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特集1
全印工連CSR認定ツースター取得！

地引網大会にいってきました

当社では、FSC® 森林認証紙の推奨や、ノン VOC イン
キ（石油を含まないインキ）による印刷といった普段

の業務から、お年寄りや日本在住の外国人の方々へ配慮し
たおくすり手帳の開発などのプロジェクト活動に至るまで、
本業を通じた CSR 活動を行っています。

全印工連と横浜市立大学の影山摩子弥教授の監修のもと、
中小印刷業が取り組む CSR 活動の達成度を認定する制度、
全印工連 CSR 認定ワンスターを、当社は 2013 年に取得し
ました。今年 2 月、更に CSR 認定を社内に定着させるため
に、CSR マネージメントシステムを導入した上位認定のツー
スター認定が始まり、当社も 6 月にツースター認定も取得
することができました。

ツースター認定の特徴と
して、認定にCSRマネー
ジメントシステムの
規格が導入されま
した。企業は、
P（Plan）
D（Do）
C（Check）
A（Action）

の 管 理 サ イ ク ル で
CSR 活動を効率よく進
めます。（田中リーダー）

課題
ツースター取得により CSR マネジメントシステム評価が

加わり、より一層 PDCA サイクルとして活動が継続的に系
統的に回っているかが重視されるようになりました。

ですが、当社では十分にはシステム化されておらず、様々
な CSR 活動はしてきましたが、効果反省等の記録すること
はありませんでした。

そこで、まずは CSR マネジメントとは何か？今回の CSR
ツースター取得で当社はどう評価を受け、改善していくべ
きなのか考える勉強会を 8 月 17 日（月）に NPO 法人産業
クラスター研究会の槌谷祐一様を講師としてお迎えし、開
催いたしました。一つ一つ丁寧に質問に答えていただき、
今後のアドバイスもいただけ、とても有意義な時間となり
ました。（中野）

CSR 推進シート
今後 CSR マネジメントシステムとして活用していく為の

ツールとして、新しく「CSR 推進シート」を CSR 推進委員
会で作成しました。

このシートには、「ステークホルダーは誰になるのか？」
「社会貢献活動によって誰にどんなメリットがあるのか？」
「当社が挑戦したい社会貢献活動は何か？」「その社会貢献
活動に対するスケジュールや予算」など記入していきます。

そして CSR 責任者のチェックを受け、書き直しながら進
めていくことになりました。それぞれの活
動に対して記録をし、改善と履歴を追える
ように進めていきたいと思います。

まだ走り始めたばかりですが、2020 
ビジョン「YOKOHAMA まごころ印刷所」
を目指し頑張ってまいります。（中野）

勉強会の様子 当日配られた資料

9 月 5 日（土）鵠沼海岸にて毎年恒例、
横浜印刷工業団地協同組合 主催の地引網
大会が開催されました。

当社からは、従業員だけでなくそのご
家族も参加し、総勢 31 名に。さわやか
な空の下、とてもにぎやかで笑顔あふれ
る 1 日となりました。（宇賀神）

楽しい～！かなり重いです！
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特集2
検査カメラ導入！

間伐体験にいってきました

9月 12 日（土）にハイデルベルグ社製の 4 色反転機に検査カ
メラを導入しました。ウエブテック株式会社製の検査カメラ

「SENSAI」です。今まで、目視の検査をしていましたが、検査カ
メラで印刷物を検査することで、安心・安全な製品づくりが行え
ます。

さらに、印刷物にナンバリングを入れ検査カメラと連動するこ
とで、「何番に不良」があると、検品時にもすぐに発見が出来る
ようになります。
「不良品は作らない、納品しない」をモットーに、お客さまに

喜ばれるものづくりと、さらなる品質改善を目指していきます。
（佐藤リーダー）

8 月 8 日（土）天気に恵まれ、養老の森実行委員会様
主催の道志・養老の森「夏季特別講座」ツアーに参加し
ました。

道志村は、横浜市の水道水の源です。道志村の小川を
のぼって行くと、小さな泉に行き当たりました。ここか
ら湧き出た水が、山梨県から約 40km 離れた横浜まで流
れ、みんなの口に入ると思うと、すごいことだなあと感
じました。また、道志村のスギの間伐体験をしました。
高く伸びたスギの木が、「ドーーーン！」と倒れる迫力に
圧倒されました！

日本の森林を元気にする「GREEN SERIES」は、間伐
材からできた製品です。「GREEN CALENDAR」の台座は、
道志村のスギの間伐材から作られています。

ツアーに参加して、なぜ間伐をすると森が元気になる
のか、理解が深まりました。日本の森がいっそう元気に
なるよう、間伐材でつくっている「GREEN SERIES」の
普及にがんばって取り組んでいきます。（斉藤）

印刷物の品質保証をさらにレベルアップするために新しく検
査カメラを印刷機に搭載し機械検査を行うことができるよ

うになりました。印刷時にごみ・紙粉・汚れ・異物などを発見し、
不良品の出荷防止に役立て、間違いのない印刷物を出荷できるよ
うになります。製薬会社様や食品会社様など品質を重視されるお
客様などにさらにお役立ちできるようになりました。

（宝来リーダー）

GREEN SERIES

菊地常務の間伐体験横浜の水源のひとつ

導入された検査カメラ

ナンバリングされた
印刷物

営業部から

印刷課から

このCSRの和は LED-UV印刷機で
印刷しています。

次回
新印刷機特集

coming soon...
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ザキ祭りに参加！ inJapan 創刊！

インターンシップの受け入れ

となりのパートさん

この印刷物は CSR に取り組む印刷会社が、FSC® 森林認証紙にノン VOC インキ（石油 
系溶剤 0%）など印刷資材と製造工程が環境に配慮されているグリーンプリンティン
グ認定工場でグリーン電力 34kwh を使用し印刷しています。また、メディアのユニ
バーサルデザインを推進する NPO 法人メディア・ユニバーサル・デザイン協会が「よ
り多くの方が使いやすく見やすいメディア」であると認めた印刷物です。

P-00027
P-B10164

P10279

CSRの和 28号、いかがでしたか？
だんだん着ぶくれしてくる
この季節、社内でも毎日
さまざまなことが変化し
ています。その変化を
少しでもお伝えできる
CSR の和となっていれば
幸いです。皆さま、体調に
はお気をつけて、楽しい
秋をお過ごしください！
（宇賀神）

編集後記

8 月 8 日（土）9 日（日）地元の飲食店が集まる「食の市」
や、無料体験できるワークショップなど、約 20 店以上
のブースが軒を連ねまし
た。
当社も「横浜ひとまち百
景」のグッズ販売で出店し
ました。夏でも、こころが
あたたかくなるイベント
はいいですね！（北島）

検品・包装を担当しているパートさんが、隣の席で働くパートさんを
紹介する「となりのパートさん」、連載 2回目は、近藤さんによる金

きむ

さ
んの紹介です！

仕事に熱すぎて失敗してしまうこと
も。でもそれを糧に頑張っていますね。
丁寧な仕事には頭が下がります。韓国
から来て 23 年、難しい日本語を使う
ときは驚きますが、間違って使ってい
るとき、私たちは察知していますので、
安心してお話してください。

横浜市教育委員会を通じて、教員の方がイ
ンターンシップに今年も来てくださいま
した！本業である印刷を見ていただいたり、
地域で一緒にできることを考えるワーク
ショップを行ったりしました。（宇賀神）

この夏、横浜国立大学の徐
じ ょ

 宣
せ ん

さ
んと、成城大学の吉

よ し だ

田 彩
さ き

姫さ
んがインターンシップにいらっ
しゃいました！
徐さんは中国からの留学生とい
うこともあり、「inJapan」の翻
訳などで活躍してくださいまし
た。「inJapan」を横浜市内の観
光案内所に置かせていただくこ
とができたのも、徐さんの協力
のおかげです！
吉田さんは、当社がおくすり手
帳と共に進めている「Point & 

Talk Sheet」のピクトグラムの
デザインを改良してくださいま
した。
社員にとっても、勉強となった
インターンシップでした！

私達、横浜マーチングも所属するマーチング委員会で
日本の方々、来日されている方々へ日本のローカルを
届けよう、という思いか
ら日本各地の魅力を届
けるフリーペーパー「in 
Japan」 が 創 刊 さ れ ま
した。横浜駅、桜木町駅、
新横浜駅の観光案内所で
是非ご覧ください!（中野）

創刊号はお祭りがテーマです！次回は 11 月 8 日（日）開催です！

近藤さん（左）金さん（右）
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