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１．環境方針 

 

私たちの環境方針 
 

【 基本理念 】 

欧文印刷株式会社は、地球環境の悪化を抑制するために、私たちにできる最善の手立て

を講じます。 
 

【 基本方針 】 

私たちは、基本理念を踏まえ、以下の環境保全に関する行動指針に基づき、環境マネジ

メントシステムを構築、維持、推進し、環境目的及び目標を制定し、定期的な見直しを

行い、かつ、全社員による継続的な改善に努めます。 
 
１．エネルギーの無駄な消費および資源枯渇の抑制に努めます。 
 
２．業務に伴う産業廃棄物の発生の抑制に努め、リサイクルの向上を図ります。 
 
３．環境負荷の少ない材料･資材･副資材を積極的に採用します。 
 
４．環境に関する法規制および当社が同意するその他の要求事項を遵守します。 
 
５．この環境方針は、全社員および関連業務に従事する方々に周知させるとともに、

一般に公開します。 
 

2011 年 6 月 1 日 
代表取締役社長 
和田 美佐雄 
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２．本環境経営レポートの対象期間 

2021 年度（2021 年 4 月～2022 年 3 月） 

３．組織の概要 

（1）事業者名 
欧文印刷株式会社 

（2）代表者名 
代表取締役社長 和田 美佐雄 

（3）事業所所在地・連絡先 
本 社 

〒113-8484 東京都文京区本郷 1 丁目 17 番 2 号  TEL：03-3817-5910 (代) 
坂戸事業所 

〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田 5 丁目 1 番 14 号 TEL：049-284-1954 (代) 

（4）環境マネジメントシステムの責任者 
環境管理責任者 執行役員総務部長 安田 克実 

連絡先 TEL：03-3817-5910 (代) 
運用事務局責任者 品質保証室部門長 大塚 弘 

連絡先 TEL：049-284-1954 (代) 

（5）事業内容 
1）商業印刷物･取扱説明書･出版印刷物の印刷・製本 

2）金融・教育関連印刷物のオンデマンド印刷  
3）自社オリジナル商品の製造、オンラインパブリッシング製品の製造 
４）点字印刷物の製造 

（6）事業規模（2022 年 6 月現在） 
    売上高：1,370 百万円（2022 年 3 月期） 

 従業員数 敷地面積 延べ建築面積 
本 社 62 名（内 パート 8 名） 476 m2 1,837 m2 

坂戸事業所 56 名（内 パート 17 名） 6,146 m2 4,457 m2 

（7）“環境保全活動”の経歴 
2001 年 10 月 環境方針制定 
2001 年 10 月 環境マニュアル制定 
2002 年 3 月  ISO 14001 認証登録 
2011 年 3 月  ISO 14001 第三者認証登録取り下げ（EMS は継続維持） 
2013 年 4 月  エコアクション 21 へのキックオフ（第 1 回経営協議会にて） 
2015 年 2 月  エコアクション 21 認証登録 
        現在に至る 

４．対象範囲 

対象事業所：坂戸事業所 
対象外：本社 
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全組織への環境活動の拡大 
2020 年 12 月の３回目の更新審査は従来通り坂戸事業所のみを認証範囲として受審

しました。2020 年 3 月からの新型コロナウイルスの感染拡大は 2 年以上が経過し

た現在も終息時期が見通せない状況です。本社を含めた全組織への認証範囲の拡大

は 2024 年度に実施いたします。 

５．実施体制 

⇓

⇒

⇒ ガイドラインの要求事項を満たす環境マ
ネジメントシステム（以下、EMS）の
構築・運用・維持

EMS事務局

環境管理責任者を補佐
（品質保証室部門長）

環境マネジメントシステム 組織図

坂戸
事務系グループ
（生産管理部部門長）

各部門へのEMS運用状況の確認、及
び是正指示/予防指示及びその実施の
確認と環境管理責任者への報告。
各部門長への環境教育の提案と実施の
支援。
環境経営レポート」の作成・公表。

坂戸事業所統括部門長

坂戸事業所の責任者

環境管理責任者、EMS事務局責任者と
共同でシステムが機能しているかの
チェックを実施。

ブック
オンデマンド
センター

（BODC部門長）

製本部

（製本部部門長）

印刷部

（印刷部部門長）

社長

環境管理責任者

社長よりEMS運用責任を委嘱された総責任者
（執行役員総務部長）

生産管理部
工務チーム

（シニアチームリーダー）

CTPルーム

（本社イメージング部
傘下の部門）

部門長の役割と権限：
担当部門の環境負荷項目・環境負荷軽減項目の洗い出し、及びその内容に
関する部員への教育・訓練と記録の維持と活用。
部門の環境活動教育の立案と実施。
四半期毎の環境目標進捗記録シート作成用の資料を坂戸事業所長とEMS事
務局に提出、内容は部員の教育に役立てる。

シニアＴＬ及びＴＬ及びサブリーダーの責任と権限
部門長を補佐し、部門の環境活動の推進役として活動する。部門長不在時
は、部門長の代行として環境活動を推進する。

シニアチームリーダー・
チームリーダー 各１名

チームリーダー 1名
サブリーダー 3名

チームリーダー
2名
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６． 環境目標の実績と中期計画及び次期環境目標 

 2021 年度環境目標 
（1）エネルギー＜電力＋ガス＞使用による CO2 排出量の 2018 年度比 3％削減 

（中期目標：2021 年度末に３％削減） 
 実績： 12.0％削減 

電力（kWh） LNG（m3） 総CO2
排出量 削減比

使用量 1,235,078.00 54,482.00
CO2

排出量（ﾄﾝ） 641.01 147.25
使用量 1,417,233.00 59,143.00
CO2

排出量（ﾄﾝ） 735.54 159.85

2021年度

2018年度

788.26

895.39
12.0％削減

  
目標を達成しました。2020 年度同様、通期でコロナ禍の影響を大きく受け、仕事量の減少

により機械稼働時間が減少した事が大きな削減要因と考えられます。 
下記の削減への取組みは継続的に行なっていますが、2020 年度に比べ休業対応を積極的に

行うことで作業を集中させ、機械稼働時間を大きく減らしたことにより、削減率は 12.0％
という結果に繋がりました。 
次年度は前年度比 5％削減を目標とし、併せて今後目標設定に生産量指標の導入を目指して

取り組みます。 
 CO2 排出係数について 

電力は契約先であるサミットエナジー係数を、LNGは (社)日本印刷産業連合会推奨の係数

と算式を適用しています。 
・電力 ：使用量(千kWh/1000) × 排出係数(0.519) 
・LNG ：使用量(t)/1000 × 単位発熱量(54.6) × 排出係数(0.0135) × 換算係数(3.6667) 

 削減への主な取組 
・作業を集中させることによる機械稼働時間の短縮。 
・昼休み/休憩時間に於ける工場構内と事務所内の消灯徹底。 
・作業者がいないエリアの空調機器停止(印刷部構内とCTPルームは除く)。 
・稼働予定無し製造機器の電源Off 徹底。 
・デマンド管理の遂行。 

（2）産業廃棄物量の 2018 年度比 25％削減 
（中期目標：2021 年度末に 3％削減） 
 実績：37.7％削減 
2021 年度：15,603.5 kg 2018 年度：25,035.5 kg 2018 年度比：9,432.0 kg削減 

2021 年度の産業廃棄物量は 2018 年度対比で大幅な削減となりました。2021 年度も 2020
年度に引続きコロナ禍の影響が大きく、目標を大きく上回った結果となりましたが、2020
年度に比べれば仕事量が回復したことで、前年度対比では 10%増加となりました。 
ＥＡ２１審査員から「目標値と実績数字に大きな乖離が見られるため、目標値の見直しを

検討してはどうか」との指摘を受け、2021 年度は 2018 年度対比で 25％削減を目標に活動

してきました。2022 年度は会社として仕事量のさらなる回復を目指すべき状況で、廃棄物

は増加すると予測されますが、ＣＴＰ無処理版への移行を実現し、前年度比 10％削減を目

標に活動していきます。 
 削減への主な取組 

・ＣＴＰ無処理版への移行によるＣＴＰ出力時の現像処理廃液の削減。 
・金属類（インキ･溶剤の空き缶）の有価処理の継続。 
・廃プラスティック類と紙類の分別化促進→リサイクル原料として再利用化。 
・分別処理の強化 
 



 6 / 7 

 産業廃棄物に関する世界的な動向 
企業の SDGs の取組みが一層活発になっており、温暖化対策や産業廃棄物削減に向けた対

応要求が強くなっていく事は明らかです。無処理版への移行などの取組みで SDGs に示さ

れている環境に関わる対応を順次進めていく必要性を感じています。 

（3）水使用量（水資源の無駄な使用の抑制。用いた数値は暦年対比） 
坂戸事業所の事業活動は水を大量に消費するものではなく生活用水(上下水道)の使用が殆

どです。印刷に用いる“湿し水”には“湿し水濾過循環装置(RegainやBS1)”を導入し、印

刷品質安定化とともに水使用量の抑制に継続的に取り組んでいますが、目標を具体的な数

値にして水資源削減に取り組んではいません。2021 年の実績では前年対比で使用量は 9％
増加しました。その理由は、2021 年度は印刷機内の錆防止のために“湿し水濾過循環装置”

内の水交換が多めになったことが原因と推測されます。当活動については「例年実績を維

持する」として、水漏れ等の発生を防ぐ日常の点検活動に取り組みます。 
 実績：9％増加  対比期間：2021 年 1 月~12 月 

2021 年：1,085 m3  2020 年：995 m3  90 m3 増加 

（4）環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価、並びに違反、訴訟の有無 

環境関連法規等 適用事項（事業活動、施設、物質等） 遵守状況の確認

廃掃法 廃アルカリ・廃酸・廃油・廃プラスティック等
マニフェスト管理、運搬･
処理委託契約

騒音・振動規制法 印刷機４台 工業専用地域

下水道法 廃アルカリ・廃酸・廃油等
マニフェスト管理、運搬･
処理委託契約

有機溶剤予防規則 印刷溶剤、クリーナー等
有機溶剤作業主任者選
定・講習受講済み。リサ
イクル原料処理。

PRTR法 IPA PRTR非該当。

フロン排出抑制法 空調設備・印刷機循環水冷却装置
2016年度より定期的な
点検を実施。

労働安全衛生法
化学物質リスクアセスメントの実施義務、
結果の周知

業界団体の推奨アセスメ
ントシートによる。

 
当社に適用される主な環境関連法規等は上記の通りです。現在に至るまで、上記と他の

環境関連法規への違反も、近隣及び利害関係者からの苦情も、関係当局からの違反等の

指摘･訴訟についてもありません。 

（5）化学物質使用量の把握 
以前の環境 ISO14001 の取り組みを通じて、当社で使用する原材料･資材･副資材において

PRTR 法指定物質に該当しその届出量に達しているものはないと判断し、化学物質の詳細

な量的把握については行って来ませんでした。2022 年度は、EA21 の活動を通じて再調査

し、インキ・湿し水・洗浄剤に含まれる化学物質使用量の把握に引続き努めます。 
（6）不具合削減から撲滅へ「全社の損害金額を合計 80 万円以下に削減」 

 実績： 2021 年度損害金額実績：2,080,467 円 
2021 年度は「損害金額 80 万円以下」という目標でしたが、目標達成は出来ませんでした。 
会社全体としては前年度比で 41.4％増加、坂戸事業所においては物流チームが不具合ゼロ

を達成しましたが、全体では 42.4％増加という結果になってしまいました。 
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2022 年度の目標は 2021 年度目標の 80 万円以下を継続し、活動計画に取組みを定め目標達

成に向け再チャレンジします。 

７．経営者による見直し 

2021 年度のマネジメントレビューに於ける社長からの指示について。 
（1）CO2 排出量・産業廃棄物量の削減 
・CO2排出量にまだ原単位の考え方が取り入れられていないが、EPC各社を含めた同業他社

とコミュニケーションを取り、情報を取りながら当社でも可能な原単位の考え方を検討す

ること。 
・製造部数、予備枚数、用紙の必要枚数の削減を進めること。 
・サンプル部数の削減も進めること。 
・作業時間などの目標値が定められていない等を意識し、自分達で設定・コントロール出来

るわかりやすい目標を立てて活動していくこと。 
目標を定めることにより、準備時間の短縮、用紙使用枚数の削減、インキ使用量の削減に

結びつき、CO₂排出量・産業廃棄物量の削減に結びつくと同時に、コスト削減にも貢献す

るはずである。 
（2）その他の要素 
・生産性・不具合削減に結びつく以下の検討を進めて欲しい。 
コピー・ＦＡＸ等に使用する用紙の削減として、デジタルへの切り替えを進める。リアルタ

イムに各現場に営業が見積もった数字・利益を出すための目標作業時間・結果などを大型モ

ニターなどへ表示し、常に示される目標に向けてオペレータが意識し作業にあたる事が出来

るようなシステムを模索してもらいたい。機能を持たない機器が多い事は認識しているが、

当社が取り組める仕組みを取込む事により、生産性・オペレータの行動に変化が生まれると

思う。 
 

以上 


