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１．会社概要
（１）事業所名及び代表者名

株式会社旭ファクトリー 代表取締役 渡邉俊介

創業60周年を迎え、2022年2月1日付で株式会社旭紙工所は
株式会社旭ファクトリーへと社名変更致しました。

（２）所在地

〒418-0006 静岡県富士宮市外神２１９１－１ （延べ床面積 9,450㎡ ）

（３）環境管理責任者及び事務担当者
環境管理責任者 ： 渡邉美穂 ℡ （０５４４）５８－２８２２
事務担当者 ： 田中紗貴子 E-mail soumu@asahisiko.co.jp

（４）事業内容
①紙の断裁・スリット加工 ②食品容器検品 ③化粧品製造（充填、包装表示）

（５）対象範囲（認証・登録の範囲）
紙製品の加工（カッター・スリッター・ギロチン・仕上げ・包装）、食品容器の検品、
化粧品製造

（６）事業規模
売上高 ５８４百万円 従業員数１１１名 （２０２1年度実績）
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（７）事業年度
毎年 ５月１日～翌年４月３０日

（８）レポートの対象期間及び発行日
環境経営レポートの対象期間 （２０２１年５月１日～２０２２年４月３０日）
環境経営レポートの発行日 （２０２２年８月２６日）



２．環境経営方針
「環境理念」
株式会社旭紙⼯所は、⾃然豊かな富⼠⻄麓に位置しています。この⾃然、更には地球環
境を守るために、環境に配慮した加工に努め、積極的に環境保全に取り組む企業を目指
します。
紙加工事業、食品容器検品事業、化粧品事業を通じ、安心・安全な製品を社会に提供

するよう努めます。

「基本方針」
当社は、環境理念に基づいた環境経営システムを構築し、環境負荷を軽減するととも
に、環境に配慮した活動に取り組みます。
その為に、次項を実行することによって継続的な改善と汚染の予防に努めます。

１．環境負荷の低減と環境保全活動への取り組みを行い、二酸化炭素排出量、廃棄物
排出量の削減に努めます。
（１）電気、廃棄物、水、軽油、ガソリンの削減
（２）環境に配慮した材料の使用及び新商品の拡大
（３）グリーン購入（環境に配慮した物品等の購入、使用等）

全従業員にこの環境方針及び必要事項を周知し、全社員参画による
取り組みを目指します。

制定 2007年1月1日
改定 2018年5月1日

株式会社旭ファクトリー
代表取締役 渡邉俊介

３．環境コミュニケーションの積極的実施
社外に対し、環境活動レポートを公開し、利害関係者とのよりよいコミュニケーション
を実践します。

２．環境関連法規制等の遵守
環境関連法規制及びその他の規制を遵守し、法規制に対し、安心感のある企業を
目指します。
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最高経営層
代表取締役 渡邉俊介

●経営方針の決定と環境マネジメント
●課題とチャンスの明確化
●システムの見直し

環境管理責任者
常務取締役 渡邉美穂

●工場の環境改善活動の推進
●環境方針の計画立案
●環境保全活動の仕組作り
●計画に伴う各部門への指示
●計画の予実績管理
●各委員会からのデータまとめ
●月一回の環境改善委員会の主催
●安全環境パトロール
●経営層への進捗報告

第１事業部
次長 古郡直樹 土井昇

●部門の環境方針計画立案
●環境保全活動の実施
●問題点の把握と解決
●月一回の定例会出席
●部下への教育指導

第2事業部
常務取締役 渡邉美穂

●部門の環境方針計画立案
●環境保全活動の実施
●問題点の把握と解決
●月一回の定例会出席
●部下への教育指導

本社部門
常務取締役 渡邉美穂

●部門の環境方針計画立案
●環境保全活動の実施
●問題点の把握と解決
●月一回の定例会出席
●部下への教育指導

直轄グループ
【１工場】
カッター部門
仕上げ部門

【２工場】
ワインダー部門

直轄グループ
【１工場】
化粧品充填包装表示

【２工場】
化粧品充填包装表示
食品容器検品

直轄グループ
【事務】
総務・経理・資材

【工務】

３．実施体制
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EA21事務局
総務 田中紗貴子

●環境負荷データ等の集計
●環境目標・環境活動計画の進行管理
●「環境負荷」及び「環境への取組」の

自己チェックの実施
●環境管理責任者への取組状況の報告
●法規制の遵守状況チェック
●文書・記録の管理
●環境レポートの作成

作成日 2022年8月26日
環境レポート作成者 田中紗貴子
対象範囲 本社・第一工場・

第二工場



４．環境経営目標
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（１）環境経営目標数値

・廃棄物排出量については、取り扱い品種の増加と新製品の売上増加分を見越し、増加計画とする。

・上水使用量については、取引先からの要請による機械洗浄方法の変更により大幅に増加する見通し。

・新製品の売上向上については課題とチャンスを踏まえた目標値。

・グリーン購入（事務用品）：グリーン購入はほぼ100％達成しているので目標を設定せず。

・電力二酸化炭素排出係数（調整後）：ワタミファーム＆エナジー㈱ 2016年度数値（0.540kg-CO2/kWh）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

実績値（基準値） 目標値 目標値 目標値

373,843

ｋｇ-CO2 617 611 617 611

百万円 （△1％） （±０） （△１％）

634,873

Kwh 1,054 1,043 1,038 1,033

百万円 （△1％） (△1.5％） （△2％）

7,062 6,691 6,956 6,921

（△1％） (△1.5％） （△2％）

4,074 4,033 4,013 3,993

（△1％） (△1.5％） （△2％）

0 0 0 0

（±０） （±０） （±０）

669 662 689 702

（△1％） （＋3％） （＋5％）

14.42 17.30 40.38 43.26

（＋20％） （＋180％） （＋200％）

131.00 157.20 366.80 393.00

（＋20％） （＋180％） （＋200％）

111,137 122,250 177,819 183,376

（＋10％） （＋60％） （＋65％）

1点 1点 1点 1点

電力二酸化炭素排出係数：0.540

１．①CO2排出総量

７．廃棄物排出量

８．上水使用量

単位

ｔ

㎥

ｋｇ-CO2

１．②CO2原単位

環境目標

２．②電気使用量原単位

２．①電気使用量 Kwh

10．環境に配慮した商品開発 点

３．ガソリン使用量

４．軽油使用量

５．灯油使用量

６．LPG使用量

リットル

リットル

リットル

㎏

９．新製品の売上 千円

・2019年度を基準とした中期目標。
・2020年度の実績値から、2021年度、2022年度の数値目標を見直ししたもの。



５．環境経営目標と実績(1)
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2021年度 2021年度

目標値 実績値

372,291.91

ｋｇ-CO2 617 637

百万円 （±０）

633,639

Kwh 1,038 1,085

百万円 (△1.5％）

6,956 7,698

(△1.5％）

4,013 3,611

(△1.5％）

0 0

（±０）

689 973

（＋3％）

40.38 41.75

（＋180％）

366.80 272.00

（＋180％）

177,819 204,920

（＋60％）

1点 1点
10．環境に配慮した商品開発 点 ±0 ○

Kwh

○

○

×

○

○

×

×

742ﾘｯﾄﾙ　増

402ﾘｯﾄﾙ　減

使用なし

284㎏　増

1.37t　増

94.8㎥　減

27,101千円　増

達成区分

×

×

目標対比

20㎏‐CO2/百万円　増

47kwh/百万円　増

４．軽油使用量

５．灯油使用量

６．LPG使用量

リットル

リットル

リットル

㎏

９．新製品の売上 千円

１．①CO2排出総量

７．廃棄物排出量

８．上水使用量

単位

ｔ

㎥

ｋｇ-CO2

１．②CO2原単位

環境目標

２．②電気使用量原単位

２．①電気使用量

３．ガソリン使用量

（１）2021年度の各取組目標の実績値とその評価



5．環境経営目標と実績(2)
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（１）電気使用量推移

（２）ガソリン、軽油、灯油使用量推移

基準年

電気使用量については20年度については新型コロナウイルスの流行により紙加工部門にお
いて売上減少したことから1工場電気使用量は減少。
21年度については、年度途中から売上回復傾向にあったものの基準年の19年度には及ばな

かった。売上が伸びない一方で、化粧品部門において製造環境を維持するために空調機の
連続運転をしていたことから電気使用量については増加となった。

ガソリン使用量については、化粧品部門
の売上増加に伴い、遠方の取引先への訪
問回数が多くなり増加。

基準年

2.9％増

基準年 9.0％増

11.4％減

横ばい

（３）LPG使用量推移

基準年

45.4％増

LPGの使用量の増加については、20年度

途中より化粧品事業における機械の洗浄
方法の変更により、熱湯の使用が増えた
ことが要因。



５．環境経営目標と実績(2)
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（４）廃棄物排出量推移 （５）上水使用量推移

基準年

513.9％増

横ばい

基準年

107.6％増

基準年

（参考）事業部別売上推移

廃棄物について、一般廃棄物については
ほぼ横ばいにて推移しているものの、
産業廃棄物が大幅に増加。
20年度より、化粧品事業部にける充填部
門の拡大により廃棄物（化粧品廃液）が大
幅に増加したことが要因。
21年度については20年度より製造ライン
が増えたことで20年対比でも増加となった。

紙加工部門については20年度の新型コロナウイルスの流行により売上減少し、21年度に若干
ではあるが回復した。
化粧品部門については、20年度より新型コロナウイルスの流行により従来主要製造品目であっ

たメイクアップ化粧品の受注が減少したものの、代わりにシャンプー等の生活用品の取扱いが
増加。21年度には製造ラインを増加し、売上増加傾向にある。

しかし、シャンプー等の充填ラインでは、上水、ガス、電気の使用が増加するとともに、化粧品廃
液等の廃棄物も大幅に増加した。

上水使用量については、20年度途中より

化粧品部門における機械の洗浄方法の
変更により使用量が増加した。
製造ラインの増加も要因となっている。



６．環境経営計画及びその取組結果と評価・次年度の取組

NO. 環境目標項目 取り組み計画 評価 次年度取り組み計画

・エアコンの温度設定 ・化粧品事業の加工機増設による
　事務所：冷房28℃ 暖房21℃ 　使用量増加。
　工　 場：冷房28℃ 暖房21℃ ・デマンド注意警報・限界警報時のエアコンの
・不要時の消灯 　停止ができていないところがあった。
・省エネエアコンに交換 ・再度、デマンド警報時の対応について
・デマンド警報時の管理徹底 　全部署に周知徹底をした。
・電球・蛍光灯のLED化 ・2工場製品置き場のLED化を実施。
・不良による手直しの削減
・生産効率の高い機械への集約化

社用車について ・新型コロナウイルスの影響により
・空ぶかし、急停止、急発進の禁止 　公共交通機関の使用を自粛し、社用
・操作者への教育 　車での移動が増えたため増加した。
・ハイブリットカーの導入 ・新事業（化粧品部門）での取引先訪問
・バッテリーのロングラン化 　回数が増加した。

・利用実績を記録。
・ハイブリットカーを優先的に使用。

フォークリフトについて ・アイドリングストップの定着。
・急加速の抑制 活動目標をほぼ実行できた。
・適正給油の実施
・無駄な使用の抑制

・ドアの開閉の徹底 ・事務所でのヒーターと機械部品の
　洗浄で一部利用している。
・事務所ではエアコンを優先利用し
　ヒーターの利用はなかった。

　・温水温度を下げる ・化粧品事業の拡大により、人員増加
　・無駄な使用は控える 　したことにより、手洗い用の給湯器の

　使用が増えた。
・充填ラインの洗浄作業においてお湯を
　利用することから利用が増えた。
・洗浄作業の方法変更により、今後
　さらに利用が増える予定。

　・廃棄物の再資源化の促進 ・化粧品部門の売上増加により、
　・原材料ロスの削減 　化粧品廃液と廃プラスチックが
　　（購入資材の適正化） 　大幅に増加した。
　・分別の徹底 ・プラスチックごみの有価再生化。
　・製品ロスの削減 ・再生活用のための分別の徹底。

・化粧品廃液返納について取引先と交渉した
　実現できなかった。

　・使用後の蛇口閉め忘れの防止 ・令和３年７月以降、化粧品充填機の洗浄
　・節水意識の向上の呼びかけ 　方法が変更になったことにより使用量は
　　実施 　増加した。

・廃棄物の再資源化の促進
・原材料ロスの削減
　（購入資材の適正化）
・分別の徹底
・製品ロスの削減

・使用後の蛇口閉め忘れの防止
・節水意識の向上の呼びかけ実施

評価（結果と次年度の方向）

・空ぶかし、急停止、急発進の禁止
・操作者への教育
・バッテリーのロングラン化
・利用実績の記録
・ハイブリットカーを優先的に使用。

・急加速の抑制
・適正給油の実施
・無駄な使用の抑制

・ドアの開閉の徹底

・温水温度を下げる
・無駄な使用は控える

・不要時の消灯
・省エネエアコンへの交換
・エアコンフィルター清掃の記録管理
・デマンド警報時の管理徹底
・電球、蛍光灯のLED化
・不良による手直しの削減
・生産効率の高い機械への集約化
・機械駆動モーターにインバーターを取
り付け、適正電力での運転実施。

△

△

○

○

△

△

△

1
電気使用量の

削減

2
ガソリン使用量

の削減

3
軽油使用量の

削減

7
上水使用量の

削減

4
灯油使用量の

削減

5
LPGガス使用

量の削減

廃棄物排出量
の削減

6
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NO. 環境目標項目 取り組み計画 評価 次年度取り組み計画

事務用品のグリーン購入 ・事務用品は定着。

・取扱い点数の増加 ・化粧品事業での新商品の取扱点数 ・取扱い点数の増加
・クリーンルームでの作業 　増加。 ・クリーンルームでの作業
・包装材料販売促進 ・化粧箱にFSC認証を取得している紙 ・包装材料販売促進
・HPを見直し情報発信 　を使用。 ・HPを見直し情報発信
騒音レベルチェックの実施 ・低レベルが維持できている。 騒音レベルチェックの実施
　・本社、小泉工場の隣地境界線 　・本社工場の隣地境界線
　　にて騒音レベルの測定を実施 　　にて騒音レベルの測定を実施
　・朝9:00、昼13:00、夜20:00の 　・朝9:00、昼13:00、夜20:00の
　　3回測定する 　　3回測定する

騒音・振動10

事務用品のグリーン購入

評価（結果と次年度の方向）

グリーン購入8

環境に配慮し
た商品開発

9

○

○

○

（７）その他の取り組み
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ゴミの分別を徹底

（写真付きで
ゴミの一覧を作成）

社員から資源ごみを回収しリサイクル

これをもって社内に残っている
PCB入り機器は残り1台。処理
を進めていく。

ゴミ袋を９９％再生原料ゴミ袋に変更

社員にゴミの分別を周知 PCB入り機器を適正処分

社内で使用するゴミ
袋を99％再生原料
ゴミ袋に変更しました。



７．中期計画の見直し
（１）目標未達成項目の原因と是正
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項目 原因 是正

二酸化炭素排出総量
（原単位）

主に化粧品事業での電気、ガソリン、LPGの
使用量の増加が要因。

製造環境を維持するための電気使用等はやむを得ないた
め、機械稼働率の向上など、効率の良い作業への見直し
や、機械化を進めることにより改善していく。

電気使用量
（原単位）

化粧品事業において製造環境を安定化させる
ため、エアコンの24時間稼働を行ったことか
ら原単位が増加した。

製造環境の維持は品質管理及び生産性の点から必要と考
えるため、不良の発生等によるやり直し作業の無駄をな
くすことで電気使用量を抑える努力をする。

ガソリン使用量 化粧品事業において売上増加に伴い取引先の
訪問回数が増加したことが主な要因。

可能な限り、ハイブリットカーを使用する。

LPG使用量
化粧品事業において、充填機の洗浄方法が変
更になりお湯の使用量が増えたためLPG使用
量が増加した。

機械洗浄における適正なお湯の温度や使用ルールを守る
ように教育を実施し、無駄な使用を控える。

廃棄物排出量
化粧品充填事業での売上増加と取扱い製品の
増加に伴い、化粧品廃液と廃プラスチックの
排出量が増加した。

充填ラインの増設により、化粧品廃液と廃プラスチック
の排出量は次年度においても増加する見通し。
不必要な作業の見直しを行い、包材からでる廃棄物の削
減などを取り組んでいく。



８．環境関連法規
１．関連法規と遵守状況チェック表

法規制の遵守評価の結果、逸脱はありませでした。

評価日 2022年6月28日
評価者 事務局 田中紗貴子
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条項 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応 遵守結果
第7条 浄化槽設置後の水質検査 工場内4カ所。年１回水質検査の実施 ○
第10条 浄化槽の保守点検及び清掃の実施 保守点検3カ月に1回、清掃年1回 ○

指定検査機関による水質に関する 年1回 県生活科学センターによる検査
検査の実施 の実施

騒音測定義務はなし
昼間65dB、朝夕60dB、夜間55dB

第6条 特定施設の届出 空気圧縮機（原動機の定格出力が7.5kw以上） ○
第8条 特定施設の変更等の届出 届出内容の変更なし ○

振動測定義務はなし
昼間70dB、夜間65dB

第6条 特定施設の届出 空気圧縮機（原動機の定格出力が7.5kw以上） ○
第8条 特定施設の変更等の届出 届出内容の変更なし ○

事業活動によって生じた廃棄物は 適正な保管、処理、委託
自らの責任で適正に処理

第3条第3項 廃棄物の減量化や適正な処理 減量・適正な処理、地方公共団体の施策に協力 ○
第6条の2第6項 一般廃棄物の収集運搬業者への処理委託 市条例の収集・処理基準の遵守 ○
第12条第2項 産業廃棄物の適正保管 保管基準の遵守、保管場所の表示 ○
第12条第5項 産業廃棄物の委託処理 収集運搬及び処分許可業者への委託 ○

運搬又は処分を委託する場合の 収集業者、処理業者とそれぞれ契約書の締結
処理基準の遵守 （許可証の写し添付）

第12条の2第8項 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置 PCB含有変圧器保管あり、設置。（倉田隆夫） ○
第12条の3第1項 マニフェストの交付 廃棄引き渡し時に処理業者に交付 ○
第12条の3第2項 マニフェストの保管 A票、5年保管 ○
第12条の3第6項 マニフェストの保管 B2、D、E票の5年間保管 ○
第12条の3第7項 マニフェスト交付状況の知事報告 年1回県知事宛て ○

管理票の写しの送付がない時の
適切な措置の実施

縦及び横それぞれ60㎝以上
保管場所、種類、管理者の記載

施行詳則 第20条 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置報告 30日以内に報告書を東部健康福祉センターに提出 ○
少量危険物及び指定可燃物の貯蔵及び 指定可燃物（木パレットくず 400㎏以上
取扱基準 損紙、紙屑 1,000㎏以上）

第17条の3 消防用設備等の点検及び報告 消防設備の定期点検 ○
第11条 屋内消火栓の設置 工場700㎡以上 屋内消火栓設置 ○
第21条4 火災報知機の設置 工場500㎡以上 火災報知器設置 ○

冷凍空調機器：全ての第1種特定機器が対象
①自身での簡易点検実施（3カ月に1回以上）①すべてのエアコンを3カ月毎社内点検
定格出力に応じ有資格者による定期点検 及び記録の保管（点検表は設備廃棄後3年保管）
②空調機（50kw以上）1年に1回以上 ②③メーカー有資格者による定期点検実施
③空調機（7.5kw~50kw未満）3年に1回以上

製品管理者のフロン類回収業者へのフロン類の
引渡義務

第13条 製造業の許可（厚生労働大臣） 化粧品製造業許可 ○
第61条 直接の容器等の記載事項（適正な成分表示）化粧品GMP基準に則り適用 ○

食品衛生法 第18条 容器包装、原材料の製造方法についての基準化粧品GMP基準に準拠し適用 ○
第55条 乗車又は積載の方法 安全運転管理者が管理 ○
第70条 安全運転の義務 シートベルトチェックを実施 ○
第74条 車両等の使用者の義務 自動車5台以上 安全運転管理者の選任 ○

運転前後の酒気帯びの有無を目視確認 外出、帰社時の目視確認を実施 ○
酒気帯びの有無について1年間記録を保管 記録を総務で1年保管 ○

第9条10

施行規則

騒音規制法
第5条 規制基準値の遵守

第5条 規制基準値の遵守
振動規制法

第12条の3第8項

第12条第6項

第3条第1項

廃棄物処理法

第8条

法律・条令

第11条
浄化槽法

○

第16条

義務

道路交通法

法令
6月30日までに1年分をまとめて県に報告書提出

○

○

○

○

○産業廃棄物保管基準

第41条 第1種特定製品廃棄等実施者の引渡業務

フロン排出抑制法

薬事法

消防法

消防法施行令

○

第9条の4 ○

○

○



２．違反・訴訟の有無
当社に対し関係機関からの指摘利害関係者からの訴訟は、過去３年間

ありませんでした。
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条項 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応 遵守結果
廃棄物の①再利用②再生利用③熱回収
④適正処分

事業場ごとに設置 必要な研修を受講する
事業者が自ら管理責任者となっている

第10条 実地確認（年1回）
施行規則 優良認定業者に委託した場合実地確認を要しない
第4条 記録の5年間保管

吐出出口断面の直径42mm以上は届出
40ｍｍにつき届出不要

法律・条令

○

○

第8条 産業廃棄物管理責任者の設置 ○

○

○
静岡県
条例

富士宮市における廃棄物の
処理及び清掃に関する条例 事業者自らの責任において適正に処理する 引取業者の許可証確認市条例

義務
委託先の実地確認

静岡県産業廃棄物の
適正な処理に関する

条例

規制地域は揚水設備設置届第6条
静岡県地下水の採取
に関する条例

廃棄物の分別、従業員への周知徹底第11条循環型社会形成推進基本法
責務
努力

法令



９．地域貢献活動
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富士宮市
フォトコンテスト協賛

富士宮市主催の「家族」の
フォトコンテストに協賛し、
受賞者に自社商品である
化粧品を贈呈しました。

富士まつり
『かぐや姫コンテスト』
協賛

富士市主催の『かぐや姫コ
ンテスト』に協賛し、
参加賞として自社商品の化
粧品を贈呈しました。

使用済み切手
の寄贈

使用済み切手の回収を行い
地域のガールスカウトへの
寄贈活動を行っています。

清掃活動

会社の周囲の歩道等、
1年に2回ほど草取りなどの清掃活動を
行っています。
ボランティアで30人程度が参加をしてくれ
ました。

富士宮市相撲協会
への寄付

地域のスポーツ振興を
盛り上げるため、
富士宮市相撲協会への
寄付を行っています。

地域商店街まつり
に参加

地域を盛り上げるため、富
士宮市の大神田楽市にて
店舗出店、参加をしていま
す。



10. SDGsへの取り組み

SDGｓ目標 ターゲット 旭ファクトリーでの取り組み

・女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃
・意思決定における女性の参画及び平等な

リーダーシップの機会の確保

・職務内容による男女差別の撤廃。男性のみの職場であった
機械オペレーターでの女性オペレーターの育成。
・管理職以上の役職に占める女性の割合は38％。女性の

管理職の育成を積極的に推進。

・エネルギー効率の改善 ・社内設備の省エネ化（照明のLED化、エアコンの省エネタイプ
への更新、生産効率の高い機械への集約化）
・不良発生による検品作業等のやり直し作業の削減。

・生産活動や適切な雇用創出の促進

・若者や障害者を含むすべての男性及び女
性の雇用及び働きがいのある仕事、同一賃
金同一労働。

・地方の文化振興、産品促進につながる持続
可能な観光業を促進。

・化粧品事業拡大に伴う雇用の増加。
・若者や高齢者すべての従業員が働きやすい雇用環境の改善。

・地域資源を活かした自社化粧品（富士宮市ご当地コスメ）の
開発、販売による観光業の促進。

・資源利用効率の向上と環境に配慮した技術
産業プロセスの導入。

・不良発生による検品作業等のやり直し作業の削減。

・環境改善委員会を毎月開催し、製造環境のクリーン化、省エ
ネルギー化、不良発生防止等を計画実施管理。

・廃棄物の管理に特別な注意を払うことによ
り環境上の悪影響を軽減する。

・あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管
理の策定と実施。

・廃棄物の分別の徹底を社内の５Sエコ委員会にて教育、管理。
・廃棄物の保管場所管理の徹底。
・防災訓練を全社員で毎年実施。
・地域の消火技術大会への参加による社内防災意識の向上。

・化学物質や廃棄物の管理の徹底による大
気、水、土壌への放出の削減。

・廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再
利用により廃棄物の発生の大幅削減。

・化粧品廃液や廃油等の漏洩防止訓練の実施。

・紙加工事業で排出される損紙の分別による再生利用化の徹
底。
・プラスチック、木材等、適正な廃棄物業者にて処理。

・森林の持続可能な経営の実施、森林減少
の阻止。

・FSC認証（森林認証）を取得した紙製品の加工及び社員への
教育を実施。
・自社製品の化粧品パッケージではFSC認証を取得している紙
を使用。

私たちは、事業活動を通じ地球環境問題の解決に貢献することを目指しています。

全社員で目標を定め、旭ファクトリーの強みを活かし、持続可能な環境や社会の構築に貢献します。
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11．代表者による全体評価と見直し・指示
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新型コロナウイルス感染が収まることを知らず、拡大を続けています。人類の歴史はウイルス

との闘いといわれています。Withコロナでの生活で人間関係を保つやり方が以前と変わり、対面

でのマスク無しでの会話ができません。環境目標、様々な取り組み目標を達成し、結果を出す

重要なコミュニケーションはモニターによる情報交換、伝達で進める事も必要となりました。

環境目標については紙の事業では達成しているものの、化粧品事業で未達の項目が多くなって

います。内容を点検して削減計画を立てて実行していきます。

エアコンの屋外機の冷却効果を地下水を利用して電気消費量を減らす策も取り入れました。

機械の駆動モーターにインバーターを取り付け、適正な出力で運転できるようにしています。

まだまだ見落としている電力の無駄使いに目を向け、エネルギー消費量とそれに伴うCO2排出

削減に力を注いでまいります。
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令和4年8月17日
株式会社旭ファクトリー
代表取締役 渡邉 俊介

会社での環境目標は社員と共に下記の取り組みを実施してまいります。

〇すべてのエネルギーを電気に依存しているため、デマンド計により使用状況をタイムリーに把握し、
機械駆動モーターにインバーターを取り付け適正電力で運転できるようにして、
ピークカットの取り組みの中でエアコンの使用を制御します。

〇生活のためのエネルギー（冷蔵庫・エアコン・給湯器）は、省エネ使用規定を守り、併せて照明の
LED化を進めて参ります。

〇社有車・フォークリフトの使用規定を守ります。
・長距離出張時は、ハイブリッド車・小型車を利用する。
・フォークリフトは速度規制を守り、急ブレーキや急ハンドルはしない。

〇必要なもののみの購入を徹底し物を大切に扱う。廃棄ゴミを最小にする事に努める。

〇会社内でも家庭にあっても大切なゴミの分別、再資源化と併せて最終的は発生の減少に努めます。

〇「挨拶と５S」を中心として社員間のコミュニケーションを活発にし、よりよい人間関係を築き、お互いを
尊重した会社風土を構築していきます。

以上、２００８年８月にキックオフし１５年目に突入した環境改善委員会（５S・エコ委員会、防虫委員会、
品質委員会）の取り組みを通じ、全社員で取り組んでまいります。


