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　平素は格別のお引き立てを賜わり厚く御礼申し上げます。2020 年版の CSR
報告書をお届けいたします。
　もはや耳にタコでうんざりされていることとは思いますが、やはり今年
は ” コロナ禍 ” に言及せざるを得ません。当社はもとより印刷産業全体が大
きな影響を受けたことは言うまでもありませんが、私たちにとっては単なる
仕事としての関わりを超えて、毎年すべての社員が楽しみに、そして誇りに
思い、毎年開催されることが当たり前だと思っていた全国高等学校野球選手
権神奈川大会が中止になってしまったことは、何より衝撃的な出来事でした。
　コロナへの政府や世間の反応にも納得のいかないことは多々ありますが、
そんな中でも自社の事業を今一度見つめ直すことができ、ピンチの中にもチャ
ンスありを実感できた 1 年でもありました。いつかは改革しなければならな
いと思いながら、ついつい惰性で続けてきてしまった多くのことが、「いま」
やらなければならないこととして目の前に突きつけられ、毎日新しいことだ
らけで新鮮です。
　CSR の目的が「企業の永続的成長」であるとすれば、いま自分たちがやら
なければならない ” 次の一手 ” が少なからず見えているということが、取り
もなおさず昨年まで継続してきた CSR の成果なのではないかと、これまでご
指導いただいたすべてのみなさまに心より感謝申し上げる次第です。
　日頃からの皆さまのご厚情に心より御礼申し上げるとともに、是非本書を
ご一読いただき、忌憚のないご意見、ご質問、叱咤激励など賜わりますよう
お願い申し上げます。

2020 年 11 月
　株式会社協進印刷
　代表取締役社長　江 森 克 治
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2020  TOPICS

オウンドメディアとソーシャルマーケティングの
専門ブランド「cocollabo」スタート！

　今年 5 月、オウンドメディアとソーシャルマーケティングの
専門ブランド「cocollabo（ココラボ）」がスタートしました。
　企業ブログ、ホームページ、社内報、広報誌、ユーザーサイト、
会社案内等、企業や団体自らが発行する情報媒体「オウンドメ
ディア」の企画、デザイン、制作、運営を担うほか、P17 掲載
の感染予防冊子など、社会と企業を結びつける「ソーシャルマー
ケティング」を専門に扱います。
　情報発信が重要視される時代に、読み手に届く情報の選
択、文章、伝わるデザインを心がけてまいります。これからの

「cocollabo」にご期待ください！

http://cocollabo.jp

スタッフブログが「cocollabo magazine」と
してリニューアルオープン！

　2017 年 4 月のスタート以来、こつこつとほぼ毎週の投稿を
続けてきたスタッフブログを、協進印刷のオウンドメディア

「cocollabo magazine」としてリニューアルしました。
　これまでの社員のつぶやきや地域の情報に加え、オウンドメ
ディアの効果的な発信方法や CSR 実践方法などのノウハウ記
事、印刷やデザインの技術に関するマニアックな記事、当社の
新製品に関する記事なども掲載していきます。
　お気に入りへのご登録よろしくお願いします！

http://kyoshin-printing.co.jp/magazine

Kyoshin Communities Collaboration



マネジメント

私たちにとってＣＳＲとは01
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〈この社会〉への責任を果たすこと

　CSR（Corporate Social Responsibility）は日本語では「企業
の社会的責任」と訳されます。「企業の社会に対する責任（を果
たそう）」という意味になりますが、企業はまあ良いとして、社
会的と責任をどう解釈するかが問題になってきます。最も解釈
の分かれ目になるのは〈社会的〉という言葉でしょう。社会を
どう定義するかによって当然責任の範囲が変わってくるからで
す。
　仮に〈社会〉を「アフリカ社会」と定義したとしましょう。
日本で事業を営む私たちにとってのアフリカ社会に対する責任
とは何でしょう？あまりピンときませんね。せいぜい貧困で困っ
ている子どもたちに食料を送ってあげようとか、気候変動によっ
てアフリカに干ばつが起きているようだから、なるべく二酸化
炭素は出さないようにしようとか、そんなところでしょうか。
たぶん多くの人が「企業の社会的責任」を考えるとき、〈社会〉
を「アフリカ社会」のような自分とは遠いところにある社会、
そこにはお客様もいなければ、会社の仲間もいない、そんな〈社
会〉と捉えているのではないでしょうか。
　私たちは私たちが責任を負うべき〈社会〉を、いま私たちが
生活し仕事をしている〈この社会〉と捉えています。そこには
もちろんお客様もいれば、社員も地域の人たちもいる、みんな
が一緒に暮らしている〈この社会〉です。
　企業として〈この社会〉に対する責任を精一杯果たしていこ
うという考え方が、私たちにとっての CSR です。お客様に良い
商品やサービスを提供することはお客様に対する責任です。社
員に働きやすい職場とやりがいのある仕事と安定した給料を提
供することは社員に対する責任です。同じ地域の人たちに危険
や不安を与えず、地域の困りごとを一緒に解決していくことは
地域に対する責任です。同じように、監督官庁に対する責任や

地元自治体に対する責任、仕入先に対する責任など、さまざま
な責任があるでしょう。これらの責任を精一杯果たしていくこ
とは、良い会社になっていくことにつながっていると私たちは
信じています。つまり CSR は私たちにとって、良い会社を作る
ための基本的な考え方ということなのです。

　私たちは、お客様に対する事業だけでなく、働き方改革や地
域への貢献活動も、すべて同じビジョンのもと同じ事業計画に
落とし込んで取り組んでいます。その取り組みの成果や課題を
１年に１回報告させていただくのが、この CSR 報告書です。
　コロナ禍を経験したことで、ビジョンや事業の進め方にも変
更が生じましたので、報告書も従来からフォーマットを変更し、

「ESG」をベースにしたものにしました。次ページに掲載の「ビ
ジョン・ミッション・社会課題との関連性」もそれぞれの関連
性などを整理し、ビジョンをより明確なものに変更しました。
　取り組み報告は、日々定量的に管理しているマネジメントの
報告に加え、昨年の CSR 報告会以後の代表的な取り組みをいく
つか掲載いたしました。

業績トピックス

2020 年 2 月期決算（第 59 期）は、クリエイティブ・プリンティング
関連が振るわず、また周年行事や記念誌などの谷間にあたるなど業績
不振となり、売上高は前期比 81.8 % にとどまりました。下期から経費
削減に取り組み、販売費および一般管理費を前期比 95.4 % まで圧縮し
たことが奏功し、営業利益は黒字計上することができましたが、経常
利益は赤字となり、7 期ぶりの赤字決算となりました。
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・キャリア教育など企業だからこそできる手法での青少年教育への参画
・子どもの教育に関わる機関への協力
・教育機関と企業との連携における中間支援

・女性の労働環境と雇用条件の改善し、キャリアアップを支援
・総合的に従業員満足度の高い企業へ
・多様な働き方ができる雇用制度の充実
・公平、公正でモチベーティブな評価制度の実現

・地域社会を支える市民としての企業へ
・災害時、非常時の地域との助け合い
・多様な「社会的居場所」としての会社

顧客や社会の課題に向き合い、対話を活用した
具体的な解決策を提供するソーシャル・ソリュー
ション・プロバイダーへの進化

キャリア教育の中間支援へのコミット

経済至上主義の進展により生じる課題・社会の分断を緩和し、人々の対話を促すためのメディアと場の創出
・マスメディアに乗らない情報を集め、必要な人に届ける仕組みの整備
・多くの人に理解しやすい情報加工とデザイン

・企業活動における環境負荷の低減
・環境配慮製品の企画、開発
・サプライチェーン全体の環境負荷の低減

多様な生き方・働き方を支援する各種制度と評
価制度を充実し、従業員満足度を向上

地域を愛し、地域に愛される企業へ

・社会的分断を緩和するインクルーシブな市民意識の醸成
・リアルな声（ナラティブ）を拾い上げる手段の確保
・地球環境に負荷をかけない経済活動
・市民社会と企業活動の共通価値の創出
・信頼できる情報源と伝達手段の確保　など

持続可能性と経済成長の間で生じる課題

・組織のガバナンスリスクの低減
・倫理的行動の動機付け
・社会のニーズを適時に把握できる情報収集の仕組み作り
・ニーズの変化に柔軟に対応出来る組織作り　など

少子化による労働人口の減少

・未知のことに挑戦し自ら道を切り拓く人材の育成
・当事者として考え主体的に行動できる人材の育成
・幼少期から職業に興味を持ち選択肢を広げる機会の提供
・固定的役割意識の是正
・企業における女性活躍の推進
・自動化の推進と自前主義の是正
・多様な働き方と評価制度の実現　など

孤立化・孤独化の進展と地域社会の担い手の減少

・地域における企業の役割強化
・「会社」という社会的居場所の見直し　など

・CSRマネジメントシステムの導入、運用支援
・社会の持続可能性と矛盾しない成長戦略支援
・社会課題の解決につながる取り組み支援

顧客の持続可能性に貢献する CSR パートナー
への進化

対応する社会課題と社会のニーズ（枠内）果たすべき役割（ミッション）長期ビジョン 提供価値（協進印刷の事業領域とスペシャリティ） 共通価値

社
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・オウンドメディアの制作とメディア運営
・プロセスデザインと効果的なメディアミックス提案
・社会課題にアプローチするソーシャルマーケティング企画・制作・実施
・言葉にするのが難しい価値の言語化、ビジュアル化
・それぞれの「背景」を言語化、ビジュアル化することによる共通理解の促進
・共感を高める「対話」の場づくり
・背景の異なる様々な関係主体の間に立って意思疎通を図る「日本語間通訳」
・紙媒体の有効性を最大限に活かす印刷物の企画・製造

・あらゆる年齢層でのキャリア教育の実施
・子どもの育ちをサポートする事業への支援
・教育機関と企業の連携における中間支援

事業活動における環境負荷低減のため、
Scope1、Scope2 排出量ゼロの実現と、
Scope3 排出量の極小化

・再生エネルギー100%電力の使用
・環境負荷を低減する印刷物の企画・製造
・サプライチェーンへの環境負荷低減啓発

・CSRマネジメントシステムの導入および運用のコンサルティング、技術的サポート
・CSR監査等ステークホルダーニーズへの対応のコンサルティングおよび技術的サポート
・CSR報告書や社内報の作成、CSR報告会の企画・運営など、ステークホルダーとの対話を促しステーク
ホルダーニーズを析出するための、CSRコミュニケーションのサポート

・ライフステージに応じた柔軟な働き方の実現
・自己の能力を社会に活かし、将来に希望が持てるキャリア形成
・多様性に富んだインクルーシブな職場づくり

・より良い地域づくりのための地域主体との協働

協進印刷ビジョン・ミッション・社会課題との関連性
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地球環境に負担をかけずに
成長を続けるために

環境面

02
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CO2         92%
→

2013年→ 2020年の 7年間で CO2排出量を 92%削減しました。
※各年度 4 月〜 9 月期での Scope2 排出量（電力）の比較
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LED照明導入 新電力に切替

再エネに切替

※2020年は 4月 -9 月の集計値

今年度「Zero Carbon Yokohama」への参画により、青森県横浜町の風力発電所で発電され
た再生エネルギーに 100%切り替えが完了しました。それにより Scope2排出量（電力）を
2013年比で 92%削減することができました。

Scope2（電力）排出量の推移
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環境マネジメント報告

　一般社団法人日本印刷産業連合会の「オフセット印刷サービスグリーン基準」に基づき、2007 年から環境マネジメントシステムを
構築・運用し、温室効果ガスや廃棄物の削減、環境製品の開発・提案などを行なっています。
　2019 年度の CO2 および廃棄物の排出量は下表の通りです。近年中国政府の海外からの廃棄物受入れ拒否により、国内古紙相場が
下落した影響を受け、古紙運搬業者の廃業等が相次ぎ、古紙の処分に従来より多くの時間とコストがかかるようになってきています。
国際情勢の影響など、自社ではコントロール不能な環境の変化にも柔軟に対応しつつ、法令を遵守し、個人情報保護などにも配慮し
た業務品質が確保できるよう努力していきたいと思います。
　なお、前年比が極端に小さいアルミ、金属は回収時期のずれによるものです。前ページに記載の再生エネルギーへの切り替えは
2020 年 5 月だったため、下表には反映されていません。

排出
項目 排出量 前年比

C O 2 19.4t 82%

廃 　 油 0.28t 68%

廃 ア ル カ リ 0.03t 75%

廃 プ ラ 0.07t 70%

一 般 廃 棄 物 765ℓ 100%

2019 年度 CO2 および産業廃棄物排出量・リサイクル量
（2019.3.1 〜 2020.2.29）

リサイクル
項目 排出量 前年比

紙 10.4t 83%

ア ル ミ 0.6t 50%

金 　 属 0.1t    13%

日本印刷産業連合会のグリーンプリンティング認定マーク
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環境取り組み報告

第 27回横浜環境活動賞  大賞受賞

　本年度「第 27 回横浜環境活動賞」の企業の部にて大賞をいた
だきました。本賞は、市民の環境活動を評価し公表することで、
環境保全やリサイクルに対する関心を高めるとともに、環境に
やさしいまちづくりを進めることを目的として 1993 年に創設さ
れました。受賞にあたっては、損紙や資材保護紙の積極的なリ
ユースなどの直接的な活動に加えて、環境啓発セミナーなどの
地域連携、全従業員が環境に対し意識的に行動できるマネジメ
ントシステムが構築されているなどのソフト面も評価していた
だきました。この賞の申請を通じて見えてきた課題もあり、こ
れからも大賞企業として恥ずかしくないよう、一層努力してい
きます。

横浜環境活動賞とは
　横浜環境活動賞とは、地域で様々な環境保全・再生・創造の取組を積
極的に行っている個人・団体、企業、児童・生徒・学生の皆様を、横浜
市が表彰する制度。環境保全・再生・創造に対する市民の関心をより一
層高めるとともに、地域の環境活動を推進し、環境にやさしいまちづく
りを進めることを目的に、平成５年度に創設された。
　〈市民の部〉〈企業の部〉〈児童・生徒・学生の部〉の 3 部構成となっており、
それぞれに大賞、実践賞が、また特別賞として生物多様性特別賞が設け
られている。
　学識経験者等による「横浜環境活動賞審査委員会」が選考。書類によ
る事前審査および審査委員会での審議により実施されている。第 27 回
の大賞受賞者は次の通り。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/kankyo_
kyoiku/katsudosho/

部門 受賞者名 活動概要

市民
の部

NPO 法人
海の森・山の森
事務局

青少年の健全育成、自然環境の保全、芸術振興に寄
与することを目的に、幼児・小学校低学年から高齢
者まで多くの人たちに対し、独自に撮影した映像を
活用し自然環境保護についての普及啓発事業を行
う。小学校への環境出前授業、大岡川や茅ヶ崎沖・
城ヶ島海底の清掃、写真展開催、広報紙発行などを
実施。

企業
の部 株式会社協進印刷

印刷時に排出される損紙を封筒やメモ帳へ、製版プ
レートの保護紙を包装紙へ、と再利用。企業等にリ
ユースやリサイクルを提案し、例えばリユース封筒
は社外報を送る際に活用されている。また、学校や
企業、地域住民向けに環境セミナーや環境保護啓発
を行い、環境教育の実施など、CSR を軸に共創を
進めている。

児童・
生徒・
学生
の部

横浜市立金沢小学校

５月にマリンフェスタとして１年生から６年生ま
で海をテーマにした体験活動（海の公園の清掃活動
など）を行っている。また、４年生はアマモの種か
ら苗を育て、海へ戻す活動を継続的に行っている。
環境保全に取り組む人々の思いを知り、海が豊かに
なるために自分にできることを児童が主体的に考
え、活動している。

中止になった授与式に代わり小林副市長から表彰状が授与されました
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環境取り組み報告

Zero Carbon Yokohamaへの参画

　本年 5 月より横浜市が推進する Zero Carbon Yokohama の一
環である青森県横浜町の風力発電所で発電された電力を使用す
る契約をみんな電力株式会社と締結し、当社で使用するすべて
の電力が再生エネルギーとなりました。
　2013 年の統計開始以来、LED 照明への切り替えなど地道な努
力を続けてきましたが、今回の切り替えにより Scope2（電力）
に関しては CO2 排出量ゼロを実現することができ、大きな前進
となりました。
　今後は社用車での Scope1 排出量と、サプライチェーンでの
Scope3 排出量の削減に向けてさらに努力していきます。

Zero Carbon Yokohama とは
　横浜市では、パリ協定・SDG ｓ採択後の世界の潮流や、国の地球温
暖化対策計画・適応計画の策定、気候変動の影響等を踏まえ、温暖化対
策（緩和策・適応策）・エネルギー施策の更なる強化を図るため、2018
年 10 月に横浜市地球温暖化対策実行計画を改定。パリ協定採択後の世
界の潮流等を踏まえ、2050 年までの温室効果ガス実質排出ゼロ（脱炭
素化）の実現を、温暖化対策の目指す姿（ゴール）とし、「Zero Carbon 
Yokohama」とした。
　この「Zero Carbon Yokohama」の取り組みのひとつとして、2019 年
２月に、全国で最大規模である東北の 12 市町村との「再生可能エネル
ギーに関する連携協定」を締結。協定に基づき、第１弾として同年 9 月
より 12 市町村のひとつである青森県横浜町の電力を市内事業者で使用
する取り組みを開始している。

横浜市『横浜市地球温暖化対策実行計画』パンフレットより
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環境取り組み報告

サプライチェーン排出量の研究を開始

　本年度よりサプライチェーン排出量の研究を始め、10 月から
Scope3 排出量の集計を行なっています。Scope3 とは、国際組
織である GHG プロトコルが提唱するサプライチェーン全体の
温室効果ガス排出量の算定基準です。Scope1 は直接排出（燃料
の燃焼など）、Scope2 は関節排出（電気使用など）、その他が
Scope3 です。
　これまで Scope1,2 についての集計と削減を進めてきました
が、活動が軌道に乗ってきたことと、一定の成果を出すことが
できたと評価し、ステップアップとして製品の輸送や原材料、
廃棄物などの排出量にも目を向けることにしました。優先的に
削減すべき対象を特定し、長期的かつ効果的な温室効果ガス削
減に努めます。

環境省『サプライチェーン排出量算定の考え方』より
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いつも地域に寄り添い
ともに行動する企業であるために

社会面

03
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27,580冊
『感染予防のために、できること』冊子を 27,580名に届けました。

みんなが困っているときだからこそ、「対話」の機会を作り、安心や元気の素にしてもらいたい。
医師やデザイナーらと立ち上げたプロジェクトで、感染予防の啓発冊子を作成。無料ダウンロー
ドを実施したほか、14の企業、団体、医療機関等にご賛同いただき 27,580冊の小冊子を配布
することができました。詳細は P17に掲載しています。
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社会活動マネジメント報告

　私たちは ”CSR は経営そのもの ” の考え方のもと、社会に対して働きかける活動にもマネジメントシステムを適用し、可能な限り
目標と実績を管理し、ステークホルダーに対する効果と自社の経営への効果を測定、取り組みに対する評価を通じて改善するという、
PDCA の管理サイクルを採用しています。
　インターンシップについては 2020 年度は 1 名の受入にとどまっていますが、十分な感染予防策を講じていつでも受け入れできる
態勢を整えています。

［子どものキャリア教育支援］
・職業体験・インターンシップ受入人数の推移

・はまっ子未来カンパニープロジェクト 2019
　横浜市立大口台小学校（学校＆地域紹介パンフレット作り）
　横浜市立緑園西小学校（地域ガイドブック作り）
　横浜市立汐見台小学校（エコバックの制作と販売）

・出前授業・職業講話（2019 年度）
　横浜市立緑が丘中学校
　横浜市立横浜総合高等学校

［ありがとうの日実施状況（2019 〜 2020）］
実施年月 テーマ 対象者 達成度 評点

19.11 ブラックアウトを体験しよう 従業員 100% 4

19.12 大口 AED マップ 地域住民 100% 3

20.01 協進印刷の社員紹介と顧客アンケート 顧客 83% 1

20.04 福祉系シンボルマーク勉強会 従業員
地域住民 98% 4

20.05 地域の子どもたちへ「Stay Homeグッズ」配布 地域住民 140% 4

20.07 ほっともっと理解し合おう親睦会 従業員 78% 3

［寄付・協賛］
・認定 NPO 法人エンパワメントかながわ
　　（母校に CAP を贈ろうプロジェクト寄付）
・認定 NPO 法人国連 WFP 協会
　　（WFP チャリティエッセイコンテスト 2019 協賛）
・横浜市資源リサイクル事業協同組合（環境絵日記 2019 協賛）
・県内のこども食堂（まち保育ぬりえ寄贈）

（人）
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社会活動取り組み報告

『感染予防のために、できること』の発行

　世界が完全に新型ウイルスに飲み込まれた本年 3 月、一人で
できる感染予防のための絵本を発行しました。フェイクも含め
曖昧な情報の氾濫に対し、正しい行動により少しでも平穏な心
を取り戻してもらえればとの思いから、医療従事者、デザイナー
らと SNS グループで打ち合わせを重ね作成しました。
　初版は 1,000 冊を主に地域の子ども向けに無料配布。データ
は無料ダウンロードできるようにしましたが、冊子として配布
したいという依頼が相次ぎ、企業、団体、病院など、10 月末現
在で、27,580 冊（有償含む）を全国に配布することができました。
　「安心しました」や「続けています」などの声をいただき、本
業を通じて社会の役に立てたことを嬉しく思います。

このポスターは、当社のウェブサイトから無料ダウ
ンロードできます

印刷協力：大口七島地区連合町内会・大口七島地区社会福祉協議会

ご賛同いただいた企業や団体を通じて多く
の人に冊子を届けることができました。



18

危険から身を守るアドバイスボード新発売

　2018 年 10 月のありがとうの日をきっかけにはじまっ
た「危険から身を守る啓発ボード」の名称を『mio まも
〜る』と改め、商品化しました。
　高齢者が生活を送る上で、普段から気をつけてほしい、
住宅火災、熱中症、特殊詐欺、感染症という観点から、
第１弾として 4 種類をリリースしました。読みやすさ、
わかりやすさに配慮した MUD（メディア・ユニバーサル・
デザイン）仕様。各専門機関による監修を受け信頼でき
る内容となっています。
　高齢者への啓発ツールとして、また手軽にできる企業
の社会貢献として、多くの皆さまにご活用いただけるよ
う期待しています。

ノロウイ
ルス　

　予防アド
バイス

発行：株式会社 協進印刷　　協力・監修：社会福祉法人 若竹大寿会　介護老人保健施設 リハリゾートわかたけ　　2019 年 11 月

毎月 1
0日は

、

ありが
とうの日

。

殺菌

台所用漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）で消毒

・食器や布巾は、市販の台所

用漂白剤などから作った薄

めの消毒液＊ 1 に 10 分間浸

し、水洗いしたあと、乾燥

させてからしまう。

・消毒した食器類は水ハネな

どで再汚染させないように注意。

　感染性胃腸炎を引き起こすノロウイルスなどは感染力が非常

に強く、わずかに付着しているだけでも感染するおそれがあり

ます。

洗濯物は…

他の洗濯物とは分けて最後に洗う

・嘔吐物や排泄物が

ついたシーツやタ

オルは、汚物を流

水でしっかり洗い

流した後、消毒ま

たは加熱殺菌を。

加熱

85℃以上の熱湯で 90 秒以上加熱 を！

・新鮮なものでも生食は避けたほうが良い。

・二枚貝は中心部 85℃～ 90℃以上で 90 秒以上

加熱を。

ノロウイルスは二枚貝の

中に付着していることが

あります。

・調理器具は熱湯で消

毒し、乾燥してから

しまう。

掃除は…

感染者が出た時は定期的な消毒が必要

・蛇口のハンドルやドアノブ、手すりなどは薄め

の消毒液＊ 1 で拭き、10 分後に水拭きする。

・色落ちが気になる布製品などは、消毒したい場

所が 85℃以上になるように、熱湯やスチーム

アイロンの蒸気などを使って、2 分程度加熱。

　家庭用布団乾燥機を利用しても十分な消

毒効果を得られない場合がありますので、

寝具などの消毒は、専門業者に依頼しましょ

う。

手洗い

正しい手洗いでノロウイルスを洗い流そう

・正しい手洗い方法をマスターし、こまめな手洗

いを習慣づけましょう。※正しい手洗い方法は裏面に。

　石けんそのものにウイルスを

殺菌する力はありませんが、手

の脂や汚れを落とすことでウイ

ルスをはがれやすくし、予防に

役立ちます。手洗いはノロウイ

ルス対策だけでなく、インフル

エンザなど多くの感染症予防の

基本中の基本です。

お風呂では…

感染者は一番後に入浴

・入浴前にお尻をよく洗う。

・入浴後は風呂の水を替え、浴

槽、床、洗面器、椅子なども

濃いめの消毒液＊ 2 で殺菌。

・使ったタオルも熱湯などで消毒し、使いまわさ

ない。

＊ 1 薄めの消毒液　：0.02% の次亜塩素酸ナトリウム溶液

＊ 2 濃いめの消毒液：0.1% の次亜塩素酸ナトリウム溶液

（作り方は裏面に！）

ま
ず
は
予
防
！

感
染
し
て
し
ま
っ
た
ら

な
ど
の

・洗濯機を利用する場合は、他の

洗濯物と分けて、最後に洗う。

特殊詐欺防止アドバイス株式会社 協進印刷
発行：2019 年 12 月

毎月 10日は、
ありがとうの日。

オレオレ詐欺
息子や孫からの「カバンをなくした」

という電話はオレオレ詐欺！

　息子や孫を装い「会社の小切手が入ったカバンを
無くした」「会社の金を使い込んだ」「借金の保証人
になった」などの理由で、お金を要求します。
　また「銀行で色々聞かれたら『リフォーム代』『車

を買う』『葬式に使う』などと
言ってくれ」と指示してきた
り、「俺は行けないから、他の
者がお金を取りに行く」とい
う言葉が出たら、オレオレ詐
欺を疑ってください！

不審なハガキによる詐欺
法務省や裁判所からのハガキに

「訴訟の取り下げ」と書いてあったら詐欺！

　ご家庭に「消費料金に関する訴訟最終告知のお知
らせ」などの不審なハガキが郵送されてきたら…
　このような通告がいきなりハガキで送られてくる
ことはありません。絶対に連絡しない、相手にしな
いようにしましょう。もし不安な場合には、消費者
生活センター、警察等に相談しましょう。

《横浜市消費生活総合センター》
☎︎ 045-845-6666

（平日：9:00 ～ 18:00 土日：9:00 ～ 16:45）

還付金詐欺
還付金を ATM で返還することは

絶対にありません！

　「○○区役所の保険課です。医療費の還付金があり
ますので、通帳とキャッシュカードを持ってお近く
の ATM に行ってください」と誘い出し、言葉巧み
に ATM を操作させ、あなたの口座から犯人の口座
へお金を振り込ませる手口です。官庁をかたるため
年度末の３月に近くなると増加
する傾向にありますので注意し
ましょう。還付金が ATM の操
作で返還されることは絶対にあ
りません！

架空料金請求詐欺
「株を購入しませんか？」の言葉に要注意

　はじめに「○○の株券を購入しませんか？」と勧
誘されますが、その後言葉巧みに誘導され、最終的
には証券取引法に違反していると決めつけられます。
そして犯人として捕まらないための方法として、現
金を要求されます。電話で、

「株の権利」に関する電話が
かかって来たら、相手の話
を聞くことなく電話を切り
ましょう。

キャッシュカード詐欺盗
電話でキャッシュカードの暗証番号を

聞かれたら、それは詐欺です！

　警察官、区役所の職員、銀行
員、デパート従業員など、さま
ざまな人物に扮した犯人がウソ
の電話であなたを信じ込ませる
詐欺です。「あなた名義のカードが不正に使われてい
ます」等と嘘をつき、キャッシュカードをだまし取っ
たり、暗証番号を聞き出す手口が多発しています。　
　たとえ相手が警察官であっても、キャッシュカー
ドの暗証番号を教えたり、カード自体を渡したりし
てはいけません。

融資保証金詐欺
お金を借りるのに保証金が必要

という話は詐欺です！

　融資を持ちかけ「信用度を確認する」と言って「保
証金」「保険料」等様々な名目で支払いを要求し、口
座に金銭を振り込ませた上で「やはり融資はできな
い」と一方的に通告したり、
音信不通になったりして、だ
まし取る手口です。
　一見して、しっかりとした
金融会社を装っています！偽
はがき、偽 FAX、偽メール等
に注意してください！

神奈川警察署・鶴見警察署 監修

水分＋塩分水だけでなく、塩分も
こまめにとりましょう　汗をかいたときに水だけ飲むと、血液中の塩分バ

ランスが崩れ、かえって脱水症状を引き起こすこと

があります。水分と一緒に塩分も補えるスポーツ飲

料や経口補水液などで水分補給するとよいでしょう。

　特に高齢者は脱水を自覚しにくいため、喉が乾い

ていなくても定期的に水分と塩分をとりましょう。

　塩分制限のある方は主治医やお近くの薬剤師に相

談しましょう。

天気予報を見る外出の際は、天気予報を
確認しましょう　　25 〜 28℃　警戒

　　28 〜 31℃　厳重注意
　　31℃ 以上　 危険
　日本気象学会では、日常生活に関する指針を上の

ように定めています。お出かけ前には天気予報で外

の気温を確認しましょう。また、初夏や梅雨の晴れ

間など、暑さに体がまだ慣れていない時期は、それ

ほど気温が高くない日でも注意が必要です。

温度・湿度を知る知らぬ間の温度上昇に要注意　高齢者は体温調節機能（汗をかい

て熱を逃がしたり、血管を収縮させ

熱を逃さないようにすること）が低下しているため、

暑さを自覚しにくく、暑さ対策の行動が遅れがちで

す。
　自分の感覚だけに頼らず、居間や寝室に気温・湿

度計を設置するなどして、自分がいる環境を客観的

に計り、熱中症の危険度を知りましょう。

帽子や日傘を使う男性も日傘を！
服装や小物の工夫で屋外でも涼しく

　屋外では帽子や日傘を使用し、直射日光を避け、

なるべく日陰を歩くように意識したり、こまめな休

憩を挟むようにしましょう。また、服装も風通しが

良くゆったりとしたものを着るな

どの工夫をしましょう。
　環境省でも男女問わず日傘を活

用することを推奨しています。男

性も日傘を活用しましょう

室内を涼しく暑さを我慢せず
扇風機やエアコンで温度調節しましょう

　日差しのない室内であっても、高温多湿・無風の

環境は熱中症の危険が高まります。無理をせず、扇

風機やエアコンを使い調節
しましょう。体が冷えるの
が嫌、夏は暑いものだから
我慢すればいいなどと、過
度にエアコンを避けるのは
やめましょう。

お風呂や寝るときも注意自分では気づきにくい
入浴中や就寝中の脱水にも注意！

　入浴時や就寝中にも体の水分は失われていき、自

分でも気づかないうちに熱中症にかかってしまうこ

とがあります。入浴前後
に十分な水分補給をした
り、寝るときは枕元に飲
み物を置いておくなどす
るとよいでしょう。

熱中症予防アドバイス
株式会社 協進印刷発行：2019 年 7 月

毎月 10日は、ありがとうの日。
コンロ調理中は

その場を離れない

　コンロによる火災は、調理中に鍋を火にかけたま

まその場を離れてしまい発生するケースが大半です。

また、衣服への着火にも注意が必要です。コンロを

原因とする火災は住宅火災の中で常に火災原因の上

位を占めています。調理中はその場を離れないよう

にし、コンロ周りの整理整頓を心がけましょう。コード・コンセント

タコ足配線はしない

　電気による火災は、長期間コ

ンセントにプラグを差し込んだ

まま使用していたり、タコ足配線などで許容電流を

超える使用などを原因として火災が発生しています。

また、家電製品は使用方法の誤りで火災になってし

まう恐れもあります。取り扱いには十分注意してく

ださい。コードは、折れ曲りや圧迫などで破損しな

いように十分注意しましょう。

ストーブストーブ周りに

燃えやすい物を置かない

　ストーブによる火災は、ストーブの周りに置かれ

た可燃物が輻射熱や直接ストーブに触れるなどして

火災に成るケースが多くなっています。特に、発熱

部分が露出しているタイプのストーブを利用する場

合は注意が必要です。最近では、電気ストーブの火

災が多くなっています。ストーブの周りは整理整頓

し、適切な距離をとりましょう。また、石油ストー

ブの使用中の給油は絶対にやめましょう。

ロウソク・線香
ロウソクや線香に火を

つけたままその場を離れない

　ロウソク・線香による火災は、仏壇や神棚などに

供えたロウソクや線香が、転倒などにより、周りの

燃えやすいものへ燃え移るなどを原因として発生し

ています。また、まれな現象として燭台に水分が残っ

た状態で使用すると、火のついた芯が飛ぶ現象が報

告されています。使用に際してよく注意をはらい、

その場を離れる際は必ず火を消すことを習慣づけま

しょう。

たばこ寝たばこは絶対にしない

　たばこによる火災は、吸殻の不始末や火種の落下

など、不注意によるものが大半です。特に、飲酒後

の寝たばこは、死傷を伴う

火災になることが多く大変

危険です。吸い殻はためな

いようにし、寝たばこは絶

対にやめましょう。

放火対策
ゴミは指定された日時、場所に出す

　放火火災は、横浜市内で住宅火災を含むすべてに

おける火災原因で、昭和 60 年から連続でワースト

一位になっています。放火火災を防ぐためには、家

の周りに燃えやすい物をお

かないなどの「放火されな

い・放火させない環境」を

作ることが大切です。

住宅防火アドバイス
株式会社 協進印刷

発行：2018 年 9 月

毎月 10日は、

ありがとうの日。

横浜消防局「住宅アドバイス〜安心・安全なわが家の実現に向けて〜」/防火・防災アドバイスブックより

まも～る

高齢者をさまざまな危険から守ろう！

危険から身を守るアドバイスボード

協進印刷では、社会のさまざまな課題に対
して、皆さまの快適な暮らしに役立つア
イデアをご提案しています。
この「危険から身を守るアドバイス
ボードmio まも～る」は、高齢者
が被害に遭いやすい病気、災害事件
に注目し、それらの予防策を専門家のアド
バイスを元に検討し、高齢者にも読みやすい書体、
わかりやすいデザインでまとめたものです。
皆さまの安全な暮らしを守るため、mio まも～るを
ぜひご活用ください。

●4つの課題に対応
　・熱中症予防（夏）
　・住宅防火（冬）
　・特殊詐欺防止（年末年始）
　・ノロウィルスなどの予防（冬または梅雨）

●こんな使い方がおすすめ
　・自治会町内会で高齢者世帯に配布
　・高齢者施設で利用者に配布
　・イベント時のノベルティとして
　・企業の社会貢献として、お客様に、近隣の方に…

まも～る は…

コンロ
調理中は

その場を離れない

　コンロによる火災は、調理中に鍋を火にかけたま
まその場を離れてしまい発生するケースが大半です。
また、衣服への着火にも注意が必要です。コンロを
原因とする火災は住宅火災の中で常に火災原因の上
位を占めています。調理中はその場を離れないよう
にし、コンロ周りの整理整頓を心がけましょう。

コード・コンセント
タコ足配線はしない

　電気による火災は、長期間コ
ンセントにプラグを差し込んだ
まま使用していたり、タコ足配線などで許容電流を
超える使用などを原因として火災が発生しています。
また、家電製品は使用方法の誤りで火災になってし
まう恐れもあります。取り扱いには十分注意してく
ださい。コードは、折れ曲りや圧迫などで破損しな
いように十分注意しましょう。

ストーブ
ストーブ周りに

燃えやすい物を置かない

　ストーブによる火災は、ストーブの周りに置かれ
た可燃物が輻射熱や直接ストーブに触れるなどして
火災に成るケースが多くなっています。特に、発熱
部分が露出しているタイプのストーブを利用する場
合は注意が必要です。最近では、電気ストーブの火
災が多くなっています。ストーブの周りは整理整頓
し、適切な距離をとりましょう。また、石油ストー
ブの使用中の給油は絶対にやめましょう。

ロウソク・線香
ロウソクや線香に火を

つけたままその場を離れない

　ロウソク・線香による火災は、仏壇や神棚などに
供えたロウソクや線香が、転倒などにより、周りの
燃えやすいものへ燃え移るなどを原因として発生し
ています。また、まれな現象として燭台に水分が残っ
た状態で使用すると、火のついた芯が飛ぶ現象が報
告されています。使用に際してよく注意をはらい、
その場を離れる際は必ず火を消すことを習慣づけま
しょう。

たばこ
寝たばこは絶対にしない

　たばこによる火災は、吸殻の不始末や火種の落下
など、不注意によるものが大半です。特に、飲酒後
の寝たばこは、死傷を伴う
火災になることが多く大変
危険です。吸い殻はためな
いようにし、寝たばこは絶
対にやめましょう。

放火対策
ゴミは指定された日時、場所に出す

　放火火災は、横浜市内で住宅火災を含むすべてに
おける火災原因で、昭和 60 年から連続でワースト
一位になっています。放火火災を防ぐためには、家
の周りに燃えやすい物をお
かないなどの「放火されな
い・放火させない環境」を
作ることが大切です。

住宅防火アドバイス 株式会社 協進印刷
発行：2018 年 9 月

毎月 10日は、
ありがとうの日。

横浜消防局「住宅アドバイス〜安心・安全なわが家の実現に向けて〜」/防火・防災アドバイスブックより

名入れで
きます！

●名入れ価格表（各 1種類につき税抜き価格）
　100枚 35,000円 200枚 50,000円
　300枚 60,000円 500枚 72,000円
1,000枚 100,000円

「mioまも～る」シリーズの著作権は株式会社協進印刷に帰属します。
無断での複製・転載はご遠慮ください。

株式会社協進印刷
http://www.kyoshin-print.co.jp

［お問い合わせ］
cocollabo（ココラボ）営業部　045-431-6611　担当：本橋・竹見

施設名、

町内会名、

企業名…を入れれば、

オリジナルグッズに！

安心で安全な暮らしにお役立てください！

まも～る

社会活動取り組み報告

2018 年 10月にありがとうの日として実施した地元高齢者への防火ボード寄贈
この活動が「mio まも〜る」の商品化につながりました。
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横浜市  泉区  緑園都市5-29-20
TEL 045-811-5123
営業時間   9時30分～19時30分
定休日   月曜日

取材の日も、平日にもかかわらず、お客さんでにぎわっているので驚きました。 
ちなみにラ・ベルデュールは、チョコレート専門店と、パン屋を緑園に持っています。

ラ・ベルデュール

ラ・ベルデュールは、他の区の人
達もよく来る緑園の人気店だ。そ
の人気ぶりはおそろしく、平日で
も、お客さんのいない時間はほと
んどない。特に混んでいる時期は 
クリスマスとお土産の買い物が増え
る正月。朝早めに行っておかなけ
れば、かなり並ぶ。⬆春夏秋冬全季節人気のショートケーキと秋の人気商品モンブラン

行きたい！食べたい！ 
緑園のおすすめのお店

8

他区からも人が集まる
ケーキ専門のお店

⬆シュークリームやプリンなどケーキ以外も美味しい。 

誕生日のケーキも品揃え豊富➡

SH
O

P

社会活動取り組み報告

子どものキャリア教育支援

　少子高齢化の進展により若者の人材不足が叫ばれる今日、企
業の教育参画はますます重要性を増しています。私たちは将来
共に働く仲間を、学校や家庭任せにせず、企業も一緒に育てる
ことが、文字通り企業の社会的責任であると考えています。
　横浜市教育委員会の「はまっ子未来カンパニープロジェク
ト」、市内中学生の職業体験学習、中学校・高校等での職業講
話、県内外大学生および台湾からのインターンシップ、大口台
小学校 3 年生での子どもへの暴力防止プログラム「CAP（Child 
Assault Prevention）」などを実施し、子どもたちの健やかな育
ちを応援しています。

はまっ子未来カンパニープロジェクトとは
　横浜市では、横浜で学ぶ子どもたちが未来を生きていく力をはぐくむ
ために、学校と社会が一丸となった横浜らしいキャリア教育「自分づく
り教育」を推進している。
　学校と企業等の外部機関が連携し、企業や地域の課題を児童生徒が主
体的に考え、解決する取り組みを通して、「自分づくり教育（キャリア教
育）」を推進し、児童生徒の望ましい勤労観・職業観や、地域貢献意識を
育むことを目的として、平成 28 年度より文科省補助事業として「はまっ
子未来カンパニープロジェクト」を実施。令和 2 年度は横浜市独自の事
業として継続実施している。
　第 4 回目となった令和元年度は、39 校、82 の連携団体・企業が参加、
大人と子どもが一緒になってさまざまな事業に取り組んだ。
　

あなたは緑園のことを知っています
か？

　あなたの知らなかった緑園がここ
にある！

編集・発行　2019年度　緑園西
小学校４年２組　　　印刷・製本　

株式会社協進印刷

当社とはらぺこパブリッシングが協力した緑園西小の地域情報誌『緑園 FIVE』



快適職場調査（ソフト面）

2020/6/5

20

目標に向かって
実現可能性を高めるために

ガバナンス面

04
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87.5%
今の職場やこの仕事に関わる一員であることを誇りに思っている。

※ 2020 年 6 月実施の ES 調査より

毎年実施している中災防「快適職場調査（ソフト面）」を利用した従業員満足度（ES）調査で、
87.5%が「今の職場やこの仕事に関わる一員であることを誇りに思っている」と回答しました。
仕事や教育面での満足が高い一方で、待遇面や休暇、健康等については課題の残る結果となり、
今後の改善が必要と考えています。
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ガバナンスマネジメント報告

［コンプライアンス］2019 年度
　法令違反、行政指導等：0 件

［お客様からのご意見・苦情等］2019 年度（前年比）
　仕様・品質に関すること　　　：13 件（77%）
　印刷物の内容に関すること　　：3 件（25%）
　金額に関すること　　　　　　：1 件（17%）
　情報セキュリティに関すること：3 件（75%）

［情報セキュリティ不適合事案］2019 年度（前年比）
　不適合　　　　　：2 件（＋ 1 件）
　重大ヒヤリハット：0 件（－ 2 件）
　ヒヤリハット　　：1 件（－ 3 件）

［ワークライフバランス］2019 年度

正社員 フレキシブル社員
目標 実績 昨年比 目標 実績 昨年比

時間外勤務
（月平均） 10h 11.2h － 2.6h 0h 1.3h － 0.1h

有給休暇取得 75.0% 80.4% 124.9% 100.0% 87.5% 97.7%

［社員教育］2019 年度
　セミナー受講：323 時間（目標 300 時間）
　情報セキュリティ教育：全従業員の理解度調査を実施
　読書：82 冊（目標 89 冊）

［従業員満足度調査］2019 年度
　5 点満点で半分以上の項目が平均 4 点以上と高水準ですが、
待遇面に関する項目では 3.7 点となっており改善が必要と考え
ています。
　また、近年有給休暇を取りやすくする取り組みをしており、
取得率は上がってきていますが、それ以上の長期休暇の制度が
ないため、休暇制度の見直しも課題です。
　他には社内に心や身体の健康相談に乗ってくれる専門スタッ
フがいないことも課題としてあがっています。年に 2 回の産業
医面談を実施してはいますが、日常的な相談には対応できない
ので、近隣の医療機関と連携するなどの対策を検討したいと思
います。
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ガバナンス取り組み報告

” 全員が監査員 ”の内部監査

兼業規定の策定

　環境、情報セキュリティ、CSR と広範囲に及ぶマネジメント
システムの内部監査実務にはかなりの力量が求められることか
ら、どうしても内部監査ができる人材が限られてしまい、全体
のレベルアップにつながらないという課題がありました。そこ
で今年度は、監査項目を細分化することで監査にかかる個人の
負担を軽減するかわりに、全員が何らかの監査に携わるという
方法を採用しました。監査にあたっては自ら監査を担当する取
り組みについて事前に勉強するため、業務では担当外のことに
も精通することができ、これを何年か継続することで、徐々に
マネジメントシステムの全体像が把握できるようになり、レベ
ルアップにつながっていくと期待されます。

　平成 29 年の「働き方改革実行計画」に副業・兼業が盛り込
まれたことによって広がりつつある「副業」。「複業」や「福業」
などいろいろな表現があるようですが、当社では、こちらが「副」
になるケースも想定して、2020 年 10 月 1 日「兼業取扱規程」
を制定しました。多様な働き方を認めることで、広く人材を確
保すると当時に、当人のオーバーワークを防ぐために、合計で
週 40 時間を原則とする規定としています。まだ施行して間もな
いこともあり今のところ該当者はいませんが、柔軟な働き方を
サポートしつつ、従業員の健康管理にも配慮し、長く健康で豊
かな人生を送れる企業になっていきたいと思います。
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各種認定

E3PA　環境保護印刷 （クリオネマーク）　認定
2006 年２月　認定
http://www.e3pa.com/

グリーンプリンティング工場 認定
2007 年６月　認定　　2019 年６月　更新　
http://www.jfpi.or.jp/greenprinting/index.html

PISM　印刷業情報セキュリティマネジメントシステム 認定
2013 年３月　認定　　2017 年３月　更新
http://www.kanagawapia.or.jp/ pism.html

横浜型地域貢献企業 認定
2009 年３月　認定　　2019 年３月　更新・プレミアム企業表彰・10 年表彰
http:\\www.idec.or.jp/keiei/csr/

全印工連 CSR ツースター 認定
2015 年６月　認定　　2019 年６月　更新
http://www.aj-pia.or.jp/csr/main.html

よこはまグッドバランス賞
2015 〜 2018 年度　認定　　2017 年度　ブロンズ認定
http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/danjo/hyoshou/
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