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新型コロナウイルスに罹患された皆様とそのご家族・
関係者の皆様に心からお見舞い申し上げますと共に、 
お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表し 
ます。また医療関係や飲食店関係の印刷物を手掛ける 
弊社としても、医療及び感染拡大防止にご尽力されて 
いる皆様に、心から感謝申し上げます。

2019 年度の業績は新型コロナウイルス感染症の影響

を受けたものの、国連のSDGs（持続可能な開発目標）
を始め、社会における持続可能性に関する関心が増加した
こともあり、2018年度対比8％増の売上を計上すること
が出来ました。これも取引先や従業員さん、関係して 
いる全ての方々のおかげと感じています。そのことを胸
に、これからも地域や社会のお役に立つ企業を目指して
いきます。

2020 年度注力課題は「気候危機」と「人権」

2019 年には再エネ 100％工場を実現することができ
ました。また2016年から取り組んでいるCO2 ゼロ印刷 
も継続していますが、今後の脱炭素社会に向け行動して
いくことを考えるとまだ十分とは言えません。サプライ
チェーン全体の排出量を削減していくためにはスコープ 
３（その他の間接排出量）の削減をしていかなければ 
なりません。このための取り組みとして、2019 年に 
初めてサプライチェーン向けに開催した勉強会は 2020
年度、そしてそれ以降も開催していきます。

またこれまでの気候危機に関する問題に加え、現在は
新型コロナウイルス感染症により、従業員さんの健康 
問題はもちろんのこと、社会における差別や偏見といった
ことも問題として顕在化してきました。これらを受けて

「人権」に関する取り組みにも力を入れていきます。
2019 年には難民の方の採用を行いましたが、従業員

さんの働き方改革の面ではまだまだ進めるべきことが 
多くあります。これも 2020 年度進めていきます。

2030 年へ向けて～「働き方」も「働きがい」も新たに生み出す「グレート・リセット」

2021 年 の ダ ボ ス 会 議 の テ ー マ は「 グ レ ー ト・ 
リセット」になったと聞きました。これは経済優先の 
これまでの資本主義および経済社会に限界が来ており、
これからは人々の「しあわせ」を中心とした社会を構築
していかなければならないといった想いが込められて 
いると解釈しています。

私たち大川印刷は「ソーシャルプリンティングカンパ
ニー ®（社会的印刷会社）」として活動していくことに
変わりはありませんが、より一層、従業員さんやお客様、 
そして社会全体で関わる全ての方々のしあわせを創出 
していく企業へと変革を進めていきます。そして 2030
年、スコープ３のゼロ化へ向けて更に行動していきます。

社長あいさつ社長あいさつ

株式会社大川印刷　代表取締役社長
大川 哲郎
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SDGs（Sustainable Development Goals）とはSDGs（Sustainable Development Goals）とは
世界では気候危機や人権、格差の問題など、全世界で取り 
組まなければならない多くの課題が残されています。
2015 年、それら様々な課題に対して 17 のゴールと
169 のターゲットからなる「SDGs（持続可能な開発 
目標）」が、日本を含む世界 193 ヵ国の合意のもと国
連において採択されました。SDGs は 2030 年までに 
達成すべき目標とされ、わが国でも 2016 年に政府に
よって「SDGs 推進本部」が設置され、国や自治体、企業
や市民、さまざまな人々を巻き込んで 17 のゴールに 
向けた活動が始まっています。

大川印刷　「SDGs 経営計画プロジェクトチーム」活動大川印刷　「SDGs 経営計画プロジェクトチーム」活動
弊社では2017年度から経営計画にSDGsを実装させて 
取り組みをスタートしています。
年度ごとに、ボトムアップ提案型、全従業員参加による

プロジェクトチームを立ち上げ、社内改善や社会や地域
が抱える課題に対する対応、SDGs の 17 のゴール達成
のための活動を行っています。

2019 年度プロジェクトチーム表
SDGs ターゲット チーム名 取り組み内容

SDGs Fun to Work プロジェクト SDGs の取り組みを通じて働く楽しさを追求する
プロジェクト

ゼロ・エミッションプロジェクト 2020 年までに全社での廃棄物ゼロを目指すプロジェクト

環境印刷で刷って稼ぐぞプロジェクト 従来型の会社案内に「ESG」要素を追加した新しい
会社案内+

アルファ
αを提案、普及させるプロジェクト

働き方改革で社会も人生も
豊かにしちゃうぞプロジェクト

残業削減、有休取得の推進など、労働環境改善に取り組む
プロジェクト

新・管太郎プロジェクト 工程管理やコスト管理をおこなうソフト「印刷管太郎」を
使った利益率や作業効率を改善するプロジェクト

大川印刷では、2017年から SDGsの考えを経営計画
に取り込み、SDGs の目標達成のためのチャレンジを�
スタートさせました。

大川印刷× SDGs

年に１回ワークショップを開催
し、社会や自社が抱える課題や 
やってみたいことを従業員同士
で話し合う

課題解決のプロジェクトを立ち
上げ、リーダー立候補者がプレ
ゼンテーションをおこなう

出された課題ややってみたい 
ことを発表し、全従業員で共有

チームリーダーのプレゼンテー
ションを聴いた賛同者が加わり、
新プロジェクトチームが誕生！
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2004年より「ソーシャルプリンティングカンパニー®�

（社会的印刷会社）」というパーパス（存在意義）を掲げ、
「環境印刷」を推進しています。「CO₂ゼロ印刷」、「FSC®

森林認証紙の使用推進」、「ノンVOCインキの使用推進」、
「電力の再生可能エネルギー化」を本業を通じて取り�
組める活動と位置づけ、重点的に推進しています。

環境印刷の推進

オフセット投資先事業と相殺 CO₂ 量の内訳
投資先事業 2018 年 2019 年 2020年（予定）

住宅太陽光パネル
設備の導入における
発電事業

167t 153t 152t

北海道下川町五味温泉
等の森林バイオマス
活動事業

1t 1t 1t

山梨県県有林活動
温暖化対策
プロジェクト

1t 1t 1t

横浜ブルーカーボン
プロジェクト　 1t 1t 1t

COCO22 ゼロ印刷の推進ゼロ印刷の推進

取り組みの背景
20 世紀半ば以降、産業活動を起因とする温室効果ガス
の増大、その影響による気候変動、気候危機の問題が叫
ばれています。温室効果ガス削減のための国際的枠組み
を決めた「パリ協定」（2016 年発効）以降、日本を含む 
世界の国々で温室効果ガス削減に向けた活動が活発化
しています。

CO2 ゼロ印刷
弊社では業界に先んじて「CO₂ ゼロ印刷」を 2016 年度 
から開始しています。

「CO₂ ゼロ印刷」は、自社から排出された CO₂ 全量を
オフセット（相殺）（※１）することにより、CO₂ のゼロ
化を実現しています。
製品製造時に CO₂ を出さない（相殺する）この取り組
みは、自社から排出されるスコープ 1、スコープ 2（※ 2） 

の ゼ ロ 化、今後のサ プ ラ イ
チェーン（※ 3）におけるスコープ 
3 の削減につながる、気候危機 
対策、温室効果ガス削減のため 
の活動となっています。

自社 CO2 排出量実績と年間目標
2018 年度の年間 CO₂ 排出量は 160t/CO₂
を算出。この数値から太陽光パネルの発電量
を削減した 156t/CO₂ を「J- クレジット制度」
を利用してカーボン・オフセットしました。

2019 年度の年間 CO₂ 排出量 158t/CO₂ を
元に 155t/CO₂ 分のクレジットを購入して
カーボン・オフセットを行います。

2020 年度 目標

2019 年度 実績

CO₂ ゼロ印刷マーク

（※１） 政府の運営する CO₂ 排出量取引制度「J -クレジット」を使用、自社から排出された CO₂量と同等分を吸収する温室効果ガス削減事業に投資する
ことにより、排出された CO₂全量をオフセット（相殺）しています。

（※ 2） スコープ：事業活動により排出される温室効果ガスは、スコープ 1（自社により直接排出されたもの＝ガソリン、天然ガスなど）、スコープ 2（自社
により間接的に排出されたもの＝電力など）、スコープ 3（その他により排出されたもの＝自社以外のサプライチェーン各過程で排出されたもの） 
の 3 つに分類されます。近年、グローバル企業などの大企業を中心に、スコープ 3（自社以外のサプライチェーンで排出されたもの）の管理と 
削減を行い、それを対外的に開示する動きが高まっています。

（※ 3）サプライチェーン：製品製造時における原料調達から、製造、消費、廃棄にいたるまでの一連の流れ

横浜ブルーカーボンプロジェクト：横浜市が進める海洋資源を活用した
カーボン・オフセット制度

CO₂ ゼロ印刷の仕組み

各地のCO2
削減事業

・�北海道下川町、山梨県の FSC®認証林
の森林育成
・家庭用太陽光の導入
・横浜ブルーカーボン

大川印刷 排出量取引制度（J-クレジット）を利用し、
印刷事業により排出されたCO₂をゼロ化

お客様 CO₂ ゼロ印刷製品の調達で、スコープ３�
（その他の間接排出量）削減に貢献

生活者 CO2 ゼロ表示の商品を選ぶことで
温暖化対策に貢献

クレジットの発行
（J- クレジット）

CO2 ゼロ表示の
商品を選択

CO2 ゼロ
印刷物を納品

プロジェクトへの支援（投資）

調達により環境貢献
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FSC® 森林認証紙　使用比率の推移

FSCFSC®® 森林認証紙の使用推進森林認証紙の使用推進

取り組みの背景
世界の森林は人により切り拓
かれ、年々減少を続けていま
す。国連食糧農業機関が発行
した森林資源評価報告 2020
によると、1990 年以降、世界の森林は 1 億 7800 万
ヘクタール（日本の面積の約 4.6 倍相当）が減少した
とされています。森林の損失は、生物多様性を脅かすだ
けでなく、重要な CO₂ の吸収源、そこに生きる人々の
生活を脅かすことも意味します。

FSC® 森林認証紙の使用
2004 年度より、印刷用紙の FSC® 森林認証紙への切り
替えを積極的に推進しています。FSC® 森林認証紙は、
持続可能性に配慮された適切な森林管理のもと生産さ
れた印刷用紙です。FSC® 森林認証紙を使用することは、
森林やそこに生きる人々の生活を守り、地球温暖化防止
にもつながる活動といえます。

2019年度に購入した用紙総重量596,830kg
のうち、FSC® 森林認証紙は 325,670kg で

した。全体に占める比率は約55%で、2019 年
度目標の使用比率 65％は未達となりました。
医薬品添付文書や外食産業関連資材の受注が
好調で、FSC® 森林認証紙で代替の利かない
特殊紙などの使用が増えたことが原因と考え
られます。

弊社で多く使用されていた非 FSC® 森林認証
紙「ニューエイジ」が生産中止となり、すでに
FSC® 森林認証紙への切り替えが決定してい
ます。これにより、FSC® 森林認証紙の使用 
が増えることが予想されるため、使用比率
75％を目標とします。

FSC マーク

2020 年度 目標

2019 年度 実績

ノン VOC（石油系溶剤 0％）インキの使用推進ノン VOC（石油系溶剤 0％）インキの使用推進

取り組みの背景
印刷用インキには、一般的に、添加
剤として化学物質である VOC（揮発 
性有機化合物）が含まれています。
石油を原料とするそれらの使用は、
温室効果ガス発生の原因となるだけでなく、大気汚染の
原因や光化学スモッグ、シックハウス症候群など、人の
健康への悪影響も報告されています。

ノン VOC インキの使用
2005 年度から VOC（揮発性有機化合物）を含まないノ
ン VOC インキの導入を開始しました。すでに基本とな
るカラー4原色（CMYK）は全面切り替えが完了（2005年）
しており、残る特色インキのノンVOC化も進んでいます。

「ニス」のノン VOC 化が進み、インキ年間
総使用量4,445kgのうち、ノン VOC インキ
使用量は 4,275kg でした。これは使用量全
体の約 96％にあたり、目標の使用率 95% を
達成しました。また、VOC物質 約855kg ※１、
CO₂ 約 513kg ※２の削減効果がありました。
※ 1  溶剤インキ換算 1kg につき VOC 物質含有率 20％で

計算、VOC 物質は「鉱油」
※２ 東洋インキ（株）様 インキ製造時のCO₂排出量係数より

算出

ノンＶＯＣ化されていない「金」、「銀」、「パール 
インキ」のノン VOC への切り替えを進め、 
ノンVOCインキ使用率100％を目標とします。

無処理版 CTP プレート（印刷版）への切り替え無処理版 CTP プレート（印刷版）への切り替え

2018 年度から現像液を排出しない CTP プレート 
（印刷用刷版）に切り替えを完了しています。これにより 
年間 900L ほどあった産業廃棄物「アルカリ性廃液」の
排出が無くなりました。

ノン VOCインキマーク

2020 年度 目標

2019 年度 実績

総使用
重量

ノン
VOC
インキ
使用
重量
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3,933 （96％）
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2,001
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ノン VOC インキ使用割合

溶剤インキ換算で VOC物質 855kg、CO₂513kgの削減効果
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20世紀半ば以降、産業活動を起因とする温室効果ガス
の増大、その影響による気候変動、気候危機の問題が
叫ばれています。発電時に温室効果ガスを排出しない�
再生可能エネルギーの使用は、温室効果ガスの発生を抑
えることにつながり、温室効果ガス削減のための国際的
目標である「パリ協定」にも沿った活動といえます。

2019 年度 再生可能エネルギー 100％工場を達成しました！（太陽光 + 風力）2019 年度 再生可能エネルギー 100％工場を達成しました！（太陽光 + 風力）

再生可能エネルギー 100% 工場の実現
2019 年度、弊社は自社工場の再生可能エネルギー
100％化を達成しました。
2017 年度から自社電力の再生可能エネルギー化のため
のプロジェクトをスタートさせ、2018 年度には、横浜
市の「事業者向け初期投資 0 円太陽光発電設置モデル 
事業」の第 1 号事業者として、本社屋上に太陽光発電
パネルを設置、自社工場の消費電力の約 20％を発電 
することが可能となりました。そして 2019 年度、残り 
約 80％の電力を横浜市の脱炭素化の施策「Zero Carbon 
Yokohama」事 業により横 浜市に供 給 されることと 
なった青森県横浜町の風力発電の電力に切り替え、太陽
光と風力の電力を使用する、再生可能エネルギー100％ 
工場となりました。

風力発電
による
電力
（青森県
   横浜町）

太陽光
発電に
よる電力
（自社発電）0
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25000
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35000
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23,581
15,435

18,562

23,928
21,181 23,709

23,69425,077
22,898

26,365

31,167
29,357 30,250

27,673 26,714
29,661

24,169
27,466

20,133
25,470 21,322

27,704
23,566
28,209

1,496

7,803 7,239 8,176
6,541

3,979 2,947 3,297
5,337 6,382

4,643
7,463

(kｗ)

青森県横浜町にある風力発電施設

本社屋上の太陽光発電パネル

横浜市、横浜町、再エネ電力を受ける企業・団体等との
再エネ電力受給開始式（左から 5 人目が弊社代表の大川）

本社工場の使用電力量と再エネ電力の内訳（2019 年度）

T O P I C
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ISO9001�の認証を受け、同規格に沿った品質管理体制
を取っています。さらに、独自の「品質・環境方針」を
定め、環境負荷の低減、CS、ESの向上、従業員の心と
身体の健康を守る取り組み等、製品だけでなく「あらゆる�
サービス」の品質向上に努めています。

BCP（事業継続計画）の取り組みBCP（事業継続計画）の取り組み

2009 年より、同業である株式会社マルワ様（本社：愛知県名古屋市）と BCP 協定を結び、相互間での印刷データの
保管（バックアップ）をおこなっています。これにより、万が一災害等の緊急事態により印刷データが喪失された場合
でも、バックアップデータを使用することで、速やかな事業再開、継続が可能となっています。

「危険箇所マニュアル」の作成「危険箇所マニュアル」の作成

2018 年度に断裁機オペレーターの労働災害事故が発生 
したことを受け、自社が保有する印刷機械類の危険 
箇所や注意箇所を解説した「危険箇所マニュアル」を作
成しました。機械を操作するオペレーターは必読とし、事
前の注意喚起で、重大事故の
発生を未然に防いでいます。

VOC 発生警報器の導入VOC 発生警報器の導入

労働安全衛生の観点から、2018 年度より工場内に
VOC（揮発性有機化合物）発生警報器を導入しました。
目 に 見 え な い VOC 発 生 へ の 注 意 喚 起 を 促 し、 従
業 員 の 万 が 一 の 健 康 被 害 へ の リ ス ク に 備 え て 
います。（インキのノン VOC 化は 96％完了
しており、その他溶剤等も、労働安全衛生法

「有機溶剤中毒予防規則（有機則）」規制対象
外製品への切り替えが完了しています。

品質保証部の設置品質保証部の設置

品質保証体制の強化のため、2018 年度より品質保証部
を設置しています。
製造工程におけるチェック体制の強化、清掃やメンテナ
ンス、クレーム発生時の即時対応や改善処置など、お客
様、その先の生活者の皆様に、安心して製品を手にして
いただけるよう、改善に努めています。2019 年度は 7
件の改善情報（クレーム）が報告され、原因究明と改善
が行われました。

工場内 防虫活動工場内 防虫活動

2015 年度より、工場内の防虫対策に取り組んでいます。
防虫専門の外部パートナー企業と協働し、工場内の殺虫
対策や清掃活動など、製品への虫の混入防止に努めて 
います。活動の結果、2019 年度も、虫の混入による 
事故を０件に防ぐことができました。

品質に関する
取り組み

印刷機に設置された
検査カメラ

印刷版出力前、
校正もれを防ぐ
印刷データの最終
チェック

印刷スタート前の
品質保証部による
チェック

RRYYOOBBII992244PP  

  ＬＬＥＥＤＤ--ＵＵＶＶ印印刷刷機機安安全全管管理理ママニニュュアアルル  

作作成成日日  22001188..1111..2222  
作作成成者者  上上田田  広広  

  
  
※※ＬＬＥＥＤＤ--ＵＵＶＶ印印刷刷機機をを安安全全にに取取りり扱扱ええるるよようう、、下下記記のの注注意意事事項項をを必必ずず守守るる事事。。  

  
  

11.. フフィィーーダダーー・・デデリリババリリーーののツツメメ部部分分はは、、安安全全ガガーードドがが何何ももなないい為為、、機機械械をを回回すす時時
やや回回転転中中にに手手ななどどをを不不用用意意にに近近付付けけなないい。。高高速速でで回回転転すするるたためめ、、大大怪怪我我ををすするる恐恐

れれあありり。。  

  

  
  

22.. ブブラランンケケッットトとと圧圧胴胴をを清清掃掃すするるととききはは、、手手をを巻巻きき込込ままれれなないいよよううにに細細心心のの注注意意をを
払払ううこことと。。  
ままたた、、二二人人体体制制でで行行ううととききはは、、おお互互いいにに声声をを掛掛けけ合合いい怪怪我我のの防防止止にに努努めめるるこことと。。  

  

ここのの隙隙間間かからら手手ななどどををいいれれ

なないいこことと  

ブラン胴 

圧胴 

この間を清掃する

時は、手を挟まれな

いよう要注意 

8月度 防虫標語

ひまわりの
花が咲きだし

虫動く
令和の夏も
防虫だ!!

社内に掲示された防虫標語検品室入り口に設置された
防虫用粘着マット

危険箇所マニュアル VOC 発生警報器

改善情報発生履歴（2019 年度）   
2019
7/18

発生状況 印刷版の設計ミスで、本来原稿にないものを印刷して 
しまった。

是　正 版設計に不要なデータは誤使用防止のため削除する。
2019
8/22

発生状況 納品時、お客様敷地内の設備を破損させてしまった。
是　正 指定区域以外の場所に駐車をしない。

2019
10/5

発生状況 協力会社との連絡不足により、強度の足りない製品を 
作ってしまった。

是　正 実績のない案件に関しては、協力会社の能力確認、加工
テストを事前に行う。

2019
12/18

発生状況「改訂」製品を「再版」内容で作成、納品してしまった。
是　正 下版時、伝票の「新・改・再」チェック欄の再確認と 

加工見本添付の徹底。

2020
2/29

発生状況 出荷できない製品が工場内で放置され、報告や原因究明
が行われていなかった。

是　正 不良品が出た際は必ず上司に報告することを再教育。

2019
3/3

発生状況 自社とお客様で製品管理名が異なっており、誤った製品
を納品してしまった。

是　正 製品名を統一し、口頭だけではなく、メール、FAX 等
で発注書を取り交わす。

2020
3/24

発生状況 ロット番号のある製品で、試験表に実際とは異なる 
ロット番号を記載してしまった。

是　正 出荷は品質保証部が担当し、品質保証部の承認のない 
製品は出荷禁止。
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工場見学者の推移

オープンファクトリー（工場見学）の開催オープンファクトリー（工場見学）の開催

信頼、共感の輪を広げ、社会や地域の課題をともに考え
ていただければと、ステークホルダーの皆さまを対象に
オープンファクトリー（工場見学）を開催しています。
本業である「印刷会社」としての活動のほか、地域企業 
が取り組む CSR、SDGs の活動事例などもご紹介して
います。地域の子どもたちや学生、市民の方のほか、 
お取引いただいているお客様、CSR や SDGs の取り組み 
を視察にこられた企業や自治体の担当者様、海外からの
視察など、多くのステークホルダーの方が来社されま 
した。2019 年度は 36 件、計 430 名の方が来社され
ました。

第 1 回サプライチェーン排出量（スコープ 3）勉強会の開催第 1 回サプライチェーン排出量（スコープ 3）勉強会の開催

弊社のパートナー企業である印刷会社、製本会社、イン
キ、用紙メーカーの皆様を招き、「気候危機における企
業対応の勉強会」を開催しました。気候危機の問題は自
社だけでなく、業界、社会全体で取り組む課題であるこ
とを理解していただき、サプライチェーン全体での温室
効果ガス削減の取り組みへの協力を仰ぎました。
2019年12月、第1回目の勉強会が開催され、パートナー 
企業から 11 社 16 名の皆様にご参加いただきました。
この活動は今後も継続させ、取り組みの輪を広げていき
ます。

CSRや SDGsに関心を持たれる方々のご要望に応じ、講演や取材をお承りしています。

オープンファクトリー（工場見学）に対する
ご意見・ご感想
・ 従業員の丁寧な説明や SDGs のパネルがあり、

とてもわかりやすかったです。
　 大人数はむずかしいと思いますが、中学生や高校生

の見学にもいい場だと思いました。
・ 工場がとてもきれいでした。印刷機も大事に 

使っている様子が伝わってきて、モノづくりの 
思いが詰まった心地よさがありました。

・ 非常に先進的な考えで本業に取り組んでいらっ
しゃることがよくわかりました。

オープンファクトリーの様子

勉強会に参加いただいたパートナー企業の皆様

2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度

264 名264 名 343 名343 名 440 名440 名 430 名430 名

独自に「地域志向・CSR 方針」※を定め、地域社会の�
一員として、さまざまな地域貢献活動を行っています。
また、ステークホルダーに向け、自社取り組みやCSR、
SDGs に関連した情報の積極的な発信に取り組んで�
います。
※�大川印刷「地域志向・CSR方針」は弊社ホームページにて公開�
しています。https://www.ohkawa-inc.co.jp/various-policy/

地域へのお役立ちと
情報発信（情報開示）に関する取り組み
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難民の方の採用難民の方の採用

世界では紛争や政治的な迫害から逃れるため、国境を 
越え、他国へ助けを求める多くの難民の人たちがいます。 
日本にも多くの難民の人たちが助けを求めやってきて
いますが、難民として認定を受けることができる人は 
多くはありません。法務省の発表によると、2019 年は
難民認定申請者数 10,375 人に対し、認定者は 44 名、
認定率 0.4％という厳しいものとなっています（法務
省「令和元年における難民認定者数等について」より）。
そこで、弊社では難民支援活動を行っている NPO
法人 WELgee 様と協働し、中東からの難民である 
A さん（仮名）を受け入れ、製造部で働いてもらってい
ます。A さんに働いてもらうことは、弊社ができる難民 
問題に対するアクションであるとともに、自社にとっても
人財不足解決と多様性理解のための試みとなっています。

インターンシップの受け入れインターンシップの受け入れ

2008 年より大学生や留学生を中心にインターンシップの受け入れを行っています。これまで計 58 名（2019 年度
末まで）の受け入れを行い、「大川印刷×インターンシップ生」の視点から、社会課題解決のためのヒントや多くの 
プロジェクトが生まれました。

川でつながる SDGs 交流会川でつながる SDGs 交流会

第 1回「川でつながる SDGs 交流会」を株式会社 太陽
住建様、NPO 法人海の森・山の森事務局様、弊社、３
社共同で開催いたしました。地域を流れる「大岡川」を
起点に、企業、行政、教育、NPO や市民など、地域の
あらゆる立場の参加者が集まり、地域課題の共有と解決、
SDGsのアクティビスト創出のための活動を続けていま
す。これまで計 9 回、のべ 111 名の方たちが参加され、
多くの異業種交流が行われました。

（2019 年度末現在）

A さん（仮名）コメント
Fortunately, Mr. president is very kind and helpful, 
also other employees always support me. 
I feel like I got a new family here. There is always 
someone to help me. They take care of me. 
Thank you very much from the bottom of my heart. 
幸せなことに社長がとても親切で支援してくれますし、
ほかの社員の方もサポートしてくれます。
私はここで家族を得たような気持ちです。
いつも誰かがケアしてくれる。
心から感謝します。

※ 2020年7月、試用期間を終了
し、A さんは正社員として採用
されました。

※所属はインターンシップ当時のものです

断裁機（用紙を裁断する機械）を
操作する A さん（仮名）

第 9 回川でつながる SDGs 交流会の様子

長
は せ が わ

谷川 瑠
る り

璃さん
（横浜市立白根小学校）
子どもたちへの SDGs 普及のため、出前授業や環境保護活動の提案をし
ていただきました。

石
いしぐり

栗 まなさん
（横浜市立大学）
基本業務を通じながら、社内
コミュニケーションや社会と
のつながりの大切さを学んで
いただきました。また、社内
報「CSR の和」の原稿作成
にも携わってもらいました。

加
か ふ く

福 千
ち あ き

亜希さん
（横浜市立東中田小学校）
授業を通じて、地域企業が取り組む環境活動や SDGs の活動を学び、子
どもたちへの SDGs の普及につなげる提案をしていただきました。

片
かたおか

岡 優
ゆ う と

斗さん
（専修大学）
弊社活動から、一貫してやり
抜くことの大切さを学んでい
ただくことができました。
また、IT を使った時間の有効 
活用法、人財確保、採用活動
などの会社を良くする方法に
ついて提案をしていただきま
した。

謝
しゃ

 宜
ぎ と う

彤さん
（台湾貿易センター
　　横浜インターンシップ）
SNS を有効した広報活動や
採用活動への有効性について
提案していただきました。

学生インターンシップ生（2019 年度）

短期教員インターンシップ生（2019 年度）
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「ゼロ・エミッション（廃棄物ゼロ化）」プロジェクト「ゼロ・エミッション（廃棄物ゼロ化）」プロジェクト

「ゼロ・エミッション」プロジェクトチームでは全社で
の廃棄物ゼロの活動を行いました。
2019 年度の全社のリサイクル率は、約 97％、2018
年度から約 2％ほどリサイクル率が向上しました。
2020 年度も引き続き、燃やすごみの削減、資源分別を
進め、全社でのゼロ・エミッションを目指します。

「大川印刷ノーカーデー」プロジェクト「大川印刷ノーカーデー」プロジェクト

「働き方改革で社会も人生も豊かにしちゃうぞ」プロ 
ジェクトチームでは、通勤時の CO₂ 排出量削減を目的 
とした「大川印刷ノーカーデー」活動を行いました。 
自家用車で通勤する従業員が公共の交通機関で出社する 
ことにより、年間で 132.7kg-CO₂（人が 1 日に吐き 
出す CO₂、125 人分相当）の削減効果につながりました。

「SDGs 報告会」の開催「SDGs 報告会」の開催

「SDGs Fun to Work」プロジェクトチームでは、ステー
クホルダーの皆さんをお招きした SDGs 報告会を開催
しました。

「やってみよう、が世界を変える」と題うち、自社の
SDGs 活動の報告や、外部有識者をお招きした講演など
を行いました。
当日は 140 名ものお客様が来場され、社会課題の共有
とともに、お客様と従業員がコミュニケーションを図れ
た貴重な場となりました。

「会社案内 + α」プロジェクト「会社案内 + α」プロジェクト

「環境印刷で刷って稼ぐぞ」プロジェクトチームでは、
今の時代に即した新しい形の会社案内作りに挑戦しまし
た。企業を評価する指標として従来の売上などの財務情
報のほかに、ESG といった「非財務情報」が重視される 
時代となっています。そこで CSR コンサルタントと 
連携し、従来の会社案内にそれら非財務情報を「+ α」
した「会社案内 +

アルファ
α」を開発しました。2019 年度、 

「会社案内 +α」は 3 社で採用していただくことができ
ました。

ろうきん SDGs Report 2020
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PEOPLE
人間
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豊かさ

PEACE
平和

PLANET
地球

PARTNERSHIP
パートナーシップ

Sustai nable
Developm ent Goals
持続可能な開発目標

はたらく仲間が抱える様々な
悩みや不安に寄り添うろうき
んらしい金融包摂の取組み

金融包摂

ろうきんの役職員がやりが
いと責任をもってSDGsに
取組むための職場環境整備

ディーセント・
ワークの実践

マネ―トラブルや多重債務
に陥らないための金融リテ
ラシー向上の啓発活動

金融経済教育

地域に根ざした継続的な環境
保全活動や未来に向けた環境
教育活動

地球環境の保全

ろうきんの利用が社会課題の
解決につながる「利用者と二人
三脚で歩む」しくみづくり

利用者との
二人三脚

はたらく女性や家族を応
援し、未来を創造するため
の金融商品サービス提供

女性・子育て応援

ろうきんが 取組む
SDGs  (5P)
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ろうきんを安心・安全に利
用できるための環境整備や
金融犯罪防止活動実施

犯罪防止

地域で活躍する協同組合や
行政機関とともに社会課題
の解決をめざす連携事業

協同組織や
行政との連携

ディーセント・ワーク（働き
がいのある人間らしい仕事）
を支える生活応援運動

勤労者の生活支援

すべての人がお互いを尊重
し、理解し合いながら共に
支え合う社会の実現

共生社会の実現

環境・社会・ガバナンスを
考慮した投融資による持続
可能な社会づくり

ESG投資

予期せぬ自然災害への備え
や被災者の生活再建に向け
た包括的な支援活動

被災者支援

ろうきんが 取組む
SDGs  (5P)
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工場内の資源回収 BOX

分別資源の計量の様子 ノーカーデーの社内告知ポスター

SDGs 報告会の様子「会社案内 + α」のコンセプトで制作された全国労働金庫協会様
「ろうきん SDGs レポート」

社内改善、社会や地域課題の解決、2030 年の SDGs
目標達成のため、毎年、SDGs 経営計画プロジェクト
チームを立ち上げて活動しています（P3）。2019 年
度は 5つのプロジェクトチームが活動してきましたが、
ここではその成果の一部をご紹介します。

SDGs 経営計画 プロジェクト
チーム（2019 年度）成果報告
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株式会社 大川印刷　代表取締役社長　大川哲郎株式会社 大川印刷　代表取締役社長　大川哲郎
CSR レポート 2020 では、2019 年度（2019 年 4 月～

2020 年 3 月）の活動を、限られた紙面ではありますが、 
できる限り具体的に紹介させて頂きました。

今回、全従業員さんで取り組んで参りました脱炭素に向
けた行動、そして「SDGs 経営計画」に代表される社内各 
プロジェクトチームの活動全般に対し、高くご評価いただけた
ことを光栄に存じます。

しかしながらその一方でまだ改善すべき点、そして更に繰り
返しご指摘頂いている改善点がございましたことを反省する
と共に、ご指摘いただきました点について以下のように改善
して参ります。

重要なステークホルダーである従業員さんについての 

安全衛生、労働時間管理に関しましては 2020 年度新たな 
プロジェクトチームとして「働き方改革で人生も社会も豊
かにしちゃうぞプロジェクト」を発足させました。そこで 
従業員さんの働き方や働きがいの改善につながる取り組みを
開始しました。

また育児・介護への短時間勤務の制度は総務部を中心に 
検討開始しました。
「迅速かつ適切な情報開示」に関する改善としましては、

社内共有カレンダーによるスケジュール管理を行ってきました
が不十分であったと反省し、担当者とは別に、スケジュール 
管理者を設置して進めるように改善いたします。どうぞ 
宜しくお願いします。

第三者コメント第三者コメント

第三者コメントをうけて第三者コメントをうけて

ＩＩＨＯＥ（アイアイエイチオーイー）　 人と組織と地球のための国際研究所　代表 川北秀人 様　ＩＩＨＯＥ（アイアイエイチオーイー）　 人と組織と地球のための国際研究所　代表 川北秀人 様　
当意見は、本報告書および同社のウェブサイトの記載内容に基づいて執筆しています。
同社の CSR への取り組みは、ISO26000 に準拠しつつ、SDGs を経営計画に織り込み、環境負荷の削減や地域社会貢献活動を
中心に、意欲的に進められており、他社のモデルとなる水準にあると言えます。

高く評価すべき点
・ CO2 ゼロ印刷、FSC® 森林認証紙の使用推進、ノン VOC

インキ使用、工場での再生可能エネルギー利用 100% を
はじめとする主な環境側面（P4-6、P10）について、業界 
に先駆けて取り組むとともに、取引先への働きかけも明記
されていること。今後は、SDGs の期限である 2030 年
までの長期目標や取り組みの試案の明示にも、引き続き 
期待します。

・ 従業員が SDGs を理解し、その達成に自社の事業や活動
を通じて貢献するための主体的な取り組み（P3）につい
て、経営計画プロジェクトチームとして活動していること。 
今後は、サプライチェーン排出量（スコープ 3）勉強会を

継続・拡大して開催するなど、取引先に対しする働きかけ
を、引き続き期待します。

・ 地域イベントへの協力や大学生インターンシップの受け
入れをはじめとする地域社会貢献・情報発信活動（P8-9）
について、経営者自らが率先して社内外でイニシアティブ
を発揮し、他社の模範となる水準にあること。また、その 
取り組みの発信・共有にも熱心に取り組んでいること。 
今後も、SDGs 経営プロジェクトチームをはじめとする 
従業員の方々によるボトムアップ型の取り組み（P10）の
拡充に期待します。

改善努力を求めたい点
・ 重要なステークホルダーである従業員について、海外から

の難民の方の採用といった先駆的な取り組みが進められた
半面、安全衛生や労働時間管理、育児・介護への短時間勤務
などの支援制度をはじめとする従業員の働き続けやすさの
向上に資する取り組みについても、施策・実績がデータと
ともに開示されることに、引き続き強く期待します。

・ CSR への取り組みに関する情報開示について、ISO26000
に準拠した「基本的な考え方」を示し、個々の取り組みを
詳しく紹介していることを評価しつつ、自ら掲げた「迅速
かつ適切な情報開示」という観点からは、より早期に発行
されることを、引き続き期待します。

I I H O E ： 「地球上のすべての生命にとって、民主的で調和的な発展のために」を目的に1994 年に設立された
NPO。主な活動は市民団体・社会事業家のマネジメント支援だが、大手企業の CSR 支援も多く 
手がける。http://blog.canpan.info/iihoe/

川
かわきた

北 秀
ひ で と

人 氏：  1964 年大阪生まれ。
　 　 　 　　　 94 年に IIHOE 設立。NPO や社会責任志向の企業のマネジメント、市民・事業者・行政などが 

総力を挙げて地域を守り抜く協働・総働の基盤づくり、企業のみならず、NPO や自治体における
社会責任（CSR・NSR・LGSR）への取り組み推進を支援している。
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違法伐採がされていない、適切に管理された森林
から産出された木材チップを活用して製造された、
FSC® 森林認証紙を使用しています。

「横浜地域貢献企業」の【最上位認定】を
受けています。ています。

印刷資材と製造工程が環境に配慮され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 ているグリーンプリンティング認定 
工場で印刷しています。工場で印刷しています。

グリーン購入ネットワークグリーン購入ネットワーク
「オフセット印刷サービス「オフセット印刷サービス
発注ガイドライン」に基づき発注ガイドライン」に基づき
作成しています。作成しています。

リサイクルを阻害しない資材だけ
を使っています。

見やすさに配慮した、ユニバーサルデザイン書体
を使用し、年齢の差、障がいの有無にかかわらず、
誰にとっても使いやすく見やすい 、メディア・
印刷物である MUD 認定を取得しています。

P10423

全日本印刷工業組合連合会が認定 全日本印刷工業組合連合会が認定 
す る 全 印 工 連 CSR 認 定 に お い て、 す る 全 印 工 連 CSR 認 定 に お い て、 
最上位認定スリースターを取得して最上位認定スリースターを取得して
います。います。

P-00027

有害な VOC（揮発性有機化合物）を
発生させるもととなる石油系溶剤が
0％のインキを使用しています。

このCSRレポート2020を作成するにあたり、電力 
使用量は79.6kwh、CO₂ 排出量は38.1kgとなり
ます。2016年4月より行っている、印刷事業におい
て発生するCO₂全てをカーボンオフセット（相殺）
した「CO₂ゼロ印刷」で印刷しています。

7 つの中核主題（社会責任）に対する基本的な考え方7 つの中核主題（社会責任）に対する基本的な考え方
ISO26000ISO26000

【組織統治】
基本理念である「情報産業の中核として、信頼に応える技術力と、 
喜びを分かち合えるものづくりの実現」に基づき、健全かつ公平な 
経営体制を構築し、経営の透明性・健全性・遵法性の確保、迅速かつ
適切な情報開示に努めてまいります。

【人権】
ステークホルダー全ての人権と尊厳を尊重すること、また、いかなる
差別や嫌がらせも許さず、それらを見過ごすことも許さないことを 
基本方針とします。

【労働慣行】
差別のない公平、公正を基本とし、お互いが尊重し合い、差別や 
嫌がらせのない職場環境を確保することで活力ある企業風土を醸成 
させます。また、学び合い、成長し合える組織風土づくりを大切にし、
社員の心身のゆとり、豊かさを実現できるように努め、快適、安全で
清潔な職場づくりを行うことを基本方針とします。

【環境】
持続可能な社会・経済の実現のためには、持続可能な環境を維持・ 
向上させていくことが重要であると考えます。そのため、独自の「品質・
環境方針」にて基本方針を示すと共に、今後は国連の提唱する SDGs
の内容も取り入れ活動を推進していきます。

【公正な事業慣行】
ステークホルダーに対し、あらゆる法令及び規定業務の遵守をお約束
するとともに、取引先に対しては、公正な取引関係のもと、業務を 
適正に受託し事業を実施することを基本方針とします。

【消費者に関する課題】　　　
「消費者」は「生活者」と表現します。生活者に直結する課題として、 
「化学物質過敏症に関連する VOC の削減」、「資源の有効活用、循環型
社会の実現」、「製品における異物・異種混入の防止」、「情報保障としての
メディア・ユニバーサルデザインの推進」を重要課題として取り組み
ます。

【コミュニティへの参画】
地域の課題抽出および課題解決のため、企業・行政・市民・NPO・ 
市民団体等のコミュニティへ積極的に参加していきます。

私たち大川印刷は「情報産業の中核として信頼に応える
技術力と喜びを分かち合えるものづくりの実現」を基本
理念に掲げ、ISOのCSR規格である「ISO26000」を
ガイドとしながら、本業を通じた様々な社会へのお役立
ちを目指しています。

大川印刷の CSR

横浜市 SDGs 認証制度「Y-SDGs 認証」において
再上位ランク ”Supreme” の認証を受けています。

当レポートはステークホルダーのみなさまに私たち大川印刷の取り組みを広くご理解いただくため、2019 年４月 1 日から
2020 年 3 月 31 日までの活動内容を中心に編集しています。

編集方針


