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マネジメント

私たちにとってＣＳＲとは01
　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。中でも解釈の分かれ目になるのは〈社会的〉という言葉です。
　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。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。
　今年度から年間のマネジメントスケジュールを若干変更し、CSR 報告会「ありがトゥナイト」も例年の 11 月か
ら９月に少し前倒しして実施することにいたしました。当社の第 60 期にあたる 2020 年 3 月〜 2021 年 2 月まで
の取り組みについてはパネル 02 〜 04 に、最近の取り組みトピックを 05 〜 07 に掲載しました。どうぞごゆっく
りご覧ください。

SDGsについての考え方

　近年 SDGs（持続可能な開発目標）が注目されています。国連が掲げる世界共通の目標に協力することは、企業
の社会的責任＝ CSR の一環であることは間違いありません。前述のように私たちが大切にするのは、私たちが生
きる〈この社会〉です。そこに SDGs がどのように関係してくるのか、まずはじっくり精査したいと考え、今年
度１年かけて、本業を含めた当社の CSR の取り組みと SDGs の対照表を作成しています。
　国連が言ったからやるのではなく、〈この社会〉を良くすることにまずは取り組んで、そこに SDGs の視点を加
えてさらに持続可能性を高めていくことが、企業にとっての SDGs の本質なのではないかと考えています。
　来年の CSR 報告書には、私たちの取り組みと SDGs の関係についてもあわせて報告できるものと思います。

〈この社会〉への責任を果たすこと
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環境面

地球環境に負担をかけずに
成長を続けるために02

CO2         93%
→

2013年→ 2020年の 7年間でCO2排出量を 93%削減しました。
※各年度（3月〜翌２月）での Scope2 排出量（電力）の比較

2020年度に「Zero Carbon Yokohama」に参画し、青森県横浜町の風力発電所
で発電された電気を中心とする再生エネルギーに 100%切り替えました。それ
により Scope2排出量（電力）を 2013年比で 93%削減することができました。

Scope2（電力）排出量の推移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。
　2020 年度の CO2 および廃棄物の排出量は
右表の通りです。CO2 については電力を再生
可能エネルギー 100% としたことで、大幅に
削減することができました。今後は Scope1
排出量（社用車）削減に向けての具体的な計
画立案と、昨年度より調査をはじめた Scope3
排出量（サプライチェーン）削減に向けた方
針の策定に取り組んでいきます。
　中国の廃棄物受入れ拒否や印刷用紙の市場
規模縮小による、古紙処分はますます困難に
なり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が、環境の変化に柔軟
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
引き続き努力していきたいと思います。

排出
項目 排出量 前年比

C O 2 1.7t 17%

廃 　 油 0.27t 96%

廃アルカリ 0.01t 33%

廃 プ ラ 0.07t 70%

一般廃棄物 675ℓ 88%

2020年度 CO2および産業廃棄物排出量・リサイクル量（2020.3.1～ 2021.2.28）

リサイクル
項目 排出量 前年比

紙 6.2t 59%

ア ル ミ 0.6t 100%

金 　 属 0.1t    100%
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社会面

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03

1名
コロナ禍でも学びの機会を確保しました。

例年夏休みを中心に高校生・大学生のインターンシップ、その他の時期には中
学生が職業体験にと、いつも賑やかな社内ですが、2020年度は各校で中止が相
次ぎ、インターンシップの依頼があったのは市内高校１校１名のみでした。若
者の貴重な学びの機会を確保すべく、感染対策を万全に、いつもにも増して熱
く厳しく指導しました。

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。
　コロナ禍の影響でできることは限られましたが、地域の声に耳を傾け、この時代の期待に応えるべく様々な企画を立て
実施しました。

［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

［ありがとうの日実施状況］
実施年月 テーマ 対象者 達成度

20.04 福祉系シンボルマーク勉強会 従業員
地域住民 98％

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

20.07 ほっともっと理解し合おう親睦会 従業員 78％

20.10 「わかりやいデザインのつくりかた」
動画公開

デザイン・美術
関連専攻の学生 47％

20.12 １年間頑張りました！
クリスマスプレゼント交換会 従業員 100％

21.02 冬のストレッチであったまろう！
ぽかぽかカード 従業員 60％

［寄付・協賛］
・神奈川県政策局政策部 NPO 協働推進課 
　『寄付のことがわかる本』企画・編集・デザイン〈協力〉

・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〉

・県内こども食堂・地域食堂など
　まち保育塗り絵〈寄贈〉

・NPO 法人街カフェ大倉山ミエル
　『ここみて港北』〈協賛〉

・表現のチカラ
　特殊詐欺防止 DVD 制作　〈協賛・寄贈〉

・神奈川こども食堂・地域食堂ネットワーク
　寄付月間 2020 プロジェクト　〈寄付〉

・NPO 法人びーのびーの
　創立 20 周年記念事業〈寄付〉

・玉川大学
　「OUR HOPE — 町田の空を羽ばたく—」〈協力〉

・はまっ子未来カンパニープロジェクト 2020
　横浜市立六つ川小学校（えほんづくり）
　横浜市立大口台小学校（ポスター制作）
　横浜市立緑園西小学校（鬼ごっこ説明書＆SDGs ボードゲーム）

・講義・職業講話・交流イベント等
　横浜市立横浜総合高等学校　キャリアデザイン授業（7 月）
　横浜国立大学　企業と学生の交流イベント（12 月オンライン）
　横浜市立大学　CSR 実践論講義（12 月）
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ガバナンス面

目標に向かって
実現可能性を高めるために04

理解度　 20
情報セキュリティ理解度テストの平均点が 20点アップしました。

毎年実施している情報セキュリティ理解度調査の平均点が、昨年の 65点から
85点へと大幅にアップしました。この理解度調査では、企業が取り組むべき情
報セキュリティ対策を確認するとともに、自社マニュアルの該当箇所が理解で
きているかを調査しています。社内勉強会の開催等により、マニュアル遵守を
推進することができました。

※ 2020 年 2月実施の情報セキュリティ理解度調査より

ガバナンスマネジメント報告

［コンプライアンス］
　法令違反、行政指導等：0 件

［お客様からのご意見・苦情等］
　仕様・品質に関すること　　　：1 件（8%）
　印刷物の内容に関すること　　：4 件（133%）
　金額に関すること　　　　　　：0 件（---）
　情報セキュリティに関すること：1 件（33%）
　　※社外からのクレームのみを対象としたため、CSR 報告書の表記と異なっています。

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

［社員教育］
　セミナー受講：190 時間
　情報セキュリティ教育：理解度調査平均 85 点（130.7%）
　読書：79 冊（目標 141 冊）　

［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 18.3h ＋ 7.1h 0h 0.7h － 0.6h

有給休暇取得 75.0% 38.0% 47.2% 100.0% 47.0% 53.7%

※ 2020 年度は新型コロナ対応による休業が多かったため、有給休暇の目標値を大幅に下回
りました。時間外の増加も不規則なシフト勤務によって生じたものと考えています。

［従業員満足度調査］
　中災防（中央労働災害防止協会）の「職場快適度調査（ソフト面）」
を利用して従業員満足度調査を実施しています。
　2020 年度は、総平均が昨年の 4.0 から 3.6 へと低下しました。主な要
因として、新入社員が入社したこと、新型コロナウイルスの影響で勤務
が不規則になったり、仕事の分担が変わったりして、個人の負担感が増
したことなどが考えられます。
　中災防によると平均 3.5 以上であれば概ね良好な水準とのことなので、
平均的な水準とは考えられるものの、前年より低下している項目、特に
業務の負担感については対策が必要と考えています。

→
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取り組み報告

全印工連 CSR認定制度
スリースター認定を取得05

2021年6月全印工連CSR認定制度の認定更新にあたり、最上位認定であるスリー
スター認定を取得しました。

申請項目と評価結果
取り組み 成果 評点

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

知財管理のシステム化 知財管理が新たな価値創造につながっていな
い 1

適用法令の要求事項の把握 法令把握は必要なことだが、元々法令違反が
なく成果が認めづらい 2

ハラスメント防止のための従業員教育 ハラスメントの事例がないため、成果が認め
づらい 2

環　
境

「リユース封筒」の商品化 CO2481kg、排出損紙 37,000 枚削減 5

VOC 排出量、石油系溶剤使用料の削減 Non-VOC インキの年間使用率 98.3% 2.5

再生可能エネルギーの利用 再エネ 100 により CO2 排出ゼロ実現 5

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

サプライチェーン間での保護情報受け渡し
手順の確立と、協力会社への啓発

協力会社が関係する情報セキュリティ不適合
件数０件 5

顧客との保護情報受け渡し記録のデータ
ベース化 情報漏洩事故 0 件 5

情報セキュリティに関する従業員教育 2020 年のテスト結果が前年比 20 点アップ 5

品　
質

『感染予防のために、できること』の発行と
販売 全国に配布・販売し、新規顧客が増加 5

CSR セミナーの開催等、企業の CSR 支援 セミナー受講者は安定的に推移しており、多
くの企業から認知されるに至っている 5

顧客からのご意見・クレームの共有と対応
協議 顧客からの苦情クレーム件数が減少 5

雇
用
・
労
働
安
全

働きやすい職場づくり（よこはまグッドバ
ランス賞継続受賞） 従業員満足度は高いが、採用〜定着に課題 2

時間外労働時間の削減および有給休暇取得
率の向上

残業の削減、有給取得率の向上が、採用〜定
着につながっていない 2

健康診断の上乗せ 従業員の病気等の課題がないため成果が認め
づらい 2

財
務・

業
績 財務・業績状況のリアルタイム把握 単品ごとに損益管理しているため、毎週の営

業会議で正確な実績報告ができている 2

社
会
貢
献・地
域
志
向

子どものキャリア教育支援 それぞれの学齢や興味にあわせたカリキュラ
ムを作っているので、参加者の満足度は高い 3.5

地域の活動主体への寄付 コロナ禍で計画通りに進んでいないところも
あるが、概ね継続的に実施できている 5

地域との連携 当社のデザイン等の技術が喜ばれている 5

情
報
開
示・

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

CSR 報告会の開催 最新の社会課題についての情報を、まとめて
入手することができている 2

対外広報誌「JO」、Web マガジンの発行 閲覧数は着実に増えており、特に社会的に関
心の高いテーマにはアクセスが多い 5

CSR 報告書の発行 2014 年以来毎年発行し様々なステークホル
ダーが当社の活動を知る機会を提供している 5

合計 81

審査機関からのコメント

CSR ＆サステナビリティセンター センター長（全印工連 CSR 認定制度審査機関）
横浜市立大学都市社会文化研究科 教授

影山 摩子弥
　協進印刷さんは、CSR のしくみができており、それに基づいて社会と自社にとっての価値
が実現されています。
　しくみのポイントは、経営理念の体系、事業計画、社員教育、自己評価、コミュニケーショ
ンです。いずれもよくできています。ただ、CSR の社内浸透には課題があります。CSR は
社員にとっては業務そのものです。CSR と良い仕事がイメージとして結びつくとよいです。
　また、重要な社会課題や地域を意識した取り組みが目を引きます。環境では、顧客のサプ
ライチェーンマネジメントも意識されています。品質における CSR の普及啓発は、顧客の
経営継続につながり自社との関係も強まるでしょう。従業員の働きやすさも考えられていま
す。社会貢献ではインターンシップによる地域人材の育成に力を入れていて好感が持てます。
ただ、財務の取り組みが足りません。コロナの影響があるのかも知れませんが、更新審査ま
でに充実させて頂ければ幸いです。

全印工連 CSR 認定制度審査員
伊東　　拓

　CSR 担当者（真島様）は、経営者、CSR 担当者、従業員の間の CSR 経営に対する理解度、
思いにギャップがあることを懸念しておられ、社長のスピード感に従業員がついてこれてい
ない中で形ばかりレベルが上がっていっていることを懸念されています。少ない人数で業務
を行っている中、どうやって浸透させていったらよいのかに悩まれていました。
　これに対して、新しく何か取り組もう、となると負担を感じ、下手をすると反発も生じる
ので、普段の業務の中に自然と教育効果も得られる仕掛けを組み込むことができるし、無理
がないという点をお伝えしています。たとえば、従業員との面談の中で、CSR 経営に関連し
た質問を盛り込む、ミーティングの中で毎回テーマとして組み込む、経営者側、CSR 担当者
側から情報を発信するなどです。実際に現在の業務ルーティンの中で組み込むことが可能な

場が多くありましたので、その趣旨のアドバイスをしました。

全印工連CSR認定制度とは
　会員企業の持続可能な経営を支援する取り組みとして創設された、業界団体としては日本初の CSR 認定制度。コンプライアンス、環境、情報セキュリティ、品質、雇用・労働安全、財務・業績、
社会貢献・地域志向、情報開示・コミュニケーションの８項目の取り組みと、要求事項に沿った CSR マネジメントシステム構築の如何によって認定されます。認定レベルはワンスター、ツースター、
スリースターの 3 段階となっており、ワンスターはチェックリスト方式の取り組み評価のみ、ツースターは各取り組みの目的・目標の明確化とマネジメントシステムの構築を評価、スリースター
はツースターに加えて実際に取り組みの成果が出ているかどうかを評価します。2021 年 7 月現在 126 社が認定されており、そのうちスリースターは 9 社となっています。
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取り組み報告

STOP! 自殺 !
ゲートキーパー啓発冊子出版06

コロナ禍で懸念される自殺者の増加。悩んでいる人に気づき、声をかけ、必要
な支援につなげる「ゲートキーパー」の役割を啓発するコンテンツを開発する
ことで、状況の改善を目指しています。

生きるのがつらそうな
友だちのために、
あなたにできること。

ソーシャルえほん

〈TALKの原則〉でつながる思いやりのかけ橋

STOP!自殺！

経緯と取組概要
　近年減少傾向にあった日本の自殺者ですが、新型コロナウイルス感染拡大が始まった
2020 年に増加に転じ、その後も増加傾向にあります。社会不安が増す中で元凶となってい
る感染症ではなく、自ら命を絶ってしまうという悲惨な事態に対し、昨年好評を得た『感染
予防のために、できること』と同様の手法で啓発活動ができないかと考え、ゲートキーパー
の役割をわかりやすく伝えることができる「TALK の原則」を題材に、冊子、ポスターのオ
リジナルコンテンツを開発しました。
　コンテンツの開発にあたっては、横浜市こころの健康相談センターの皆さまに監修・アド
バイスをいただきました。
　また、cocollabo サイト内に特設ページを開設し、冊子とポスターのデータを〈表示・非営利・
改変禁止〉のライセンスの元で無料ダウンロードができるようにしました。

地元神奈川区に寄贈
　自治体、学校、企業等、多くの皆様にご活用いただきたいコンテンツですが、本格普及に
先立ち「世界自殺予防デー」の 9 月 10 日、地元神奈川区福祉保健課に 3,000 部を寄贈しま
した。今後、近隣の社会福祉協議会等にも寄贈の予定です。

SDGs ゴール３に貢献
　この取り組みは、SDGs（持続可能な開発目標）の
ゴール３〈すべての人に健康と福祉を〉に貢献して
います。ゴール３のターゲット 3.4〈2030 年までに、
非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通
じて３分の１減少させ、精神保健及び福祉を促進す
る〉の指標 3.4.2 では自殺率がグローバル指標とし
て掲げられています。

cocollabo サイト内特設ページ

Tell

Listen

Keep Safe

Ask

生きるのがつらそうな
友だちのために、
あなたにできること。

STOP! 自殺！

〈 T A L K の 原 則 〉 で つ な が る 思 い や り の か け 橋

Kyoshin Communities Collaboration

心配していることを言葉にして伝える

「死にたいほどつらい」相手の気持ちを傾聴する

安全を確保する

「死にたい」という
気持ちの有無について

率直にきいてみる

https://cocollabo.jp/talk/
planning&creation   cocollabo

illustration   miho harajiri
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ソーシャルえほん

横浜市こころの健康相談センター白川センター長（左）と日比野神奈川区長列席のもと、
贈呈式を挙行していただきました。
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取り組み報告

いつまでも住みやすい街に
認知症理解を深める活動に協力07

六角橋地区の商店、大学、福祉施設などが連携して取り組んでいる認知症啓発
の「オレンジプロジェクト」に参画し、地域の皆さんと共に、お年寄りにやさ
しい街づくりに取り組んでいます。

オレンジプロジェクトとは
　オレンジプロジェクトは、「お年寄りにやさしい街」を目指して、2016 年からや六角橋地
域ケアプラザ、神奈川大学の学生、地元商店街が中心となって実施している認知症啓発を目
的とした活動です。中心となる 3 団体の他にも地元自治会、地元企業、病院、福祉施設など
多様な主体が参画し、毎年９月の「敬老の日」から「世界アルツハイマーデー」（9/21）ま
での期間に、認知症の理解を深めるための様々な活動を展開しています。2018 年 12 月に
は NHK 厚生文化事業団主催の「第２回認知症にやさしいまち大賞」のニューウェーブ賞を
受賞するなど、内外からの評価も高まっています。

企画・デザイン力で地域に貢献
　オレンジプロジェクト初年度に、六角橋地域ケアプラザの原島さんと神奈川大学の学生さ
んの熱意に共感してランチョンマット制作の協力をして以来、毎年継続して参画しており、
主に全体の企画や制作物のディレクションを担当、ランチョンマットや三角 POP など啓発
のための広報ツールを開発し、地域に配布してきました。
　2020 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でリアル会議は一切行えず、オンラ
インでの進行を余儀なくされましたが、そのような環境の中でもできることがあるはずと、
諦めずに意見を出し合い認知症啓発ポスターを制作しました。A3 判 500 枚を病院、商店街、
地域ケアプラザなどに寄贈したほか、合計 2,150 枚を周辺地域に配布しました。
　そして 2021 年度、好評だったポスターの続編をリリース。もう少し早く行動の変化に気
付けていたらというご家族の経験談からヒントを得て、「早期発見編」とし制作、9 月 10 日
現在、A3 判、A4 判合わせて 3,000 枚の配布を完了しました。

ポスターはウェブサイトより無料ダウンロードできます
https://orange-project.jimdofree.com/ 認知症啓発ポスター /

［参考］
NHK 厚生文化事業団　第 2 回認知症にやさしいまち大賞
https://www.npwo.or.jp/info/12014

認知症啓発ポスター、コミュニケーション編（左）
と早期発見編（右）

タウンニュース神奈川区版 9 月 9 日号掲載記事


