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会社概要 

編集方針 

生産製品 

（百万円） 
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（注）パート、アルバイト社員も含んでいます 
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第60期 
2005年3月期 
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第56期 
2001年3月期 

995

第57期 
2002年3月期 
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第58期 
2003年3月期 

1,038

第59期 
2004年3月期 

女394

男586

女395

男600

女436

男627

女419

男619

女404
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■製造拠点 

⑨本 社 工 場 
⑩中　工　場 
⑪東　工　場 
⑫西　工　場 
（岐阜県大垣市） 

■サンメッセ営業拠点 
①本社 （岐阜県大垣市） 
②東京支店 （東京都江東区） 
③赤坂支店 （東京都港区） 
④大阪支店 （大阪市中央区） 
⑤名古屋支店 （名古屋市中区） 
⑥岡崎支店 （愛知県岡崎市） 
⑦愛岐支店 （愛知県一宮市） 
⑧岐阜支店 （岐阜県岐阜市） カタログやパンフレットはもちろんパッケージやビジネスフォームまで、あら

ゆる印刷物を企画・デザインからプリプレス、印刷、製本加工まで一貫生産を
行っています。また図書カード、クオカードのカード印刷のほか、香料やスク
ラッチのシルク印刷など特殊印刷にも取り組んでいます。最近ではデータベー
スシステムを用いて作業効率化を図ったり、※ハイブリッド印刷と呼ばれる高
品位印刷の技術開発も進めています。さらにはホームページや電子出版の
コンテンツ製作などデジタルデータの活用や、タウン情報といった情報誌の
発行も行っています。 

商　号　サンメッセ株式会社 
設　立　1946年（昭和21年）9月20日 
資本金　1,236,114千円 
 

大垣駅 

岐阜県大垣市内 

910

11
12

1

23

主要な事業内容 

各工場の主要生産製品 

本社および事業所 
本　社　岐阜県大垣市久瀬川町７丁目５－１ 
工　場　本社工場（岐阜県大垣市久瀬川町７丁目５－１） 
　　　　中 工 場（岐阜県大垣市荒川町４２３） 
　　　　東 工 場（岐阜県大垣市寺内町３丁目６１－１） 
　　　　西 工 場（岐阜県大垣市荒川町４５２－１） 

支　店　東京・赤坂・大阪・名古屋・岡崎・愛岐・岐阜 
研究所　サンメッセ情報館 

＊1.　　　は報告対象事業所（一部全社を対象）です。 
＊2.2004年8月に本社工場へ統合 

4

5
6

78

＊2

＊1

本 社 工 場  
 
中 工 場  
西 工 場  
 
東 工 場  

商業印刷物及び出版印刷物の製版・印刷・製本並びにプリペイドカード
及び昇華印刷物の製版・印刷 
商業印刷物及び出版印刷物の製版・印刷・製本 
商業印刷物の製版・印刷・製本・パッケージ加工並びに一般・連続伝票の
製版・印刷・製本 
商業印刷物、出版印刷物及び一般伝票の製版・印刷・製本 

売上高 

経常利益 

当期利益 

従業員数 

186

第56期 
2001年3月期 

376

第57期 
2002年3月期 

307

第58期 
2003年3月期 

302

第59期 
2004年3月期 

基本方針 1
今回で4回目の発行になります。「読んでいただけ
る報告書」この基本方針は一貫して変わりありませ
ん。今回大きく変わった点はサンメッセをさらに良
く理解していただくために、環境という側面ばかり
でなく、個人情報保護や労働安全、ボランティア活
動などの社会性報告を増やしたことが挙げられます。
紙面的にも内容的にもまだ十分ではありませんが、
今後、皆様の声などを参考に、より充実を図りたい
と考えています。よって今回よりタイトルを「環境
マネジメント活動報告書」改め「環境・社会報告書」
としました。 

対象期間 2
2004年4月1日～2005年3月31日と事業年度に
合わせてあります。 
一部、重要な項目については直近のデータも含んで
います。 

対象範囲 3
本社・本社工場、中工場、東工場（8月に本社に統
合）、西工場 
会社概要以外で支店を含めて報告しているデータに
ついては、その都度明記しました。 
東工場につきましては、2004年8月に本社工場に
統合されました。よって一部8月までのデータが報
告されています。断りがない場合は、本社工場の分
に含まれて報告されています。 

読みやすさの点では、文字の大きさも可能な限
り大きくし、どの年代の方にも読み易いように
心がけました。用語の解説も前回よりまとめて
最後に掲載しています。これもできるだけ分か
りやすく解説するためです。専門的な用語は最
低限必要な時に使用するよう配慮しました。ペー
ジの配列は、特に当該年度の環境に対する取組
が分かりやすいように目標の達成状況の一覧の
順に取組の内容を配置しました。これも今まで
と変わらない方針です。 

■読み易さ、分かりやすさ 

今までの報告書と、比べて読んでいただいた場
合に分かり易いように、今回追加になった社会
性報告の取り組みも、最後に紹介しました。よっ
て、ページ配列等をあまり大きく変更いたしま
せんでした。 

■継続性 

C O N T E N T S

環境報告  6

社会性報告  26

第１号 
2002年10月発行 
 

第２号 
2003年９月発行 
 

第３号 
2004年８月 

第4号 
2005年８月（今回） 
「環境・社会報告書」と 
 タイトルを改めました 

これまでに発行した報告書 

※が付いた用語については34ページの用語解説を参照ください。 

1 2
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会社概要 

編集方針 

生産製品 
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（注）パート、アルバイト社員も含んでいます 
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第60期 
2005年3月期 

980

第56期 
2001年3月期 

995

第57期 
2002年3月期 

1,063

第58期 
2003年3月期 

1,038

第59期 
2004年3月期 

女394
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男600

女436
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■製造拠点 

⑨本 社 工 場 
⑩中　工　場 
⑪東　工　場 
⑫西　工　場 
（岐阜県大垣市） 

■サンメッセ営業拠点 
①本社 （岐阜県大垣市） 
②東京支店 （東京都江東区） 
③赤坂支店 （東京都港区） 
④大阪支店 （大阪市中央区） 
⑤名古屋支店 （名古屋市中区） 
⑥岡崎支店 （愛知県岡崎市） 
⑦愛岐支店 （愛知県一宮市） 
⑧岐阜支店 （岐阜県岐阜市） カタログやパンフレットはもちろんパッケージやビジネスフォームまで、あら

ゆる印刷物を企画・デザインからプリプレス、印刷、製本加工まで一貫生産を
行っています。また図書カード、クオカードのカード印刷のほか、香料やスク
ラッチのシルク印刷など特殊印刷にも取り組んでいます。最近ではデータベー
スシステムを用いて作業効率化を図ったり、※ハイブリッド印刷と呼ばれる高
品位印刷の技術開発も進めています。さらにはホームページや電子出版の
コンテンツ製作などデジタルデータの活用や、タウン情報といった情報誌の
発行も行っています。 

商　号　サンメッセ株式会社 
設　立　1946年（昭和21年）9月20日 
資本金　1,236,114千円 
 

大垣駅 

岐阜県大垣市内 

910

11
12

1

23

主要な事業内容 

各工場の主要生産製品 

本社および事業所 
本　社　岐阜県大垣市久瀬川町７丁目５－１ 
工　場　本社工場（岐阜県大垣市久瀬川町７丁目５－１） 
　　　　中 工 場（岐阜県大垣市荒川町４２３） 
　　　　東 工 場（岐阜県大垣市寺内町３丁目６１－１） 
　　　　西 工 場（岐阜県大垣市荒川町４５２－１） 

支　店　東京・赤坂・大阪・名古屋・岡崎・愛岐・岐阜 
研究所　サンメッセ情報館 

＊1.　　　は報告対象事業所（一部全社を対象）です。 
＊2.2004年8月に本社工場へ統合 

4

5
6

78

＊2

＊1

本 社 工 場  
 
中 工 場  
西 工 場  
 
東 工 場  

商業印刷物及び出版印刷物の製版・印刷・製本並びにプリペイドカード
及び昇華印刷物の製版・印刷 
商業印刷物及び出版印刷物の製版・印刷・製本 
商業印刷物の製版・印刷・製本・パッケージ加工並びに一般・連続伝票の
製版・印刷・製本 
商業印刷物、出版印刷物及び一般伝票の製版・印刷・製本 

売上高 

経常利益 

当期利益 

従業員数 

186

第56期 
2001年3月期 

376

第57期 
2002年3月期 

307

第58期 
2003年3月期 

302

第59期 
2004年3月期 

基本方針 1
今回で4回目の発行になります。「読んでいただけ
る報告書」この基本方針は一貫して変わりありませ
ん。今回大きく変わった点はサンメッセをさらに良
く理解していただくために、環境という側面ばかり
でなく、個人情報保護や労働安全、ボランティア活
動などの社会性報告を増やしたことが挙げられます。
紙面的にも内容的にもまだ十分ではありませんが、
今後、皆様の声などを参考に、より充実を図りたい
と考えています。よって今回よりタイトルを「環境
マネジメント活動報告書」改め「環境・社会報告書」
としました。 

対象期間 2
2004年4月1日～2005年3月31日と事業年度に
合わせてあります。 
一部、重要な項目については直近のデータも含んで
います。 

対象範囲 3
本社・本社工場、中工場、東工場（8月に本社に統
合）、西工場 
会社概要以外で支店を含めて報告しているデータに
ついては、その都度明記しました。 
東工場につきましては、2004年8月に本社工場に
統合されました。よって一部8月までのデータが報
告されています。断りがない場合は、本社工場の分
に含まれて報告されています。 

読みやすさの点では、文字の大きさも可能な限
り大きくし、どの年代の方にも読み易いように
心がけました。用語の解説も前回よりまとめて
最後に掲載しています。これもできるだけ分か
りやすく解説するためです。専門的な用語は最
低限必要な時に使用するよう配慮しました。ペー
ジの配列は、特に当該年度の環境に対する取組
が分かりやすいように目標の達成状況の一覧の
順に取組の内容を配置しました。これも今まで
と変わらない方針です。 

■読み易さ、分かりやすさ 

今までの報告書と、比べて読んでいただいた場
合に分かり易いように、今回追加になった社会
性報告の取り組みも、最後に紹介しました。よっ
て、ページ配列等をあまり大きく変更いたしま
せんでした。 

■継続性 
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　サンメッセは今年で創業70周年

を迎えることができました。 

　印刷は情報を紙で伝える形で､社

会や文化に大きく貢献をしてきました。

サンメッセもこの印刷を核に会社の

歴史を刻んできました。大垣の地に

活版印刷機を1台買い入れ、小さな

印刷所から出発した当時も、アナロ

グからデジタルに変わり、印刷手段

や伝達手段が大きく変化を遂げ、70

周年を迎えた現在も、その役割は決

して変わることはありません。この

70年を振り返り、このすばらしい印

刷という産業に携わり、社会や文化

に貢献しながら、この記念すべき日

を迎えることができたことに、感謝

をせずにはいられません。 

 

 

 

　昨年8月には創業の地であり、サ

ンメッセで最も長い歴史を持つ東工

場を閉鎖しました。創業の地がなく

なることは、大変寂しい気持ちでいっ

ぱいでしたが、人員の適材配置・物

流輸送の改善等、更なる飛躍を求め、

次の100周年を目指し、東工場の本

社工場への統合を行いました。 

　創業50周年時には、夢のように考

えていた100周年が、30年先となり、

にわかに現実を帯び始めました。改

めて企業は、次代のために長期計画

の基盤をしっかり構築しなければな

らないことを痛感している所です。 

 

ています。 

　環境問題は長期計画の視野にたっ

て取り組むべき問題で、環境負荷の

大きい企業の責任は重大です。現在

の取り組みを10年、20年、30年と

先を見据えて取り組まなければなり

ません。地球規模の環境破壊に警鐘

が鳴らされる今、地球環境との共存

なくしては、企業も生き残れません。

そのためにも明確な指針が必要と

判断し、今回改定を行いました。 

 

 

 

　印刷業界におきましては、相変わ

らずデフレが継続しており、競争・競

合が熾烈になってきています。その

ような中サンメッセは常に俊敏な判

断力と行動力を持ち、変化に迅速に

対応できる企業（アジルカンパニー）

を経営姿勢とし、環境保全活動に関

しても、可能な限りアジルに対応し

てきました。 

　また、2004年度は「総合力発揮

の年」をスローガンに製造面、管理面、

営業面全てにおいて、各部門が一体

となって「お客様の立場に立った」数々

の事柄にチャレンジを行い、まさに

総力を結集し、事業展開を行ってき

ました。その結果、9月には、第3回

印刷産業環境優良工場表彰が社団

法人日本印刷産業連合会から発表さ

れ、本社工場が最高の栄誉である「経

済産業大臣賞」を受賞することがで

きました。 

　創業70周年を迎えることができ

たのも、経済産業大臣賞の栄誉を授

かることができたのも、お客様、取引 

先様、株主の皆様、さらには地域の

皆様に支えられてきたからであり、

改めてここに皆様に感謝を申し上げ

ます。 

 

 

 

　サンメッセでは、「環境経営」、「コ

ンプライアンス経営」、「イノベーショ

ン経営」を経営の基本方針としてい

ます。この基本方針の内容を中心に、

さらにサンメッセをご理解頂くために、

今年度より「環境マネジメント活動

報告書」改め「環境・社会報告書」と

し発行することになりました。 

　今回は「個人情報保護」「労働・安

全」など今までの報告書では紹介さ

れていなかった活動なども含め、で

きるだけ多方面から報告させていた

だきました。内容的にも、紙面的に

も十分ではありませんが、今後はさ

らに充実させ、サンメッセをより理解

して頂く報告書を目指したいと考え

ています。 

 

 

 

　今後印刷業界もさまざまな変革が

起き、多くの企業がその変革に取り

残されていくことが考えられます。

この報告書を読んでいただき、サン

メッセを理解し賛同していただける

皆様の報告書に対する率直な声こそ

が、今後混沌とした時代に、唯一進む

べき道を示す道標であると信じてい

ます。是非この報告書をご一読いた

だき、皆様の忌憚のないご意見、ご助

言がいただけることを願っております。 経済産業大臣賞受賞 

“サンメッセ創業の地大垣の、 
  美しい自然を次の世代に引き継ぎたい” 
  これがサンメッセの想いです。 

代表取締役社長 

 

 

　そのような中、創業70周年を迎え

た今年に環境方針を改訂いたしまし

た。名前も「環境宣言」とし、内外に

サンメッセの今後の進むべき道を、

基本方針と基本行動指針にまとめ、

明らかにいたしました。 

　基本方針の中で創業の地大垣の「ハ

リヨが泳ぎ、ホタルが舞う水都」を次

の世代に引き継ぐために環境保全に

努めることを約束しました。創業の

地がなくなることがあっても、このす

ばらしい大垣の環境をなくしてはい

けないと、心から願ったからにほか

なりません。サンメッセの環境保全

活動の原点は全てここにあります。

大垣の地の環境を守ることは、ひい

ては地球環境を守ることに他ならな

いと信じているからです。 

　また基本行動指針には、具体的に

取り組む7つの基本を明示しました。 

第一は、省エネ､省資源､リサイクル

活動の積極的推進。 

第二は、有害化学物質の削減。 

第三は、法の順守。 

第四は、自らの業務を通しての影響

力の行使。 

第五は、各拠点（支店）への環境マ

ネジメントシステムの導入。 

第六は、環境保全活動を推進する社

員の育成。 

第七は、地域社会との共生。 

今、すぐに取り組まなければいけな

い活動をこの中に全て盛り込みました。

サンメッセでは2005年度より、この

指針を基に具体的な中期計画を策

定し、部門への目標へと展開を行っ 

創業70周年を迎えて 
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創業の地が活動の原点 

経済産業大臣賞を受賞 

環境・社会報告書発行 

今後の変革のために… 

社 長 メ ッ セ ー ジ  
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サンメッセの経営方針 
“サンメッセはお客様を一番に考える会社です。お客様の立場に
立って何ができるか全員で考え、行動する。その日々の積み重ね
が社員の幸福、そして業績の向上につながる。”この企業理念は
全ての取組の根幹となるものです。 

ISO9001の認証やプラ
イバシーマークの認定
を受けるなど、法令や
社会規範を順守した企
業活動を展開しています。 

“印刷”を核に新しい技術にも積
極的に取り組み、技術革新を進め
ています。 

サンメッセの社員は自らのスキルを磨き、自ら考え、
行動できる人材でなければなりません。社員行動指針
十訓はそのために作られた、自らに自問自答するため
のものです。 

サンメッセでしかできないものを持ち、競争
力のある企業をめざします。 

経営理念 

社員行動指針十訓 

1.人間としての成長を心がけているか 
1.健康で明るく楽しく仕事をしているか 
1.目標を決めて挑戦をしているか 
1.自己の能力を発揮しているか 
1.変化に柔軟な対応をしているか 
1.技術を高める学習をしているか 
1.仕事のルールを守っているか 
1.問題意識を持って改善改良をしているか 
1.「報告」「連絡」「相談」をしているか 
1.新しいお客さまをふやしているか　 

経営基本方針 

顧客の満足 

社員の幸福 

業績の向上 

 

コンプライアンス経営 
（法令順守） 

イノベーション経営 
 

Compliance

1

2 3
Innovation

オンリーワン企業 

アジルカンパニー 
俊敏な判断力と行動力を持ち、変化に迅速に
対応できる企業を目指します。 

ISO14001の認証取得に満足す
ることなく、地球環境に配慮した
印刷の実現や可能性の追究を続け
ています。 

環 境 経 営  
 

Ecology

印刷を取り巻く環境法規制は年々厳しくなり、

環境負荷低減へさらに実践的に取り組まなけ

ればなりません。印刷業界はお客様の求める

形で環境への取り組みを行ってきました。し

かし今後は自らの業務を通じより自発的に取

り組みを進めなければなりません。少しずつ

ではありますが、自発的な取り組みを進めて

います。サンメッセの環境保全活動を報告し

ます。 

２００５年の春、西工場の花壇に色とりどりのチューリップ
が咲きました。草を抜き、土を入れ、水をやり、全員で花
壇を作りました。 
 

チューリップが春の訪れを知らせてくれます。 

環 境 報 告  
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サンメッセ新環境宣言 
2005年4月環境方針を改訂し「環境宣言」としました。今企業は自らの業務を通して、より積
極的に環境保全への取り組みが求められています。環境方針を制定し4年以上経過し、企業を
取り巻くさまざまな環境も変化しました。サンメッセの取り組む環境保全活動をより明確にす
るとともに、より実情を踏まえた内容とすることを目的として今回の改定を行いました。 
この宣言を社内報に掲載し、また同時にパート社員、アルバイト社員を含めた約1100名の全
社員に環境方針カード（ISOカード）を配付し、社員への浸透を図っています。 

環境マネジメントシステム体制と運営 
現在の課題は東京・大阪・愛知・岐阜の4県にまたがる7支店及びサンメッセの研究開発拠点
であるサンメッセ情報館への環境マネジメントシステムの展開です。製造部と同じシステムを
推進中です。 
 

実質的な実行部隊となります。原則的には職場
の長である課長が中心で、50名近いメンバー
で構成されています。2ヶ月に１回定期的に開催
される内容は課に持ち帰り、課員へ教育されます。 

ISO実行委員会 

ISO14001認定 
取得範囲 

環境マネジメントシステム展開中 

（1999年設置） 

年に1回、3月に行なわれます。環境管理責任
者から社長に１年間の実績や問題点などが報告
されます。問題があれば社長より直接是正の指
示がなされます。 

マネジメントレビュー 

3工場長、購買部長、本社営業部長が定常的に
監視する事項を報告します。新しく施行された
法律や順守状況などが報告されます。 

ISO推進委員会 

パレットの有効利用とパ
レット焼却量の削減に取
り組みました。特に規格
外パレットが焼却にされ
る場合が多いので、規格
外パレットの取り扱いが
話し合われました。 

パレット委員会 

（1999年設置） サンメッセの小集団活動です。QCサークル活動を発
展的にＳＫＹ活動と改め2004年3月現在サークル数
114サークル、919名のメンバーで活動しています。
毎年7月にＳＫＹ活動発表会を行い、2005年で10
回目を迎えます。 

SKY活動 （1995年設置） 

（2004年設置） 

2004年4月より本社工
場が昨年の電気に引き続
き熱においても※第2種
熱管理指定工場となりま
した。メンバーを新規に
増やし、本社の省エネ部
会の機能を強化しました。
ESCO事業を利用した省
エネにも取り組んでいます。 

省エネ部会 
（2003年本社工場設置） 

ISO推進室から2名、総務、
経理からそれぞれ1名ずつ、
計4名で構成され、現在
は事務的な処理が中心と
なっています。 

環境会計ＷＧ 
（2001年設置） 

代表取締役社長 田中 良幸 

環境管理責任者 
代表取締役専務 田中 勝英 
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サンメッセ情報館を含む営業拠点に環境マネジ
メントシステムを推進する責任者を設置しました。
教育や各種データの報告などを担当し、基本的
にはISO実行委員と同じ役割を担っています。 

ISO窓口責任者 （2001年設置） 

基 本 方 針  

基 本 行 動 指 針  

　サンメッセ株式会社は創業の地大垣の「※ハリヨが泳ぎ、ホタルが舞う水都」の美しい環境を次の世代
に引き継ぐことが、かけがえのない地球（オンリーワンアース）を守ることにつながるとの認識に立って、
当社に関わる全ての人々と共に、印刷を核としたあらゆる事業活動を通じて、環境保全に努めます。 

循環型社会を目指し、省エネ、省資源、リサイクル活動を積極的に推進します。 1 活動の詳細は20～22ページをごらん下さい。 

自らの業務を通して、影響力を行使できる環境保全活動に対して積極的に活動を行います。 4

有害な危険性のある物質には代替物質を探求し、事業活動において、確実かつ継続的に有
害物質の削減に努め、可能となり次第その使用を中止します。 2

活動の詳細は23ページをごらん下さい。 

法と社会秩序を守り、業界の指針、お客様の環境保全にも積極的に協力し、進んで汚染の防
止に努めます。 3

活動の詳細は12・24～25ページをごらん下さい。 

活動の詳細は25ページをごらん下さい。 

全ての拠点に対し、環境マネジメントシステムを導入します。 5 活動の詳細は19ページをごらん下さい。 

全従業員に環境保全の大切さを自覚させ、積極的に環境保全を推進する社員を育てます。 6 活動の詳細は27～28ページをごらん下さい。 

地域社会との共生を大切にし、地域の皆さんに愛される開かれた企業を目指します。 7 活動の詳細は社会性報告31～32ページをごらん下さい。 

2005年4月 6 日 
 

サ ン メ ッ セ 環 境 宣 言  

サンメッセ株式会社 
代表取締役社長 
 

環境報告  環境・社会報告書2005
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営
業
本
部 

マ
ル
チ 

メ
デ
ィ
ア 

事
業
部 

サンメッセ情報館を含む営業拠点に環境マネジ
メントシステムを推進する責任者を設置しました。
教育や各種データの報告などを担当し、基本的
にはISO実行委員と同じ役割を担っています。 

ISO窓口責任者 （2001年設置） 

基 本 方 針  

基 本 行 動 指 針  

　サンメッセ株式会社は創業の地大垣の「※ハリヨが泳ぎ、ホタルが舞う水都」の美しい環境を次の世代
に引き継ぐことが、かけがえのない地球（オンリーワンアース）を守ることにつながるとの認識に立って、
当社に関わる全ての人々と共に、印刷を核としたあらゆる事業活動を通じて、環境保全に努めます。 

循環型社会を目指し、省エネ、省資源、リサイクル活動を積極的に推進します。 1 活動の詳細は20～22ページをごらん下さい。 

自らの業務を通して、影響力を行使できる環境保全活動に対して積極的に活動を行います。 4

有害な危険性のある物質には代替物質を探求し、事業活動において、確実かつ継続的に有
害物質の削減に努め、可能となり次第その使用を中止します。 2

活動の詳細は23ページをごらん下さい。 

法と社会秩序を守り、業界の指針、お客様の環境保全にも積極的に協力し、進んで汚染の防
止に努めます。 3

活動の詳細は12・24～25ページをごらん下さい。 

活動の詳細は25ページをごらん下さい。 

全ての拠点に対し、環境マネジメントシステムを導入します。 5 活動の詳細は19ページをごらん下さい。 

全従業員に環境保全の大切さを自覚させ、積極的に環境保全を推進する社員を育てます。 6 活動の詳細は27～28ページをごらん下さい。 

地域社会との共生を大切にし、地域の皆さんに愛される開かれた企業を目指します。 7 活動の詳細は社会性報告31～32ページをごらん下さい。 

2005年4月 6 日 
 

サ ン メ ッ セ 環 境 宣 言  

サンメッセ株式会社 
代表取締役社長 
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事業活動にともなう環境への影響 
サンメッセでは、適切にかつ効率的に環境負荷削減に取り組むため、できる限り詳細に、どれ
だけ材料やエネルギーを使用して、どれだけ製品ができ、またそれに伴い廃棄物がどれだけ発
生したかを把握するように努めています。 

 
印刷インキには多くの化
学物質が含まれます。環

境負荷の少ないインキの使用は最優先
の課題として取り組んできました。現
在※ノンVOCインキの使用促進を図っ
ています。 

印刷 

 
温室効果ガス削減には、
CO2の削減は緊急課題

です。2004年度はアイドリングストッ
プ運動を行ってきましたが、それをさ
らに前進させ2005年度は燃費削減に
取り組みます。 

配送・納品 

印刷会社のデジタル化は
この製版工程から始まり
ました。印刷用の版を作

成するこの工程は、以前は環境負荷の
大きい工程でしたが、デジタル化とと
もに、環境負荷を大きく削減できた工
程でもあります。 

製版 

ポスターや、本などに加
工するときに出る断裁く
ずのリサイクルは当然の

ことです。以前ではリサイクルができな
かった表面が加工された紙もリサイクル
が可能になりました。そのためにも、断
裁くずの分別は確実に行う必要があります。 

製本・加工 

 
 
 

 
直接お客様の手にわたる製品が、どの
ように廃棄されるかを考慮することは
ますます必要となります。 

お客様 

 
今後は、積極的に環境負
荷の少ない印刷物の提案

が、営業の重要な仕事になります。お
客様の要求にさらに環境保全の要素を
プラスする製品設計はますます重要に
なります。 

営業・企画 

  紙 
  インキ 
※ＰＳ版 
  電気 
  水道 

25,693ｔ 
376ｔ 

123.6ｔ 
11,740,145kWh 

3,210ｍ3

  井戸水 
  ガソリン 
※ＰＰC用紙 
  ストレッチングフイルム 
  ＰＰバンド 

1,089,672ｍ3 

173.8kl 
300.7t 
25t 
6.6t

総廃棄物量 
燃えがら量 
ＣＯ2量 
リサイクル紙量 
リサイクル版量 

218ｔ 
16ｔ 

11,730ｔ-ＣＯ2 
5404.2ｔ 
138.6ｔ 

I N P U T OUTPUT

事務用品、電気、書類、軽油、ガソリン 

電気、水、フイルム、PS版、事務用紙、 
現像液・定着液 
 

電気、PS版（印刷版）、用紙、インキ、 
水、Ｈ液 

電気、のり、PPバンド、針金 

パレット、軽油、ガソリン、 
ストレッチフイルム、 
PPバンド 

排ガス（CO2）、廃棄物、 
使用済み書類（リサイクル・一部焼却） 

事務用紙（リサイクル・一部焼却）、 
廃棄物、汚水、廃液 

排ガス（CO2）、騒音、振動、臭気、ヤレ紙、 
排インキ、インキ缶、使用済みPS版（リサイクル） 

騒音、振動、廃棄物、ヤレ紙 

排ガス、廃パレット、 
ストレッチングフイルム 

家庭及び企業の廃棄物 

水質汚染 

騒音発生 振動発生 

悪臭発生 

天然資源の枯渇 地球温暖化 

地盤沈下 

廃棄物問題 

大気汚染 森林伐採 

（1t=14本で計算） 

環境影響 

紙の使用量 木に換算すると… 

 インキの使用量 
4tトラックに積むと… 

36万本 

94台 

環境報告  環境・社会報告書2005

9 10



　公害防止コスト 

　地球環境保全コスト 

　資源循環コスト 

環境会計 
昨年度サンメッセは今回初めて環境会計を公表しました。目的は環境保全のためのコストとそ
の効果を確実に把握することによって、環境経営を効率に行なうこと、さらにサンメッセの環
境保全活動に関心のある方に保全活動をより正確に知っていただくためです。 

環境設備の当期取得額としています。 
環境設備の減価償却費、修繕費及び環境関連費用を集計しています。ただし2003年度以前から使用
されていた施設、機器については減価償却費の計上はされていません。 
管理職、社員（管理職以外）は実質の年収の平均から、パート・アルバイトは平均時間給から割り出し
た賃金を使用しました。複合的に表れるコストについては按分計算によりました。環境活動に関わる
作業時間×時間あたりの平均賃金によって求めました。 
差額集計できるものはその差額を、できないものは合理的基準による按分集計を行いました。配分は
10％、30％、50％、70％、90％の5段階としました。 

投 資 額  
費 用  
 
人 件 費  
 
 
複合コストの集計 
 

1 .  
2 .  
 
3 .  
 
 
4 .  
 

■環境保全コストの集計方法 

特別な断りがない限り、財務会計情報と同じ全ての拠点を含めたサンメッセ全体としました。 
■集計範囲 

サンメッセの事業年度に合わせ、2004年4月1日～2005年3月31日までの1年間です。 
■対象期間 

今年度は昨年度に引き続き「環境保全コスト」のみ公表しました。「環境保全効果」及び「環境保全対策に伴う経済効果」は今後
サンメッセの環境会計集計の仕組みが確立され次第、公表したいと考えています。 

■サンメッセ環境会計の考え方 

2004年度の投資は78,374千円、費用は52,158千円でした。昨年度に比べ投資額で30,973千円、費用で6,618千円の増
加になりました。投資額の増加の主な原因は、本社工場に導入した廃水処理施設によるものです。費用に関しては、2004年
度より環境設備の減価償却費が発生したこと等によるものです。 

■2004年度の結果 

「環境保全コスト」集計の基準は環境省「環境会計ガイドライン（2002年版）」を参照しました。 
■準拠ガイドライン 

単位：（千）円 期間：2004.4.1～2005.3.31環境保全コスト 

法規制・基準の順守 
法の順守は勿論のこと、業界団体の要求事項やお客様との合意事項などにも答えることも大変
重要です。サンメッセでは業界団体からの情報収集を中心に、関係省庁への問い合わせ、イン
ターネットなどを利用して、法的及びその他の要求事項の定期チェックを行なっています。 

2004年度届出書類一覧 

法規制とサンメッセの対応 

78，374 36，816 30，973 2，403

56，717 13，447 24，398 5，316

21，642 5，210 11，892 3，200

15 18，159 5，317 6，113

0 144 0 84

0 14，793 0 4，382

0 0 0 0

0 405 0 251

0

405，108 987，694

129，158 5，142

25，799 7，160

0 0

0 0 0

78，374 52，158 30，973 6，618

社内規定「環境システム管理規定」を発行し、総務部が1年に1回◯排出基準への適合◯委託業者に関する法適合◯法定設備
の届出◯法定点検の実施状況の確認◯法定資格者の法定業務を確認しています。 

サンメッセの事業活動と法規制 
１ ２ ３ 

４ ５ 

本社工場 
本社工場 
中工場 
東工場 
東工場 
東工場 
東工場 
本社工場 
本社工場 
西工場 
西工場 
本社工場 
西工場 
本社工場 
本社工場 

経済産業大臣　中部経済産業局長 
経済産業大臣　中部経済産業局長 
岐阜県知事 
岐阜県知事 
大垣市長 
大垣市長 
大垣市長 
大垣市長 
大垣市長 
大垣市長 
大垣市長 
岐阜県知事 
岐阜県知事 
経済産業大臣　中部経済産業局長 
岐阜県知事  

第二種熱エネルギー燃料等使用状況届出書 
第二種電気エネルギー管理指定工場削減計画書 
特定施設使用廃止届出書（水質汚濁防止法） 
特定施設使用廃止届出書（水質汚濁防止法） 
特定施設使用廃止届出書（下水道法） 
特定施設使用廃止届出書（振動規制法） 
特定施設使用廃止届出書（騒音規制法） 
特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書（振動規制法） 
特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書（騒音規制法） 
特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書（振動規制法） 
特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書（騒音規制法） 
特定施設設置変更届出書（水質汚濁防止法） 
特定施設使用廃止届出書（ダイオキシン類対策特別措置法） 
第二種熱エネルギー管理員選任届出書 
ダイオキシン類測定結果報告書 

環境基本法 
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 
地球温暖化対策の推進に関する法律 
岐阜県公害防止条例  
大気汚染防止法  
ダイオキシン類対策特別処置法 
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 
道路運送車両法    
水質汚濁防止法  
下水道法 
浄化槽法 
大垣市下水道条例    
騒音規制法 
振動規制法 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 
岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例   
大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 
循環型社会形成推進基本法 
資源の有効な利用の促進に関する法律 
特定化学物質の環境の排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法  
消防法 
高圧ガス保安法 
エネルギー使用の合理化に関する法律 
悪臭防止法 
工場立地法 
環境保全・環境教育推進法  

水質汚濁防止関連のコストが今期特に多く発生しました。 

廃水処理施設関連や導入機器の騒音、振動、悪臭防止のためのコストです。 

オフセット輪転機の省エネ対応及びコンプレッサー更新等の費用です。 

特別管理廃棄物、廃インキ処理費用等です。 

有害な化学物質を含む資材の代替製品にかかるコストが多く発生しました。 

環境マネジメントシステムの認証取得・維持管理、事業所内緑化などに関わるコストです。 

ガイドラインに該当する研究開発費はありません。 

バタフライマーク使用料や環境関連団体への会費が中心です。 

2004年度は発生していません。 

環境省 
経済産業省 
環境省 
岐阜県 
環境省 
環境省 
経済産業省 
国土交通省 
環境省  
国土交通省 
国土交通省 
大垣市 
環境省 
環境省 
環境省 
経済産業省 
岐阜県 
大垣市 
環境省 
経済産業省 
環境省 
環境省 
総務省 
経済産業省 
経済産業省 
環境省 
経済産業省 
環境省         

事業活動にともなう公害の防止と自然環境の保全の処理を講ずる。 
特定工場として、公害防止統括者等の組織を整備する。 
事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制に努める。 
事業活動にともなって生じるばい煙、汚水、廃棄物等の公害を防止する。 
計量士に委託してばい煙またはばい煙濃度を測定し、結果を記録する。 
焼却炉の運転作業者に十分な教育を行い、汚染の防止に努める。 
特定フロン使用機器の故障等の緊急時と処分時に注意する。 
全社有車の車検状況等を管理する。 
工場の排水の汚染状況を計量士に委託測定し記録を保管する。 
特定施設を導入、変更する前には事前に関連する書類を作成し届け出る。 
設置等の届出及び保守点検、清掃、水質検査の実施。 
下水に排水する廃液については大垣市の排出基準に合わせる。 
印刷機の運転にあたっては、作業上適切に操作し、異常騒音発生防止。 
規制基準の遵守及び機械の適切操作で振動の発生防止。 
特別産業廃棄物の管理責任者を選任し、適正な処理の確保に努める。 
該当する紙製容器包装の生産量の調査及び委託料の支払い。 
産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物の処理実績を県知事に報告。 
排出した産業廃棄物は自らの責任において適切に処理する。 
事業活動を行うに際し、原材料が廃棄物になることを抑制する。 
原材料等の使用の合理化を行うと共に、再生資源の利用に努める。 
燃えがらの中のダイオキシン量を測定し、届け出を行う。 
PCB廃棄物の保管等の届出を行う。 
防火上必要な設備を設置・管理し、消防署に点検結果の報告。 
保安管理責任者を専任し、自主検査等の維持管理を行う。 
第2種エネルギー管理指定工場としてエネルギー管理員を選任する。 
オフリン乾燥炉の脱臭触媒のメンテナンス。 
緑地面積および環境施設面積の敷地面積に対する指定割合の確保。 
職場における環境保全の意欲の増進および環境教育の実施。 

2004年4月28日
2004年5月31日
2004年7月29日 
2004年8月6日
2004年8月6日
2004年8月6日
2004年8月6日
2004年9月1日
2004年9月1日
2004年9月2日
2004年9月2日
2004年9月22日
2004年10月1日
2004年12月3日
2005年3月16日 

本社工場 
本社工場 
本社工場 

西濃地下水利用対策協議会 
経済産業大臣　中部経済産業局長 
経済産業大臣　中部経済産業局長 

地下水揚水量実績報告書 
自家用発電実績(月報) 
自家用発電所運転手期報 

定期報告 
定期報告 
定期報告 

書類名 

法規制の名称 

項　目 主な内容 
当期 

投資額 費用額 投資額 費用額 
増減（当期 -前期） 

制定官庁 サンメッセの対応（抜粋） 

該当工場 届け出先 

全 般  

大 気  

水 質  

騒 音  
振 動  

廃棄物・ 
リサイクル 

化学物質 

危険物 

省エネルギー 

悪　臭 

その他 

＊2003年度の投資額及び費用額の合計が間違っていました。 
　投資額が94,802千円は47,401千円、費用額が79,953千円は45,540千円でした。内訳までが集計されていました。お詫びし修正します。 

（1）- ３ に係る有価物等の売却額 

１ 

２ 

３ 

合理化・省力化を目的とした機械装置の購入等です。 当該期間の投資額の総額 

（1）事業エリア内コスト 

（2）上・下流コスト 

（3）管理活動コスト 

（4）研究開発コスト 

（5）社会活動コスト 

（6）環境損傷対応コスト 

合計 

当該期間の研究開発費の総額 

（2）に係る有価物等の売却額 

デジタルコンテンツ製作技術研究、ｅ-ラーニングの研究開発等 

古紙回収料金、刷版リサイクル、銀回収料金です。 

該当するものなし 
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　公害防止コスト 

　地球環境保全コスト 

　資源循環コスト 

環境会計 
昨年度サンメッセは今回初めて環境会計を公表しました。目的は環境保全のためのコストとそ
の効果を確実に把握することによって、環境経営を効率に行なうこと、さらにサンメッセの環
境保全活動に関心のある方に保全活動をより正確に知っていただくためです。 

環境設備の当期取得額としています。 
環境設備の減価償却費、修繕費及び環境関連費用を集計しています。ただし2003年度以前から使用
されていた施設、機器については減価償却費の計上はされていません。 
管理職、社員（管理職以外）は実質の年収の平均から、パート・アルバイトは平均時間給から割り出し
た賃金を使用しました。複合的に表れるコストについては按分計算によりました。環境活動に関わる
作業時間×時間あたりの平均賃金によって求めました。 
差額集計できるものはその差額を、できないものは合理的基準による按分集計を行いました。配分は
10％、30％、50％、70％、90％の5段階としました。 

投 資 額  
費 用  
 
人 件 費  
 
 
複合コストの集計 
 

1 .  
2 .  
 
3 .  
 
 
4 .  
 

■環境保全コストの集計方法 

特別な断りがない限り、財務会計情報と同じ全ての拠点を含めたサンメッセ全体としました。 
■集計範囲 

サンメッセの事業年度に合わせ、2004年4月1日～2005年3月31日までの1年間です。 
■対象期間 

今年度は昨年度に引き続き「環境保全コスト」のみ公表しました。「環境保全効果」及び「環境保全対策に伴う経済効果」は今後
サンメッセの環境会計集計の仕組みが確立され次第、公表したいと考えています。 

■サンメッセ環境会計の考え方 

2004年度の投資は78,374千円、費用は52,158千円でした。昨年度に比べ投資額で30,973千円、費用で6,618千円の増
加になりました。投資額の増加の主な原因は、本社工場に導入した廃水処理施設によるものです。費用に関しては、2004年
度より環境設備の減価償却費が発生したこと等によるものです。 

■2004年度の結果 

「環境保全コスト」集計の基準は環境省「環境会計ガイドライン（2002年版）」を参照しました。 
■準拠ガイドライン 

単位：（千）円 期間：2004.4.1～2005.3.31環境保全コスト 

法規制・基準の順守 
法の順守は勿論のこと、業界団体の要求事項やお客様との合意事項などにも答えることも大変
重要です。サンメッセでは業界団体からの情報収集を中心に、関係省庁への問い合わせ、イン
ターネットなどを利用して、法的及びその他の要求事項の定期チェックを行なっています。 

2004年度届出書類一覧 

法規制とサンメッセの対応 

78，374 36，816 30，973 2，403

56，717 13，447 24，398 5，316

21，642 5，210 11，892 3，200

15 18，159 5，317 6，113

0 144 0 84

0 14，793 0 4，382

0 0 0 0

0 405 0 251

0

405，108 987，694

129，158 5，142

25，799 7，160

0 0

0 0 0

78，374 52，158 30，973 6，618

社内規定「環境システム管理規定」を発行し、総務部が1年に1回◯排出基準への適合◯委託業者に関する法適合◯法定設備
の届出◯法定点検の実施状況の確認◯法定資格者の法定業務を確認しています。 

サンメッセの事業活動と法規制 
１ ２ ３ 

４ ５ 

本社工場 
本社工場 
中工場 
東工場 
東工場 
東工場 
東工場 
本社工場 
本社工場 
西工場 
西工場 
本社工場 
西工場 
本社工場 
本社工場 

経済産業大臣　中部経済産業局長 
経済産業大臣　中部経済産業局長 
岐阜県知事 
岐阜県知事 
大垣市長 
大垣市長 
大垣市長 
大垣市長 
大垣市長 
大垣市長 
大垣市長 
岐阜県知事 
岐阜県知事 
経済産業大臣　中部経済産業局長 
岐阜県知事  

第二種熱エネルギー燃料等使用状況届出書 
第二種電気エネルギー管理指定工場削減計画書 
特定施設使用廃止届出書（水質汚濁防止法） 
特定施設使用廃止届出書（水質汚濁防止法） 
特定施設使用廃止届出書（下水道法） 
特定施設使用廃止届出書（振動規制法） 
特定施設使用廃止届出書（騒音規制法） 
特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書（振動規制法） 
特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書（騒音規制法） 
特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書（振動規制法） 
特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書（騒音規制法） 
特定施設設置変更届出書（水質汚濁防止法） 
特定施設使用廃止届出書（ダイオキシン類対策特別措置法） 
第二種熱エネルギー管理員選任届出書 
ダイオキシン類測定結果報告書 

環境基本法 
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 
地球温暖化対策の推進に関する法律 
岐阜県公害防止条例  
大気汚染防止法  
ダイオキシン類対策特別処置法 
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 
道路運送車両法    
水質汚濁防止法  
下水道法 
浄化槽法 
大垣市下水道条例    
騒音規制法 
振動規制法 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 
岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例   
大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 
循環型社会形成推進基本法 
資源の有効な利用の促進に関する法律 
特定化学物質の環境の排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法  
消防法 
高圧ガス保安法 
エネルギー使用の合理化に関する法律 
悪臭防止法 
工場立地法 
環境保全・環境教育推進法  

水質汚濁防止関連のコストが今期特に多く発生しました。 

廃水処理施設関連や導入機器の騒音、振動、悪臭防止のためのコストです。 

オフセット輪転機の省エネ対応及びコンプレッサー更新等の費用です。 

特別管理廃棄物、廃インキ処理費用等です。 

有害な化学物質を含む資材の代替製品にかかるコストが多く発生しました。 

環境マネジメントシステムの認証取得・維持管理、事業所内緑化などに関わるコストです。 

ガイドラインに該当する研究開発費はありません。 

バタフライマーク使用料や環境関連団体への会費が中心です。 

2004年度は発生していません。 

環境省 
経済産業省 
環境省 
岐阜県 
環境省 
環境省 
経済産業省 
国土交通省 
環境省  
国土交通省 
国土交通省 
大垣市 
環境省 
環境省 
環境省 
経済産業省 
岐阜県 
大垣市 
環境省 
経済産業省 
環境省 
環境省 
総務省 
経済産業省 
経済産業省 
環境省 
経済産業省 
環境省         

事業活動にともなう公害の防止と自然環境の保全の処理を講ずる。 
特定工場として、公害防止統括者等の組織を整備する。 
事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制に努める。 
事業活動にともなって生じるばい煙、汚水、廃棄物等の公害を防止する。 
計量士に委託してばい煙またはばい煙濃度を測定し、結果を記録する。 
焼却炉の運転作業者に十分な教育を行い、汚染の防止に努める。 
特定フロン使用機器の故障等の緊急時と処分時に注意する。 
全社有車の車検状況等を管理する。 
工場の排水の汚染状況を計量士に委託測定し記録を保管する。 
特定施設を導入、変更する前には事前に関連する書類を作成し届け出る。 
設置等の届出及び保守点検、清掃、水質検査の実施。 
下水に排水する廃液については大垣市の排出基準に合わせる。 
印刷機の運転にあたっては、作業上適切に操作し、異常騒音発生防止。 
規制基準の遵守及び機械の適切操作で振動の発生防止。 
特別産業廃棄物の管理責任者を選任し、適正な処理の確保に努める。 
該当する紙製容器包装の生産量の調査及び委託料の支払い。 
産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物の処理実績を県知事に報告。 
排出した産業廃棄物は自らの責任において適切に処理する。 
事業活動を行うに際し、原材料が廃棄物になることを抑制する。 
原材料等の使用の合理化を行うと共に、再生資源の利用に努める。 
燃えがらの中のダイオキシン量を測定し、届け出を行う。 
PCB廃棄物の保管等の届出を行う。 
防火上必要な設備を設置・管理し、消防署に点検結果の報告。 
保安管理責任者を専任し、自主検査等の維持管理を行う。 
第2種エネルギー管理指定工場としてエネルギー管理員を選任する。 
オフリン乾燥炉の脱臭触媒のメンテナンス。 
緑地面積および環境施設面積の敷地面積に対する指定割合の確保。 
職場における環境保全の意欲の増進および環境教育の実施。 

2004年4月28日
2004年5月31日
2004年7月29日 
2004年8月6日
2004年8月6日
2004年8月6日
2004年8月6日
2004年9月1日
2004年9月1日
2004年9月2日
2004年9月2日
2004年9月22日
2004年10月1日
2004年12月3日
2005年3月16日 

本社工場 
本社工場 
本社工場 

西濃地下水利用対策協議会 
経済産業大臣　中部経済産業局長 
経済産業大臣　中部経済産業局長 

地下水揚水量実績報告書 
自家用発電実績(月報) 
自家用発電所運転手期報 

定期報告 
定期報告 
定期報告 

書類名 

法規制の名称 

項　目 主な内容 
当期 

投資額 費用額 投資額 費用額 
増減（当期 -前期） 

制定官庁 サンメッセの対応（抜粋） 

該当工場 届け出先 

全 般  

大 気  

水 質  

騒 音  
振 動  

廃棄物・ 
リサイクル 

化学物質 

危険物 

省エネルギー 

悪　臭 

その他 

＊2003年度の投資額及び費用額の合計が間違っていました。 
　投資額が94,802千円は47,401千円、費用額が79,953千円は45,540千円でした。内訳までが集計されていました。お詫びし修正します。 

（1）- ３ に係る有価物等の売却額 

１ 

２ 

３ 

合理化・省力化を目的とした機械装置の購入等です。 当該期間の投資額の総額 

（1）事業エリア内コスト 

（2）上・下流コスト 

（3）管理活動コスト 

（4）研究開発コスト 

（5）社会活動コスト 

（6）環境損傷対応コスト 

合計 

当該期間の研究開発費の総額 

（2）に係る有価物等の売却額 

デジタルコンテンツ製作技術研究、ｅ-ラーニングの研究開発等 

古紙回収料金、刷版リサイクル、銀回収料金です。 

該当するものなし 
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カテゴリーA カテゴリーB 改善の機会 ストロングポイント 

（件数） 

0

2

4

6

8

10

12

14

内部監査 
内部監査の質が環境マネジメントシステムの質を決めると言われています。監査員は自分が所
属する部署は監査を行いません。監査の独立性は絶対の条件です。 

外部監査 
独立した審査機関が国際規格（ISO14001）に基づいて、サンメッセの環境マネジメントシス
テムの有効性を審査します。 
サンメッセでは外部認証機関（JQA:日本品質保証機構）による登録審査を2001年9月、そ
れ以降は1年に1回定期審査を受けています。今年度は3年目を迎え更新審査となりました。 

監査は基本的にはペアを組み行い
ます。監査リーダーが経験の浅い
監査員をOJTで教育を行います。
経験に勝る教育はありません。 
しかし新しく施行される環境関連
の法律の説明などは集団教育がや
はり必要です。 

内部環境監査員レベルアップ教育 更新審査 

今年度も新しく4名の監査員が誕生しました。監査に新しい血を
導入し、マンネリ化・形骸化の防止につなげています。 

内部監査員資格認定教育 2005年1月14.15日 

2004年5月13日 
 【内容】 
1．現場（監査）インタビューの手
　引きについて 
2．内部監査員のマンネリ化・形
　骸化の防止について 
3．2004年度の環境目標について 

2004年8月18日 
 【内容】 
1．ISO14001更新審査の是正     
　説明 
2．東工場の本社工場への統合に
　関する対応 

2005年2月16日 
 【内容】 
1．ISO14001:2004の改定　
　に伴う説明について 
2．監査員の心得 

資格認定教育を受けて 
総務部人事課　清水秀明 
 
 

文書管理において、旧版処理が行われておらず、保管期間も記入していないものが見られました。文書管理規定では、手順書が3年
に1回は見直しをすべきとあるが、緊急事態対応の手順書が3年を超えているにもかかわらず、見直しがされていなかった。 文書管理 1 14 15

教育訓練規定では、ＥＭＳに関する教育は4つの事項を含むようになっている。4つとも教育をしているとのことでしたが、教育訓練実施報告書
では2つの事項の教育にチェックがされていなかった。緊急事態訓練記録の想定内容が前年度と同じのため違う内容も検討された方がよい。 訓練・自覚及び能力 1 12 13

環境システム管理規定で環境影響発生の可能性と結果の重要性という見地から点数評価を行うことになっているが、環境側面の環
境影響評価点の出し方を理解していないようでした。使用材料一覧表において、MSDSがないものがあった。 環境側面 3 9 12

部署別環境目標にNo.6化学物質の管理、No.7グリーン購入・グリーン調達の推進、No.9「オフセット印刷サービス」グリーン基準
への適合、No.10地域社会との共生の4項目が取り組まれていない。 環境方針 2 6 8

定着廃液処理量が月によって増減の差が激しいがその理由を明確に説明できなかった。定常監視事項一覧表の中の手順書又は記
録帳票名と実際の手順書名が違っているので統一する必要がある。 監視及び測定 1 7 8

環境部署目標の数値は、掲示されているので問題ないが、ファイルで管理している文書に、最新月の結果が記入されていなかった
ので、今後はその都度記入するようにしてください。 記録 1 2 3

8月は印画紙の廃棄が0袋でしたが、今後も引き続き別集計でデータ取りをするということで、できれば4月から7月までの実績を
入れて、どの程度廃棄されるか定常監視してほしい。 

不適合並びに 
是正及び予防処置 0 2 2

環境マネジメントマニュアルの付表１には、管理本部総務部総務課の責務として「法的要求事項の登録・維持」と明記されており、指示書である「法的及
びその他の要求事項一覧」をサンプリングしたところ、実情に合致しない箇所が散見されましたので、東工場の統合に合わせて検討していただきたい。 

法的及び 
その他の要求事項 0 1 1

10 56 66

部署別環境目標実施計画表の2004年度版が保管されていない。達成状況をグラフ化されると判りやすいと思います。 環境目的及び目標 0 5 5
焼却ゴミの目標値がクリアされていない。業者引取などについて、具体的に交渉を進めるだけでなく、部署内でも努力を続けて欲しい。 環境マネジメントプログラム 0 4 4

ゴミ箱が焼却ゴミと売却ゴミで分けてあるが、ラベルが貼られていない。 体制及び責任 0 2 2
看板が風でとばされ、是正処置管理表が発行されていました。対策が暫定対策のため、本社工場へ移動後は恒久対策をお願いします。 コミュニケーション 0 2 2
エアコンの温度管理が手順通りされていない。 運用管理 0 2 2
定常監視事項一覧にあがっている「廃液処理手順」では、月次点検を行うことになっているが、点検表がなかった。 緊急事態への準備及び対応 1 1 2

項目 カテゴリーB 改善の機会 計 項目 

合計 

定期審査結果 

過去3年間の環境マネジメントシステム改善状況（審査報告より） 

審査概要 

2001.9 2002.8 2003.8 2004.8

審査の種類 

審 査 日 程  

適 用 規 格  

JQA審査員 

更新審査 

2004年8月3日～8月6日 

ISO14001：1996（ＪＩＳＱ14001：1996） 

野崎 哲美（チームリーダ）・沼尻 利喜男・宇都宮 透 

1． 
2． 
3． 
4． 
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カテゴリーB 改善の機会 ストロングポイント 

内部環境監査結果 

2004年度内部環境監査結果 

2001度 2002度 2003度 2004度 

●カテゴリーＡ 

●カテゴリーＢ 

●改善の機会 

●ストロングポイント 

…………………重大な不適合 

…………………軽微な不適合 

………出来れば改善した方が 
よいと思われる点 

……………………良かった点 0 0 0 0 0 0 0
1

11

13
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省資源（紙）、省エネ（電気）、廃棄物（ごみ）などの低減活動を中心に、各製造拠点の各部
門が積極的に活動を展開されて、3カ年間の実績としては電気を除き期待以上に達成し、
効果をあげていた。具体的な取り組みとして、各部署の作業ミスによる不適合品の発生
抑制、コピーの削減による事務用紙の使用削減など、継続的改善活動のシステムは機能
している。また環境保全活動の展開としては、焼却炉のダイオキシン対策への投資など
も確実に割り当て、将来的に撤廃される計画であり、システム改善がされている。 

各職場における環境への取り組みを確認 
（本社工場） 

東工場を審査する審査員 

定期審査結果 

■ストロングポイント 

■改善の機会 

DBS課では、本社工場長の指示で本社工場長のホームペー
ジに“環境コミュニケーション広場”を立ち上げ、社内イン
トラネットを活用し、環境方針のハリヨに関する“ハリヨ
の観察日誌”について社内通信を開始しました。これらは
環境方針と整合した積極的な観察活動として評価されます。
今後、環境システムに位置付け活動されますことを期待し
ます。 

環境側面に関する情報の最新化において、新規設備の導入
時には、調査及び評価を実施し、常に最新化をすることを
定めてあるが、どのようなタイミングで、見落としなく、
忘れずに実施されるのか、手順を明確にすることが求めら
れます。 
他10点が改善の機会として指摘受けました。 

■改善指摘事項 

中工場製版一課において、「環境システム管理規定第7版」
によると、環境目的・目標から3ヵ月連続未達成となった
場合、是正処置を取ると定められていた。しかしながら、
2004年度の環境マネジメントプログラムである「部署別
環境目標実施管理表」の中で、“焼却ゴミ量の削減：2003
年度比50％減少”の目標が2004年4月から6月の3ヵ月間、
未達成となっていたにも係わらず、是正処置への展開がな
されず放置された状態であった。 

改善指摘事項及び改善の機会として指摘された内容は
関連規定等を改訂し、2004年12月までに順次改善
是正しました。 

今年の１月にISO内部環境監査員の資格
認定教育を受けました。それまでは、環
境負荷の少ない管理本部に在籍している
こともあり、ISO14001に対して意識が低
かったと思います。しかし、教育を受け
てから環境問題は自部署だけではなく、全社で考えるもの、
大きく言えば全世界で考えなければならない非常に重要な
問題であるという意識に変わりました。今後は内部環境監
査員として他部署の内部監査を行う事になりますが、全社
員のベクトルが一つの方向へ向く助けになることができる
ように頑張りたいと考えています。 
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サンメッセにおける環境保全活動 
サンメッセの工場及びオフィスでの環境保全活動を紹介します。 

目で見る管理 

トラックヤードの省エネ
照明の採用 

※ソイインキの使用 

ノンVOC（揮発性
有機化合物）を抑
えた印刷インキの
使用 

自家発電機の保
守点検 

紙のリサイクルが
しやすい※難細裂
化製本のりの使用 

省エネパトロールの実施 
オフセット輪転機のコン
プレッサーの集中管理 

印刷産業環境優良工場
見学会 刷版の残し版 

オフセット輪転機の脱臭
触媒装置 

廃水を出さない湿し水供
給システム 

紙倉庫の走行モータにイ
ンバータ採用 

ＰＲＴＲ第１種指定
化学物質の代替 

パソコンの節電 
（省エネ設定） 

事務用品のグリー
ン購入の推進 

ゴミの分別の徹底 

コピー枚数の削減 

廃水処理施設 

電力測定 
環境コミュニケーション
広場 緊急時の対応 SKY活動 改善活動表彰式 

オールサンメッセクリー
ン作戦 

花壇づくり 

新入社員教育 

社内報を利用した環境教
育 

損紙及び刷り直し
枚数の削減 

※CTPによるフィ
ルムレス製版 

節電・休憩時消灯
の呼びかけ 

※ホットメルト製本による金
具を使用しないカレンダー 

お客様へは環境への負荷
がより少ない製品をご提
案します。 

パレットの規格化
による運搬の効
率化 

ペットボトルを再
利用した作業服 

オフセット輪転機の振動・
騒音対策 

廃液処理量の少
ない印刷機の導
入 

スプレー粉の削減 

※水なし印刷 

シルク印刷室の脱臭装置 

営業車・配送車はアイド
リングストップを徹底し
ています。 

情報開示 
受付での環境宣言の提示 
ＨＰによる環境宣言の提示 

環境配慮型新機種導入 

在庫紙の削減（オフリン
残紙） 
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カテゴリーA カテゴリーB 改善の機会 ストロングポイント 

（件数） 

0

2

4

6

8

10

12

14

内部監査 
内部監査の質が環境マネジメントシステムの質を決めると言われています。監査員は自分が所
属する部署は監査を行いません。監査の独立性は絶対の条件です。 

外部監査 
独立した審査機関が国際規格（ISO14001）に基づいて、サンメッセの環境マネジメントシス
テムの有効性を審査します。 
サンメッセでは外部認証機関（JQA:日本品質保証機構）による登録審査を2001年9月、そ
れ以降は1年に1回定期審査を受けています。今年度は3年目を迎え更新審査となりました。 

監査は基本的にはペアを組み行い
ます。監査リーダーが経験の浅い
監査員をOJTで教育を行います。
経験に勝る教育はありません。 
しかし新しく施行される環境関連
の法律の説明などは集団教育がや
はり必要です。 

内部環境監査員レベルアップ教育 更新審査 

今年度も新しく4名の監査員が誕生しました。監査に新しい血を
導入し、マンネリ化・形骸化の防止につなげています。 

内部監査員資格認定教育 2005年1月14.15日 

2004年5月13日 
 【内容】 
1．現場（監査）インタビューの手
　引きについて 
2．内部監査員のマンネリ化・形
　骸化の防止について 
3．2004年度の環境目標について 

2004年8月18日 
 【内容】 
1．ISO14001更新審査の是正     
　説明 
2．東工場の本社工場への統合に
　関する対応 

2005年2月16日 
 【内容】 
1．ISO14001:2004の改定　
　に伴う説明について 
2．監査員の心得 

資格認定教育を受けて 
総務部人事課　清水秀明 
 
 

文書管理において、旧版処理が行われておらず、保管期間も記入していないものが見られました。文書管理規定では、手順書が3年
に1回は見直しをすべきとあるが、緊急事態対応の手順書が3年を超えているにもかかわらず、見直しがされていなかった。 文書管理 1 14 15

教育訓練規定では、ＥＭＳに関する教育は4つの事項を含むようになっている。4つとも教育をしているとのことでしたが、教育訓練実施報告書
では2つの事項の教育にチェックがされていなかった。緊急事態訓練記録の想定内容が前年度と同じのため違う内容も検討された方がよい。 訓練・自覚及び能力 1 12 13

環境システム管理規定で環境影響発生の可能性と結果の重要性という見地から点数評価を行うことになっているが、環境側面の環
境影響評価点の出し方を理解していないようでした。使用材料一覧表において、MSDSがないものがあった。 環境側面 3 9 12

部署別環境目標にNo.6化学物質の管理、No.7グリーン購入・グリーン調達の推進、No.9「オフセット印刷サービス」グリーン基準
への適合、No.10地域社会との共生の4項目が取り組まれていない。 環境方針 2 6 8

定着廃液処理量が月によって増減の差が激しいがその理由を明確に説明できなかった。定常監視事項一覧表の中の手順書又は記
録帳票名と実際の手順書名が違っているので統一する必要がある。 監視及び測定 1 7 8

環境部署目標の数値は、掲示されているので問題ないが、ファイルで管理している文書に、最新月の結果が記入されていなかった
ので、今後はその都度記入するようにしてください。 記録 1 2 3

8月は印画紙の廃棄が0袋でしたが、今後も引き続き別集計でデータ取りをするということで、できれば4月から7月までの実績を
入れて、どの程度廃棄されるか定常監視してほしい。 

不適合並びに 
是正及び予防処置 0 2 2

環境マネジメントマニュアルの付表１には、管理本部総務部総務課の責務として「法的要求事項の登録・維持」と明記されており、指示書である「法的及
びその他の要求事項一覧」をサンプリングしたところ、実情に合致しない箇所が散見されましたので、東工場の統合に合わせて検討していただきたい。 

法的及び 
その他の要求事項 0 1 1

10 56 66

部署別環境目標実施計画表の2004年度版が保管されていない。達成状況をグラフ化されると判りやすいと思います。 環境目的及び目標 0 5 5
焼却ゴミの目標値がクリアされていない。業者引取などについて、具体的に交渉を進めるだけでなく、部署内でも努力を続けて欲しい。 環境マネジメントプログラム 0 4 4

ゴミ箱が焼却ゴミと売却ゴミで分けてあるが、ラベルが貼られていない。 体制及び責任 0 2 2
看板が風でとばされ、是正処置管理表が発行されていました。対策が暫定対策のため、本社工場へ移動後は恒久対策をお願いします。 コミュニケーション 0 2 2
エアコンの温度管理が手順通りされていない。 運用管理 0 2 2
定常監視事項一覧にあがっている「廃液処理手順」では、月次点検を行うことになっているが、点検表がなかった。 緊急事態への準備及び対応 1 1 2

項目 カテゴリーB 改善の機会 計 項目 

合計 

定期審査結果 

過去3年間の環境マネジメントシステム改善状況（審査報告より） 

審査概要 

2001.9 2002.8 2003.8 2004.8

審査の種類 

審 査 日 程  

適 用 規 格  

JQA審査員 

更新審査 

2004年8月3日～8月6日 

ISO14001：1996（ＪＩＳＱ14001：1996） 

野崎 哲美（チームリーダ）・沼尻 利喜男・宇都宮 透 
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カテゴリーB 改善の機会 ストロングポイント 

内部環境監査結果 

2004年度内部環境監査結果 

2001度 2002度 2003度 2004度 

●カテゴリーＡ 

●カテゴリーＢ 

●改善の機会 

●ストロングポイント 

…………………重大な不適合 

…………………軽微な不適合 

………出来れば改善した方が 
よいと思われる点 

……………………良かった点 0 0 0 0 0 0 0
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省資源（紙）、省エネ（電気）、廃棄物（ごみ）などの低減活動を中心に、各製造拠点の各部
門が積極的に活動を展開されて、3カ年間の実績としては電気を除き期待以上に達成し、
効果をあげていた。具体的な取り組みとして、各部署の作業ミスによる不適合品の発生
抑制、コピーの削減による事務用紙の使用削減など、継続的改善活動のシステムは機能
している。また環境保全活動の展開としては、焼却炉のダイオキシン対策への投資など
も確実に割り当て、将来的に撤廃される計画であり、システム改善がされている。 

各職場における環境への取り組みを確認 
（本社工場） 

東工場を審査する審査員 

定期審査結果 

■ストロングポイント 

■改善の機会 

DBS課では、本社工場長の指示で本社工場長のホームペー
ジに“環境コミュニケーション広場”を立ち上げ、社内イン
トラネットを活用し、環境方針のハリヨに関する“ハリヨ
の観察日誌”について社内通信を開始しました。これらは
環境方針と整合した積極的な観察活動として評価されます。
今後、環境システムに位置付け活動されますことを期待し
ます。 

環境側面に関する情報の最新化において、新規設備の導入
時には、調査及び評価を実施し、常に最新化をすることを
定めてあるが、どのようなタイミングで、見落としなく、
忘れずに実施されるのか、手順を明確にすることが求めら
れます。 
他10点が改善の機会として指摘受けました。 

■改善指摘事項 

中工場製版一課において、「環境システム管理規定第7版」
によると、環境目的・目標から3ヵ月連続未達成となった
場合、是正処置を取ると定められていた。しかしながら、
2004年度の環境マネジメントプログラムである「部署別
環境目標実施管理表」の中で、“焼却ゴミ量の削減：2003
年度比50％減少”の目標が2004年4月から6月の3ヵ月間、
未達成となっていたにも係わらず、是正処置への展開がな
されず放置された状態であった。 

改善指摘事項及び改善の機会として指摘された内容は
関連規定等を改訂し、2004年12月までに順次改善
是正しました。 

今年の１月にISO内部環境監査員の資格
認定教育を受けました。それまでは、環
境負荷の少ない管理本部に在籍している
こともあり、ISO14001に対して意識が低
かったと思います。しかし、教育を受け
てから環境問題は自部署だけではなく、全社で考えるもの、
大きく言えば全世界で考えなければならない非常に重要な
問題であるという意識に変わりました。今後は内部環境監
査員として他部署の内部監査を行う事になりますが、全社
員のベクトルが一つの方向へ向く助けになることができる
ように頑張りたいと考えています。 

環境報 告  環境・社会報告書2005

15 16



2004年度達成状況と2005年度環境目標 
2004年度に取り組んだ環境目標とその達成状況と2005年度の環境目標です。2005年度は
環境方針を改訂した関係で、新しいサンメッセ環境宣言にあわせて一覧を作成しました。
2005年度は引き続き取り組むものを含み13テーマがスタートします。 

基本行動指針 中期計画 中期計画開始年度 中期計画目標年度 2004年度目標 2004年度実績 評価 2004年度反省 2005年度目標 

焼却ゴミの燃えがらの量を2003年度比50％削減 
44,980kg→22,490kg (22,490kg削減)（焼却炉１基削減） 

2003年度比65％削減 44,980kg→15,700kg  
(29,280kg削減) （西工場焼却炉１基削減） 

西工場の焼却炉１基を削減させたことが結果的には大き
な成果につながりました。 

廃プラスチックリサイクル体制の
確立 

2004年度 2006年度 
2006年までにゼロエミッションを目指せ
る体制を作る※ゴミは定常監視事項に移行 

刷り直しによる紙の使用量を2003年度比15％削減  
51,844kg→44,068kg (7,776kg削減)

2003年度比12％増加  
51,844kg→58,110kg(6,266kg削減)

社内の事故件数も増え、期の途中においても有効な改善
策が打てなかったことが反省点です。 

刷り直しよる紙の使用量を2004
年度比20％削減 

2004年度 2006年度 
刷り直しによる紙の使用量を2004年度比
20％削減 

各取り組みの継続実施 
20項目にわたり実施しました。5項目について目標が達成
できませんでした。 

目標の展開の仕方が分かりにくく、あまり活発に取り組
みができなかった点が反省点です。 

各取り組みの継続実施 2002年度 2004年度 
全工場において※「オフセット印刷サービス」
グリーン基準水準-1達成を目指す 

情報館及び各支店において環境目標の完全運用 目標値を立て、完全運用ができました。 
結果的には一部の拠点で目標未達成がありましたが、運
用はできるようになりました。 

2002年度 2004年度 
情報館及び各支店において環境目標の完全
運用 

ボランティア委員会を初めとした会社委員会及び労働組合を
通じた自主取り組みの推進 

新たな試みとして「オールサンメッセ地域清掃活動」を年2回
実施することができました。 

まだまだ十分ではありませんが、社員の間に自主取り組
みへの意識が確実に育ちました。 

2002年度 2004年度 
環境保護団体支援、協賛及び自主取り組み
の推進 

環境省「環境報告書ガイドライン」にそった報告書の発行 

環境マネジメント活動報告書への掲載 

ほぼ「環境報告書ガイドライン」にそった報告書を発行する
ことができました。 

環境保全コストのみ掲載することができました。 

今後は社会性報告を少しずつ充実させたいと思います。 

内容の信頼性向上や第三者監査が今後の課題になりました。 

2002年度 2004年度 環境報告書の発行 

対象製品全て80％以上のグリーン購入率達成 

対象製品にOA機器を追加し、現状を把握する 

7項目中1項目、紙（カラー用紙を除く）のみ購入率が低く達
成できませんでした。 

現状を完全に把握することができました。 

社内基準の問題がありましたが、対応がいつも後手に回
り対応できませんでした。 

グリーン購入率93.8％を達成し、効果を上げることが
できました。 

2002年度 2004年度 グリーン購入・グリーン調達率のアップ 

コピーカウント数を2003年度比5％削減  
947,261枚→899,897枚 (47,364枚削減)

2003年度比12％削減 947,261枚→834,566枚  
(112,695枚削減)

コピー削減の取り組みは各拠点とも定着した感がありま
す。しかしさらに改善の余地ありと考えています。 

コピーカウント数を2004年度比3
％削減する 

2004年度 2006年度 
コピーカウント数を2003年度比10％削
減する 

PRTR指定化学物質量を2003年度比20％削減 
化学物質に関する意識が特に製造部全体に高まり代替製
品への良い結果につながりました。 

PRTR指定化学物質総量を2004
年度比20％削減 

2004年度 2006年度 
2006年までにPRTR指定化学物質総量を
2003年度比50％削減 

電気使用量を2003年度比売上高原単位5％削減  
8,593kWh/千万円→8,163kWh/千万円 (430kWh/千万円削減)

2003年度比8％増加  
8,593kWh/千万円→9,287kWh/千万円(694kWh/千万円増加)

2003年度比37％削減 
3,017kg→1,900kg（1,117kg削減） 

具体的で効果的な省エネ対策が実施できなかったことに
大きな問題がありました。今後に課題を残しました。 

2002年度 2004年度 
電気使用量を2001年度比売上高原単位
10％削減 ( 8 , 1 99 kWh /千万円を
7,379kWh/千万円にする) 熱エネルギー管理員の選任及び管理体制の確立（単年度目標） 

本社工場に2名選任し省エネ部会を中心に体制を確立しまし
た。 

電気エネルギー管理員の選任の経験が生かされ早くから
準備したことが良い結果につながりました。 

電気使用量を製造費用原単位2004年度比3％削減 2005年度 2007年度 電気使用量を製造費用原単位2004年度比5％削減 

方策の立案と運用方法の確立 2005年度 2007年度 地下水使用量の維持。2004年度実績を上回らない 

「シール印刷サービス」への対応現状 
 把握するための数値データ作成 2005年度 2007年度 日印産連「グリーン基準」への適応 

廃水処理施設の手順の確立と、緊急時の対応 2005年度 単年度目標 廃水処理施設の手順の確立と、緊急時の対応 

事務機器を対象にする 2005年度 2007年度 グリーン購入の推進。毎年1項目対象商品を増やす 

プロジェクトチームの発足 2005年度 2007年度 環境関連製品販売推進 

拠点のグリーン購入実施、環境影響評価の実施 2005年度 2007年度 工場のマネジメントシステムに完全にあわせる 

独自に設定 2005年度 目標年度なし 各プロセスにおける独自の取り組みの推進 

2005年度中に実施方法の確立 2005年度 2007年度 ※ｅ－ラーニングの実施 

環境ボランティアの推進・組合との協力 2005年度 2007年度 自主取り組みの積極的展開 

環境会計実施規定の発行 

環境保全効果の把握 
2005年度 2007年度 環境会計の完全実施（環境報告書への掲載） 

環境マネジメント活動報告書への掲載 2002年度 2004年度 環境会計 

環境表彰制度の確立及び推進 2005年度 単年度目標 環境表彰制度の確立及び推進 

方策の立案と運用方法の確立 2005年度 2007年度 CO2発生量を製造費用原単位2005年度比1％削減 

有害な危険性のある物質には代替物質を探求し、
事業活動において、確実かつ継続的に有害物質の
削減に努め、可能となり次第その使用を中止します。 

循環型社会を目指し、省エネ、省
資源、リサイクル活動を積極的に
推進します。 

法と社会秩序を守り、業界の指針、
お客様の環境保全に積極的に協力
し、進んで汚染の防止に努めます。 

自らの業務を通して、影響力を行
使できる環境保全活動に対しても
積極的に活動を行います。 

全ての拠点に対し、環境マネジメ
ントシステムを導入します。 

全従業員に環境保全の大切さを自
覚させ、積極的に環境保全を推進
する社員を育てます。 

地域社会との共生を大切にし、地
域の皆さんに愛される開かれた企
業を目指します。 

※毎年繰り返す 

大きな成果を上げました 

まずまずの成果です 

見直しが必要です 
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焼却炉があることは、非常に便利な面もありますが、あることにより、焼却ゴミの削減が
なかなか進まないのではと考えました。目標値も1基削減することを前提に思い切って50
％削減としました。通常の取り組みでは目標が達成できないので、焼却の占める割合の多
いものから対策を行いました。お灸の台座のリサイクルもその一つで、当初は台座に貼ら
れた紙をはがさないことにはリサイクルが難しく、その手間がかかりすぎるため、焼却処
分を行っていました。粘り強く紙のリサイクル業者の方にリサイクルを働きかけた結果、
リサイクルが可能になり、焼却ゴミ削減の大きな効果をもたらしました。 

環境マネジメントシステムの推進 
サンメッセでは2004年度よりISO14001を取得していない研究所のサンメッセ情報館、及
び営業拠点である、東京、赤坂、大阪、名古屋、岡崎、愛岐、岐阜の各支店にも環境目標の完
全運用を始めました。 

拠点への環境マネジメントシステムの推進 

2004年度 

目　標 結　果 情報館及び各支店において環境目標の完全運用 目標値を立て、完全運用ができました。 

ゼロエミッションの推進 
2004年度をスタート年に2006年度までにゼロエミッションを目指せる体制を目指します。
2004年度はまず初めに西工場にある焼却炉の廃止を目指しました。 

燃えがら発生量の抑制 

2004年度 

目　標 結　果 焼却ゴミの燃えがらの量を2003年度比50％削減
44,980kg→22,490kg（焼却炉1基削減） 

焼却炉は9月1日付けで廃止の届出を提出 
2003年度比65％削減 
44,980kg→15,700kg（29,280kg削減） 

各拠点における取り組み実績 

事業部名 
コピーカウント数 

目標 実績 目標 実績 目標 実績 

ゴミ袋（枚） 電気使用量(kWh)

東京支店 50,824 45,130 98 104 102,522 96,530
赤坂支店 50,020 53,990 45 60 27,194 28,129
大阪支店 27,166 23,834 208 166 11,033 11,690
名古屋支店 135,416 158,633 264 225 168,930 167,133
岡崎支店 14,017 13,950 57 27 19,494 18,154
岐阜支店・企画出版部 105,500 107,290 15 15 73,491 75,238
愛岐支店 31,877 31,161 56 35 24,385 30,141
サンメッセ情報館 7,721 6,167 38 26 82,608 82,207
合計 422,541 440,155 781 658 509,657 509,222

ISO窓口責任者は各拠点の環境保
全推進の責任者です。いかに情報
を早く正確に通達するかが大きな
問題です。各拠点の責任者を一同
に集めての教育が効率的ですが、
都合のつかない場合が多く、現在
は別々に対応を行っています。今
後はe-ラーニングの導入を検討し
ながら、この問題の解決を図って
ゆきます。 

ISO窓口責任者教育 

環境保全活動の紹介 東京支店 

 コピーカウント
数が目標比97.8％、ゴミ袋削

減が目標比62.5%と目標を達成する
ことができました。ただ電気使用量が目標
比123.6％と残念な結果になり、今後は方策
も含め見直し、2005年度はなんとしても目標を
達成したいと思っています。環境に関わる活動は、
継続的であることはもとより変化に対し、いかに素
早く柔軟に対応できるかが重要な要素になります。
支店では「環境方針」、「環境マニュアル」、「規定」、
「手順書」に定められている
ことを遵守することを重要と
し、環境に優しい企業づく
りに努めてまいります。 

愛岐支店  

東京支店　五島栄一 

愛岐支店　橋本勝之 

「もったいない」を地でい
く支店をめざし、会社も我
が懐の認識を持ち、家庭に
おける節約注意義務と同
等の義務をもって、仕事中
の無駄の削減を行なうこと
の重要性の再認識に努め
ました。結果、2004年度
のコピーカウント数や電気
使用量の削減目標を達成
できました。 

名古屋支店 

名古屋支店　尾野田一弘 

ゴミ袋・電気使用量につい
ては、削減目標を達成でき
ましたが、残念ながらコピ
ーカウント数のみが、達成
できませんでした。原因と
しては、仕事上の増加分も
考えられますが、やはり主
因は支店全員の削減意識
が、後少し足らなかったと
反省しています。 

岡崎支店 

岡崎支店　森島浩晶 

ＣＳ会合を利用して全員で環境マネ
ジメントについて勉強をし、認識を
持って取り組めたと思います。不要な
電気の消灯やエアコンはできるだけ
使用しないという雰囲気が職場内に
自然に定着し、その効果もしっかり出
てよかったと思います。 

赤坂支店 

赤坂支店　由良直之 

新拠点での活動は、比較数
値が実績ではなく、実態と
は乖離した面もありまし
た。今年度は、人員増等も
ありますが、実績から設定
された環境目標数値のクリ
アを目指して活動していき
たいと思います。 

大阪支店 

大阪支店　大橋勝利 

電気使用量やコピーカウン
ト数の削減をはじめ、環境
目標達成に向けての取り組
みを支店員全員で進めて
います。少人数なので全員
の意識の向上を図るため、
教育にも重点を置き継続し
ています。 

 
サンメッセ情報館でも、

環境マネジメントシステムの活動に
取り組んで、3年目に入りました。過去2年

は、電気使用量の削減、コピーカウント数の削減、
焼却ゴミの削減のいずれも年度当初に立てた目標を
達成することができました。今年度も電気使用量・コピー
カウント数とも前年度比で3％削減を目標にしています。
具体的には、電気使用量削減では「エアコン・換気扇の有効
利用」「必要な照明のみの点灯」「パソコン・周辺機器の電源は、
外出・帰宅時には必ずOFFにする」などを行っています。年
4回計画しているEMS教育・訓練の場だけでなく、毎月の
職場会議でもできる限り環境マネジメ
ントシステムに関したことを取り上げ、
日頃から環境保全に積極的に取り
組む職場でありたいと考えてい
ます。 
 

情報館　服部泰光 

岐阜支店 

岐阜支店　堀　弘美 

残念ながらコピーカウント数・
電気使用量において2004年
度削減目標の達成はできませ
んでした。今年度は全員一丸
となって目標を達成していき
たいと思っています。 

情報館  

リサイクルが可能になったお灸の台座 

廃止の届出書 

クレーンを使っての撤去作業 2004.10.30

2004年10月30日、西工場の駐車場にて焼却炉の撤去作業を行いまし
た。これは「2006年までにゼロエミッションを目指せる体制を作る」
中期目標達成のための一つとして実施したものです。写真は焼却炉を分
解し、その一部をクレーンで吊り上げ、トラックに積み込む様子を撮影
したものです。サンメッセでは1999年8月に中工場の焼却炉の撤去が
実施されていて、今回の西工場の焼却炉の撤去によって、本社工場の1
基を残すのみとなりました。 

ゼロエミッションを目指し西工場焼却炉撤廃 
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燃えがら発生量の推移 
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焼却炉があることは、非常に便利な面もありますが、あることにより、焼却ゴミの削減が
なかなか進まないのではと考えました。目標値も1基削減することを前提に思い切って50
％削減としました。通常の取り組みでは目標が達成できないので、焼却の占める割合の多
いものから対策を行いました。お灸の台座のリサイクルもその一つで、当初は台座に貼ら
れた紙をはがさないことにはリサイクルが難しく、その手間がかかりすぎるため、焼却処
分を行っていました。粘り強く紙のリサイクル業者の方にリサイクルを働きかけた結果、
リサイクルが可能になり、焼却ゴミ削減の大きな効果をもたらしました。 

環境マネジメントシステムの推進 
サンメッセでは2004年度よりISO14001を取得していない研究所のサンメッセ情報館、及
び営業拠点である、東京、赤坂、大阪、名古屋、岡崎、愛岐、岐阜の各支店にも環境目標の完
全運用を始めました。 

拠点への環境マネジメントシステムの推進 

2004年度 

目　標 結　果 情報館及び各支店において環境目標の完全運用 目標値を立て、完全運用ができました。 

ゼロエミッションの推進 
2004年度をスタート年に2006年度までにゼロエミッションを目指せる体制を目指します。
2004年度はまず初めに西工場にある焼却炉の廃止を目指しました。 

燃えがら発生量の抑制 

2004年度 

目　標 結　果 焼却ゴミの燃えがらの量を2003年度比50％削減
44,980kg→22,490kg（焼却炉1基削減） 

焼却炉は9月1日付けで廃止の届出を提出 
2003年度比65％削減 
44,980kg→15,700kg（29,280kg削減） 

各拠点における取り組み実績 

事業部名 
コピーカウント数 

目標 実績 目標 実績 目標 実績 

ゴミ袋（枚） 電気使用量(kWh)

東京支店 50,824 45,130 98 104 102,522 96,530
赤坂支店 50,020 53,990 45 60 27,194 28,129
大阪支店 27,166 23,834 208 166 11,033 11,690
名古屋支店 135,416 158,633 264 225 168,930 167,133
岡崎支店 14,017 13,950 57 27 19,494 18,154
岐阜支店・企画出版部 105,500 107,290 15 15 73,491 75,238
愛岐支店 31,877 31,161 56 35 24,385 30,141
サンメッセ情報館 7,721 6,167 38 26 82,608 82,207
合計 422,541 440,155 781 658 509,657 509,222

ISO窓口責任者は各拠点の環境保
全推進の責任者です。いかに情報
を早く正確に通達するかが大きな
問題です。各拠点の責任者を一同
に集めての教育が効率的ですが、
都合のつかない場合が多く、現在
は別々に対応を行っています。今
後はe-ラーニングの導入を検討し
ながら、この問題の解決を図って
ゆきます。 

ISO窓口責任者教育 

環境保全活動の紹介 東京支店 

 コピーカウント
数が目標比97.8％、ゴミ袋削

減が目標比62.5%と目標を達成する
ことができました。ただ電気使用量が目標
比123.6％と残念な結果になり、今後は方策
も含め見直し、2005年度はなんとしても目標を
達成したいと思っています。環境に関わる活動は、
継続的であることはもとより変化に対し、いかに素
早く柔軟に対応できるかが重要な要素になります。
支店では「環境方針」、「環境マニュアル」、「規定」、
「手順書」に定められている
ことを遵守することを重要と
し、環境に優しい企業づく
りに努めてまいります。 

愛岐支店  

東京支店　五島栄一 

愛岐支店　橋本勝之 

「もったいない」を地でい
く支店をめざし、会社も我
が懐の認識を持ち、家庭に
おける節約注意義務と同
等の義務をもって、仕事中
の無駄の削減を行なうこと
の重要性の再認識に努め
ました。結果、2004年度
のコピーカウント数や電気
使用量の削減目標を達成
できました。 

名古屋支店 

名古屋支店　尾野田一弘 

ゴミ袋・電気使用量につい
ては、削減目標を達成でき
ましたが、残念ながらコピ
ーカウント数のみが、達成
できませんでした。原因と
しては、仕事上の増加分も
考えられますが、やはり主
因は支店全員の削減意識
が、後少し足らなかったと
反省しています。 

岡崎支店 

岡崎支店　森島浩晶 

ＣＳ会合を利用して全員で環境マネ
ジメントについて勉強をし、認識を
持って取り組めたと思います。不要な
電気の消灯やエアコンはできるだけ
使用しないという雰囲気が職場内に
自然に定着し、その効果もしっかり出
てよかったと思います。 

赤坂支店 

赤坂支店　由良直之 

新拠点での活動は、比較数
値が実績ではなく、実態と
は乖離した面もありまし
た。今年度は、人員増等も
ありますが、実績から設定
された環境目標数値のクリ
アを目指して活動していき
たいと思います。 

大阪支店 

大阪支店　大橋勝利 

電気使用量やコピーカウン
ト数の削減をはじめ、環境
目標達成に向けての取り組
みを支店員全員で進めて
います。少人数なので全員
の意識の向上を図るため、
教育にも重点を置き継続し
ています。 

 
サンメッセ情報館でも、

環境マネジメントシステムの活動に
取り組んで、3年目に入りました。過去2年

は、電気使用量の削減、コピーカウント数の削減、
焼却ゴミの削減のいずれも年度当初に立てた目標を
達成することができました。今年度も電気使用量・コピー
カウント数とも前年度比で3％削減を目標にしています。
具体的には、電気使用量削減では「エアコン・換気扇の有効
利用」「必要な照明のみの点灯」「パソコン・周辺機器の電源は、
外出・帰宅時には必ずOFFにする」などを行っています。年
4回計画しているEMS教育・訓練の場だけでなく、毎月の
職場会議でもできる限り環境マネジメ
ントシステムに関したことを取り上げ、
日頃から環境保全に積極的に取り
組む職場でありたいと考えてい
ます。 
 

情報館　服部泰光 

岐阜支店 

岐阜支店　堀　弘美 

残念ながらコピーカウント数・
電気使用量において2004年
度削減目標の達成はできませ
んでした。今年度は全員一丸
となって目標を達成していき
たいと思っています。 

情報館  

リサイクルが可能になったお灸の台座 

廃止の届出書 

クレーンを使っての撤去作業 2004.10.30

2004年10月30日、西工場の駐車場にて焼却炉の撤去作業を行いまし
た。これは「2006年までにゼロエミッションを目指せる体制を作る」
中期目標達成のための一つとして実施したものです。写真は焼却炉を分
解し、その一部をクレーンで吊り上げ、トラックに積み込む様子を撮影
したものです。サンメッセでは1999年8月に中工場の焼却炉の撤去が
実施されていて、今回の西工場の焼却炉の撤去によって、本社工場の1
基を残すのみとなりました。 

ゼロエミッションを目指し西工場焼却炉撤廃 
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燃えがら発生量の推移 

廃棄物の内訳 

本社工場 西工場 合計 
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2004年度 
廃止 

廃液 

特別管理産業廃棄物 

廃プラスチック 

廃油　固体 

廃油　液体 

燃えがら 

（t） 

フィルム 

繊維クズ 

廃プラ混載 

金属クズ 

汚泥 

紙クズ 

総合計 
218.3t

55.6t
（25%） 

41.6t

28.7t 
 

26.2t

20.8t

15.7t

12.1t

7.8t（4%） 
4.2t（2%） 
2.9t（1%） 
2.4t（1%未満） 

0.3t（1%未満） 

（19%） 

（13%） 

（12%） 
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定常監視  

（注）データが不確実なため、表記していません。 （注）2003年度よりフォト課を本社から西工場で集計 
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森林伐採の抑制 
印刷産業にとって「紙」は無くてはならない原材料であり、地球文化の象徴です。無駄な紙を使
用しないことは、サンメッセにとってまず初めに取り組まなければならない重要な課題と認識
しています。 

刷り直しによる紙の使用量の削減 

2004年度 

目　標 結　果 

省エネルギーの推進 
2004年8月に東工場は本社工場へ統合されました。本社工場の省エネはサンメッセ全体に大
きく影響します。東工場を本社工場に統合することにより、今ある本社工場の設備をフルに効
率的に使用することにしました。 

電気使用量の削減 

2004年度 

目　標 結　果 
2003年度比8％増加　 
8,593kWh/千万円→9,287kWh/千万円
(694kWh/千万円増加)

電気使用量を2003年度比売上高原単位5％削減
8,593kWh/千万円→8,163kWh/千万円 
(430kWh/千万円削減)

第2種熱管理指定工場 

2004年度 

目　標 結　果 　熱エネルギー管理員の選任及び管理体制の確立
（単年度目標） 

本社工場に2名選任し省エネ部会を中心に体制を
確立しました。 

刷り直しによる紙の使用量を2003年度比15％削減
51,844kg→44,068kg(7,776kg削減)

印刷物は他への転用はできません。間違ってしまったものは、
ほとんどが使えないものとなってしまいます。その結果刷
り直しが常に発生する危険性があります。また製品は全て
一つずつ内容が違います。よって作業者は常に細心の注意
を払いながら作業を進めましたが、結果は残念ながら増加
に転じてしまいました。刷り直しの件数的には381件が
341件に削減できましたが、印刷枚数の多い製品の刷り直
しが結果に影響しました。社内では印刷事故削減にも平行
して取り組んでいて、事故を未然に防止した作業者の報奨
制度を検討しています。 

8月の猛暑や、新規導入機の関係で大きく目標を割り込む結果になりました。具体的で効果的な省エネ対策が実施できなかっ
たことに大きな問題がありました。各部署の具体的な取り組みが数値で現れないため、省エネ意識がなかなか定着せず、今後
に課題を残しました。しかし本社工場ではESCO事業利用の検討も進み具体的な改善策を得るまで進みました。また2ヶ月に
1回省エネパトロールの実施も継続し、足元の小さな省エネ活動の積み重ねも続けました。 

2003年自家発電機が1台増
設され2003年の※第2種電
気管理指定工場に引き続き第
2種熱管理指定工場となりま
した。よって管理員の選任や
管理体制の確立が急務となり
ました。 

刷り直しによる紙の使用量 

工場別電気使用量／電気使用量売上高原単位実績 

コピーカウント数の削減 

2004年度 

目　標 結　果 

コピー枚数の削減の取り組みは2001年からはじめました。もうこれ以上減らせないとの声も多くありましたが、2004年度
からさらに3ヵ年かけ2003年度比10％削減を目標に掲げました。使用枚数が少なくなったコピー機は思い切って廃止するな
ど、根本的にコピー枚数を減らす取り組みを行いました。この取り組みは多くの社員が対象になるため、環境保全活動を定着
させるには良いテーマとなりました。又実績が確実にかつ正確に把握できるので、取り組みの成果が実感でき、それぞれの拠
点、部署では目標達成のための数々の方策が実施されました。 

コピーカウント数 これまでに実施された数々の方策 

コピーカウント数を　2003年度比5％削減　
947,261枚→899,897枚(47,364枚削減)

2003年度比12％削減　 
947,261枚→834,566枚　(112,695枚削減)

本社工場にて省エネのための、電
力測定を行いました。省エネ対策
を具体的に実施してもその効果を
現在では把握できないため、測定
機器を購入し、個々の機器の電力
使用量を把握するのが目的です。
今後各工場にも水平展開を行い、
より具体的な省エネ対策に結び付
けたいと考えています。 

電気使用量の測定 

インバータ化された 
コンプレッサー 2004.10

測定器を使用して 
電力量の測定 2005.3

2004年10月、既存の4台のコンプ
レッサーのうち2台を新しく入れ替え、
1台をインバータ化しました。4台
を集中的に制御する制御版を取り付け、
自動的に先行する機械を選びインバー
タが最後に稼動する方式にしました。
これにより年間26万kWh削減でき
る見込みです。 

オフセット輪転機の 
コンプレッサーの集中管理 
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0
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電気使用量（万kWh） 原単位指数 
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（注1） データが不確実なため表記していません。 
（注2）刷り直し件数は2001年度より刷り直しによる紙の使用量 
　　　に改め単位をkgに変更。 

（注1） 

,00

1,400,000
1,300,000
1,200,000
1,100,000
1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000

100,000

（枚） 

,01後期 

（注1） 

41,838kg

（注2） 

（注1） データが不確実なため表記していません。 
（注2） コピーカウント数の2001年度実績値は（前年度後期の値）×２で算出しました。 
 

使用枚数の少ないコピー機の廃止 

付け合せによるコピー 

 
縮小コピーの奨励 

 
回覧方式からメール方式による変更 

 
教育資料のホームページ掲載 

私用コピーの廃止 

 
使用者はノートに記載 

 
コピー責任者の指名 

コピー枚数の掲示（目で見る管理の実施） 

 
コピー取り間違い防止 
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2003年度比12％増加 
51,844kg→58,111kg（6,267kg増加） 
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定常監視  

（注）データが不確実なため、表記していません。 （注）2003年度よりフォト課を本社から西工場で集計 

1,500,00050,000

30,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

1,400,000

1,300,000

1,200,000

1,100,000

700,000

600,000

0

■ガソリン ■※A重油 ■ブタンガス ■再生紙使用量 
(R) (R) (t) (t)

’99 ’00 ’02 ’03 ’04’01

400

350

300

250

20

10

0

本社・本社工場 中工場 西工場 東工場 本社・本社工場 中工場 西工場 東工場 
’02’03’04 ’02’03’04 ’02’03’04 ’02’03’04

本社・本社工場のみ 

1,000

5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
9,500

0
’00 
実績 

’01 
実績 

’02 
実績 

’03 
実績 

’04 
実績 

’99 ’00 ’02’01 ’03 ’04 ’99 ’00 ’02’01 ’03 ’04 ’99 ’00 ’02’01 ’03 ’04 ’99 ’00 ’02’01 ’03 ’04

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000
500
0

■上水道 
(m3)

本社・本社工場 中工場 西工場 東工場 
’99 ’00 ’02’01 ’03 ’04 ’99 ’00 ’02’01 ’03 ’04 ’99 ’00 ’02’01 ’03 ’04 ’99 ’00 ’02’01 ’03 ’04

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

■地下水 
(m2)

本社・本社工場 中工場 西工場 東工場 
’99 ’00 ’02’01 ’03 ’04 ’99 ’00 ’02’01 ’03 ’04 ’99 ’00 ’02’01 ’03 ’04 ’99 ’00 ’02’01 ’03 ’04

1,096 1,129 1,174
1,296

（注） （注） （注） 

（注） 

（注） （注） 

3,449 399,926
3,601

4,184

5,278

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,578
2,633

938
651 539 599 632 584

265

321

413
1,587,740

1,265,754

1,128,001
1,040,311994,861

621,551

森林伐採の抑制 
印刷産業にとって「紙」は無くてはならない原材料であり、地球文化の象徴です。無駄な紙を使
用しないことは、サンメッセにとってまず初めに取り組まなければならない重要な課題と認識
しています。 

刷り直しによる紙の使用量の削減 

2004年度 

目　標 結　果 

省エネルギーの推進 
2004年8月に東工場は本社工場へ統合されました。本社工場の省エネはサンメッセ全体に大
きく影響します。東工場を本社工場に統合することにより、今ある本社工場の設備をフルに効
率的に使用することにしました。 

電気使用量の削減 

2004年度 

目　標 結　果 
2003年度比8％増加　 
8,593kWh/千万円→9,287kWh/千万円
(694kWh/千万円増加)

電気使用量を2003年度比売上高原単位5％削減
8,593kWh/千万円→8,163kWh/千万円 
(430kWh/千万円削減)

第2種熱管理指定工場 

2004年度 

目　標 結　果 　熱エネルギー管理員の選任及び管理体制の確立
（単年度目標） 

本社工場に2名選任し省エネ部会を中心に体制を
確立しました。 

刷り直しによる紙の使用量を2003年度比15％削減
51,844kg→44,068kg(7,776kg削減)

印刷物は他への転用はできません。間違ってしまったものは、
ほとんどが使えないものとなってしまいます。その結果刷
り直しが常に発生する危険性があります。また製品は全て
一つずつ内容が違います。よって作業者は常に細心の注意
を払いながら作業を進めましたが、結果は残念ながら増加
に転じてしまいました。刷り直しの件数的には381件が
341件に削減できましたが、印刷枚数の多い製品の刷り直
しが結果に影響しました。社内では印刷事故削減にも平行
して取り組んでいて、事故を未然に防止した作業者の報奨
制度を検討しています。 

8月の猛暑や、新規導入機の関係で大きく目標を割り込む結果になりました。具体的で効果的な省エネ対策が実施できなかっ
たことに大きな問題がありました。各部署の具体的な取り組みが数値で現れないため、省エネ意識がなかなか定着せず、今後
に課題を残しました。しかし本社工場ではESCO事業利用の検討も進み具体的な改善策を得るまで進みました。また2ヶ月に
1回省エネパトロールの実施も継続し、足元の小さな省エネ活動の積み重ねも続けました。 

2003年自家発電機が1台増
設され2003年の※第2種電
気管理指定工場に引き続き第
2種熱管理指定工場となりま
した。よって管理員の選任や
管理体制の確立が急務となり
ました。 

刷り直しによる紙の使用量 

工場別電気使用量／電気使用量売上高原単位実績 

コピーカウント数の削減 

2004年度 

目　標 結　果 

コピー枚数の削減の取り組みは2001年からはじめました。もうこれ以上減らせないとの声も多くありましたが、2004年度
からさらに3ヵ年かけ2003年度比10％削減を目標に掲げました。使用枚数が少なくなったコピー機は思い切って廃止するな
ど、根本的にコピー枚数を減らす取り組みを行いました。この取り組みは多くの社員が対象になるため、環境保全活動を定着
させるには良いテーマとなりました。又実績が確実にかつ正確に把握できるので、取り組みの成果が実感でき、それぞれの拠
点、部署では目標達成のための数々の方策が実施されました。 

コピーカウント数 これまでに実施された数々の方策 

コピーカウント数を　2003年度比5％削減　
947,261枚→899,897枚(47,364枚削減)

2003年度比12％削減　 
947,261枚→834,566枚　(112,695枚削減)

本社工場にて省エネのための、電
力測定を行いました。省エネ対策
を具体的に実施してもその効果を
現在では把握できないため、測定
機器を購入し、個々の機器の電力
使用量を把握するのが目的です。
今後各工場にも水平展開を行い、
より具体的な省エネ対策に結び付
けたいと考えています。 

電気使用量の測定 

インバータ化された 
コンプレッサー 2004.10

測定器を使用して 
電力量の測定 2005.3

2004年10月、既存の4台のコンプ
レッサーのうち2台を新しく入れ替え、
1台をインバータ化しました。4台
を集中的に制御する制御版を取り付け、
自動的に先行する機械を選びインバー
タが最後に稼動する方式にしました。
これにより年間26万kWh削減でき
る見込みです。 

オフセット輪転機の 
コンプレッサーの集中管理 
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8,593kWh/千万円 
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原単位108

電気使用量（万kWh） 原単位指数 
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（注1） データが不確実なため表記していません。 
（注2）刷り直し件数は2001年度より刷り直しによる紙の使用量 
　　　に改め単位をkgに変更。 

（注1） 
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（注2） 

（注1） データが不確実なため表記していません。 
（注2） コピーカウント数の2001年度実績値は（前年度後期の値）×２で算出しました。 
 

使用枚数の少ないコピー機の廃止 

付け合せによるコピー 

 
縮小コピーの奨励 

 
回覧方式からメール方式による変更 

 
教育資料のホームページ掲載 

私用コピーの廃止 

 
使用者はノートに記載 

 
コピー責任者の指名 

コピー枚数の掲示（目で見る管理の実施） 

 
コピー取り間違い防止 
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化学物質の管理 
化学物質の管理は、印刷会社にとっても避けては通れない最重要課題となっています。2002
年11月に環境方針を改訂し、化学物質管理を積極的に推進することを明確に打ち出しました。 

PRTR法指定化学物資の削減 

2004年度 

目　標 結　果 

グリーン購入・グリーン調達の推進 
2002年度から、まずは実績データを取りながら、始めたグリーン購入も2004年度には電子
計算機、プリンタ等、スキャナ、磁気ディスク、ディスプレイを含め、少しずつですが取り組
みの範囲を広げることができました。 

グリーン購入・グリーン調達率のアップ 

2004年度 

目　標 結　果 紙を除いて後は全て達成。OA機器の追加も実施。 
対象製品全て80％グリーン購入率達成及び対象
製品にOA機器を追加し現状を把握する。 

PRTR指定化学物質総量を2003年度比20％削減 

紙については社内印刷物に限り基準を決め、半年経過時点で目標値を定めて取り組みましたが、紙質の変更ができないなど色々
な事情が重なり、80％の購入率を達成することができませんでした。しかしOA機器の追加については、コピー機を除き対象
に加え、購入方法が限定されていたので、問題なくグリーン購入へ移行できました。 

2004年度はPRTR法が指定する化学物質を含む製品の代替製品への移行を積極的に進めました。その結果、本社工場ではロー
ラ洗浄で使用していたジクロロメタンが無くなりました。中工場では製版、印刷、製本でのクリーナで使用していたジクロロメ
タン、印刷課の洗浄として使用していた1．3．5トリメチルベンゼン、製本のボンドで使用していたトルエン及びフタル酸ジ-Ｎ-
ブチルを無くすことができました。現在使用中のものは代替製品の移行が、現状では困難なものが多いですが、可能になり次第
変更したいと思っています。 

グリーン調達 

目標の対象とする製品の品
目ごとにサンメッセの基準
を設けました。エコマーク
商品、※GPN環境データブッ
ク掲載品、及びグリーン購
入法特定調達品情報システ
ムに掲載された物品も対象
製品としました。 

判断基準 

物質名 物質 
番号 

取扱総量 
（kg） 

製品として 
移動量 
（kg） 

排出量（kg） 移動量（kg） 
取扱工場 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 事業所の外 

分野 年間目標 グリーン購入率 反省と今後の取り組み 

エチレングリコール 本社工場 17.38343 00.09817.285

紙（情報用紙）ＰＰＣのみ 現在は適用はコピー用紙のみ。フォーム用紙等にも検討中です。 100% 100.0%

紙（印刷用紙）社内用印刷用紙（カラー用紙を除く） 社内印刷物基準に変更できない用紙があり、伸びませんでした。 50%（下方修正値） 33.5%

紙（印刷用紙）社内用印刷用紙（カラー用紙） 変更できない用紙は理由を確認し、少しでも増やせるよう努力しています。 95% 81.6%

紙（衛生用紙）トイレットペーパー 今後も100％維持できるようにします。 100% 100.0%

文具類 仕事上どうしても変更できないものがあって100％になりませんでした。 80% 91.5%

制服・作業服 防寒作業服がグリーン購入製品でないので、今後の検討課題です。 100% 95.6%

作業手袋 今後も100％維持できるようにします。 100% 100.0%

電子計算機 今期は具体的な数値は出しませんでしたが、良い結果となりました。 実績データを出す 95.1%

プリンタ等 今後も100％維持できるようにします。 実績データを出す 100.0%

スキャナ 購入実績がありませんでした。 実績データを出す -

磁気ディスク 購入実績がありませんでした。 実績データを出す -

ディスプレイ 今期は具体的な目標値は出しませんでしたが、最初の年としてはではまずまずの結果でした。 実績データを出す 77.3%

キシレン 本社工場 216.05263 0.006216.046

ダイオキシン類 本社工場 -179 -(0.1mg-TEQ)

ダイオキシン類 西工場 -179 -(2.7mg-TEQ)(19mg-TEQ)

ジクロロ-１-フルオロエタン 本社工場 143.872 143.872132 0

トルエン 本社工場 5.600227 5.5440.056

ヒドロキノン 本社工場 9.488254 09.488

フタル酸ジ-Ｎ-ブチル 本社工場 182.600270 164.31018.290

モリブデン及びその化合物 本社工場 9.399346 8.9290.470

ヒドロキノン 中工場 153.650254 0153.650

エチレングリコール 中工場 11.10743 011.107

1.1-ジクロロ－１-フルオエタン 中工場 80.336 80.336132 0

モリブデン及びその化合物 中工場 13.380346 12.7100.670

コバルト及びその他化合物 中工場 1.440100 1.3700.070

ほう素及びその化合物 中工場 1.440304 1.3700.070

ヒドロキノン 西工場 52.040254 052.040

ポリ＝ノニルフェニルエーテル 西工場 1.920309 01.920

エチレングリコール 西工場 1.31043 0.140

1.3.5トリメチルベンゼン 西工場 366.700224 0366.700

モリブデン及びその化合物 西工場 8.720346 08.720

ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂 西工場 395.50030 375.720

マンガン及びその化合物 西工場 2.134311 2.0270.107

フタル酸ジ-Ｎ-ブチル 西工場 226.000

1.170

19.780

4.520270 214.7006.780

2004年度 PRTR集計結果 

2004年度 グリーン購入率の結果と反省・今後の取り組み 

※取り扱い総量が1kg未満のものは除いてあります。 

①グリーン購入率＝グリーン購入金額／総購入金額×100とし、対象製品の総購入額に占める基準を 
                          満たす製品購入額の割合。 

②グリーン購入率＝グリーン購入台数／総購入台数×100とし、総量（台数）に占める基準を満たす 
                          物品の数量（台数）の割合。 

 

購入率 

①、②いずれか適切なものをグリーン購入率として用いることにしました。 

2003年度比37％削減 
3,017kg→1,900kg（1,117kg削減） 
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化学物質の管理 
化学物質の管理は、印刷会社にとっても避けては通れない最重要課題となっています。2002
年11月に環境方針を改訂し、化学物質管理を積極的に推進することを明確に打ち出しました。 

PRTR法指定化学物資の削減 

2004年度 

目　標 結　果 

グリーン購入・グリーン調達の推進 
2002年度から、まずは実績データを取りながら、始めたグリーン購入も2004年度には電子
計算機、プリンタ等、スキャナ、磁気ディスク、ディスプレイを含め、少しずつですが取り組
みの範囲を広げることができました。 

グリーン購入・グリーン調達率のアップ 

2004年度 

目　標 結　果 紙を除いて後は全て達成。OA機器の追加も実施。 
対象製品全て80％グリーン購入率達成及び対象
製品にOA機器を追加し現状を把握する。 

PRTR指定化学物質総量を2003年度比20％削減 

紙については社内印刷物に限り基準を決め、半年経過時点で目標値を定めて取り組みましたが、紙質の変更ができないなど色々
な事情が重なり、80％の購入率を達成することができませんでした。しかしOA機器の追加については、コピー機を除き対象
に加え、購入方法が限定されていたので、問題なくグリーン購入へ移行できました。 

2004年度はPRTR法が指定する化学物質を含む製品の代替製品への移行を積極的に進めました。その結果、本社工場ではロー
ラ洗浄で使用していたジクロロメタンが無くなりました。中工場では製版、印刷、製本でのクリーナで使用していたジクロロメ
タン、印刷課の洗浄として使用していた1．3．5トリメチルベンゼン、製本のボンドで使用していたトルエン及びフタル酸ジ-Ｎ-
ブチルを無くすことができました。現在使用中のものは代替製品の移行が、現状では困難なものが多いですが、可能になり次第
変更したいと思っています。 

グリーン調達 

目標の対象とする製品の品
目ごとにサンメッセの基準
を設けました。エコマーク
商品、※GPN環境データブッ
ク掲載品、及びグリーン購
入法特定調達品情報システ
ムに掲載された物品も対象
製品としました。 

判断基準 

物質名 物質 
番号 

取扱総量 
（kg） 

製品として 
移動量 
（kg） 

排出量（kg） 移動量（kg） 
取扱工場 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 事業所の外 

分野 年間目標 グリーン購入率 反省と今後の取り組み 

エチレングリコール 本社工場 17.38343 00.09817.285

紙（情報用紙）ＰＰＣのみ 現在は適用はコピー用紙のみ。フォーム用紙等にも検討中です。 100% 100.0%

紙（印刷用紙）社内用印刷用紙（カラー用紙を除く） 社内印刷物基準に変更できない用紙があり、伸びませんでした。 50%（下方修正値） 33.5%

紙（印刷用紙）社内用印刷用紙（カラー用紙） 変更できない用紙は理由を確認し、少しでも増やせるよう努力しています。 95% 81.6%

紙（衛生用紙）トイレットペーパー 今後も100％維持できるようにします。 100% 100.0%

文具類 仕事上どうしても変更できないものがあって100％になりませんでした。 80% 91.5%

制服・作業服 防寒作業服がグリーン購入製品でないので、今後の検討課題です。 100% 95.6%

作業手袋 今後も100％維持できるようにします。 100% 100.0%

電子計算機 今期は具体的な数値は出しませんでしたが、良い結果となりました。 実績データを出す 95.1%

プリンタ等 今後も100％維持できるようにします。 実績データを出す 100.0%

スキャナ 購入実績がありませんでした。 実績データを出す -

磁気ディスク 購入実績がありませんでした。 実績データを出す -

ディスプレイ 今期は具体的な目標値は出しませんでしたが、最初の年としてはではまずまずの結果でした。 実績データを出す 77.3%

キシレン 本社工場 216.05263 0.006216.046

ダイオキシン類 本社工場 -179 -(0.1mg-TEQ)

ダイオキシン類 西工場 -179 -(2.7mg-TEQ)(19mg-TEQ)

ジクロロ-１-フルオロエタン 本社工場 143.872 143.872132 0

トルエン 本社工場 5.600227 5.5440.056

ヒドロキノン 本社工場 9.488254 09.488

フタル酸ジ-Ｎ-ブチル 本社工場 182.600270 164.31018.290

モリブデン及びその化合物 本社工場 9.399346 8.9290.470

ヒドロキノン 中工場 153.650254 0153.650

エチレングリコール 中工場 11.10743 011.107

1.1-ジクロロ－１-フルオエタン 中工場 80.336 80.336132 0

モリブデン及びその化合物 中工場 13.380346 12.7100.670

コバルト及びその他化合物 中工場 1.440100 1.3700.070

ほう素及びその化合物 中工場 1.440304 1.3700.070

ヒドロキノン 西工場 52.040254 052.040

ポリ＝ノニルフェニルエーテル 西工場 1.920309 01.920

エチレングリコール 西工場 1.31043 0.140

1.3.5トリメチルベンゼン 西工場 366.700224 0366.700

モリブデン及びその化合物 西工場 8.720346 08.720

ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂 西工場 395.50030 375.720

マンガン及びその化合物 西工場 2.134311 2.0270.107

フタル酸ジ-Ｎ-ブチル 西工場 226.000

1.170

19.780

4.520270 214.7006.780

2004年度 PRTR集計結果 

2004年度 グリーン購入率の結果と反省・今後の取り組み 

※取り扱い総量が1kg未満のものは除いてあります。 

①グリーン購入率＝グリーン購入金額／総購入金額×100とし、対象製品の総購入額に占める基準を 
                          満たす製品購入額の割合。 

②グリーン購入率＝グリーン購入台数／総購入台数×100とし、総量（台数）に占める基準を満たす 
                          物品の数量（台数）の割合。 

 

購入率 

①、②いずれか適切なものをグリーン購入率として用いることにしました。 

2003年度比37％削減 
3,017kg→1,900kg（1,117kg削減） 
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「オフセット印刷サービス」グリーン基準への適合 
（社）日本印刷産業連合会は2001年8月に日印産連「オフセット印刷サービス」グリーン基準
を制定しました。サンメッセでは、2004年度までには全ての項目に対して水準1（水準-2より、
さらに高度な基準）の達成を中期目標に、取組を始めました。 

全工程において「オフセット印刷サービス」グリーン基準水準-1達成を目指す 

2004年度 

目　標 結　果 各取組の継続実施 
20の項目にわたり実施しました。 
5項目について目標が達成できませんでした。 

2004年度が中期目標の最終年度になり、当初の目標である全工程において「オフセット印刷サービス」グリーン基準水準-1
達成はできませんでした。2004年度単年度においても、目標の達成できない項目がありました。しかし、どの項目において
も進展が見られ、例えばPRTR物質を含む製品の代替が進み、全部署1品目変更の目標は達成できませんでしたが、削減への
大きな効果はありました。 

今期の主な取組 

用紙については、サンメッセのグリーン購入の中で、
社内印刷物に限り少し基準を落とし実施しました。用
紙の決定は印刷品質にも大きく影響するため、完全実
施は困難ですができる所から、水準1の用紙の使用を
心がけていきます。ちなみにこの報告書は古紙100％、
白色度70％以下、塗工量12g以下の水準1用紙を使用
しています。 

用紙 再生紙、白色度、塗工量、中性紙の使用に関する4つの基準等 

製本で使用されるのりは古紙再生の阻害要因になって
います。その問題を改善するのが難細裂化のりです。
2004年度には全ての工場で使用するに至りました。
完全に定着しました。 

製本のり 古紙再生阻害要因の改善に配慮している 

半期で1点、PRTR法に指定された化学物質を含む製品
を代替製品に変更する取り組みを行いました。13部署
が代替製品変更に取り組み、結果的には5部署6製品の
変更が行われました。ジクロロメタン、1.3.5トリメチ
ルベンゼン等が変更されました。 

インキ PRTR物質の考慮、VOC発生の抑制等 

CTP化と同時に工程のデジタル化が進みました。唯一
CTP化が遅れていました西工場のビジネスフォーム印
刷にもCTP化が進みました。2004年度終了時には工
程のデジタル化率は48.0％ですが、水準1である「工
程のデジタル化率80％」が手の届く所にきました。 

製版 ※デジタル原稿の入稿を推奨、工程のデジタル化を推進 

現在のところ、ハイブリッド車や天然ガス車の導入は行っ
ていません。現在の取り組みはアイドリングストップ
運動の推進と2004年度より、各運搬車両の正確な燃
費の把握を行いました。2005年度よりこの数値を元
に具体的で効果的な
運搬ルートの確立や、
省エネ運転の実施等
に結び付けます。 

運搬車両の環境負荷低減 

本社工場内で発生する工程廃水の処理を行う廃水処理
装置が、本社工場第3工場東に完成し、2005年2月1
日（火）より本格稼動を開始しました。本社工場内で発
生した工程廃水は一度6カ所のタンクに集められ、ポ
ンプで廃水処理装置へ送られます。送りこまれた廃水
は薬品でPHを調整後、凝集沈殿槽で不純物を沈殿させ、
廃水を汚泥と上澄み水に分離します。その上澄み水を
曝気（ばっき）槽に送り、そこでバクテリアによる浄化

処理を行い、処分水の
BOD値を基準値内に納め
るという仕組みです。この
装置を導入したことにより
本社内で発生する工程廃水
を自社内で全て適切に処理
することが可能になりました。 

環境関連法規制の順守 

適切な廃水管理で環境法規制に対応 
本社工場に廃水処理装置が完成 
 

アイドリングストップシール 

本社第３工場東側に完成した 
廃水処理装置2005.2.1

サンメッセを理解していただくには、サンメッ

セの環境保全活動を知っていただくだけでは

十分でありません。教育・訓練・コミュニケー

ション…情報セキュリティ…労働安全…※ボラ

ンティア委員会…地域との共生についても報

告させていただきます。多くの皆様にご一読

いただき、サンメッセの活動にご理解をいた

だければと思います。 

サンメッセ社員のボランティア精神の高まりを感じました。 

全社員で、同日、同時刻に各拠点周囲の清掃 
活動を実施しよう！ 

社 会 性 報 告  
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教育・訓練・コミュニケーション 
サンメッセでは教育を最重点施策と捉えています。企業人であると同時に社会の一員として自
主的に行動し、その役割を果たせるよう、教育研修計画書を作成し、全従業員に対して教育を
行います。 

毎年入社と同時に行われる新入社員教育はサンメッ
セの研修施設である「アメニティハウス養老」に
て行われます。2004年度は4月2日～4日の3日
間行われました。新たに朝の養老公園清掃活動や
ビジネスマナー実習が研修メニューに加わりまし
た。 

新入社員研修 

入社と同時に行われます 2004.4.2～4.4

印刷会社にもデジタル化が押し寄せ、1990年に入っ
てからDTPが盛んになりました。従来手作業であっ
た印刷版に焼くフイルム作成の作業がコンピュータ
で可能になり、急激に普及しました。1993年には
「DTPエキスパートになるためのカリキュラム」が
公開され、DTPエキスパート認証・登録制度がスター
トしました。サンメッセでも2001年からＤＴＰエキスパート育成に力を入れ始
め2004年12月現在で124名が在籍し、全国のDTPエキスパート在籍企業ラン
クでは3位に位置しています。 

DTPエキスパート認定試験 

サンメッセでは「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証
明する国家検定制度」である技能検定の取得も積極的に奨励し、事前教育を実施
するなどして受験者をサポートしています。資格取得者は2005年3月現在147
名になりました。2004年度は64名が受験し、26名の技能士が誕生しました。 

技能検定 

製造部の入社3年目から6年目の社員を
対象にした技術教育を実施しました。こ
の教育は階層教育の一環で、2004年度
よりスタートしました。階層に分けて教
育することでより実践的で効果的な教育
が可能となりました。 
プリプレス・プレス・ポストプレスの各
分野での研修が行われています。 

中級技術教育 

DTPエキスパート登録証 

全体研修もさまざまな形、テーマで実施されます。
IT研修はサンメッセでは重点的に行っている研修
の一つです。この研修は他の研修に比べ実践的な
内容が特徴で、今回の研修では、「会社のパソコ
ン使用における最低限の知識・マナーを身につけ
る」をテーマに、実際にパソコンを使用しながら
教育を受けました。 

IT研修 

パソコンを使用しながらの研修 2004.5.1

2004年新たに社員の自己啓発を目的としたライ
フアップセミナーが開講されました。第1回目は
大王製紙名古屋支店、SGS JAPAN、東京紙パ
ルプ交易様より講師を招き、「FSC※森林認証制度」
について講義を受けました。9月には第2回目と
して「生涯設計」、11月には「昨今の犯罪と自衛
手段」、2005年1月には「交通安全指導」と多彩
なテーマで実施しました。 

ライフアップセミナー 

ＦＳＣ森林認証制度について学ぶ 2004.5.26

中級技術者の教育 2004.7.24

サンメッセでは2002年度より、教育研修計画の一環として通信教育を「自己啓発通信講座」
として奨励しています。業務に直接関連する講座は奨励講座として16講座を指定して、会社
が講座料金を50％負担します。推奨講座は全て個人が負担する仕組みです。 

奨励・推奨通信講座 

社員全員に配布されます 

内部監査員資格認定教育 

サンメッセの教育体系 

階層別教育 

●管理者層 
部長職・工場長職・課長職 

●中堅社員層 
チーフ職・係長職・主任職 

部門別研修 

新入社員研修 

●営業本部 
マルチメディア事業部 

●管理本部 
●製造本部 

●若手社員層 
一般職・新人 

年3回 

ISO教育 

CP（コンプライアンス）教育 

 
環境教育 

緊急事態対応教育・訓練 

文書・記録担当者教育 

 
内部監査員レベルアップ教育 

内部監査員資格認定教育 

技能検定 

 

DTPエキスパート認定試験 

 

全体研修 

 

奨励・推奨通信講座 

品質・環境・個人情報保護 

専門教育・一般教育・特定教育 

種類 受講者数 修了者数 修了率 

奨励講座 193244 79.1%

推奨講座 100241 41.5%

合計 293485 60.4%

期 年（受験日） 受験者（人） 合格者（人） 合格率（％） 

第16期 2001年8月 2329 79.3

検定名 級 人数 

印刷（オフセット印刷作業） 
1 39

1 6
製版（DTP作業） 

2 59

2 33

1 3
製版（プロセススキャナー作業） 

2 4
製版（プロセス製版修正作業） 2 3

第17期 6（個人受験） 

第18期 2002年8月 5368 77.9
第20期 2003年8月 3360 55.0

第22期 2004年8月 1637 43.2
合計 194 131

合計 147

※累計は131名ですが､退社や更新をしていない社員がいるため現在は124名です。 

サンメッセのお客様や、社員に対して新しい
情報をいち早くお届けするサンメッセマガジ
ン「サンマガ」及び「ｉｎｇ」を発行していま
す。サンマガｖｏｌ.6では環境優良工場表彰が
取り上げられました。 

サンマガ　・ing

コミュニケーションツールと
してなくてはならないのが
社内報「ぷりんたあ」です。
33名の新入社員を表紙に
1997年に発行された4月
号が記念の第1号です。
2004年8月号では「ありが
とう東工場」と本社工場に統
合するため廃止になる東工場移設を特集し、
3日間で一つの工場を移設した一大プロジェ
クトを写真で紹介しました。 

社内報 

内部監査員がまず確認する
のがＩＳＯカードです。環境
や品質に関する目標も記載
するため、社員が異動になっ
ても新しく配付します。
2004年度はプライバシーマークに関する
「個人情報保護方針」が新たに加わり、3つの
マネジメントが含まれたカードとなりました。 

ＩＳＯカード 

この広場は当社の環境への取り組みを内外
にアピールすると共に、社員の環境への理解
を深めるために設置しました。サンメッセの
環境宣言にも登場するハリヨが飼育されてい
て、訪れた人の目
を楽しませるばか
りでなく、ハリヨが
棲む水の環境に
ついても広く関心
を持っていただく
のが目的です。 

環境コミュニケーション広場 

社内イントラネットは、社内で共有されてい
ない情報や社内に発信したい情報が増えて
きたため2001年7月にSKY活動発表会で
全社に公開しまし
た。現在は、営業
の販促ツールの
ダウンロードや新
規メールアドレス
の申請などに活
用されています。 
 

社内イントラネット 
I N T E R N E T  G A T E W A Y
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個人情報保護（情報セキュリティ） 
個人情報保護法が4月1日、全面施行されました。企業にはあらためて顧客情報の管理徹底が
求められ、取得・利用できる情報も限定されました。サンメッセはお客様から委託される個人
情報が多く、個人情報保護体制の整備・強化に取り組んでいます。 

安全・衛生・雇用 
安全第一、安全は全てに優先します。小さな事故の先には大きな事故が待ち受けています。ど
んな小さな事故も見逃さない、そんな姿勢を大切にしています。 

個人情報車内放置 
禁止シール 

サンメッセでは個人情報保護法が施行
される以前より、個人情報保護の必要
性を強く感じていました。2003年12
月、JISQ15001「個人情報保護に関す
るコンプライアンス・プログラムの要
求事項」に基づき、個人情報保護に関

する体制を構築し、（財）
日本情報処理開発協会
が保証するプライバシー
マークの認定を受けま
した。 

プライバシーマーク 

サンメッセッでは添付ファイルでの個
人情報のデータがやり取りされている
現状では、メールを使用時の個人情報
流出リスクは高まるばかりです。個人
情報を含むデータは基本的にはネット
ワークでのやり取りは禁止としました。
同時にメール暗号化ソフトを限定され
たＰＣに導入し、緊急時や漏洩時影響
の少ないものに限り、暗号化してメー
ルの送受信を行うことを義務付けました。 

メールの暗号化 

不正ソフトの使用はコンプライアンス
経営を経営方針に掲げるサンメッセに
とってはあってはならないことです。
同時に不正に使用されるソフトウェア
は場合によっては社内のシステムとの
相性が悪く、システム全体を不安定に
する要素があります。場合によっては
個人情報等の機密情報漏洩の原因にな
りかねません。全てのソフトウェアを
確実に管理するために「ソフトウェア
管理規定」を2004年5月に発行し、サ
ンメッセの社内システムを標準化する
ことで、システムの安定を一層高めま
した。 

不正ソフトの使用防止 

サンメッセでは、障害者の雇用にも積極的に取り組んでいます。 
2005年3月現在、障害を持つ社員は、11名在籍しており、
法定雇用障害者数を上回っています。仕事の内容は、様々で
すが、障害の程度にあった仕事を担当しています。 

障害者雇用 

深夜労働者の健康診断も通常の定期審査とは別に年に1回行っ
ています。2004年度は深夜勤務作業者の対象者147名が健
康診断を受けました。 

深夜労働者の定期健康診断 

サンメッセでは有機溶剤健康診断を有機溶剤中毒予防規則第
29条に従い年2回行っています。以前より有機溶剤が使用さ
れている製品は代替製品に積極的に切り替えを行ってきました。
その結果2004年度には全社で延べ8人が対象となり、健康
診断を受けました。 

有機溶剤検診 

大垣中消防署の要請を受け、
緊急時における救命処置方法
を学びました。今回は17名
が参加しましたが、今後も、
緊急時の救命率を少しでもアッ
プできるように、できるだけ
講習機会を設け参加者の増加
を図りたいと考えています。 

普通救命講習 

秋季全国火災予防運動にあわせ、各工場で避難訓練、消防訓
練を行いました。本社工場では2004年8月東工場移設後、
初めての防火訓練となりました。避難訓練後、大垣消防署員

の指導のもと、新入社員に
よる消火器を使用した消火
訓練や、各職場から選抜さ
れた放水隊による放水訓練
などを行いました。今回の
訓練では、消防署への通達
方法、古いホースの交換時期、
避難経路の徹底等が問題と
して上がり、当該工場では
すぐに是正が行われました。 

避難訓練・防火訓練 
本部安全衛生委員会を中心に各工場には工場別安全衛生委員
会が設けられています。本部安全衛生委員会では労使の代表
者が集まり、業務上災害、通勤災害等の報告、月別安全衛生
目標実施状況報告、安全に関する協議事項を話し合いながら、
労働災害の撲滅を目指しています。 

安全衛生委員会 

社内では個人情報を含む製品が常に印
刷されています。製本加工され製品と
してお客様に納品後でも、社内には次
回の印刷時の見本として社内に残され
る場合があります。このような商品が
誤って持ち出されないように考え出さ
れたのが「保管管理製品」シールです。
見本であること、持ち出しは基本的に
は禁止であることが明確になり、社員

の社内印刷物に対す
る意識が変わりました。 

保管管理製品シール 

個人情報の漏洩は対岸の火事ではあり
ません。他社の漏洩事件についてはサ
ンメッセにおいてもその可能性はないか、
常に検討を重ねています。特に最近で
は車上荒らしが多く、原稿を常に持ち
歩く営業パーソンにとって、特に注意
を要する問題です。サンメッセでは「個
人情報車内放置禁止」シールを作成し、
営業車全車の内部
に貼ることを義務
付け、たとえ鍵を
かけても車内に置
くことを禁止しま
した。 

　個人情報保護教育 
（情報セキュリティ） 

情報の漏洩は他社の事例からも社員が
起こすものがほとんどです。社員教育
は欠かせません。階層別、業種別、新
入社員、途中入社社員、パート社員、
アルバイト社員、派遣社員、サンメッ
セのために働く全ての社員を対象に行
います。 

個 人 情 報 保 護 方 針  

サンメッセ株式会社は、情報の収集、

加工、伝達を使命とする印刷会社です。

印刷を核とした事業活動を通じ、お客

様からお預かりする様々な個人情報及

び直接収集した個人情報に対し、以下

の基本方針のもと、個人情報の適切な

保護に努めます。 

１．当社は、お客様から受託する個人情報

　の取扱いについては、お客様が安心し

　て当社に預託していただけるように、

　その趣旨に従い利用、提供及び開示を

　行い、趣旨に反した利用又は第三者へ

　の提供及び開示は致しません。 

２．当社は、直接個人より情報を収集する

　場合は、その収集目的を明らかにし、

　その目的に限ってのみ使用し、本人（情

　報主体）の同意なくして、目的に反し

　た利用又は第三者への提供及び開示は

　致しません。また収集は、当社の正当

　な事業範囲だけに限り、公正かつ適正

　な方法で行います。 

３．当社は、社員の個人情報を取扱う場合も、

　収集目的を明らかにして、その目的に

　限って収集及び使用し、適切な保護を

　図ります。 

４．当社は、個人情報保護管理責任者を定め、

　取扱う個人情報を技術面及び組織面から、

　セキュリティ対策を行い、不正アクセス、

　紛失、破壊、改ざん及び漏洩などに対し、

　適切な予防処置又は是正処置を講じ対

　応します。 

５．当社は、個人情報に関する法律、その

　他の法規範及び個人情報保護に関する

　コンプライアンス・プログラムの要求     

　事項（JIS Q 15001）を遵守し、業務を遂

　行します。 

６．当社は、個人情報保護に関するコンプ 

　ライアンス・プログラムを定め、社員

　に徹底するとともに、これを定期的に

　監査し、その結果を踏まえて個人情報

　保護が効果的に実施されるよう継続的

　に改善します。 

７．当社は、顧客窓口責任者を定め、お客

　様及び情報提供の本人（社員含む）か

　ら個人情報の確認、訂正及び削除等を

　希望された場合、合理的な範囲で速や

　かに対処します。 

 

営業代表者会議での教育資料 

本社工場での放水訓練 2004.11.18

社員全員に配布され、職場教育に利用されます 

心臓マッサージ訓練 2004.9.10

※このデータには系列会社の日本イベント企画が含まれています。 

（災害のあった事業所のみ記載しています） 

※交通事故の（　）内は内数として休業災害の件数 

2004年の労働災害等のまとめ 
1.総件数 

2.事業所別 

2000年 1 13 25（2） 19（3） 58

本社工場 1 8 0 2 11

中工場 0 4 4 4 12

東工場 0 3 1 2 6

西工場・フォト 0 3 1 4 8

本社 0 0 5 4 9

岐阜支店 0 0 2 1 3

名古屋支店 0 0 4 0 4

愛岐支店 0 0 2 0 2

日本イベント企画 0 0 1 1 2
合計 1 18 20 18 57

2001年 1 22 24（0） 16（2） 63
2002年 2 11 26（0） 17（3） 56

2003年 2 20 26（0） 25（6） 73

2004年 1 18 20（1） 18（1） 57
前年比 -1 -2 -6 -7 -16

休業災害 歴年 不休災害 
業務中 通勤途上 

合計 
交通事故 

 

事業所 休業災害 不休災害 合計 
業務中 通勤途上 

交通事故 
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個人情報保護（情報セキュリティ） 
個人情報保護法が4月1日、全面施行されました。企業にはあらためて顧客情報の管理徹底が
求められ、取得・利用できる情報も限定されました。サンメッセはお客様から委託される個人
情報が多く、個人情報保護体制の整備・強化に取り組んでいます。 

安全・衛生・雇用 
安全第一、安全は全てに優先します。小さな事故の先には大きな事故が待ち受けています。ど
んな小さな事故も見逃さない、そんな姿勢を大切にしています。 

個人情報車内放置 
禁止シール 

サンメッセでは個人情報保護法が施行
される以前より、個人情報保護の必要
性を強く感じていました。2003年12
月、JISQ15001「個人情報保護に関す
るコンプライアンス・プログラムの要
求事項」に基づき、個人情報保護に関

する体制を構築し、（財）
日本情報処理開発協会
が保証するプライバシー
マークの認定を受けま
した。 

プライバシーマーク 

サンメッセッでは添付ファイルでの個
人情報のデータがやり取りされている
現状では、メールを使用時の個人情報
流出リスクは高まるばかりです。個人
情報を含むデータは基本的にはネット
ワークでのやり取りは禁止としました。
同時にメール暗号化ソフトを限定され
たＰＣに導入し、緊急時や漏洩時影響
の少ないものに限り、暗号化してメー
ルの送受信を行うことを義務付けました。 

メールの暗号化 

不正ソフトの使用はコンプライアンス
経営を経営方針に掲げるサンメッセに
とってはあってはならないことです。
同時に不正に使用されるソフトウェア
は場合によっては社内のシステムとの
相性が悪く、システム全体を不安定に
する要素があります。場合によっては
個人情報等の機密情報漏洩の原因にな
りかねません。全てのソフトウェアを
確実に管理するために「ソフトウェア
管理規定」を2004年5月に発行し、サ
ンメッセの社内システムを標準化する
ことで、システムの安定を一層高めま
した。 

不正ソフトの使用防止 

サンメッセでは、障害者の雇用にも積極的に取り組んでいます。 
2005年3月現在、障害を持つ社員は、11名在籍しており、
法定雇用障害者数を上回っています。仕事の内容は、様々で
すが、障害の程度にあった仕事を担当しています。 

障害者雇用 

深夜労働者の健康診断も通常の定期審査とは別に年に1回行っ
ています。2004年度は深夜勤務作業者の対象者147名が健
康診断を受けました。 

深夜労働者の定期健康診断 

サンメッセでは有機溶剤健康診断を有機溶剤中毒予防規則第
29条に従い年2回行っています。以前より有機溶剤が使用さ
れている製品は代替製品に積極的に切り替えを行ってきました。
その結果2004年度には全社で延べ8人が対象となり、健康
診断を受けました。 

有機溶剤検診 

大垣中消防署の要請を受け、
緊急時における救命処置方法
を学びました。今回は17名
が参加しましたが、今後も、
緊急時の救命率を少しでもアッ
プできるように、できるだけ
講習機会を設け参加者の増加
を図りたいと考えています。 

普通救命講習 

秋季全国火災予防運動にあわせ、各工場で避難訓練、消防訓
練を行いました。本社工場では2004年8月東工場移設後、
初めての防火訓練となりました。避難訓練後、大垣消防署員

の指導のもと、新入社員に
よる消火器を使用した消火
訓練や、各職場から選抜さ
れた放水隊による放水訓練
などを行いました。今回の
訓練では、消防署への通達
方法、古いホースの交換時期、
避難経路の徹底等が問題と
して上がり、当該工場では
すぐに是正が行われました。 

避難訓練・防火訓練 
本部安全衛生委員会を中心に各工場には工場別安全衛生委員
会が設けられています。本部安全衛生委員会では労使の代表
者が集まり、業務上災害、通勤災害等の報告、月別安全衛生
目標実施状況報告、安全に関する協議事項を話し合いながら、
労働災害の撲滅を目指しています。 

安全衛生委員会 

社内では個人情報を含む製品が常に印
刷されています。製本加工され製品と
してお客様に納品後でも、社内には次
回の印刷時の見本として社内に残され
る場合があります。このような商品が
誤って持ち出されないように考え出さ
れたのが「保管管理製品」シールです。
見本であること、持ち出しは基本的に
は禁止であることが明確になり、社員

の社内印刷物に対す
る意識が変わりました。 

保管管理製品シール 

個人情報の漏洩は対岸の火事ではあり
ません。他社の漏洩事件についてはサ
ンメッセにおいてもその可能性はないか、
常に検討を重ねています。特に最近で
は車上荒らしが多く、原稿を常に持ち
歩く営業パーソンにとって、特に注意
を要する問題です。サンメッセでは「個
人情報車内放置禁止」シールを作成し、
営業車全車の内部
に貼ることを義務
付け、たとえ鍵を
かけても車内に置
くことを禁止しま
した。 

　個人情報保護教育 
（情報セキュリティ） 

情報の漏洩は他社の事例からも社員が
起こすものがほとんどです。社員教育
は欠かせません。階層別、業種別、新
入社員、途中入社社員、パート社員、
アルバイト社員、派遣社員、サンメッ
セのために働く全ての社員を対象に行
います。 

個 人 情 報 保 護 方 針  

サンメッセ株式会社は、情報の収集、

加工、伝達を使命とする印刷会社です。

印刷を核とした事業活動を通じ、お客

様からお預かりする様々な個人情報及

び直接収集した個人情報に対し、以下

の基本方針のもと、個人情報の適切な

保護に努めます。 

１．当社は、お客様から受託する個人情報

　の取扱いについては、お客様が安心し

　て当社に預託していただけるように、

　その趣旨に従い利用、提供及び開示を

　行い、趣旨に反した利用又は第三者へ

　の提供及び開示は致しません。 

２．当社は、直接個人より情報を収集する

　場合は、その収集目的を明らかにし、

　その目的に限ってのみ使用し、本人（情

　報主体）の同意なくして、目的に反し

　た利用又は第三者への提供及び開示は

　致しません。また収集は、当社の正当

　な事業範囲だけに限り、公正かつ適正

　な方法で行います。 

３．当社は、社員の個人情報を取扱う場合も、

　収集目的を明らかにして、その目的に

　限って収集及び使用し、適切な保護を

　図ります。 

４．当社は、個人情報保護管理責任者を定め、

　取扱う個人情報を技術面及び組織面から、

　セキュリティ対策を行い、不正アクセス、

　紛失、破壊、改ざん及び漏洩などに対し、

　適切な予防処置又は是正処置を講じ対

　応します。 

５．当社は、個人情報に関する法律、その

　他の法規範及び個人情報保護に関する

　コンプライアンス・プログラムの要求     

　事項（JIS Q 15001）を遵守し、業務を遂

　行します。 

６．当社は、個人情報保護に関するコンプ 

　ライアンス・プログラムを定め、社員

　に徹底するとともに、これを定期的に

　監査し、その結果を踏まえて個人情報

　保護が効果的に実施されるよう継続的

　に改善します。 

７．当社は、顧客窓口責任者を定め、お客

　様及び情報提供の本人（社員含む）か

　ら個人情報の確認、訂正及び削除等を

　希望された場合、合理的な範囲で速や

　かに対処します。 

 

営業代表者会議での教育資料 

本社工場での放水訓練 2004.11.18

社員全員に配布され、職場教育に利用されます 

心臓マッサージ訓練 2004.9.10

※このデータには系列会社の日本イベント企画が含まれています。 

（災害のあった事業所のみ記載しています） 

※交通事故の（　）内は内数として休業災害の件数 

2004年の労働災害等のまとめ 
1.総件数 

2.事業所別 

2000年 1 13 25（2） 19（3） 58

本社工場 1 8 0 2 11

中工場 0 4 4 4 12

東工場 0 3 1 2 6

西工場・フォト 0 3 1 4 8

本社 0 0 5 4 9

岐阜支店 0 0 2 1 3

名古屋支店 0 0 4 0 4

愛岐支店 0 0 2 0 2

日本イベント企画 0 0 1 1 2
合計 1 18 20 18 57

2001年 1 22 24（0） 16（2） 63
2002年 2 11 26（0） 17（3） 56

2003年 2 20 26（0） 25（6） 73

2004年 1 18 20（1） 18（1） 57
前年比 -1 -2 -6 -7 -16

休業災害 歴年 不休災害 
業務中 通勤途上 

合計 
交通事故 

 

事業所 休業災害 不休災害 合計 
業務中 通勤途上 

交通事故 
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ボランティア委員会 
2004年度には、サンメッセのボランティア活動の牽引役となるべく、4つ目の委員会として
ボランティア委員会が誕生しました。ボランティア委員会の主導で社員の自主的な取り組みが
推進され、地域社会との共生を目指すサンメッセの姿勢がより明確になりました。 

地域社会との共生・社会貢献 
企業は利益のみを追求するのではなく、その活動を通じて社会に貢献することも重要です。サ
ンメッセは情報加工産業として、良いモノづくりを通じてお客様の満足を追究するだけでなく、
実に様々な面で地域社会とかかわりをもっています。 

 
 

（社）岐阜県西濃建設業協会
主催の西濃地域河川クリーン作
戦に、大垣工場会の一員として、
ボランティア委員会を含むサ
ンメッセの社員が41名参
加しました。ボランティ
ア委員会が呼びかけ参
加した、最初の活動
となりました。 

汗を流す参加者たち 2004.4.10

家屋の片付けを手伝う参加者 
2004.8.1

 
 

「小さな親切」運動大垣地
区クリーン作戦が行われサン
メッセから100名が参加しま
した。沿道や街路樹の植え込
み等にあるゴミを拾い集めま
した。 

 

西濃地域クリーン作戦 

 
 

地域が主催する祭りにも積極的に
参加をしています。祭りが開催中行わ
れる企業みこしには毎年参加し、今年も
サンメッセの環境キャラクター「ハピィー」

をみこしに、約60名が
市内を練り歩きま
した。 

十万石祭 

 
 

「サンメッセの全社員で、同日、
同時刻に、地域清掃活動を実施しよ
う！」と、ボランティア委員会が呼びかけ、

サンメッセ初の試みとし
て実施されました。
参加者は11拠点
で合計772名が
参加しました。 

オールサンメッセクリーン作戦 

「小さな親切」クリーン大作戦 

毎年恒例となった小さな親切運動 
2004.6.12

 
 

7月の集中豪雨で大きな被害
が出た福井県への水害復旧ボラ
ンティア活動が行われ、サンメッ
セからも3名が参加しました。
3名は現地で家の中に流
れ込んだ土砂の運び出
しなどの作業を行
いました。 

 

福井災害復旧支援活動 

 
 

サンメッセではボラン
ティア委員会が中心となっ
て、社会貢献活動に少しで
も役立ちたいと、古切手の
回収を始めました。8月4日
には集まった古切手約3kgを
大垣市福祉協議会へ寄付を行
いました。 

 

古切手の回収 

古切手を手渡す 
ボランティア委員 
2004.8.4

創業70周年を記念して入場券を寄付 

児童代表に目録を贈呈 2004.8.7

寄付をつたえる2月13日付 
岐阜新聞 2005.2.10

本社及び本社工場 
2004.6.23

小学校に備品を寄贈 

様々な屋台が出店されました 
2004.8.7

「環境マネジメント活動報告書」の展示が行われた 
 環境ISOコーナー2004.11.27

ハピィーがみこしに 
2004.10.10

 
 

大垣市社会福祉協議会が主
催する「初めてのガイド
ボランティア講座」に委
員が3名参加しました。
視覚障害者の介助を行う
「ガイドボランティア」
の心構えや、介助方法
を学びました。 

ガイドボランティア講座に参加 

障害者の気持ちを理解する委員 
2004.5.19

 
 

会場ではエコ団扇の配付や、ゴミ
の分別の徹底、雨で中止にはなりまし
たが、環境クイズコーナーなども企画され、
環境に配慮された運営がなされました。ま
た本社工場で作業をしている知的障害者援
護施設「西美濃の里」の方々に、同施設で
作られた製品や、ジュース等の販売
をしていただきました。尚、同店
の売上16,300円はそのまま
「西美濃の里」へ寄付さ
れました。 

サンメッセ夏祭り 

 
 

「大垣市市民環境フェスティ
バルが大垣城ホールにて行われ、サ
ンメッセも昨年に引き続いて参加し
ま し た 。 サ ン メ ッ セ は
ISO14001取得企業として環境
ISOコーナーに参加し、「環境
マネジメント活動報告書2004」
の展示・配付を行ったほか、
古紙100％を使用したサン
メッセオリジナルメモ帳を
提供しました。 

 

大垣市市民環境フェスティバル 

 

本社敷地内にある野球場
は照明設備も備え、大垣市
や近隣の小中学校へ無償で
開放しています。土曜日や
休日には朝早くから練習や
試合会場に使われ、地域の
皆様から大変喜ばれて
います。 

 

野球場 

野球場 

 
 

8月7日に行われた夏祭りの収益
金で、大垣市南小学校に、掲示板3基、
オーブンレンジ1台（計10万円）相当を
寄贈しました。これは東工場の移転に伴い、
永年お世話になった地域への感謝
の気持ちを表す記念事業として行
われたもので、サンメッセから総
務部長と労働組合の委員長が同
校に訪れ、児童代表の杉田夏保
吏さんに目録を贈呈しました。 

 
 

サンメッセでは、創業70
周年を記念して岐阜県可児
市で開催中の「花フェスタ
2005」の入場券を大垣市と岐
阜市に総計18,320枚を寄付
いたしました。大垣市に寄付
された小人13,300枚は大垣
市教育委員会を通じ、市内
の小中学生に一人1枚ず
つ配付されました。 
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ボランティア委員会 
2004年度には、サンメッセのボランティア活動の牽引役となるべく、4つ目の委員会として
ボランティア委員会が誕生しました。ボランティア委員会の主導で社員の自主的な取り組みが
推進され、地域社会との共生を目指すサンメッセの姿勢がより明確になりました。 

地域社会との共生・社会貢献 
企業は利益のみを追求するのではなく、その活動を通じて社会に貢献することも重要です。サ
ンメッセは情報加工産業として、良いモノづくりを通じてお客様の満足を追究するだけでなく、
実に様々な面で地域社会とかかわりをもっています。 

 
 

（社）岐阜県西濃建設業協会
主催の西濃地域河川クリーン作
戦に、大垣工場会の一員として、
ボランティア委員会を含むサ
ンメッセの社員が41名参
加しました。ボランティ
ア委員会が呼びかけ参
加した、最初の活動
となりました。 

汗を流す参加者たち 2004.4.10

家屋の片付けを手伝う参加者 
2004.8.1

 
 

「小さな親切」運動大垣地
区クリーン作戦が行われサン
メッセから100名が参加しま
した。沿道や街路樹の植え込
み等にあるゴミを拾い集めま
した。 

 

西濃地域クリーン作戦 

 
 

地域が主催する祭りにも積極的に
参加をしています。祭りが開催中行わ
れる企業みこしには毎年参加し、今年も
サンメッセの環境キャラクター「ハピィー」

をみこしに、約60名が
市内を練り歩きま
した。 

十万石祭 

 
 

「サンメッセの全社員で、同日、
同時刻に、地域清掃活動を実施しよ
う！」と、ボランティア委員会が呼びかけ、

サンメッセ初の試みとし
て実施されました。
参加者は11拠点
で合計772名が
参加しました。 

オールサンメッセクリーン作戦 

「小さな親切」クリーン大作戦 

毎年恒例となった小さな親切運動 
2004.6.12

 
 

7月の集中豪雨で大きな被害
が出た福井県への水害復旧ボラ
ンティア活動が行われ、サンメッ
セからも3名が参加しました。
3名は現地で家の中に流
れ込んだ土砂の運び出
しなどの作業を行
いました。 

 

福井災害復旧支援活動 

 
 

サンメッセではボラン
ティア委員会が中心となっ
て、社会貢献活動に少しで
も役立ちたいと、古切手の
回収を始めました。8月4日
には集まった古切手約3kgを
大垣市福祉協議会へ寄付を行
いました。 

 

古切手の回収 

古切手を手渡す 
ボランティア委員 
2004.8.4

創業70周年を記念して入場券を寄付 

児童代表に目録を贈呈 2004.8.7

寄付をつたえる2月13日付 
岐阜新聞 2005.2.10

本社及び本社工場 
2004.6.23

小学校に備品を寄贈 

様々な屋台が出店されました 
2004.8.7

「環境マネジメント活動報告書」の展示が行われた 
 環境ISOコーナー2004.11.27

ハピィーがみこしに 
2004.10.10

 
 

大垣市社会福祉協議会が主
催する「初めてのガイド
ボランティア講座」に委
員が3名参加しました。
視覚障害者の介助を行う
「ガイドボランティア」
の心構えや、介助方法
を学びました。 

ガイドボランティア講座に参加 

障害者の気持ちを理解する委員 
2004.5.19

 
 

会場ではエコ団扇の配付や、ゴミ
の分別の徹底、雨で中止にはなりまし
たが、環境クイズコーナーなども企画され、
環境に配慮された運営がなされました。ま
た本社工場で作業をしている知的障害者援
護施設「西美濃の里」の方々に、同施設で
作られた製品や、ジュース等の販売
をしていただきました。尚、同店
の売上16,300円はそのまま
「西美濃の里」へ寄付さ
れました。 

サンメッセ夏祭り 

 
 

「大垣市市民環境フェスティ
バルが大垣城ホールにて行われ、サ
ンメッセも昨年に引き続いて参加し
ま し た 。 サ ン メ ッ セ は
ISO14001取得企業として環境
ISOコーナーに参加し、「環境
マネジメント活動報告書2004」
の展示・配付を行ったほか、
古紙100％を使用したサン
メッセオリジナルメモ帳を
提供しました。 

 

大垣市市民環境フェスティバル 

 

本社敷地内にある野球場
は照明設備も備え、大垣市
や近隣の小中学校へ無償で
開放しています。土曜日や
休日には朝早くから練習や
試合会場に使われ、地域の
皆様から大変喜ばれて
います。 

 

野球場 

野球場 

 
 

8月7日に行われた夏祭りの収益
金で、大垣市南小学校に、掲示板3基、
オーブンレンジ1台（計10万円）相当を
寄贈しました。これは東工場の移転に伴い、
永年お世話になった地域への感謝
の気持ちを表す記念事業として行
われたもので、サンメッセから総
務部長と労働組合の委員長が同
校に訪れ、児童代表の杉田夏保
吏さんに目録を贈呈しました。 

 
 

サンメッセでは、創業70
周年を記念して岐阜県可児
市で開催中の「花フェスタ
2005」の入場券を大垣市と岐
阜市に総計18,320枚を寄付
いたしました。大垣市に寄付
された小人13,300枚は大垣
市教育委員会を通じ、市内
の小中学生に一人1枚ず
つ配付されました。 
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年表 

用 語 解 説  サンメッセの環境活動の歩み サンメッセのその他の歩み 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

●中工場焼却炉廃止（8月） 
●本社工場自家発電機3台増設（11月） 

●中工場製版四課にCTP「プレートライト8000」導入（4月） 
●ISO9002認証取得（9月） 
●新本社・工場完成（10月） 

●決戦関ヶ原大垣博（3～10月） 
●「小さな親切」運動本部より「小さな親切実行章」受賞（6月） 
●「マルチメディア＆ＶＲメッセぎふ2000」に出展（7月） 

●本社工場製本課に高速中綴じ機「プリマＳ」を国内初導入（3月） 

●本社工場印刷課に日清紡CCM吐出機導入（6月) 

●受注生産管理システム構築 

●夜叉ヶ池伝説マラニック特別協賛（7月） 

●田中康義会長急逝（7月） 

●第16期DTPエキスパート認証試験を29名が受験（8月） 

 

●サンメッセ野球部が水戸市長旗第4回東日本選手権で 
　ベスト8に（11月） 

●第１回ホリデーサロン（5月） 

 

●愛岐支店開設（7月） 

●ISO9001 2000年版移行審査（8月） 

●DTPエキスパート認証53名合格（10月） 

●本社工場にDBS課新設（10月） 

●プライバシーマークキックオフ大会（12月） 

●本社工場増築着工（3月） 

 

●デジタルフォーラム2003単独開催（6月） 

 

●岡崎支店開設（9月） 

●プライバシーマーク付与認定（11月） 

●赤坂支店開設（11月） 

●本社第１新工場竣工式（12月） 

●本社工場オフセット輪転機システム38S導入（1月） 

●第1回ライフアップセミナー開催（5月） 

●当社制作デジタルアーカイブDVD-ROM 
　総務大臣賞受賞（6月） 

 

●東工場移設（8月） 

 

●本社工場菊全8色両面機「小森L-440SP」増設（11月） 

●男性作業服エコマーク製品に変更（10月） 
●ISO14001キックオフ大会（11月） 
●環境方針制定（11月） 

●環境標語を募集しポスターを作成する（1月） 
●岐阜県環境推進協会加入（1月） 
●初の内部環境監査員認定（1月） 
●環境マネジメントマニュアル第1版 発行（3月） 
●環境ワッペン作成（4月） 
●ゴミ袋シール作成（4月） 
●蛍光管のリサイクル開始（7月） 
●本社工場焼却炉改造（8月） 
●ISO14001認証取得（9月） 
●十万石まつり企業みこし環境キャラクター採用（10月） 

●第2回大垣市民環境フェスティバルにISO14001取得企
　業として参加（2月） 
●マニュアル・規定の電子配付開始（3月） 
●環境キャラクター「ハピィ」命名（4月） 
●グリーン購入取り組み開始（4月） 
●中工場集塵機の防音壁を取り付ける（4月） 
●西濃地域河川(揖斐川)クリーン作戦に当社として始めて
　参加（4月） 
●大垣環境市民会議へ参加（5月） 
●環境マネジメント活動報告書　第１版発刊（10月） 
●日印産連グリーン基準取り組み開始（10月） 
●環境会計ＷＧスタート（11月） 

●難細劣化ホットメルト基準合格（1月） 
●本社工場 エネルギー診断受ける（1月） 
●※Ｅ工場登録（3月） 
●VOC発生15％以下インキテスト合格（3月） 
●ソニー グリーンパートナー登録（3月） 
●西濃地域河川(揖斐川)クリーン作戦（4月） 
●第2種エネルギー管理指定工場「省エネ部会」発足（4月） 
●小さな親切運動参加（6月） 
●岐阜県環境推進協会「CO2削減・百万人の環」キャンペー
　ン参加（6月） 

●ボランティア委員会設立（4月） 
●西濃地域河川クリーン作戦参加（4月） 
●小さな親切運動参加（6月） 
●オールサンメッセクリーン大作戦（6月） 
●本社工場「環境コミュニケーション広場」誕生（7月） 
●ISO9001&14001複合審査（8月） 
●本社工場環境優良工場 経済産業大臣賞（9月） 
●第2回オールサンメッセクリーン大作戦（10月） 
●西工場焼却炉を撤去（10月） 

　アンケートの回答率が悪く、インターネットでも公開していますが、なかなか

読んでもらえないのかと、思っていました。ところが中工場の玄関に、どなたで

も自由にお持ち帰りができるよう10冊近く置いたところ、知らぬ間に無くなり、追

加してしばらくするとまた無くなる、そんな状況がしばらく続きました。現在で

も以前に比べ、数こそ少なくはなりましたが、いまだに持ち帰っていただいてお

ります。あまり訪問者の多い工場ではないのですが、予想外の反響に喜んでいます。 

　今回から環境・社会報告書と名前も改めページ数を前回に比べ社会報告のため

４Ｐ増やしました。アンケートでは、情報量が多過ぎるとの意見もありましたが、

よりサンメッセを理解していただくためには必要と判断しました。一人でも多く

の方に読んでいただきサンメッセの取り組みをご理解いただければ幸いです。 

環境方針である「ハ

リヨが泳ぎ、ホタル

が舞う水都」岐阜県

大垣市のイメージを

今回より表紙に採用

しました。 

地域に根ざし、地球

規模の視野で、これ

からも取り組んでい

けたらと思います。 

あ と が き  表 紙 解 説  

50音順 

ABC順 
「オフセット印刷サービス」 
 グリーン基準 
 環境保全に配慮した環境活動に積極
的に対応し、印刷業界を挙げて循環
社会の構築に向けた取り組みを行う
ための自主基準です。 

Ｅ工場（岐阜県環境配慮事業所） 
岐阜県が平成12年に創設し、事業
所の環境保全に関する自主的かつ積
極的な取り組みを促進し、地域の環
境向上を目的とした制度です。公害
防止、化学物質の適正管理、廃棄物
排出抑制やリサイクル対策、二酸化
炭素削減といった地球環境保全対策
及び緑化に対する5つのカテゴリー 

について、岐阜県が各事業所での取
り組みを総合的に審査し、登録しま
す。現在100以上の事業所が登録
されています。 

している施設が対象となります。前
者を第2種熱管理指定工場、後者を
第2種電気管理指定工場といいます。 

第2種電気管理指定工場 
98年の省エネルギー法改訂で創設
されました。エネルギー管理員を置
き、省エネに取り組むことが義務付
けられました。第2種エネルギー指
定工場とは、１年間のエネルギー使
用量が原油換算で1,500kl以上、ま
たは電力で600万kWh以上を使用 

ボランティア委員会 
近年、企業は業績への対応やボラン
ティア活動への取り組みなど、社会
への貢献度が重要視されるようにな
りました。サンメッセも創業者から
の精神を忘れることなく、社会への
貢献に取り組みたいという意志のも
と、委員会組織として新しく2004
年度に設立されました。サンメッセ
には他に「社内報委員会」「厚生委員
会」「改善委員会」があります。 
 

A重油 
原油を精製すると精製温度の違いか
らまず「ナフサ」と「ガソリン」、次
は「灯油」と「ジェット燃料」、その
次が「軽油」と「Ａ重油」、最後に「Ｂ、
Ｃ重油」が出て「アスファルト」が残
ります。そのうちのＡ重油をサンメッ
セの自家発電の燃料として使用して
います。2003年度はブタンガスも
含め１年間のエネルギー使用量が原
油換算で1,500kl以上になったため、
2004年度から第2種熱管理指定工
場となりました。 

CTP
デジタルデータを直接刷版に出力す
るシステムのことです。フイルムが
不要になり、廃棄物の削減に貢献し
ます。 

GPNデータブック 
ＧＰＮ（グリーン購入ネットワーク：
環境への負荷が少ない製品やサービ
スの優先購入を進めるネットワーク）
が、環境面で考慮すべき重要な観点
をリストアップした「購入ガイドラ
イン」に従い、商品の環境情報を掲
載した「商品選択のための環境デー
タブック」のことです。 

ｅ-ラーニング 
パソコンやコンピュータのネットワー
クを利用して教育を行うことです。
受講者は自由な時間に受講でき、そ
れぞれの進捗に合わせて学習できる
メリットがあります。サンメッセで
も営業拠点が多くなり、教育にかか
る負担が大きく、遠隔地でも均一な
教育が望めるｅ-ラーニング導入へ
の検討が進められています。 

PPC用紙 
PPC用紙はもともとは複写機用の
コピー用紙として開発されましたが、
現在ではインクジェット、軽オフ印
刷、普通紙FAX、LBP等、オフィ
スでの“標準紙”としてオフィスでの
様々な用途に使用されています。 

PS版 
平版印刷の材料として幅広く利用さ
れています。あらかじめ感光層が塗
布された版材という意味で、一般的
にはアルミニウムが使われています。 

VOC発生を抑制しているインキ 
 印刷インキの主原料は樹脂、顔料、
溶剤の3種類です。このうち溶剤に
石油系溶剤が使用されている場合に
はVOC（揮発性有機化合物）の発生
が懸念されます。そのため、石油系
溶剤の比率が少ないインキを使用し
て環境汚染物資を大気へ排出しない
ように努めなければなりません。 
 

水なし印刷 
通常印刷時に使用する水には、印刷
特性を上げるために有害な化学物質
が含まれています。この水を使用し
ないことにより廃液量、薬品使用料
も削減できます。 

入稿のデジタル化率・ 
工程のデジタル化率 
 サンメッセ独自の基準を作りデジタ
ル化率を監視しています。入稿原稿
をデジタル化することで中間資源の
削減やそれにともなう廃棄物の削減
が図れます。同じように工程をデジ
タル化することにより、貼りこみの
りやクリーナなどの資材を使用する
ことなく作業ができ、工程の効率化
が図られ、廃棄物の削減や､省資源
化が可能になります。 

難細裂化製本のり 
製本で使用されるのりの中には、古
紙として再生される際、完全に除去
されず、古紙の品質劣化をもたらす
ものがあります。こののりは難細裂
化のため、除去されやすくその問題
を解決します。 

ハイブリッド印刷 
サンメッセでは、安定した調子再現
をするＡＭスクリーンと、モアレや
線切れを解消するＦＭスクリーンの
両方の長所を生かした印刷技術をハ
イブリッド印刷と呼んでいます。 
 
ハリヨ 
ハリヨが生息している場所は、世界
中の中でも日本だけで、岐阜県の西
濃地方と、滋賀県の東方地域だけで
す。40年ほど前までは、三重県の
北方地域にもいましたが、今は全滅
してしまい姿を見かけることはあり
ません。ハリヨは、冷たくてきれい
な水にしかすむことができないため、
『ハリヨ』がすめるところは「きれ
いな自然」のあかしです。 

ホットメルト 
製本用接着剤の一つで、合成樹脂に
より化学的に作られます。常温では
固形ですが180℃ぐらいで融解しま
す。この融解したものを本の背に塗
布して表紙などを貼り付けます。最
近はこのホットメルトが改良を重ね
られ、古紙として再生される工程で
異物として品質低下の原因になって
いたものが、スクリーンで除去でき
る難細裂化のものが開発されています。 

森林認証制度 
 「適切に管理・運営された森林」で
生産される木材製品（紙）にラベル
をつけ、「環境にやさしい製品」と
消費者へPRする制度。日本では
FSC森林認証制度が有名ですが、
世界には地域の特性に合わせた様々
な森林認証制度が存在します。 

印刷産業環境優良工場表彰 
印刷産業の環境に配慮した環境優良
工場の表彰制度を実施することによ
り、企業の環境問題に対する取り組
みを促進するとともに、印刷工場の
環境改善及び印刷企業に対する社会
の一層の理解の獲得を図り、もって
我が国印刷産業の振興に資すること
を目的に発足した制度です。原則年
１回募集され、「経済産業大臣賞」
をはじめとして、「経済産業省商務
情報政策局長賞」「日本印刷産業連
合会会長賞」「日本印刷産業連合環
境優良工場奨励賞」の４つの賞が表
彰されます。サンメッセは第3回印
刷産業環境優良工場表彰において、
最高の栄誉である「経済産業大臣賞」
を受賞することができました。 

ソイインキ 
印刷インキの原材料である石油系溶
剤の一部に大豆油を使用したもので
す。植物性であるため、有機化合物
の大気中への揮発が少なく、環境に
良いインキです。 
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年表 

用 語 解 説  サンメッセの環境活動の歩み サンメッセのその他の歩み 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

●中工場焼却炉廃止（8月） 
●本社工場自家発電機3台増設（11月） 

●中工場製版四課にCTP「プレートライト8000」導入（4月） 
●ISO9002認証取得（9月） 
●新本社・工場完成（10月） 

●決戦関ヶ原大垣博（3～10月） 
●「小さな親切」運動本部より「小さな親切実行章」受賞（6月） 
●「マルチメディア＆ＶＲメッセぎふ2000」に出展（7月） 

●本社工場製本課に高速中綴じ機「プリマＳ」を国内初導入（3月） 

●本社工場印刷課に日清紡CCM吐出機導入（6月) 

●受注生産管理システム構築 

●夜叉ヶ池伝説マラニック特別協賛（7月） 

●田中康義会長急逝（7月） 

●第16期DTPエキスパート認証試験を29名が受験（8月） 

 

●サンメッセ野球部が水戸市長旗第4回東日本選手権で 
　ベスト8に（11月） 

●第１回ホリデーサロン（5月） 

 

●愛岐支店開設（7月） 

●ISO9001 2000年版移行審査（8月） 

●DTPエキスパート認証53名合格（10月） 

●本社工場にDBS課新設（10月） 

●プライバシーマークキックオフ大会（12月） 

●本社工場増築着工（3月） 

 

●デジタルフォーラム2003単独開催（6月） 

 

●岡崎支店開設（9月） 

●プライバシーマーク付与認定（11月） 

●赤坂支店開設（11月） 

●本社第１新工場竣工式（12月） 

●本社工場オフセット輪転機システム38S導入（1月） 

●第1回ライフアップセミナー開催（5月） 

●当社制作デジタルアーカイブDVD-ROM 
　総務大臣賞受賞（6月） 

 

●東工場移設（8月） 

 

●本社工場菊全8色両面機「小森L-440SP」増設（11月） 

●男性作業服エコマーク製品に変更（10月） 
●ISO14001キックオフ大会（11月） 
●環境方針制定（11月） 

●環境標語を募集しポスターを作成する（1月） 
●岐阜県環境推進協会加入（1月） 
●初の内部環境監査員認定（1月） 
●環境マネジメントマニュアル第1版 発行（3月） 
●環境ワッペン作成（4月） 
●ゴミ袋シール作成（4月） 
●蛍光管のリサイクル開始（7月） 
●本社工場焼却炉改造（8月） 
●ISO14001認証取得（9月） 
●十万石まつり企業みこし環境キャラクター採用（10月） 

●第2回大垣市民環境フェスティバルにISO14001取得企
　業として参加（2月） 
●マニュアル・規定の電子配付開始（3月） 
●環境キャラクター「ハピィ」命名（4月） 
●グリーン購入取り組み開始（4月） 
●中工場集塵機の防音壁を取り付ける（4月） 
●西濃地域河川(揖斐川)クリーン作戦に当社として始めて
　参加（4月） 
●大垣環境市民会議へ参加（5月） 
●環境マネジメント活動報告書　第１版発刊（10月） 
●日印産連グリーン基準取り組み開始（10月） 
●環境会計ＷＧスタート（11月） 

●難細劣化ホットメルト基準合格（1月） 
●本社工場 エネルギー診断受ける（1月） 
●※Ｅ工場登録（3月） 
●VOC発生15％以下インキテスト合格（3月） 
●ソニー グリーンパートナー登録（3月） 
●西濃地域河川(揖斐川)クリーン作戦（4月） 
●第2種エネルギー管理指定工場「省エネ部会」発足（4月） 
●小さな親切運動参加（6月） 
●岐阜県環境推進協会「CO2削減・百万人の環」キャンペー
　ン参加（6月） 

●ボランティア委員会設立（4月） 
●西濃地域河川クリーン作戦参加（4月） 
●小さな親切運動参加（6月） 
●オールサンメッセクリーン大作戦（6月） 
●本社工場「環境コミュニケーション広場」誕生（7月） 
●ISO9001&14001複合審査（8月） 
●本社工場環境優良工場 経済産業大臣賞（9月） 
●第2回オールサンメッセクリーン大作戦（10月） 
●西工場焼却炉を撤去（10月） 

　アンケートの回答率が悪く、インターネットでも公開していますが、なかなか

読んでもらえないのかと、思っていました。ところが中工場の玄関に、どなたで

も自由にお持ち帰りができるよう10冊近く置いたところ、知らぬ間に無くなり、追

加してしばらくするとまた無くなる、そんな状況がしばらく続きました。現在で

も以前に比べ、数こそ少なくはなりましたが、いまだに持ち帰っていただいてお

ります。あまり訪問者の多い工場ではないのですが、予想外の反響に喜んでいます。 

　今回から環境・社会報告書と名前も改めページ数を前回に比べ社会報告のため

４Ｐ増やしました。アンケートでは、情報量が多過ぎるとの意見もありましたが、

よりサンメッセを理解していただくためには必要と判断しました。一人でも多く

の方に読んでいただきサンメッセの取り組みをご理解いただければ幸いです。 

環境方針である「ハ

リヨが泳ぎ、ホタル

が舞う水都」岐阜県

大垣市のイメージを

今回より表紙に採用

しました。 

地域に根ざし、地球

規模の視野で、これ

からも取り組んでい

けたらと思います。 

あ と が き  表 紙 解 説  

50音順 

ABC順 
「オフセット印刷サービス」 
 グリーン基準 
 環境保全に配慮した環境活動に積極
的に対応し、印刷業界を挙げて循環
社会の構築に向けた取り組みを行う
ための自主基準です。 

Ｅ工場（岐阜県環境配慮事業所） 
岐阜県が平成12年に創設し、事業
所の環境保全に関する自主的かつ積
極的な取り組みを促進し、地域の環
境向上を目的とした制度です。公害
防止、化学物質の適正管理、廃棄物
排出抑制やリサイクル対策、二酸化
炭素削減といった地球環境保全対策
及び緑化に対する5つのカテゴリー 

について、岐阜県が各事業所での取
り組みを総合的に審査し、登録しま
す。現在100以上の事業所が登録
されています。 

している施設が対象となります。前
者を第2種熱管理指定工場、後者を
第2種電気管理指定工場といいます。 

第2種電気管理指定工場 
98年の省エネルギー法改訂で創設
されました。エネルギー管理員を置
き、省エネに取り組むことが義務付
けられました。第2種エネルギー指
定工場とは、１年間のエネルギー使
用量が原油換算で1,500kl以上、ま
たは電力で600万kWh以上を使用 

ボランティア委員会 
近年、企業は業績への対応やボラン
ティア活動への取り組みなど、社会
への貢献度が重要視されるようにな
りました。サンメッセも創業者から
の精神を忘れることなく、社会への
貢献に取り組みたいという意志のも
と、委員会組織として新しく2004
年度に設立されました。サンメッセ
には他に「社内報委員会」「厚生委員
会」「改善委員会」があります。 
 

A重油 
原油を精製すると精製温度の違いか
らまず「ナフサ」と「ガソリン」、次
は「灯油」と「ジェット燃料」、その
次が「軽油」と「Ａ重油」、最後に「Ｂ、
Ｃ重油」が出て「アスファルト」が残
ります。そのうちのＡ重油をサンメッ
セの自家発電の燃料として使用して
います。2003年度はブタンガスも
含め１年間のエネルギー使用量が原
油換算で1,500kl以上になったため、
2004年度から第2種熱管理指定工
場となりました。 

CTP
デジタルデータを直接刷版に出力す
るシステムのことです。フイルムが
不要になり、廃棄物の削減に貢献し
ます。 

GPNデータブック 
ＧＰＮ（グリーン購入ネットワーク：
環境への負荷が少ない製品やサービ
スの優先購入を進めるネットワーク）
が、環境面で考慮すべき重要な観点
をリストアップした「購入ガイドラ
イン」に従い、商品の環境情報を掲
載した「商品選択のための環境デー
タブック」のことです。 

ｅ-ラーニング 
パソコンやコンピュータのネットワー
クを利用して教育を行うことです。
受講者は自由な時間に受講でき、そ
れぞれの進捗に合わせて学習できる
メリットがあります。サンメッセで
も営業拠点が多くなり、教育にかか
る負担が大きく、遠隔地でも均一な
教育が望めるｅ-ラーニング導入へ
の検討が進められています。 

PPC用紙 
PPC用紙はもともとは複写機用の
コピー用紙として開発されましたが、
現在ではインクジェット、軽オフ印
刷、普通紙FAX、LBP等、オフィ
スでの“標準紙”としてオフィスでの
様々な用途に使用されています。 

PS版 
平版印刷の材料として幅広く利用さ
れています。あらかじめ感光層が塗
布された版材という意味で、一般的
にはアルミニウムが使われています。 

VOC発生を抑制しているインキ 
 印刷インキの主原料は樹脂、顔料、
溶剤の3種類です。このうち溶剤に
石油系溶剤が使用されている場合に
はVOC（揮発性有機化合物）の発生
が懸念されます。そのため、石油系
溶剤の比率が少ないインキを使用し
て環境汚染物資を大気へ排出しない
ように努めなければなりません。 
 

水なし印刷 
通常印刷時に使用する水には、印刷
特性を上げるために有害な化学物質
が含まれています。この水を使用し
ないことにより廃液量、薬品使用料
も削減できます。 

入稿のデジタル化率・ 
工程のデジタル化率 
 サンメッセ独自の基準を作りデジタ
ル化率を監視しています。入稿原稿
をデジタル化することで中間資源の
削減やそれにともなう廃棄物の削減
が図れます。同じように工程をデジ
タル化することにより、貼りこみの
りやクリーナなどの資材を使用する
ことなく作業ができ、工程の効率化
が図られ、廃棄物の削減や､省資源
化が可能になります。 

難細裂化製本のり 
製本で使用されるのりの中には、古
紙として再生される際、完全に除去
されず、古紙の品質劣化をもたらす
ものがあります。こののりは難細裂
化のため、除去されやすくその問題
を解決します。 

ハイブリッド印刷 
サンメッセでは、安定した調子再現
をするＡＭスクリーンと、モアレや
線切れを解消するＦＭスクリーンの
両方の長所を生かした印刷技術をハ
イブリッド印刷と呼んでいます。 
 
ハリヨ 
ハリヨが生息している場所は、世界
中の中でも日本だけで、岐阜県の西
濃地方と、滋賀県の東方地域だけで
す。40年ほど前までは、三重県の
北方地域にもいましたが、今は全滅
してしまい姿を見かけることはあり
ません。ハリヨは、冷たくてきれい
な水にしかすむことができないため、
『ハリヨ』がすめるところは「きれ
いな自然」のあかしです。 

ホットメルト 
製本用接着剤の一つで、合成樹脂に
より化学的に作られます。常温では
固形ですが180℃ぐらいで融解しま
す。この融解したものを本の背に塗
布して表紙などを貼り付けます。最
近はこのホットメルトが改良を重ね
られ、古紙として再生される工程で
異物として品質低下の原因になって
いたものが、スクリーンで除去でき
る難細裂化のものが開発されています。 

森林認証制度 
 「適切に管理・運営された森林」で
生産される木材製品（紙）にラベル
をつけ、「環境にやさしい製品」と
消費者へPRする制度。日本では
FSC森林認証制度が有名ですが、
世界には地域の特性に合わせた様々
な森林認証制度が存在します。 

印刷産業環境優良工場表彰 
印刷産業の環境に配慮した環境優良
工場の表彰制度を実施することによ
り、企業の環境問題に対する取り組
みを促進するとともに、印刷工場の
環境改善及び印刷企業に対する社会
の一層の理解の獲得を図り、もって
我が国印刷産業の振興に資すること
を目的に発足した制度です。原則年
１回募集され、「経済産業大臣賞」
をはじめとして、「経済産業省商務
情報政策局長賞」「日本印刷産業連
合会会長賞」「日本印刷産業連合環
境優良工場奨励賞」の４つの賞が表
彰されます。サンメッセは第3回印
刷産業環境優良工場表彰において、
最高の栄誉である「経済産業大臣賞」
を受賞することができました。 

ソイインキ 
印刷インキの原材料である石油系溶
剤の一部に大豆油を使用したもので
す。植物性であるため、有機化合物
の大気中への揮発が少なく、環境に
良いインキです。 
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人・物・情報を集積・発信　印刷を核に、情報社会に貢献します。 

２００４年４月～２００５年３月

発行２００５年８月 

この報告書の内容に関するご意見、お問い合わせは下記まで 
 〒503-0993　岐阜県大垣市荒川町423　TEL（0584）92-2111　FAX（0584）92-2119

このパンフレットは大豆 
インキを使用しています。 

古紙含有率100％の再 
生紙を使用しています。 

次回の発行は 
２００６年７月（予定） 

です。 

本環境・社会報告書の印刷用紙は日印産連「オフセット印刷サービス」グリーン基準水準－１に適応する再生紙を使用しています。古紙配合率１００％、
白色度７０％程度、塗工量１２ｇ／㎡以下の用紙です。またインキにはノンVOCインキを使用しています。 

印刷は、アルカリ性現像液や 
イソプロピルアルコールなど 
を含む湿し水が不要な、環境 
にやさしい水なし平版印刷を 
採用しています。 

サンメッセ・ホームページアドレス　http://www.sunmesse.co.jp/

環境・社会報告書2005
2005年、サンメッセは70周年を迎えました。 

サンメッセ株式会社 中工場 ISO推進室

サンメッセ環境キャラクター 
ハピィー 




