
環境経営レポート
(対象期間：2021年7月1日～2022年6月30日)

2022年8月29日 発行

株式会社ミツギプリント



目 次

1.環境経営方針

2.組織の概要

3.環境経営実施体制

4.中期環境経営目標

5.環境経営目標と実績

6.実績の推移

7.環境経営計画の実施状況及びその評価

8.環境関連法規等の遵守状況の確認及び結果
訴訟等の有無

9.来期の環境経営目標及びその計画

10.代表者による全体評価の見直し結果

SDGsの取組



1.環境経営方針
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理 念

株式会社ミツギプリントは、お客様や社会から信頼と満足いただける印刷事業やOA関連
機器を提供するにあたり、環境と調和した企業活動を継続的に行い、循環型社会の実現
に貢献します。

方 針

１．環境経営に積極的に取組むために、環境経営システムに取り組み、環境関連の法令、
条例等を遵守すると共に、地域・業界・顧客の環境関連要求事項に配慮し、継続的な環
境活動の改善を図ります。

２．環境への取組として、環境目標及び行動計画に下記の重点事項を定め、環境経営方
針に 整合した活動を行います。

１）電力及び燃料使用の省エネルギーに取り組み、二酸化炭素排出量の削減を推進

２）再生資源の利用・廃棄物の分別に取り組み、廃棄物排出量の削減を推進

３）節水活動に取り組み、水使用量・排水量の削減を推進

４）事務所においてグリーン購入を推進

５）環境負荷の少ない省エネ製品の利用や提案を実施

３．この環境経営方針を全従業員に周知し、環境保全への意識の向上に努めます。

制定日：2017年 2月 1日

株式会社 ミツギプリント

代表取締役 三ツ木啓之.



2.組織の概要
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事業所名および代表者 株式会社 ミツギプリント
代表取締役 三ツ木 啓之

所 在 地 本社・工場 〒168-0082 東京都杉並区久我山4-1-10

創 立 日 昭和38年12月23日

資 本 金 1,200万円

環境管理責任者氏名
及び

担当者連絡先

【環境管理責任者】 電話：03-3332-4516 FAX：03-3331-0040
三ツ木啓之 Ｅメール； h-mitsugi@m-printing.co.jp

【担 当 者】 電話：03-3332-4516 FAX：03-3331-0040
貝瀬泰啓 Ｅメール； kugayama@m-printing.co.jp

事業活動の内容
商業印刷業務全般(名刺、封筒、挨拶状、賞状、チラシ、ポスター、各種製本、
電子化PDF、大型図面出力、各種メディア印刷)、複合機のレンタル業務、
サプライ品(トナーカートリッジ・コピー用紙)の販売、動画制作

許 可 内 容 工場認可： 杉並区 21号 (許可日 ： S50.12.5）

事 業 規 模

本社(4F) 本社(3F) 工場(B1) 川越 合計
従業員数 2人 3人 2人 5人 12人
延床面積 38.9㎡ 52.1㎡ 56.5㎡ 147.5㎡

売上高 ： 1.74億円（2021年7月1日～2022年6月30日）

エコアクション21
対 象 範 囲

登録組織名：株式会社ミツギプリント
対象事業所：本社(3.4F)/工場(B1)
当社は本社及び本社工場の全組織・全活動・全従業員を対象としてい
ます。
※本社より5名は業務委託として日本無線㈱川越事業所（埼玉県ふじみ野市
福岡2-1-12）に勤務し日本無線㈱のISO14001※の活動にも協力し
ています。
※1998年2月6日付けでISO14001を取得。2006年3月10日付けで
認証取得範囲を本社・支社・支店・営業所など国内全拠点に拡大。
http://www.jrc.co.jp/jp/about/activities/environment/

mailto:h-mitsugi@m-printing.co.jp
mailto:kugayama@m-printing.co.jp
http://www.jrc.co.jp/jp/about/activities/environment/


3.環境経営実施体制
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役割、責任及び権限

代表者

・経営における課題とチャンスを整理し、明確にする
・環境経営に関する方針（環境経営方針）を定め、誓約する
・効果的で必要十分な実施体制を構築する
・各自の役割、責任及び権限を定め、全従業員へ周知する
・EA21を運用し、維持するための経営資源を用意する
・環境経営全体の取組状況及びその効果を評価し、以下の項目を含む総括的な見直

しを実施し、必要な指示を行う
①環境経営方針、②環境経営目標及び環境経営計画、③実施体制

環境管理責任者
兼

事務部門

・環境への負荷と取組の状況の把握及び評価
・環境関連法規などの取りまとめ、並びに遵守状況の評価
・環境経営目標及び環境経営計画の策定、並びに達成状況・実施状況の把握
・問題がある場合の是正処置、予防措置の実施
・教育・訓練の実施
・環境コミュニケーションの実施（内部、外部、環境経営レポート）
・環境上の緊急事態への準備及び対応
・緊急事態等の施行実施後及び発生後に、対応策の有効性を検証し、必要に応じて改定

する
・環境経営方針、環境経営目標を達成するために必要に応じて手順書を作成し運用する
・文書類の作成・管理

印刷部門 ・部門の構築と運用・維持
・部門に関連する実施状況の記録と確認・評価

従業員
・環境経営方針、環境経営目標及び環境経営計画の達成、並びに環境関連法規などの遵

守に必要な取組を実施する
・環境経営方針、環境経営目標を達成する為に、必要に応じて手順書を作成し運用する

環境管理責任者

従業員

事務部門 印刷部門

代表者
代表取締役

2022.08.29改訂



4.中期環境経営目標
(2021年～2023年度)
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環境経営目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

単位 制定時
基準値

目標値
(基準年比較)

目標値
(基準年比較)

目標値
(基準年比較)

二酸化炭素排出量の削減 kg-CO2 11173.22

電力使用量の削減 kＷh 14,772 基準値を維持 基準値を維持 基準値を維持

燃料使用量の削減 (ガソリン) L 2006.36 基準値を維持 基準値を維持 基準値を維持

廃棄物排出量の削減

一般廃棄物の削減 t 1.169 基準値を維持 基準値を維持 基準値を維持

産業廃棄物排出削減 t 0 基準値を維持 ３％削減 基準値を維持

用水使用量の削減

用水使用量の削減 ㎥ 99 基準値を維持 基準値を維持 基準値を維持

化学物質の適正管理

洗浄剤の適正管理/
トナー含有物の数値管理 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理

グリーン購入の推進

エコマーク付事務用品購入の増加 ％ 38.45 基準値を維持 基準値を維持 基準値を維持

環境に配慮した製品の提供
（設計･生産･販売）

環境紙（ﾘｻｲｸﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ・FSC）の拡販 kg 32,312 基準値を維持 基準値を維持 基準値を維持

※事業年度（7/1～6/30）
※ガソリン、エコマーク付き事務用品購入、環境紙の拡販については久我山、川越合算の数値
※二酸化炭素排出量の排出係数は0.441kg-C02/kWhを使用

※一般廃棄物（kg）は（体積ℓ）ｘ0.2を掛けた数値とする
※エコマーク付事務用品購入、環境紙の拡販の数値は久我山、川越合算とする



5.環境経営目標と実績
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環境経営目標 単位
2020年
実績把握
(基準年)

目標 実績 評価

2021年
(7月～6月)

2021年
(7月～6月) (○ /×) 

二酸化炭素排出量の削減 kg-CO2 11173.22 11173.22 10643.83 〇

電力使用量の削減 kＷh 14,772 14,772 14,998 ×

燃料使用量の削減 (ガソリン) L 2006.36 2006.36 1735.45 〇

廃棄物排出量の削減

一般廃棄物の削減 ｔ 1.169 1.169 1.11 〇

産業廃棄物排出削減 ｔ 0 0 0 〇

用水使用量の削減

用水使用量の削減 ㎥ 99 99 92 〇

化学物質の適正管理

洗浄剤の適正管理 適正管理 適正管理 使用なし -

トナー含有物の数値管理（把握） 実績把握 実績把握 実績把握 -

グリーン購入の推進

エコマーク付事務用品購入の増加 ％ 38.45 38.45 36.05 ×

環境に配慮した製品の提供
（設計・生産・販売）

環境紙（ﾘｻｲｸﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ・FSC）の拡販 kg 32,312 32,312 25,434 ×

※事業年度（7/1～6/30）
※ガソリン、エコマーク付き事務用品購入、環境紙の拡販については久我山、川越合算の数値
※二酸化炭素排出量の排出係数は0.441kg-C02/kWhを使用

※一般廃棄物（kg）は（体積ℓ）ｘ0.2を掛けた数値とする
※エコマーク付事務用品購入、環境紙の拡販の数値は久我山、川越合算とする



6. 実績の推移
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環境経営目標 単位 基準値 2021年

二酸化炭素排出量 kg-CO2 11173.22 10643.83

電力使用量 kWh 14,772 14,998

燃料(ｶﾞｿﾘﾝ)使用量 L 2006.36 1735.45

一般廃棄物排出量 ｔ 1.169 1.11

産業廃棄物排出量 ｔ 0 0

用水使用量 ㎥ 99 92

ｴｺﾏｰｸ付事務用品購入 ％ 38.45 36.05

環境紙(ﾘｻｲｸﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ･FSC)販売 kg 32,312 25,434
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7.環境経営計画の実施状況
及びその評価
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環境負荷項目 取組内容 結果 評価

二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削
減

電力使用量の削減

・不用な照明の消灯
・クールビズ・ウォームビズの実施
・室温管理（暖房期22度・冷房26度）
・空調フィルターの定期清掃
・サーキュレーターの併用
・ノー残業デーの実施

新型コロナの影響で室内を換気してい
る為、冷暖房の効率が悪くなった。 ×

燃料使用量の削減
・エコドライブの励行
・適正な車両整備(空気圧等）
・経済速度の遵守

HV車に変更した為、燃費がよくなり燃
料使用量の削減ができた。 〇

廃
棄
物
排
出
量
の
削
減

一般廃棄物の削減
（リサイクル推進）

・分別ルールの確立と周知徹底
・メールにて通達（用紙→PDF）
・コピー用紙削減（両面コピー、裏紙活用）
・使用済み封筒の再利用

裏紙の再利用(個人情報や機密情報が印
刷されていないもの)や使用済み封筒の
再利用はできている。

○

産業廃棄物の削減 ・トナーカートリッジのリサイクルを図る
・分別を徹底し、リサイクル率を上げる

リサイクルできるものはメーカーに返
却している。印刷様式の変更により産
業廃棄物が今年度は出なかった。

○

水使用量の削減 ・手洗い時、洗い物において節水を励行
・漏洩点検 節水の意識付けができ、削減できた。 ○

化学物質の適正管理
・購入量・使用量の把握
・洗浄剤の漏れ･密閉の確認
・購入・保管・使用・廃棄段階の適正把握
・複合機トナーの実数管理

適正管理できている。 〇

グリーン購入の推進 ・エコマーク商品の積極的購入 型番指定の商品等があり、ｴｺﾏｰｸ商品で
ない発注もあった。 ×

環境配慮の実施 お客様にリサイクルペーパーの拡販 ペーパーレス化が加速し、お客様のテ
レワークが増え環境紙の販売は減少し
た。

×



8.環境関連法規等の遵守状況の確認
及び評価の結果、訴訟等の有無
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主要な法規 確認内容 評価の結果

廃棄物の処理と清帰に関す
る法律

産業廃棄物のマニフェスト管理 確実に実施された

マニフェスト交付一覧報告(6月迄) 本年産業廃棄物なし

契約書の確認 契約期間確認
ハチオウと再契約

保管所技術基準の遵守 確実に実施された

杉並区廃棄物の処理及び再
利用に関する条例

事業系一般廃棄物の有料シール貼り付け 確実に実施された

フロン排出抑制法
廃棄物委託確認書の交付、引取証明書コ
ピー入手5年聞保管
定期点検の実施

機器の廃棄がなかった
エアコン点検を実施し
た

家電リサイクル法 家電リサイクル券の購入 廃棄物がなかった

環境関連法規への違反はありません。
なお、関連当局よりの違反等の指摘は、過去4年間ありません。
訴訟もありません。



9.来期の環境経営目標及び計画
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コロナ禍に見合った環境の数値目標に修正したが、今期もコロナ禍により常時換気をし、冷暖房の
効率が悪化したため、電力使用量の目標を達成できなかった。
また、顧客のテレワークの定着化により前期よりもサプライ品販売(環境用紙)も減少している。
境経営計画において、自ら設定した計画を実施できなかった項目については、引き続き改善事項と
して対応し、今後も意識して減らせるものは減らしていけるように、会社全体で取り組みたい。

代表取締役社長 三ツ木 啓之

10.代表者による全体評価の見直し結果

※コロナ禍で営業活動の変化があるため、基準年を2020年度の実績とする

環境負荷項目 取組内容 目 標

二
酸
化
炭
素
排
出
量
の削

減

電力使用量の削減

・不用な照明の消灯
・クールビズ・ウォームビズの実施
・室温管理（暖房期22度・冷房26度）
・空調フィルターの定期清掃
・室外機カバーの取付
・サーキュレーターの併用
・ノー残業デーの実施

2020年度の実績を維持

燃料使用量の削減
・エコドライブの励行
・適正な車両整備(空気圧等）
・経済速度の遵守

2020年度の実績を維持

廃
棄
物
排
出
量
の削

減

一般廃棄物の削減
（リサイクル推進）

・分別ルールの確立と周知徹底
・メールにて通達（用紙→PDF）
・コピー用紙削減（両面コピー、裏紙活用）
・使用済み封筒の再利用

2020年度の実績を維持

産業廃棄物の削減
・トナーカートリッジのリサイクルを図る
・分別を徹底し、リサイクル率を上げる 2020年度の実績を維持

水使用量の削減 ・手洗い時、洗い物において節水を励行
・漏洩点検 2020年度の実績を維持

化学物質の適正管理
・購入量・使用量の把握
・洗浄剤の漏れ･密閉の確認
・購入・保管・使用・廃棄段階の適正把握

2020年度の実績を維持

グリーン購入の推進 ・エコマーク商品の積極的購入 2020年度の実績を維持

環境配慮の実施 ・お客様にリサイクルペーパーの拡販 2020年度の実績を維持
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