016年度比では67件から57件へ減少し、14.9％削減することができており、製品の取り扱
い等、社員の意識向上による取り組みの成果が表れている。

2016年度比

14.9 ％削減

基
準

年
度

Ⅴ・・環境活動計画の内容・取組み結果の評価、次年度の取組み

【 不良率低下による省資源・廃棄物の削減(破損品の削減)】

印刷不良 印刷不良 材料不良（破れ）

画像検査機導入により不良流出削減

第68期 環境活動レポート
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マスタマスタマスタマスターーーー マスタマスタマスタマスターーーー マスタマスタマスタマスターーーー不良不良不良不良 不良不良不良不良 不良不良不良不良



■■■■ 在庫回転率の向上取り組み在庫回転率の向上取り組み在庫回転率の向上取り組み在庫回転率の向上取り組み

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

毎月1回実地棚卸を行い、正確な在庫数を把握する

整理・整頓・清掃を行い、商品の在庫場所を明確にする

売上増加につながる計画を立て実施する

適正在庫を維持し、在庫数を削減する

* 短納期や多品種少量生産に対応する場合、過剰在庫に留意した生産計画を立てる

* 発注する都度に発生する費用と在庫によって生じる余分な費用の効率を考える

■■■■ 在庫回転率の向上在庫回転率の向上在庫回転率の向上在庫回転率の向上
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

【【【【次年度の取り組み次年度の取り組み次年度の取り組み次年度の取り組み】】】】

次年度の目標値は、2016年度比6％向上の5.17回を設定する。過剰在庫をせずに生産計画をたて適正在庫の維持
へと努めているが、成果が表れるところまでには至っていない。

客先からの要望や他社との利便性を考慮し過剰在庫となるケースもある。

難しい要素も垣間見えるが、日ごろからの整理、整頓や長期在庫に対する意識を持つことで解決への糸口を見い出
していきたい。
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【【【【取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価】】】】

2017年度、在庫回転率の向上では、2016年度比5％向上を目標とした。その結果、 2017年度の在庫回転率は、4.76
回、2016年度比2.5％低下し目標を達成しなかった。内容を精査すると、ここ数年強化段ボール製品分野の在庫が
悪化していることが目立ち、反対に段ボール分野と諸材料分野（緩衝材、副資材）の在庫が減少している。要因として
は小ロット納入ニーズが増え、在庫対応としているまとめ生産品の在庫が増加している。これは自社のみでは解決で
きない問題であり、顧客に納入ロット交渉や適正単価への交渉を進めることが今後求められると判断している。

ここ数年社内での長期在庫に対する意識の向上や工場内の整理、整頓により正確な在庫数を把握できる環境を実
現している。

また、 1ヵ月間動きのない在庫リストを作成し、毎月在庫チェック体制を強化し社内共有を図るなど過剰在庫が起きな
いような枠組みを構築していることもあり今後の進展に期待するところである。

2016年度比

2.5 ％低下

基
準
年
度

Ⅴ・・環境活動計画の内容・取組み結果の評価、次年度の取組み

【 在庫回転率の向上】

ここ数年5Sを基本に在庫管理体制を強化
し、正常な状態になってきましたが、もう
一歩の管理・カイゼンをお願いします!!

より効率的に在庫が運用されていることになります。回転率が高いほど在庫の
滞留期間が短く効率的です。過剰在庫の保有は、管理費が継続的に発生し、いずれ終売、品質劣化、管理時の傷・汚れ
も発生する可能性が高まります。最悪の場合には、費用をかけ廃棄することになり環境面からもよくありません。自社に適
正な回転率を維持・向上しましょう。

在庫回転率が高いと・・・

第68期 環境活動レポート



■■■■ 環境に配慮した設計、製造工程等の改善取り組み環境に配慮した設計、製造工程等の改善取り組み環境に配慮した設計、製造工程等の改善取り組み環境に配慮した設計、製造工程等の改善取り組み

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

ロットの集約など製造工程等の改善
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■■■■ 環境に配慮した設計、製造工程等の改善環境に配慮した設計、製造工程等の改善環境に配慮した設計、製造工程等の改善環境に配慮した設計、製造工程等の改善 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

2016年度比

46 ％向上

今期取り組んだ主な内容

� 緩衝材のスライス不要のユーザー交渉（ロス端材
削減）

� 従来品に対してリサイクル可能かつ安価な紙製展
示ブースの販促活動と販売

� 外箱共通化による種類の削減 � 糊留めなしの組立て包装設計

� パレット軽量化 � 新規段ボールパットの推進

� 1way梱包からリターナブル梱包への切り替え � 材料薄物化・軽量化推進

� ロット集約、高速ライン対応への仕様変更 � 木材からリサイクル可能な強化段ボールへの切り
替え その他多数実績あり

【【【【取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価取り組みの結果と評価】】】】

環境に配慮した設計、製造工程等の改善では、毎
月5件以上、年間60件という高い目標を掲げ取組
みを行ってきた。その結果、2017年度の件数は、
54件となり目標を若干達成しなかった。しかしなが
ら、2016年度比では46％向上となり件数増加傾向
にある。

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、ユーザーの視点にたち、アプロー
チを実施している。

Ⅴ・・環境活動計画の内容・取組み結果の評価、次年度の取組み

【 環境に配慮した設計・製造工程等の改善】

一年を通し全設計者が環境への配慮を優先的に取り入れ設計業務をおこなってきた。年間を通して設計者全員
が環境への配慮を優先にした設計に取り組んできた。その点については顧客も同様に優先順位が高いため、今
後もポイントとなる。なかには、多頻度小ロット納入を要望する顧客もいるが、環境負荷の面から製造工程や物
流の見直し等の改善（ロットの集約・配送のとりまとめ等）について交渉を進めている状況である。

軽
量
化
薄

物
化

へ
の
取
組

み

環境規制にも対応

これまでのRoHS指令、REACH規制等の製品含有化学物資管理はも
ちろんのこと、新しい情報伝達スキームである「ChemSHERPA」にも
対応しております。
製品に含有される化学物質を適正に管理して、拡大する規制に継

続的に対応し、川上から川下までのサプライチェーンの中の事業者
として「責任ある情報伝達」を行なっております。
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将来世代に豊かな森林資源を引き継ぐために当社は本社工場にて平成30年2月27日、FSC®森林認証
(COC認証)を取得いたしました。
FSC®認証は、適切に管理された森林やその森林から切り出された木材の適切な加工・流通を証明する国
際的な認証制度です。

FSC®にて、全ての加工製造・流通経路において材料がきちんと管理されていることを審査・承認された製
品にのみ、独自のロゴマーク（FSC®トレードマーク）を適用することができます。
2008年に環境経営システムであるエコアクション21を認証取得し、これまで『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活動を行なう』という環境理念に基づき環境活動を推進し
てまいりました。
今回、弊社が取り扱うダンボール・紙器製品においてFSC®認証取得したことにより、持続可能な森林資源
の保全にも貢献できることが第三者機関により認められたことになります。
FSC®認証ロゴマークを包装資材に表示することにより、環境に配慮した包装材を使用していることを国内、
海外問わず消費者に広く知ってもらうことができます。
今後も、環境保護と事業活動の両立を図りながら地球環境負荷低減と持続可能な社会づくりに積極的に
貢献してまいります。

●FSC:（Forest Stewardship Council®:森林管理協議会）
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【【【【次年度の取り組み次年度の取り組み次年度の取り組み次年度の取り組み】】】】
次年度の目標値は、今年度同様、毎月5件以上、年間60件を設定する。

新規案件を待っているだけでは件数を達成することが困難なため、ユーザー様へのこちらからの積極的な投げかけが求
められる。

改善すべき仕様はまだ多く、過去の商品では環境面への配慮が足りない設計仕様も多々存在している。そのような仕様
の設計変更を積極的にユーザー様に投げかけていく必要がある。

近年においてはユーザー様も環境面を重要視した包装材採用を行っている為、来期以降も環境配慮設計のノウハウを
蓄積し環境貢献と同時に他社との差別化を強化していく予定である。

しかしながら、設計業務に携わる社員間での提案件数に徐々に差がでており情報の横展開とメンバー全員のスキル向
上に取り組んでいくことが求められる。各個人が共通の意識を持つことで全社的に底上げできるよう努めていきたい。

また、今期新たに認証取得したFSC®認証製品の採用を積極的にユーザー様に投げかけていくことが持続可能な森林
資源の保全にも貢献できることに繋がる為、販売部門の重点施策として取り組んでいく予定である。

同時に製造部門においてもロットの集約が生産性向上→原単位あたり電力削減に貢献、またインク替えの減少→洗浄
の減少（節水）にもつながるため、重要な施策として今期も取りくんでいく。
不良品の削減、歩留まり向上も環境負荷を低減することにつながるため、毎月の管理とカイゼン取組みを進めていく。

Ⅴ・・環境活動計画の内容・取組み結果の評価、次年度の取組み

FSC®認証取得しました

認証番号 ： SGSHK-COC-350217

認証対象製品 ： ダンボール製品、紙器製品

FSC認証種別 ： FSC/COC認証

認証取得日 ： 2018年2月27日

改善提案 毎月給料日に全社員から「改善提案」を募集しています

当社は毎月給料日に、全社員から「改善提案」を募集しています。
どんな小さなことでもいいので、１ヶ月の間で取り組んだカイゼン・改良・あらたな取組みを提案してもらっています。
常に考えながら業務に取り組み、今日より明日、明日より明後日がいい方向で変われるように願っています。
全員の提案を社員皆で回覧し、横展開を図りほかのメンバーや部署が取り組んでいることを知ることによっていい刺
激を受けられるはずです。カイゼン・改良に終わりはありません。これまで2000件近くの提案がされてきましたが、今
後のさらなる変化に期待しています。
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今期1月、世界包装機構(WPO:World Packaging Organisation)主催の「ワールドスターコンテスト2018」において、
当社開発の環境貢献作品がワールドスター賞を初受賞いたしました。
なお、当作品は「2017日本パッケージングコンテスト」においても工業包装部門賞を受賞しており今般のワール
ドスター賞、受賞により世界的にも評価を頂いたことになります。

受賞作品名：eco-wave partition

for small Lcd monitor

一般的な仕切りは四角形状の板に差込のための溝を入れ、いくつもの部材を組み合わせて構成されています。

このたびの当社作品は、最適な波状（ウェーブ状）の形状を考案し部材同士を食い込ませあうことにより従来仕
様に比較して大幅に材料使用量を削減しております。またこれまで必要に応じて作業時の指の逃げを設けてお
りましたが波状にすることによりその機能が必然的に付与され作業性の向上にもつなげております。

わずかの発想の転換によりシンプルでありながら環境貢献・作業性向上・コスト削減に大きくつなげられた作品
であります。

2008年にエコアクション21を認証取得し、ここ近年は環境貢献商品の開発に注力して参りました。
我々が属する包装業界では、国内では優れたパッケージとその技術を開発普及することを目的として1967年か

ら開催されているわが国最大の包装分野における最大のコンテストである「日本パッケージングコンテスト」、そ
してそこで受賞した作品のみが応募できるアジア地区13カ国における国際コンテスト「アジアスター賞」、そして
世界中の包装コンテストである「ワールドスター賞」があります。

このたび「ワールドスター賞」を初受賞することができ、日本、アジア地区、世界の各包装コンテストずべてを受
賞することができました。これもエコアクション21を認証取得し、環境に対する全社員の意識向上と本来業務に
結びつけた努力の結果であると考えております。

今後も、お客様に喜ばれ、また環境と社会のニーズに応えられる製品開発を強化し地域にいつまでも必要とさ
れる総合包装企業となれるよう全社員で取り組んで参ります。
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■■■■ 環境貢献商品が環境貢献商品が環境貢献商品が環境貢献商品が 『『『『ワールドスターワールドスターワールドスターワールドスター2018201820182018』』』』 受賞！受賞！受賞！受賞！

Ⅴ・・環境活動計画の内容・取組み結果の評価、次年度の取組み

受賞トロフィー

年度 環境貢献商品 受賞履歴 受賞作品 評価項目

2017
日本包装技術協会主催「2017日本パッケージングコンテスト」

工業包装部門賞 受賞

・材料使用量削減
・作業性向上
・コストダウン

世界包装機構主催「2018ワールドスター賞」受賞

2015
日本包装技術協会主催「2015日本パッケージングコンテスト」

工業包装部門賞 受賞

・1way梱包から、

リーターナブル
（繰り返し利用）梱
包への切り替え
・作業性向上アジア包装連盟主催「アジアスター2015」受賞

2014
日本包装技術協会主催「2014日本パッケージングコンテスト」

ジャパンスター賞 受賞

・材料使用量削減

・容積縮小（保管・
輸送効率向上）
・コストダウン

アジア包装連盟主催「アジアスター2014」受賞

2013
日本包装技術協会主催「2013日本パッケージングコンテスト」

輸送包装部門賞 受賞

・複数梱包材の共
通化
・コストダウン
・作業性向上

アジア包装連盟主催「アジアスター2013」受賞

第68期 環境活動レポート
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■■■■ 緊急事態発生時の訓練緊急事態発生時の訓練緊急事態発生時の訓練緊急事態発生時の訓練

今期、消防ポンプを新たに更新いたしました。

万が一の火災発生を想定し、全社員による消火器を使用しての消火訓練と新しい消防ポンプの操作の仕方
を教えていただき放水訓練を実施いたしました。

「第21回環境コミュニケーション大賞」 環境レポート部門 「優良賞」受賞

当社第67期環境活動レポートが「第21回環境コミュニケーション大賞」環境活動
レポート部門において、【優良賞（環境コミュニケーション大賞審査委員長賞）】
（主催：環境省、一般財団法人地球・人間環境フォーラム）を受賞いたしました。
環境理念として、『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
業活動を行なう』を謳いこれまで様々な取組み・施策を実施してまいりました。
環境経営システムである「エコアクション21」を2008年に取得してから毎年全部
門において環境目標を設定しその達成に向けてPDCA活動を行い、またここ近
年においては特に環境に配慮した製品開発に取り組んで参りました。
今後も積極的な情報開示に努め、次世代に豊かな地球環境を引き継ぐことがで
きるよう取組みを強化してまいります。

平成30年2月21日、第21回環境コミュニケーション大賞表彰式が品川プリンスホ
テルメインタワーにて開催されました。

〇このたびの主催者側講評は以下のとおりです。

実績のデータと有識者からのアドバイス等に基づき、各環境活動計画の取組みの評価、
次年度の取組みを丁寧に検討し、レポートで詳細に解説している点が高く評価できる。
その結果として、着実に目標の達成につながっている点も評価できる。
字がやや小さい箇所があるので今後は要点を伝える文章と詳細な解説を分ける等、読
み手の読みやすさへの配慮が望まれる。

Ⅴ・・環境活動計画の内容・取組み結果の評価、次年度の取組み

【その他】

第68期 環境活動レポート

■■■■ 全社員教育・勉強会全社員教育・勉強会全社員教育・勉強会全社員教育・勉強会

定期的に全社員への環境教育や
エコアクション21に係る報告事項・
教育指導を行っています。その他
の認証取得についての教育も実
施しました。
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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）
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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

新3カ年計画の一年目が終了した。これまで以上に細分化した目標値設定をし取り組んできたが、結果は未達成
項目が多く来期以降に課題を残すこととなった。原単位での本社電力消費量、原単位ガス消費量、廃棄物排出量
削減、排水量削減、在庫回転率向上、環境配慮設計・工程改善において未達成となりこれまで以上に高い数値目
標達成に向け取り組んできたが、さらなる取組み改善と新たな達成手段を検討すべきと考える。
二酸化炭素排出量においては、ガス以外は前年度より削減することができたことは評価できることである。全社に
おいても6.1%のCo2排出量削減を達成できた。
また全社で取り組んでいる在庫削減・在庫回転率向上については、在庫対応品の滞留長期化、また在庫対応品の
発注頻度の長期化によりここ数年、在庫の見直しについては重要経営課題としてとりくんできた。しかし、顧客の理
解をなかなか得ることが出来ないことや競争の熾烈化により売上げと在庫のバランスが悪化していることが懸念さ
れる。今期の目標未達成がそれに大きく影響していると理解している。来期以降は顧客に在庫品の見直しと納入
ロットの改善を取り組むことが必要と考える。適正な在庫金額、在庫回転率を維持することはキャッシュフローの観
点からも重要であり重要な経営目標と理解し来期以降の取り組み強化を指示することとする 。
また、環境配慮設計・工程改善については、目標件数を達成することはできず来期以降の引き続きの課題ではあ
るが,  今期当社設計の環境配慮設計が「2017日本パッケージングコンテスト」受賞のみならず世界包装機構
（WPO）主催の「ワールドスター2018」を初受賞することができたことは大きな達成感とやりがいを感じることができ
る事案であった。これまで環境配慮設計を目標設定とし開発の重要テーマとしてから、ここ数年で日本国内、アジ
ア地区、そしてこのたびの世界においての包装コンテスト全てに入賞することができたことはエコアクション２１に取
り組まなければ不可能であったのでないかと感じている。 関係各位の努力の賜物であると感謝申し上げるところ
である。
エコアクション２１を各部門の本来業務の取組みとリンクさせ、商品開発、改善活動、そしてコストダウンへと結びつ
けることが企業の発展に直に結びつけることができるはずである。単なる環境貢献活動としてでなく自社の発展へ
と結びつける工夫と改善活動がもっと必要であると感じる。また前期環境レポートが、「第21回環境コミュニケーショ
ン大賞」環境レポート部門において優良賞を受賞できたことも今期の大きな成果であった。当社はHP等を活用し積
極的に外部への情報開示をおこなっているがその一つとして環境レポートも毎期開示している。企業の社会的責
任として、日頃お世話になっている地域住民はじめお取引業者様等、誰にでも分かりやすく自社の取組み、行動指
針を広く開示しているがそれがこのように評価されたことは社員一同の励みと今後への活力につながり、今後もさ
らなる活動強化と報告書作成に取り組む決意である。各受賞社の報告書・レポートが大変参考になるため、活用で
きるところは採用していくことを全社員へ期待する。
また、今期の新たな成果として、責任ある森林管理を普及するため、また適切に管理された森林から切り出された
木材の適切な加工・流通を証明する国際的な認証制度であるFSC

®
/CoC認証を取得した。今後顧客への積極的

PRを行い採用商品を増やしていく計画である。
中期計画2年目にあたる来期は今期の反省と原因を探り当初設定目標を変更せず取り組むこととしたい。全社員
のこれまで以上の協力と取り組みに期待するところである。

代表取締役社長 鈴木由彦
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Ⅵ・・環境関連法規等の遵守状況

Ⅶ・・代表者による全体評価・見直し
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