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●地域連携の充実
●地産地消の取り組み
●社会貢献・ボランティア

●経営の透明性
●サンメッセQMS※の

さらなる確立
●BCP / BCM

●お客様情報の適切な管理

課題❶▶P.33 課題❷▶P.35

課題❸▶P.37 課題❹▶P.39

●トレンドや顧客ニーズに敏感な
　人財・組織
●能力向上・専門技術の継承
●業務効率と労働環境の改善
●次世代リーダーの育成、
　女性管理職の登用

●LCAへの積極的な取り組み
●カーボンマネジメントの

　積極推進
●環境負荷の低い

デジタル印刷の提案

コア事業

新規開拓
付加価値創出
多面的受注

生産革新
品質保証
社内一貫生産
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 ※QMS…クオリティ マネジメント システム

持続的な企業価値向上をめざすために、サンメッセでは
ESG（環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）課題に対して積極的に取り組んでいます。
また国連で採択された「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）」など、
さまざまなイニシアチブにも対応すべく検討しています。

特定されたマテリアリティ

マテリアリティ特定のねらいとポイント

当社創業者の理念である「人のために尽くす」は、創業からの不

変のキーワードです。印刷を核に、事業を通じた地域社会へ

の貢献を行うことで、持続的な発展を担わねばなりません。

この背景の中、特定したマテリアルな側面と経営戦略との関

係を整理し、「持続的な成長をめざす企業としての価値創

造をいかに行っていくか」にフォーカスをあてることが重要と判

断しました。

多様なビジネスフィールドにおいて、当社の強みを活かし、ど

うアプローチするかの分析は、当社グループだけでなく、ス

テークホルダーにとって非常に重要な関心事です。そのため重

点的に取り組むテーマ選定を行い、戦略の中枢に位置付けるこ

とで、さらなる活動のレベルアップをはかっていくべく、さまざまな

プロセスを経て、コア事業を核に、大きく4つの重要（マテリアル）課

題としての抽出を行いました。

2016年度の取り組み概要

主な社内規定
（企業行動憲章より） 主な取り組み内容 掲載

ページ 今後の課題 SDGsとの
関連

・ステークホルダー
  ダイアログの定期的実施

・働きやすく能力を活かせる
  労働環境の整備

・より有効な研修・
  教育制度の開発

・多様な働き方のための
  支援制度の整備

・SDGｓなど国際
  イニシアチブへの対応

・パリ協定への対応
  （長期環境ビジョン策定）

・ゼロ・エミッションの
  更なる推進

・再生可能エネルギーの
  活用

・ハリヨ保護の推進

・環境対応商品の開発

・SDGｓなど国際
  イニシアチブへの対応

・CDPのスコアアップ
  （C→B）

●お客様、株主様、取引先、
社員および地域社会の
人たちなど、当社に関わる
人々とのコミュニケー
ションを図り、社会への
説明責任を果たすため
に適正な情報を適時に
開示します。

●健康で安全な働きやす
い職場環境をつくり、
ゆとりと豊かさの実現
に向けて、人を大切に
する経営を追求します。

●地球環境保全を重要
課題と認識し、環境法等
を順守し、積極的に資源
の有効活用、省資源、
省エネルギー化に努
めます。

・地域社会へのより
  積極的な貢献活動

・協働による
  地域課題の解決

・SDGｓなど国際
  イニシアチブへの対応

・中長期の持続的
  成長ビジョン策定

・CSR推進体制の確立

・コーポレートガバナンス・
  コードへのフルコンプライ

・BCPのより具体的な
  プラン作成

・事業リスクの具体的設定
  およびその対策

・ESG投資を意識した
  エンゲージメント

●社会の一員であること
を自覚し、「良き企業
市民」と認められるよう
に積極的に、継続的に
社会貢献活動を行い
ます。

●企業活動において、関連
法規・企業倫理の順守
はもとより、公正で責任
のある企業活動を行い
ます。

●お客様からお預りした
個人情報の保護を含め、
当社が保有している
重要な情報について
情報セキュリティの確
保に努めます。

●社会の秩序や安全に
脅威を与える反社会的
勢力および団体とは
毅然とした態度で臨み、
公序良俗に反する行為
はしません。

・女性活躍推進のための研修を実施

・障がい者雇用の推進

・定年退職者の再雇用推進

・職域の変更「総合職」「技術職」「事務職」

・目標管理制度の導入

・各種教育プログラムの実施

・各種資格取得支援
  （技能検定、CSR検定、DTPエキスパート他）

・安全パトロールの実施（各工場）

・メンタルヘルス研修会を実施

・環境基本行動指針の推進

・各職場においてEMS教育の実施

・SCOPE3算出によるCO2排出量の見える化・削減

・カーボンオフセットの採用前年比10％アップ

・ゼロ・エミッションの活動レベル向上

・刷版を再生して使用する
  PLATE to PLATEの取り組み

・有害物質含有ゼロ体制の確立

・グリーン購入の推進とターゲット目標設定

・FSC森林認証紙の受注件数前年比10％アップ

・岐阜県産間伐材ペーパーの利用促進

・LED蛍光灯、空調交換などの推進

・冷暖房の設定温度管理

・ノーマイカーデーの実施

・安全・安心QQステーションに3工場が認定

・事業を通じた社会貢献

・インターンシップ受入れ（本社）

・地域住民を対象とした工場見学会の実施

・サンメッセ夏祭りの実施

・本社周辺における地域イベントへの参加・協力を実施

・事業所周辺の清掃活動（各事業所）

・監査等委員会設置会社への移行

・2名の社外取締役が就任

・プライバシーマーク制度貢献事業者表彰

・「リスク管理委員会」の設置

・基幹システムのセキュリティ強化

・内部監査にて順守状況の確認実施

・「倫理委員会窓口」の設置

・「コンプライアンス委員会」の設置

・各職場において教育（QMS/FSC/EMS）と
  コンプライアンス研修を実施

・「購買業務管理規定」に則った公正・公平な取引の推進

・サンメッセ共栄会研修会の開催

・製造委託協力会社に対する「PMS供給者評価」の実施

・リスクマネジメントの強化
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●地域連携の充実
●地産地消の取り組み
●社会貢献・ボランティア

●経営の透明性
●サンメッセQMS※の

さらなる確立
●BCP / BCM

●お客様情報の適切な管理

課題❶▶P.33 課題❷▶P.35

課題❸▶P.37 課題❹▶P.39

●トレンドや顧客ニーズに敏感な
　人財・組織
●能力向上・専門技術の継承
●業務効率と労働環境の改善
●次世代リーダーの育成、
　女性管理職の登用

●LCAへの積極的な取り組み
●カーボンマネジメントの

　積極推進
●環境負荷の低い

デジタル印刷の提案
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 ※QMS…クオリティ マネジメント システム

持続的な企業価値向上をめざすために、サンメッセでは
ESG（環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）課題に対して積極的に取り組んでいます。
また国連で採択された「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）」など、
さまざまなイニシアチブにも対応すべく検討しています。

特定されたマテリアリティ

マテリアリティ特定のねらいとポイント

当社創業者の理念である「人のために尽くす」は、創業からの不

変のキーワードです。印刷を核に、事業を通じた地域社会へ

の貢献を行うことで、持続的な発展を担わねばなりません。

この背景の中、特定したマテリアルな側面と経営戦略との関

係を整理し、「持続的な成長をめざす企業としての価値創

造をいかに行っていくか」にフォーカスをあてることが重要と判

断しました。

多様なビジネスフィールドにおいて、当社の強みを活かし、ど

うアプローチするかの分析は、当社グループだけでなく、ス

テークホルダーにとって非常に重要な関心事です。そのため重

点的に取り組むテーマ選定を行い、戦略の中枢に位置付けるこ

とで、さらなる活動のレベルアップをはかっていくべく、さまざまな

プロセスを経て、コア事業を核に、大きく4つの重要（マテリアル）課

題としての抽出を行いました。

2016年度の取り組み概要

主な社内規定
（企業行動憲章より） 主な取り組み内容 掲載

ページ 今後の課題 SDGsとの
関連

・ステークホルダー
  ダイアログの定期的実施

・働きやすく能力を活かせる
  労働環境の整備

・より有効な研修・
  教育制度の開発

・多様な働き方のための
  支援制度の整備

・SDGｓなど国際
  イニシアチブへの対応

・パリ協定への対応
  （長期環境ビジョン策定）

・ゼロ・エミッションの
  更なる推進

・再生可能エネルギーの
  活用

・ハリヨ保護の推進

・環境対応商品の開発

・SDGｓなど国際
  イニシアチブへの対応

・CDPのスコアアップ
  （C→B）

●お客様、株主様、取引先、
社員および地域社会の
人たちなど、当社に関わる
人々とのコミュニケー
ションを図り、社会への
説明責任を果たすため
に適正な情報を適時に
開示します。

●健康で安全な働きやす
い職場環境をつくり、
ゆとりと豊かさの実現
に向けて、人を大切に
する経営を追求します。

●地球環境保全を重要
課題と認識し、環境法等
を順守し、積極的に資源
の有効活用、省資源、
省エネルギー化に努
めます。

・地域社会へのより
  積極的な貢献活動

・協働による
  地域課題の解決

・SDGｓなど国際
  イニシアチブへの対応

・中長期の持続的
  成長ビジョン策定

・CSR推進体制の確立

・コーポレートガバナンス・
  コードへのフルコンプライ

・BCPのより具体的な
  プラン作成

・事業リスクの具体的設定
  およびその対策

・ESG投資を意識した
  エンゲージメント

●社会の一員であること
を自覚し、「良き企業
市民」と認められるよう
に積極的に、継続的に
社会貢献活動を行い
ます。

●企業活動において、関連
法規・企業倫理の順守
はもとより、公正で責任
のある企業活動を行い
ます。

●お客様からお預りした
個人情報の保護を含め、
当社が保有している
重要な情報について
情報セキュリティの確
保に努めます。

●社会の秩序や安全に
脅威を与える反社会的
勢力および団体とは
毅然とした態度で臨み、
公序良俗に反する行為
はしません。

・女性活躍推進のための研修を実施

・障がい者雇用の推進

・定年退職者の再雇用推進

・職域の変更「総合職」「技術職」「事務職」

・目標管理制度の導入

・各種教育プログラムの実施

・各種資格取得支援
  （技能検定、CSR検定、DTPエキスパート他）

・安全パトロールの実施（各工場）

・メンタルヘルス研修会を実施

・環境基本行動指針の推進

・各職場においてEMS教育の実施

・SCOPE3算出によるCO2排出量の見える化・削減

・カーボンオフセットの採用前年比10％アップ

・ゼロ・エミッションの活動レベル向上

・刷版を再生して使用する
  PLATE to PLATEの取り組み

・有害物質含有ゼロ体制の確立

・グリーン購入の推進とターゲット目標設定

・FSC森林認証紙の受注件数前年比10％アップ

・岐阜県産間伐材ペーパーの利用促進

・LED蛍光灯、空調交換などの推進

・冷暖房の設定温度管理

・ノーマイカーデーの実施

・安全・安心QQステーションに3工場が認定

・事業を通じた社会貢献

・インターンシップ受入れ（本社）

・地域住民を対象とした工場見学会の実施

・サンメッセ夏祭りの実施

・本社周辺における地域イベントへの参加・協力を実施

・事業所周辺の清掃活動（各事業所）

・監査等委員会設置会社への移行

・2名の社外取締役が就任

・プライバシーマーク制度貢献事業者表彰

・「リスク管理委員会」の設置

・基幹システムのセキュリティ強化

・内部監査にて順守状況の確認実施

・「倫理委員会窓口」の設置

・「コンプライアンス委員会」の設置

・各職場において教育（QMS/FSC/EMS）と
  コンプライアンス研修を実施

・「購買業務管理規定」に則った公正・公平な取引の推進

・サンメッセ共栄会研修会の開催

・製造委託協力会社に対する「PMS供給者評価」の実施

・リスクマネジメントの強化
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障がい者雇用の取り組み

障がい者の雇用に積極的に取り組んでおり、法定雇用率

（2.0％）を上回っています。現在13名の障がいをもつ社員が

勤務しており、営業庶務や製本業務など適正に応じた様々な

役割を担い、一人ひとりが貴重な戦力として仕事に打ち込ん

でいます。

障がい者の採用については、本社を置く大垣市の特別支援学

校と連携をとりながら、当社勤務を希望する生徒の採用を積

極的に進めています。

2016年度ESGトピックス1

誰もが健康で働きがいのある職場づくりと
多様な人財の育成によって、
人間力の豊かな企業をめざしています。

人財育成･ダイバーシティの推進

営業企画部
LinKメンバー

伴 早紀

女性パワーでお客さまに感動を。

VOICE

女性が輝く企業風土の醸成

「係長、チーフ職に占める女性の割合を15％へ」とする行動計画（３カ年）を

2016年度に策定し、初年度の8.4％から2年目で目標を達成しました。また、

2017年度に昇進した女性社員を対象に「女性管理職研修」を実施。リー

ダーに求められる資質やコミュニケーションのあり方などを学びました。

当社は、女性がキャリアアップを実現して活躍し続けるための支援を進める

とともに、働きやすい職場環境作りに努めています。

新はつらつ職場づくり宣言

2017年度会社方針の重点課題に「働き方改革」を採り入れ、

労使による「新はつらつ職場づくり宣言」を行いました。６月に

は岐阜労働局が進める「新はつらつ職場づくり宣言」事業場に

登録しました。

主な取り組みは、長時間労働の抑制や有給休暇取得率の向上

のほか、女性活躍の推進、多様な働き方の推奨、ストレス

チェックの実施、ハラスメント対策など９項目で、健康・快適で

仕事のしやすい職場づくりを目指していきます。

CSR検定受験の奨励

業務提携先の(株)オルタナ等が主催する[新]CSR検定3級試

験において、当社は岐阜会場の運営を行っています。また、

CSRの社内浸透の一環として社員の受験を奨励しており、現

在、[新]CSR検定3級試験の累計合格者数は39名で企業別ラ

ンキングでも全国3位となっています。

◀グループ会社である
　日本イベント企画の
　オフィス

▲女性活躍ワークショップ

▲新はつらつ職場づくり宣言事業場の登録証

▲写真左より、岐阜労働局長、総務部長、労働組合書記長

▲CSR検定 事前勉強会の開催

私が所属する営業企画部は、企画、デザイン、撮影、コピーライティングなどをトータルに担う部門です。現在53名の女性
がそれぞれのスキルや感性を活かして業務にあたっています。さりげない会話からも相手の真意を汲み取り、言葉やデザ
インに表現することに、とてもやりがいを感じています。新たに発足した女性だけのタスクフォース「LinK」では、メンバーが
力を合わせて、お客さまに感動を与えられる仕事をしていきたいと思います。
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2016年度ESGトピックス2
ハリヨの棲める環境への持続的取り組み

カーボンマネジメントの積極推進と
バリューチェーン全体での低炭素化に向け、
さらなる挑戦を続けていきます。

ISO14001:2015への対応

サンメッセでは、2001年からISO14001に

よる環境マネジメントシステム（EMS）を構

築・運用しています。昨年度より、新しく改

訂されたISO14001：2015版へ移行に向

け、環境方針や環境マニュアルの改訂など、

段階的に移行準備を進めてまいりました。

その結果、2017年8月に移行審査を通過

することができました。

地球温暖化防止のためのSBT策定を検討開始

地球温暖化への積極的な取り組みとして、SBT（Science Based Targets）※への参画を進めています。今後、サプライチェーン排出量

の削減の評価基準として利用されることも考えられ、今後ますます注目が高まると思われるSBT。その策定とともに、サプライチェーン

排出量の更なる削減に向けた検討を開始しました。

▲品質保証室
▶当社の印刷物にも
　FSC森林認証紙を使用しています

▲日本LCA学会研究発表会にて研究内容を発表

◀EMS定期・移行審査

2年以内にSBTを設定することを
宣言する。

SBTイニシアティブに
認定を申請する。

SBTイニシアティブがSBTを
クオリティチェックして回答する。

排出量と対策の進捗を、年1回報告・開示する。
定期的に、SBTの妥当性を確認する。

SBTプロセス

STEP 1

SBTイニシアティブ
にSBTを設定することを
コミットする

STEP 2

SBTを開発する

STEP 3

開発したSBTが
SBTイニシアティブの
認定審査を受ける 

STEP 4

SBTを公表する

※SBT（Science Based Targets）：産業革命時に対する気温上昇を「2℃未満」に維持するために、企業が
IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の知見と整合した削減目標を設定するためのスタンダード。

FSC森林認証紙の利用推進

大量に紙を消費する印刷会社の責任として、適切な管理がさ

れた森林から作られた製品であることを証明する、FSC森林

認証紙におけるCOC認証を2007年に取得。その利用を積極

的に進めています。2016

年度は目標208件に対し、

実績272件31％アップを

達成しました。

Scope３の拡張による「組織のLCA」への取り組み

サンメッセでは、以前より企業活動で排出される二酸化炭素

等の温室効果ガスを対象とするSCOPE３の算定に取り組ん

でまいりました。更にその結果を拡張し、「組織のLCA」※に展

開するための研究に取り組んでいます。

今年度は森林認証紙による環境負荷の削減や、森林資源の有

効利用について、LCAを活用してサプライチェーン全体での

定量化について研究。その成果を日本LCA学会にて発表しま

した。

PLATE to PLATE
環境ラベル

刷版リサイクルの推進による環境負荷低減

2015年より試験的に運用してきたPLATE to PLATEの取り

組みを本格稼働しました。PLATE to PLATEは、使用した刷版

（アルミ製の版）をリサイクルして再度新品の刷版へと再生さ

せるクローズドループリサイクルの仕組みです。これにより

CO2、廃棄量ともに削減することができました。

※組織のLCA：環境影響を複合的な要素で統合評価をする手法

印刷用刷版のリサイクルによる
温室効果ガス削減

印刷用刷版の
リサイクルシステム採用

522t-CO2e 72,490kg

品質保証室　
課長代理

岡崎 由次

ＥＭＳ定期・移行審査が無事に終了し登録証をいただきました。

VOICE

2015年9月にＩＳＯ14001規格が2004年版から2015年版に改訂されました。それにともない、2015年版に対応した環
境マニュアルの改訂、内部環境監査の実施、臨時マネジメントレビューの開催と段階的に取り組みを進め、2017年8月に
定期・移行審査を受審しました。審査では、各部署の取り組みが評価され、5つのグッドポイントをいただきました。今後も社
内の環境への意識が更に高まるように取り組んでいきたいと思います。

当社

CTP版
メーカー

CTP版
メーカー

圧延メーカー

合金メーカー

アルミ回収
会社
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地域社会の一員として、地域とともに歩み、
社会課題の解決に貢献できる
価値のある企業をめざしています。

ESG
Topics

2016年度ESGトピックス3
地域社会との共生

障がい者支援

当社の夏祭りでは、知的障がい者施設「西美濃の里」の入所者

の方々に、毎年ジュース販売の出店をお願いしています。販売

価格はあえて90円とすることで、お釣りの受け渡しで買い手

とふれあう機会が増えるようにしています。ジュースの仕入れ

代金等は当社が負担し、売上金は「西美濃の里」に寄付してい

ます。入所者の方には、お祭りのアトラクションも楽しんでい

ただいています。

スポーツ活動支援を通じた地域貢献

当社には軟式野球、陸上など、多くのアスリート社員が活躍しています。中でもアーチェリーにおいては、当社副会長の田中勝英が全日

本実業団アーチェリー協会副会長に就任。アーチェリー部監督の河合啓介が事務局長となり、全国組織でのスポーツ振興に貢献してい

ます。

大垣女子短期大学
デザイン美術学科
講師〔就職支援委員〕

植田　努 様

実践的な知識と技術を学び、業界研究を深める

VOICE

▲当社アスリート社員の活躍

▲当社主催夏祭りでの「西美濃の里」ジュース販売

大学での出張講座の実施

地域の大垣女子短期大学が実施する「就職支援講座」の講師

として、毎年、当社デザイナーを派遣しています。デザインの

プロをめざす学生たちに実際の制作事例等をもとに、お客様

との打ち合わせから、企画、デザイン、校正チェックなど仕事

の流れやポイントを説明し、将来に向けたアドバイスをおこ

なっています。

NPOとの協働

社会課題の解決を目的にした、NPOと企業による優れたパー

トナーシップ事業を表彰する「日本パートナーシップ大賞」(特

定非営利法人パートナーシップ・サポートセンター主催)を

支援しています。告知ツールの制作をはじめ、「サステナブル・

ブランド国際会議2017東京」のスペシャルイベントとして開

催された同賞の最終審査及び表彰式では当社執行役員の田

中信康が審査委員として参画しています。

インターンシップ・職場体験の実施

大学生や中高生を対象にインターンシップを実施しています。大学生には、総合印刷

会社として、営業、企画、印刷、製本と一連の流れを学ぶことができ、詳しく印刷業界

を知ることができると好評を得ています。

地元の中高生には、製本作業などの簡単な職業体験を中心に、働くことの尊さや楽し

さ、厳しさを肌で感じてもらえるようなプログラムを用意しています。

▲日本パートナーシップ大賞授賞式

▲当社デザイナーが学生に講義

▲当社工場における職場体験

本学の就職支援関連の講座では、実際にプロとして活躍する社会人の方々にご登壇いただき、様々な業種における仕
事の現場で求められる知識やスキル、心構えなどを講演していただいています。
デザイン美術学科には、学んだデザインを活かせる業種をめざす学生も多く、総合印刷会社であるサンメッセのデザ
イナーの方から、ポスターや冊子など実際の作品を見せていただきながら、完成するまでのプロセスを丁寧に解説し
ていただけるので、たいへん良い刺激が得られると好評を得ています。
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地域社会の一員として、地域とともに歩み、
社会課題の解決に貢献できる
価値のある企業をめざしています。

ESG
Topics

2016年度ESGトピックス3
地域社会との共生

障がい者支援

当社の夏祭りでは、知的障がい者施設「西美濃の里」の入所者

の方々に、毎年ジュース販売の出店をお願いしています。販売

価格はあえて90円とすることで、お釣りの受け渡しで買い手

とふれあう機会が増えるようにしています。ジュースの仕入れ

代金等は当社が負担し、売上金は「西美濃の里」に寄付してい

ます。入所者の方には、お祭りのアトラクションも楽しんでい

ただいています。

スポーツ活動支援を通じた地域貢献

当社には軟式野球、陸上など、多くのアスリート社員が活躍しています。中でもアーチェリーにおいては、当社副会長の田中勝英が全日

本実業団アーチェリー協会副会長に就任。アーチェリー部監督の河合啓介が事務局長となり、全国組織でのスポーツ振興に貢献してい

ます。

大垣女子短期大学
デザイン美術学科
講師〔就職支援委員〕

植田　努 様

実践的な知識と技術を学び、業界研究を深める

VOICE

▲当社アスリート社員の活躍

▲当社主催夏祭りでの「西美濃の里」ジュース販売

大学での出張講座の実施

地域の大垣女子短期大学が実施する「就職支援講座」の講師

として、毎年、当社デザイナーを派遣しています。デザインの

プロをめざす学生たちに実際の制作事例等をもとに、お客様

との打ち合わせから、企画、デザイン、校正チェックなど仕事

の流れやポイントを説明し、将来に向けたアドバイスをおこ

なっています。

NPOとの協働

社会課題の解決を目的にした、NPOと企業による優れたパー

トナーシップ事業を表彰する「日本パートナーシップ大賞」(特

定非営利法人パートナーシップ・サポートセンター主催)を

支援しています。告知ツールの制作をはじめ、「サステナブル・

ブランド国際会議2017東京」のスペシャルイベントとして開

催された同賞の最終審査及び表彰式では当社執行役員の田

中信康が審査委員として参画しています。

インターンシップ・職場体験の実施

大学生や中高生を対象にインターンシップを実施しています。大学生には、総合印刷

会社として、営業、企画、印刷、製本と一連の流れを学ぶことができ、詳しく印刷業界

を知ることができると好評を得ています。

地元の中高生には、製本作業などの簡単な職業体験を中心に、働くことの尊さや楽し

さ、厳しさを肌で感じてもらえるようなプログラムを用意しています。

▲日本パートナーシップ大賞授賞式

▲当社デザイナーが学生に講義

▲当社工場における職場体験

本学の就職支援関連の講座では、実際にプロとして活躍する社会人の方々にご登壇いただき、様々な業種における仕
事の現場で求められる知識やスキル、心構えなどを講演していただいています。
デザイン美術学科には、学んだデザインを活かせる業種をめざす学生も多く、総合印刷会社であるサンメッセのデザ
イナーの方から、ポスターや冊子など実際の作品を見せていただきながら、完成するまでのプロセスを丁寧に解説し
ていただけるので、たいへん良い刺激が得られると好評を得ています。
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企業市民として関連法規の順守はもちろん、
社会的規範に基づく企業倫理の下、
公正で責任のある企業活動に努めています。

ESG
Topics

2016年度ESGトピックス4
ガバナンス体制の確立・リスクマネジメント

サプライチェーンマネジメント

サンメッセでは、インキや印刷用紙、印刷機、製本機な

どのサプライヤーと情報交換の機会を積極的に設ける

ため、「サンメッセ共栄会」を開催しています。2016年

11月には第3回となる研修会を実施し、36社56名の

方々に参加いただきました。伊東製造本部長による

CSR調達の紹介により理念の共有を行い、事業を取り

巻く社会課題の認識を深めました。

内部統制に関する教育・啓蒙活動

社内報「PRINTER」では「おしえて～!内

部統制Q&A」と題したコンプライアンス

に関する啓蒙コーナーを連載していま

す。毎回、幅広いテーマから、社内のデザ

イナーによるイラストを用いて分かりや

すく紹介しています。

ストレスチェックの積極活用

社員のメンタルヘルスに関するリスクを未

然に防止するための策として、ストレスチェッ

クの活用を推進しています。検査には当社オ

リジナルのストレスチェック支援サービス「S-

サポート」を使用。国が推奨する設問より手

厚く、多岐に渡ったチェック内容となっており、

潜在的なリスクを発見できる可能性の向上

が期待できます。また診断結果を集団分析

することで、職場環境の改善にも役立ててい

ます。

ガバナンス体制

当社は、取締役会に対する監督機能強化や、意思

決定の迅速化・効率化などをはかるため、監査等

委員会設置会社制度を採用しています。

取締役会には、社外取締役を複数名専任すること

で、取締役会の活性化や適切な意思決定が成さ

れるための仕組みを構築しています。

また監査等委員会につきましては、監査等委員3

名のうち2名を社外取締役とすることで、監査・監

督機能の強化を図っています。

経営倫理士の育成

不正会計やデータ偽装など、企業の不祥事に関する専門知識

を有した「経営倫理士※」の育成に取り組んでいます。今年度

は新たに１名の経営倫理士が誕生しました（合計２名）。不祥事

があった場合の適切な対応について提言するなど、社内のコ

ンプライアンス・ガバナンス体制をより強固にするための役

割を担っています。

▲当社開発「S-サポート」によるストレスチェック

▲社内報記事の一例

ソリューション戦略推進部
コーポレートコミュニケーション戦略推進室
CSRセクションマネージャー

岡部 孝弘

ルールを守ることの大切さを学びました。

VOICE

社会を賑わす大きな企業不祥事でも、元を辿れば「これくらいいいか」という
レベルのルール違反がきっかけだった、というケースが多いそうです。経営
倫理と聞くと、とても難しいことのように思えますが、決められたルールを
ちゃんと守る、という当たり前のことが当たり前にできること。そのための企
業風土づくりが大事、ということを学びました。

※経営倫理士：NPO法人日本経営倫理士協会
　（ACBEE JAPAN）による認定資格地域との協働・連携によるBCP

大垣地域活性化研究会CSR委員会では、地域との協働・連携による、災害に強い地域づくりに取り組んでいます。各企業が取り組む地

震対策について、現地での実戦的な研修会を開催するなど、企業間の情報交流を図っています。また行政や地域と連携し、災害発生時

における物資や避難所の提供など、地域としてのBCP構築にも積極的に取り組んでいます。

19名 3名
（うち社外取締役2名） （うち社外取締役2名）

サンメッセ　ストレス支援サービス「S-サポート」
https://www.sunmesse.co.jp/s-support/

▲サンメッセ共栄会
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企業市民として関連法規の順守はもちろん、
社会的規範に基づく企業倫理の下、
公正で責任のある企業活動に努めています。

ESG
Topics

2016年度ESGトピックス4
ガバナンス体制の確立・リスクマネジメント

サプライチェーンマネジメント

サンメッセでは、インキや印刷用紙、印刷機、製本機な

どのサプライヤーと情報交換の機会を積極的に設ける

ため、「サンメッセ共栄会」を開催しています。2016年

11月には第3回となる研修会を実施し、36社56名の

方々に参加いただきました。伊東製造本部長による

CSR調達の紹介により理念の共有を行い、事業を取り

巻く社会課題の認識を深めました。

内部統制に関する教育・啓蒙活動

社内報「PRINTER」では「おしえて～!内

部統制Q&A」と題したコンプライアンス

に関する啓蒙コーナーを連載していま

す。毎回、幅広いテーマから、社内のデザ

イナーによるイラストを用いて分かりや

すく紹介しています。

ストレスチェックの積極活用

社員のメンタルヘルスに関するリスクを未

然に防止するための策として、ストレスチェッ

クの活用を推進しています。検査には当社オ

リジナルのストレスチェック支援サービス「S-

サポート」を使用。国が推奨する設問より手

厚く、多岐に渡ったチェック内容となっており、

潜在的なリスクを発見できる可能性の向上

が期待できます。また診断結果を集団分析

することで、職場環境の改善にも役立ててい

ます。

ガバナンス体制

当社は、取締役会に対する監督機能強化や、意思

決定の迅速化・効率化などをはかるため、監査等

委員会設置会社制度を採用しています。

取締役会には、社外取締役を複数名専任すること

で、取締役会の活性化や適切な意思決定が成さ

れるための仕組みを構築しています。

また監査等委員会につきましては、監査等委員3

名のうち2名を社外取締役とすることで、監査・監

督機能の強化を図っています。

経営倫理士の育成

不正会計やデータ偽装など、企業の不祥事に関する専門知識

を有した「経営倫理士※」の育成に取り組んでいます。今年度

は新たに１名の経営倫理士が誕生しました（合計２名）。不祥事

があった場合の適切な対応について提言するなど、社内のコ

ンプライアンス・ガバナンス体制をより強固にするための役

割を担っています。

▲当社開発「S-サポート」によるストレスチェック

▲社内報記事の一例

ソリューション戦略推進部
コーポレートコミュニケーション戦略推進室
CSRセクションマネージャー

岡部 孝弘

ルールを守ることの大切さを学びました。

VOICE

社会を賑わす大きな企業不祥事でも、元を辿れば「これくらいいいか」という
レベルのルール違反がきっかけだった、というケースが多いそうです。経営
倫理と聞くと、とても難しいことのように思えますが、決められたルールを
ちゃんと守る、という当たり前のことが当たり前にできること。そのための企
業風土づくりが大事、ということを学びました。

※経営倫理士：NPO法人日本経営倫理士協会
　（ACBEE JAPAN）による認定資格地域との協働・連携によるBCP

大垣地域活性化研究会CSR委員会では、地域との協働・連携による、災害に強い地域づくりに取り組んでいます。各企業が取り組む地

震対策について、現地での実戦的な研修会を開催するなど、企業間の情報交流を図っています。また行政や地域と連携し、災害発生時

における物資や避難所の提供など、地域としてのBCP構築にも積極的に取り組んでいます。

19名 3名
（うち社外取締役2名） （うち社外取締役2名）

サンメッセ　ストレス支援サービス「S-サポート」
https://www.sunmesse.co.jp/s-support/

▲サンメッセ共栄会

Sun Messe REPORT 2017 40


