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１）  事業所名 諸富紙工株式会社

　　代表者氏名 代表取締役社長　諸富 克己

２）　所在地

本　  社 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田3-9-16

広川工場 〒834-0111 福岡県八女郡広川町大字日吉523-20

３）　環境管理責任者 代表取締役社長　諸富　克己

担当者 経理課長　伊集　盛樹

連絡先 ＴＥＬ　092-411-3385　　ＦＡＸ 　092-411-7632

Ｅメールアドレス　　ijuu@morotomi.co.jp

４）　事業の内容 産業用ロール紙の製造販売、アパレルCADCAM用紙の製造販売、

インクジェット用紙の製造販売、養生資材の製造販売

５）　事業の規模

単位 本社 広川工場

従業員数 人 7 13

延床面積 ㎡ 1,164 2,654

６）　事業年度 １月～12月

２.　認証・登録の対象範囲

上記の全組織及び全活動

1）　対象事業所 本社、広川工場

2）　事業活動 上記の事業内容

1.　組織の概要

総売上額 ： 775百万円（令和3年度）
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〈環境経営理念〉

〈環境保全への行動指針〉

3.　環境経営方針

令和3年4月1日

諸富紙工 株式会社

代表取締役社長　諸富 克己

（２） 廃棄物排出量の抑制とリサイクルを推進します。

（３） 節水に努め、水使用量を削減します。

（４） 商品包装の軽量化を推進します。

（１） 電力、燃料等のエネルギーの効率的な使用及び省エネに努め、二酸化炭素排出量
　　を削減します。

環境経営方針

諸富紙工株式会社は、紙の製造・販売を主とする事業活動を通じ、関係する全取引業者様と共

に、ゴミの減量、二酸化炭素排出量の削減など、地球環境への負荷低減に積極的に取り組み、

持続可能な経済・社会・環境の調和を追求することによって、社会的責任を果たします。

（５） 当社の事業に関連する環境関連法規を遵守します。

（６） 環境経営の継続的な改善を行います。
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４.　環境経営目標
活動期間 : R.3年1月～R.3年12月

実績 実績

H.31年度 R. 2年度 R. 3年度 R. 4年度 R. 5年度

（２０１９年） （２０20年） （２０21年） （２０22年） （２０23年）

 H.27年1月～
 H.27年12月

 H.31年1月～
R. 1年12月

 R.2年1月～
R.2年12月

 R.3年1月～
R.3年12月

 R.4年1月～
R.4年12月

 R.5年1月～
R.5年12月

全社 ㎏‐CO₂ 80,819 79,379 73,080 82,835 81,963 81,083

全社 kWh 112,189 109,098 99,460 105,458 104,336 103,213

本社 kWh 32,257 26,248 26,153 30,322 29,999 29,676

工場 kWh 79,932 82,850 73,307 75,136 74,337 73,537

全社 ℓ 5,189 4,502 4,223 6,608 6,540 6,470

本社 ℓ 4,960 4,253 3,997 4,662 4,613 4,563

工場 ℓ 229 249 226 1,946 1,927 1,907

（3）軽油使用量削減 工場 ℓ 1,002 1,253 1,315 1,355 1,342 1,328

工場 ％ - 86.5% 65.4% 96.5% 97.5% 97.5%

全社 m³ 565 483 473 532 525 520

本社 m³ 441 366 395 415 410 406

工場 m³ 124 117 78 117 115 114

4．容器包装の軽量化 工場 ㎏ 48,148 49,525 47,982 45,259 44,778 44,296

1.

2.

3.

4.

5.
設定した。
容器包装の軽量化については、購入した資材（紙管、段ボール、ポリ袋、テープ類）の購入重量実績に基づき、基準年に対し毎年1%減を目標値に

備考

H.31年度以降の実績値、および目標値における購入電力の二酸化炭素排出係数は、0.602ｋｇ-CO2／kWh（ハルエネ平成29年度調整後排出係数）

基準年の
8%削減

 目標 

単位

【 基準年 】

H.27年度

（２０１５年）

通 年

３．水使用量の削減

２．工場廃棄物リサイクル率
　の向上・維持

基準年の
7%削減

（1）電気使用量削減

（2）ガソリン使用量削減

工場廃棄物リサイクル率の向上について、R4年度目標値97.5％を現状の限界値と考え、R5年度以降の目標値は、97.5％を維持するものとした。

を使用した。

R.3年度以降の目標値 について、原則は基準年（H.27年度）実績を基に計算したものだが、工場ガソリン使用量はR.2年度目標値（1,966L）を基準
とし、以降年1％削減とした。

R.3年度以降の目標値 について、原則は基準年（H.27年度）実績を基に計算したものだが、工場軽油使用量はR.2年度目標値（1,369L）を基準と
し、以降年1％削減とした。

基準年の
4%削減

基準年の
5%削減

１．二酸化炭素排出量の削減

基準年の
6%削減
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５.　環境経営計画

対象事業所

本社･工場

〃

〃

〃

〃

本社･工場

〃

活動項目 対象事業所

本社･工場

〃

産業廃棄物 工場

活動項目 対象事業所

本社･工場

本社

活動項目 対象事業所

工場

1.二酸化炭素排出量の削減

活動項目

電気使用量の
削減

エアコン設定温度(冷房28℃､暖房21℃)を実行する

定期的にエアコンフィルターを清掃する

昼休み時間中の消灯を実行する

白熱電球をLED電球に交換する

ＰＣモニターの自動電源を設定する

ガソリン・軽油
使用量の削減

エコドライブの励行を推奨する

車両運行日誌による運転者の意識づけ

2.廃棄物排出量の削減

一般廃棄物

ミスコピー防止の徹底
（複合機使用後の設定リセットの徹底）

社内文書の裏紙使用の継続

4.容器包装の軽量化

包装用ポリ袋や段ボールの規格や厚みを変更することにより重量を減らす

分別の徹底を行い、リサイクル率の維持・向上に努める

3.水使用量削減

トイレ清掃の回数減（取り組み前10日毎→取り組み後15日毎)
（利用時から清潔な状態を保ち、清掃時の水使用量を削減する）

トイレ流水音発生装置の設置・利用　（流水の節約）
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6.　実施体制

2名 2名

部門長

 ・ 環境経営方針、環境経営目標、環境経営計画を部門全員に周知する。
 ・ 環境経営目標達成のため、責任を持って自部門の環境活動を推進する。
 ・ 自部門で発生した問題点の是正処置、予防処置を実施する。
 ・ 自部門に関連する法規制等を順守する。
 ・ 自部門に関連する緊急事態への準備及び対応の訓練を実施する。
 ・ 自部門の教育・訓練を実施する。

全従業員
 ・ 環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚する。
 ・ 決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加する。

環境管理責任者

 ・ ＥＡ２１ガイドラインの要求事項を満たす環境経営システムを構築し、
　 実行し、環境経営実績を向上させる。
 ・ 毎年、環境経営目標、環境経営計画を作成する。
 ・ ３か月に１回、環境経営目標の達成状況及び環境経営計画の実施
　 状況を確認・評価する。
 ・ 上記の結果を代表者に報告する。

ＥＡ２１委員会
 ・ ３か月に１回開催し、環境経営目標及び環境経営計画の実施状況
   を審議する。

ＥＡ２１事務局
 ・ 環境管理責任者を補佐し、ＥＡ２１文書及び記録類、及び基礎データ
   の作成・維持・集計・管理を行う。
 ・ 社外からの環境情報の収集と伝達を行う。

代表者

 ・ 代表者として環境経営全般について責任と権限を持つ。
 ・ 環境経営方針を作成・見直し、従業員に周知する。
 ・ 環境管理責任者、ＥＡ２１事務局員を任命する。
 ・ 環境への取組を実施するための資源（人・もの・金）を準備する。
 ・ ＥＡ２１全体の取組状況に関し評価、見直しを実施する。

伊集盛樹 伊集盛樹

吉田秀貴 吉田秀貴

本　社 広川工場

部門長：伊集盛樹 部門長：中尾信吉

　

所　属 役割分担

ＥＡ２１事務局

代表者 

諸富克己

　環境管理責任者

ＥＡ２１委員会 諸富克己
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7-1.　環境経営目標の達成状況

活動期間 : R.3年1月～R.3年12月

目標 実績 結果

全社 ㎏‐CO₂ 82,312 75,190 ○

全社 kWh 105,458 103,428 ○

本社 kWh 30,322 27,697 ○

工場 kWh 75,136 75,731 ×

全社 ℓ 6,608 3,948 ○

本社 ℓ 4,662 3,725 ○

工場 ℓ 1,946 223 ○

（3）軽油使用量削減 工場 ℓ 1,355 1,453 ×

２．工場廃棄物リサイクル率の向上 工場 ％ 96.5% 97.9% ○

全社 m³ 532 452 ○

本社 m³ 415 359 ○

工場 m³ 117 93 ○

4．容器包装の軽量化 工場 ㎏ 45,259 48,755 ×

備考

１．購入電力の二酸化炭素排出係数は、本社は0.602ｋｇ-CO2／kWh（ハルエネ　平成29年度 調整後排出係数）

 を使用した。

2.工場廃棄物リサイクル率の向上では、産業廃棄物（紙ごみ）排出量のうち、業者側でリサイクル処理していることを

 確認できたため、今期からより適切な数値を反映できている。

３．水使用量の削減

単位
R.3年1月～R.3年12月

１．二酸化炭素排出量の削減

（1）電気使用量削減

（2）ガソリン使用量削減
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7-2.　環境経営計画の実施状況、その評価結果、及び次年度の取組

○

○

○

○

○

○

○

○

○

産業廃棄物 ○

○

○

○

〇：実施できた　△：十分とは言えなかった　×：不十分であった

本社では電気、ガソリン共に使
用量減となり目標を達成した。
工場においては、売上受注増
により機械の稼働日数が増え
環境目標は未達とはなったが
大きな乖離は無く、年度決算で
は増収増益となっているので
環境経営の観点では総合的に
良い結果となった。
予定していた中期計画見直し
は検討中である。

今後も工場機械の稼働につい
ては、より計画的に効率の良い
生産が行えるよう継続して配
慮をしていく。
また、経営環境目標としてより
良い目標設定ができるよう中
期計画の見直しを検討する。

エアコンフィルターの清掃

1.二酸化炭素排出量の削減

活動項目
 環境経営目標および
 環境経営計画の評価結果

次年度の取組内容

車両日誌による意識づけ

実施状況

昼休み時間中の消灯

白熱電球のLED電球交換

PCモニター自動電源設定

エコドライブの推奨

電気使用量
削減

エアコン設定温度の管理

ガソリン・軽
油の使用量
削減

 環境経営目標および
 環境経営計画の評価結果

次年度の取組内容

目標設定という可視化により
一定の効果は期待できる。
工場においては、事業系一般
廃棄物、並びに産業廃棄物（う
ちリサイクル含む）の算出方法
の見直しを行い、正確な数値を
把握できるようになり、目標を
達成できた。
本社では、目標設定外ではあ
るが、福岡市の分別ルールの
変更もあり、年間を通じ資源ご
み分別への取り組みを徹底し
て行った。

工場のリサイクル率の維持向
上に社内コミュニケーションを
活用する。

実施状況

2.廃棄物排出量削減

活動項目

実施状況

社内文書裏紙使用の継続

トイレ流水音発生装置の設置・利用

4.容器包装の軽量化

活動項目

トイレ清掃の回数減による節水

3.水使用量削減

活動項目 実施状況

一般廃棄物

分別の徹底を行い、リサイクル
率の維持・向上に努める

 環境経営目標および
 環境経営計画の評価結果

次年度の取組内容

包装用ポリ袋や段ボールの規格や厚みを変
更することにより重量を減らす

顧客受注の影響により目標未
達はやむを得ないところもあ
るが、取り組みの効果はあると
思われ、活動自体の実施は継
続して行う。

引続き、活動項目を継続して行
う。
取引先様への簡易包装への理
解を求め、継続して切替えの提
案を行う。

水使用のほとんどはトイレ流水
とトイレ清掃によるもので、節
水意識は定着している。

引続き現在の活動自体は継続
して行う。
今後、更なる削減は難しいと思
われる。今後の中期計画の見
直しを検討する。

ミスコピー防止の徹底

 環境経営目標および
 環境経営計画の評価結果

次年度の取組内容
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■ エコアクション２１の取り組みを始めてから、積極的に室内照明のLED化を進めてまいりました。

［本社階段室］ ［本社給湯室］ ［本社社長室］

■ 離席により一定時間が過ぎると、PCモニター画面 ■ お昼休憩中の消灯も社内で
　 が自動で電源オフになるように設定しています。 　 定着しています。

■ エアコン操作パネルやトイレ等の目につきやすい場所に表示を取り付けています。

［エアコン操作パネル］ ［男性用トイレ］
※定期清掃を減らせるよう "清潔な利用" の注意喚起

■ 個室トイレでの流水音発生装置利用 ■ 福岡市の事業系一般廃棄物分別ルール変更に伴い､
   により不要な流水を減らしています。    本社でも積極的に古紙回収に取り組んでいます。

10分後
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８.　環境関連法規などの遵守状況の結果

当社の事業活動、製品及びサービスに適用される環境関連法規等は次のとおりです。

■ 評価

【環境経営システムが有効に機能しているか】

【環境への取組は適切に実施されているか】

■ 見直しの必要性

■ 指示

ＥＡ２１委員会を通じて、全社員への環境への取組みの理解を継続して周知させて意
識を更に高める。

環境活動計画の取組結果で判断すると、容器包装の軽量化は目標値を達成すること
はできませんでしたが、ロス率減少や梱包形態の見直しにより、全体での使用量削減
を推進していきます。

全社員が環境への取組みを理解しています。
引続き、会社全体で環境対策に取組み、社会的責任を努めます。

今期、リサイクル率の算定方法を見直し、正確な数値を出したことにより、リサイクル
率は改善されました。
容器包装の軽量化については引き続き得意先と協議して軽量化の実施に努めます。

適用される法規等

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律

消防法

９.　代表者による全体の取組状況の評価と見直し・指示の結果

業務用エアコンの定期点検

Ｒ3年12月に上記の環境関連法規等の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。
また、関係機関等からの指摘、近隣からの苦情、利害関係者からの訴訟もありませんでした。

騒音規制法

振動規制法

フロン排出抑制法

適用される事項（施設・物質・活動等）

事業系一般廃棄物の排出、産廃事業者との契約

消防用設備の点検・検査報告
指定可燃物の管理

工場機械使用時の騒音レベルの遵守

工場機械使用時の振動レベルの遵守
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