
特集 2
Special issue

「ハリヨが泳ぎ、ホタルが舞う水都」を
次世代に受け継ぐために。

※1 トゲウオ科の小魚で、滋賀県北東部と岐阜県西南濃地方にのみ分布している希少魚。
湧水や自噴水の枯渇、汚水等の流入などによる水質の悪化により
急速に生息地を減らしており、環境省により絶滅危惧IA類に選定されている
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▲LCA日本フォーラム表彰 奨励賞受賞

▲第21回環境コミュニケーション大賞 優良賞受賞

サンメッセは、
革新・法令順守・環境の
3つを経営の柱とし、

常にお客様を第一に考え、
人・物・情報を集積・発信し、
印刷を核に、持続的に発展し、

社会に貢献します。

サンメッセ経営理念

　「飛山濃水」という言葉があるように、美しい自然に恵まれた岐阜県。
なかでも当社創業の地である大垣市は、古くから水のきれいな地とし
て名を馳せ「全国水の郷100選」にも選ばれている、まさに「水の都」で
す。この地にはハリヨ※1という、きれいな水でしか生息できない希少な
魚が生息しており、市を挙げてその保全活動に取り組んでいます。
　当社はこのような環境意識の高い地域において事業活動を展開する
企業として、環境に対し積極的に取り組むことは当然の責任と心得てお
り、環境基本方針にもハリヨの名を含めています。
　パリ協定を境に、気候変動リスクが顕著となり、グローバルで環境問
題に取り組まなければいけない今、当社は「水の都」を基盤に事業を展
開する企業として、環境に貢献できることはなにか？を常に問いながら
事業活動を続けてまいります。

サンメッセが環境活動に取り組む理由

　当社は経営の柱の一つとして「環境」を位置づけ、

従来から環境を強く意識してまいりました。2000年

に環境方針を制定、その翌年にはISO14001を取得

するなど環境マネジメント体制の策定に早くより取り

組み、本社工場が「環境優良工場」として経済産業大

臣賞、営業部門においても名古屋支店が名古屋市認

定の「エコ事業所」として特別賞をいただくなど、まさ

に全社をあげて環境保全に取り組んできました。

　また印刷における環境負荷の見える化を推進し、

2013年度からはSCOPE３※2算定を自主的に行うな

ど、LCA（ライフサイクルアセスメント）をベースとし

たカーボンマネジメントの取り組みを進めてきまし

た。2015年度からはCDP※3への自主回答を継続して

実施しています。さらに廃棄物に関しても、2014年度

にはゼロ・エミッションを達成しており、印刷に使用す

る刷版のリサイクルなど、活動の幅をさらに拡げる活

動を行っています。

　なぜ地方の一印刷会社に過ぎない当社が、ここま

で環境問題に対して積極的に取り組むのか。それは、

冒頭に述べた通り、当社が環境マインドの高い地域を

ルーツとする企業であるから、ということだけではな

く、そもそも印刷業が、エネルギーや紙、水という大切

な資源を大量に使用している、という責任を強く認識

しているからです。環境保全に取り組むことで社会に

対する価値を創出すべく、さまざまな活動を展開して

きました。

　その成果の一つとして、2018年2月には当社の統

合レポート「サンメッセレポート2017」が、環境省およ

び一般財団法人 地球・人間環境フォーラムが主催す

る「第21回環境コミュニケーション大賞」の環境報告

書部門において、209点の応募作品の中から「優良

賞」を受賞させていただくことができました。

2000年 2001年 2002年
▲中部カーボンオフセット大賞 貢献賞受賞

サプライチェーンにおける事業活動に関する間接的な温室効果ガ
ス排出
非営利団体CDPが、FTSEインデックスに該当する中から選定した
企業に対して、環境戦略や温室効果ガスの排出量の開示を求めて
いるプロジェクト

※２

※３　

地域清掃活動
「オールサンメッセ
クリーン大作戦」開始
（～現在も継続）

　
本社工場が

環境優良工場として
経済産業大臣賞を受賞

「チーム・
マイナス６％」に

参加

名古屋支店が名古屋市
「エコ事業所」に認定。
2008年に特別賞受賞

　
FSC森林認証紙に

おけるCoC認証を取得

出荷形態の
変更による
環境影響

評価を実施

初のカーボン・
オフセット、

グリーン電力の
活用

東海地区で初の
CFPマーク使用

許諾認可

カーボン・
オフセット大賞

奨励賞受賞

どんぐりマーク
事業への参加

　
当社初の
SCOPE3

開示

中部カーボン
オフセット大賞

貢献賞受賞
　

LCA日本フォーラム
表彰 奨励賞受賞

PLATE to PLATEの
取り組みを開始

　
ゼロ・エミッション

達成
　

CDP自主回答の
開始

ISO14001：
2015 移行

　
環境省SBT設定
支援事業参加

第21回
環境コミュニケーション大賞

優良賞受賞

環境方針制定 ISO14001認証
取得

初の環境
マネジメント活動

報告書発行

かかわりの深いSDGs
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事業活動全体における
GHG排出量削減

サプライチェーンとの
連携によるGHG排出量削減

再生可能エネルギー
の積極活用

より精緻な環境負荷
の見える化の推進

　気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）※4による、企

業の気候変動リスクへの対応に関する開示要求をはじめ、近年

のESG投資の拡大により、企業に対する環境情報開示のニー

ズは以前より格段に高まっており、当社がこれまで取り組んで

きた、環境負荷の見える化に関するノウハウが貢献できるシー

ンが増えるものと認識しています。

　当社では、2017年度より環境省「平成29年度サプライ

チェーンにおける温室効果ガス排出量等算定方法調査委託業

務」に採択され、SBT※5の取り組みを開始しました。今後はその

活動を基に、当社における環境活動を長期的かつ科学的に進

めていくことになります。これらの取り組みで培ったノウハウを、

さらにお客さまへ提供する環境ソリューションにフィードバック

させることで、より効果的な環境活動を実現し、パリ協定のめざ

す２℃目標達成へ貢献できるよう、これからも活動を進めてま

いります。

特集 2
Special issue

（基準年）
2013年度 2017年度 2030年度

0

10%

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

SBTを活用したGHG 削減活動

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・GHG排出削減の義務化
・カーボンプライシング
 採用によるコスト増
・大規模な自然災害発生
・水質・地質汚濁
・生物多様性の破壊

お客さま

サンメッセ

サンメッセが提供する
環境ソリューション（一例）

これからの環境施策（めざす姿）

サンメッセがめざす環境ビジョン

削減率

　パリ協定が採択されたことで、環境対応は世界中の組織・企

業にとって必須の取り組みとなりました。当社では自社の環境

活動を進めることはもちろん、お客さまの環境負荷低減に貢献

できるよう、環境に配慮された印刷手法に幅広く対応していま

す。例えば、環境負荷の少ない印刷用紙をはじめ、揮発性有機

化合物（VOC）を含まないノンVOCインキ、工場からの排水に

おける環境負荷低減に貢献する水なし印刷など、印刷工程全般

にわたってさまざまな環境オプションのご提供が可能です。

　また、環境負荷の見える化によって、温室効果ガス（GHG）排

出量を算出するだけではなく、それを埋め合わせて相殺（オフ

セット）する「カーボンオフセット」を推奨することで、お客さまの

SCOPE3削減にも貢献しています。また環境省などが推奨する

「カーボンフットプリント（CFP）」の取り組みも2011年から進め

るほか、デジタル印刷機の活用により、特に小ロットの印刷物に

対して環境負荷の少ないワークフローを実現するなど、新しい

取り組みにも積極的にチャレンジしています。

お客さまの環境負荷低減に寄与する環境ソリューション

※4　金融安定理事会が設置した、気候関連財務情報開示タスクフォース
※5　Science Based Targets の略。温室効果ガスの増加による問題を解決する

ため、CDP、国連グローバル・コンパクト、世界資源研究所（WRI）、 世界自然保
護基金（WWF）が設立した共同イニシアティブ

9.5％

印刷における
環境負荷低減当社を取り巻く環境リスク

資源使用量の
抑制

再生可能エネルギー
利用の推進

クライアントのSCOPE３
排出量削減への貢献

サンメッセが
提供する環境
ソリューション

水なし印刷
通常の印刷工程で使用する

「湿し水」を使わない印刷手
法。水資源の節約のほか、有
害な廃液を排出しない

グリーン電力
太陽光や風力、自然を利
用した「再生可能エネル
ギー」で作った電気

カーボン・オフセット
直接削減できないCO2に
対して、削減されたCO2

で相殺すること

カーボン・フットプリント
製品のライフサイクルを通して排
出される温室効果ガスの排出量
をCO2に換算・表示する仕組み

オンデマンドデジタル印刷
必要な枚数のみ印刷が可
能で予備紙を必要としな
いほか、刷版が不要

UVニス加工
通常の表面加工の手法で
あるフィルム貼り（PP貼
り）に比べて、環境負荷の
少ないUVニスを使用

※現在当社では、2017年度より環境省「平成29年度サプラ
イチェーンにおける温室効果ガス排出量等算定方法調査
委託業務」に採択され、SBT認定取得に向けた取り組みを
進めています。

ノリクル
針金の代わりにのりで製本
する手法。資源の削減のほ
か、安全性向上にも貢献

FSC認証紙
適切な管理がなされた森
林から伐採された紙であ
ることが証明された印刷
用紙

各種環境対応用紙
再生紙をはじめ、間伐材
や木材以外の材料を使用
した印刷用紙

ベジタブルインキ
石油系溶剤を使用せず、
大気中にVOCを発生さ
せない印刷インキ

SCOPE1+2 
12.5％

SCOPE3
86.4％

2017年：総排出量

75,108.2 t-CO2
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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

SBTを活用したGHG 削減活動

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・GHG排出削減の義務化
・カーボンプライシング
 採用によるコスト増
・大規模な自然災害発生
・水質・地質汚濁
・生物多様性の破壊

お客さま

サンメッセ

サンメッセが提供する
環境ソリューション（一例）

これからの環境施策（めざす姿）

サンメッセがめざす環境ビジョン

削減率

　パリ協定が採択されたことで、環境対応は世界中の組織・企

業にとって必須の取り組みとなりました。当社では自社の環境

活動を進めることはもちろん、お客さまの環境負荷低減に貢献

できるよう、環境に配慮された印刷手法に幅広く対応していま

す。例えば、環境負荷の少ない印刷用紙をはじめ、揮発性有機

化合物（VOC）を含まないノンVOCインキ、工場からの排水に

おける環境負荷低減に貢献する水なし印刷など、印刷工程全般

にわたってさまざまな環境オプションのご提供が可能です。

　また、環境負荷の見える化によって、温室効果ガス（GHG）排

出量を算出するだけではなく、それを埋め合わせて相殺（オフ

セット）する「カーボンオフセット」を推奨することで、お客さまの

SCOPE3削減にも貢献しています。また環境省などが推奨する

「カーボンフットプリント（CFP）」の取り組みも2011年から進め

るほか、デジタル印刷機の活用により、特に小ロットの印刷物に

対して環境負荷の少ないワークフローを実現するなど、新しい

取り組みにも積極的にチャレンジしています。

お客さまの環境負荷低減に寄与する環境ソリューション

※4　金融安定理事会が設置した、気候関連財務情報開示タスクフォース
※5　Science Based Targets の略。温室効果ガスの増加による問題を解決する

ため、CDP、国連グローバル・コンパクト、世界資源研究所（WRI）、 世界自然保
護基金（WWF）が設立した共同イニシアティブ

9.5％

印刷における
環境負荷低減当社を取り巻く環境リスク

資源使用量の
抑制

再生可能エネルギー
利用の推進

クライアントのSCOPE３
排出量削減への貢献

サンメッセが
提供する環境
ソリューション

水なし印刷
通常の印刷工程で使用する

「湿し水」を使わない印刷手
法。水資源の節約のほか、有
害な廃液を排出しない

グリーン電力
太陽光や風力、自然を利
用した「再生可能エネル
ギー」で作った電気

カーボン・オフセット
直接削減できないCO2に
対して、削減されたCO2

で相殺すること

カーボン・フットプリント
製品のライフサイクルを通して排
出される温室効果ガスの排出量
をCO2に換算・表示する仕組み

オンデマンドデジタル印刷
必要な枚数のみ印刷が可
能で予備紙を必要としな
いほか、刷版が不要

UVニス加工
通常の表面加工の手法で
あるフィルム貼り（PP貼
り）に比べて、環境負荷の
少ないUVニスを使用

※現在当社では、2017年度より環境省「平成29年度サプラ
イチェーンにおける温室効果ガス排出量等算定方法調査
委託業務」に採択され、SBT認定取得に向けた取り組みを
進めています。

ノリクル
針金の代わりにのりで製本
する手法。資源の削減のほ
か、安全性向上にも貢献

FSC認証紙
適切な管理がなされた森
林から伐採された紙であ
ることが証明された印刷
用紙

各種環境対応用紙
再生紙をはじめ、間伐材
や木材以外の材料を使用
した印刷用紙

ベジタブルインキ
石油系溶剤を使用せず、
大気中にVOCを発生さ
せない印刷インキ

SCOPE1+2 
12.5％

SCOPE3
86.4％

2017年：総排出量

75,108.2 t-CO2
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