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株式会社 協和プロセスは、お客様へ印刷物、サイン、ディスプレイ、ＰＯＰ、現場施工等を

提供する事業活動を通して、地域の保全と汚染の防止に努め、継続的に改善する事によって

環境と健康に配慮し、以下の方針のもとに事業活動を行います。

１.環境への取組として、以下の活動方針に取り組みます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①使用電力・ガソリンを削減し、二酸化炭素の排出削減を目指します。

②化学物質の管理及び使用量の削減に努めます｡

③廃棄物の削減､資源の再利用に努めます｡

④環境に配慮した資材の購入に取り組んでいきます。

⑤水使用量の削減･節水に努めます｡

3.事業活動に適用される環境関連法規・社会的要求事項を順守します。

4.社内での印刷・加工する製品及びサービスには環境に配慮します。

5.社員に対し環境活動に関する教育を行い、

環境に対する理解と意識の向上を図ります。

制定日：

改定日：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長

2011年11月1日

2022年10月8日

萩原 俊夫

2.環境経営の継続的改善に努めます。

環境理念

環境経営方針
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組織の概要

名称及び代表者名

株式会社　協和プロセス

代表取締役　萩原 俊夫

所在地

埼玉県越谷市大間野町1-65-1

事業内容

製版・刷版

スクリーン印刷全般

インクジェット出力

加工全般（プレス型抜、箔押し、断裁等）

事業の規模

設立 昭和57年9月

資本金 2,000万円

従業員数 27名

延べ床面積 1,340㎡

事業年度 １月～１２月

環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

責任者 代表取締役  萩原 俊夫

TEL 048-961-6811

mail info＠kyowaprocess.co.jp

登録組織名 株式会社　協和プロセス

事業活動 ｶﾀﾛｸﾞ等の印刷･加工､販売促進ﾂｰﾙ･商品(文具類､ﾍﾟﾝﾗｲﾄ等)の製造･販売

会社概要

認証・登録の事業活動
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（基準年度) （目標） （実績） （目標）
基準年度比

（目標）
基準年度比

ｋＷｈ 295,840 286,964 215,548 284,006 281,048

基準年度比 ― 97% 75% 96% 95%

Ｌ 10,570 10,147 4,561 10,041 9,935

基準年度比 ― 96% 45% 95% 94%

kg-CO2/kwh
159,147.0 154,127 108,657 152,535 151,189

kg 844 818 655 810 801

基準年度比 ― 97% 80% 96% 95%

kg 28,360 28,076 39,176 27,792 27,509

基準年度比 ― 99% 138% 98% 97%

㎥ 273 265 260 262 259

基準年度比 ― 97% 97% 96% 95%

kg 2,658 2,578 1,800 2,551 2,525

基準年度比 ― 97% 70% 96% 95%

個 4 4 2 4 4

基準年度比 ― 100% -50% 100% 100%

一般廃棄物の削減

環境配慮製品の提案

＊購入電力の排出係数は､東京電力/2018年度調整値/0.455㎏-CO2/kＷh

2022年 2023年

電力の削減

ガソリンの削減

上記二酸化炭素排出量合計

産業廃棄物の削減

節水

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2018年 2021年

化学物質の削減

対象組織

環境経営目標及びその実績
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（2021年1月～12月）

◎よくできた　○できた　△あまりできなかった　×全くできなかった

評価

〇

〇

-

○

〇

-

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

次年度も溶剤使用量の削減に取り組む｡

環境配慮製品の提案

・環境配慮製品の情報収集 次年度も情報収集･提案に取り組む。

・顧客に環境配慮製品を提案する。

節　水

・節水表示 次年度も節水に取り組む。

化学物質の削減

・仕入れ量と在庫確認の徹底

産業廃棄物（廃プラ）の削減

・産廃と有価物の分別強化 次年度も整理整頓･分別強化に取り組む。

・職場の整理整頓

一般廃棄物の削減

・コピー用紙の裏面使用 次年度もコピー用紙裏面利用に取り組む。
電子化の推進。

次年度の取り組み内容

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減

・エコドライブ１０のすすめの実行 次年度も、エコドライブに取り組む。
自社便の高効率稼動。

・営業部と配送部の打ち合わせ強化

中期計画

中期計画

・エネルギー効率の高い空調機器の導入

電力による二酸化炭素排出量の削減

・無駄な残業を減らす（打ち合わせ強化） 次年度も残業の平均化･空調温度の適正化に取り組む｡

・空調温度の適正化（フロアごとに設定）

取り組み計画

・低公害車への切り替え

環境活動の取組計画と評価・次年度の取組内容
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法的義務を受ける環境関連法規制は次の通りである。

全体の評価

　・社内で一番使用している洗浄用シンナーの管理体制が継続できた。

　・職場の整理整頓が出来た。

　・取引先に対し、環境配慮に取り組んでいる姿勢を見せることが出来た。

見直し

　・産廃の削減目標の見直しを行った。

　・内部コミュニケーションを更に強化し問題点を改善していく

　・環境問題に常に向き合い、環境に優しい会社をアピールしていく

ｴｺｱｸｼｮﾝ21の取り組みを行ってから､約9年が経ちます｡従業員達の環境問題に対する関心、
意識が増えたように思います｡今年度も努力し削減していきたいと思います。

　・社員が積極的に、分担して清掃をしている。

　・部署の話し合いの場が増え、常に問題点に取り組んでいる。

　・ｶﾞｿﾘﾝの削減が出来た。　

今後の取り組み

なお、違反、訴訟等も会社設立以来ありませんでした。

廃棄物処理法 産業廃棄物(廃プラ､廃油等)の適正廃棄処理(マニュフェスト管理等)

騒音・振動規制法 印刷機

埼玉県生活環境保全条例 アイドリングストップ・特定化学物質手順書届出

水質汚濁防止法 自動現像機排水基準遵守

悪臭防止法

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守しています。

敷地境界線臭気指数

適用される法規制 適用される要求事項（施設・物質・事業活動等）

自動車リサイクル法 営業用乗用車､トラックの適正廃車処理

家電リサイクル法

フロン排出抑制法

浄化槽法 機器清掃･点検､水質検査

資源有効利用促進法 廃パソコンの適正廃棄処分

消防法 少量危険物適正保管

PRTR法 届出

道路運送車両法 営業用乗用車､トラック 定期点検

業務用空調機 簡易点検

家電リサイクル券

環境関連法規等の遵守状況の確認及び
評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

代表者による全体の評価と見直し
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