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はじめに 

  新日本カレンダーは、１９２２年の創業以来、カレンダーの 

製作・販売を通して皆様との関わりを持たせて頂き、企業とし 

ての歩みを進めてまいりました。現在ではカレンダー関連のみ 

ならず、自社オリジナルの紙文具製品の開発も行なっており、 

世の中へ新たな価値のある商品を送り出しています。 

また 、ペット用品の通信販売事業（ペピイ事業部）も立ち 

上げから２０年を超え、多くのお客様に認知して頂ける事業に 

成長しました。 

 

 事業の成長・拡大に伴い、弊社では『環境活動』も事業活動の一貫として積極的に取り組んでき

ました。エコアクション２１の取り組みでは、メインの生産拠点である三田工場が２００７年に 

スタートし（認証・登録番号０００１８１４）、事務部門では東京支店を皮切りに、２０１２年に

本社を含めた全事務部門と、主な工場が参画することとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１４年度の活動は、本社では前年の社内改装や設備改善の効果もあり、電力は目標以上の削

減となりました。また、毎年課題になっていたガスや軽油、水使用量の削減も達成することができ

ました。逆にガソリンの使用量は社用車の増加により目標に届かず、基準年も上回る結果となって

しまいました。九州支店でも同じような理由でガソリン使用量が増えており、今後は使用量ではな

く、燃費を算出して目標値としていくことを検討しなければなりません。名古屋支店は移転のため

「目標値無し」の状態で１年間活動しましたが良い結果となり、丸亀工場も灯油の使用０や業務量

増加の中でのコピー用紙使用削減を達成しました。本社より早く活動を始めていた東京支店では、

人数が年々増加していることもあり、電力使用や廃棄物の削減は未達となりましたが、その他の項

目では今年も目標を達成しており、活動を継続することの重要性を改めて実感しました。 

上記のように２０１４年度は、各拠点が独自の工夫を凝らし、目標達成に向けて活動することが

できた年になったと考えております。まだまだどの拠点も「順調な部分」と「例年課題になってい

る部分」がありますが、これらを改めて共有し、活かせる部分・改善に役立つ部分を実施すること

で、活動を毎年着実に進歩させていきます。 

 

 本報告書を通して、当社の環境に対する取り組みを皆様にもご理解頂き、ご意見・ご感想を頂戴

しながら、より一層活動内容を充実させていく所存でございます。 

 

代表者               

代表取締役  社長    宮﨑  安弘 

ペピイ通販カタログ 

ロングライフデザイン賞受賞 
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◇組織の概要◇ 

 

（１）事業者名及び代表者 

新日本カレンダー株式会社 

代表取締役 社長 宮﨑 安弘 

 

（２）所在地 

本社   ：大阪府大阪市東成区中道３丁目８番１１号 

東京支店 ：東京都千代田区神田神保町３－７－１ ニュー九段ビル８Ｆ 

九州支店 ：福岡県福岡市博多区店屋町７番７号 

名古屋支店：愛知県名古屋中区栄２－１１－７ 伏見大島ビル２Ｆ 

丸亀工場 ：香川県丸亀市前塩屋町１丁目２－２７ 

 

（註）対象範囲外として、次の事業所があり、別途ＥＡ２１の認証・登録済である。 

 

三田工場 ：兵庫県三田市テクノパーク５－９ 

鹿児島配送センター：鹿児島県鹿児島市小山田町６４９６番地 

北関東カレンダー物流センター：栃木県真岡市久下田８０３番地１ 

 

（３）環境保全関係の責任者及び担当者連絡先 

代表者 代表取締役 社長：宮﨑 安弘   ＴＥＬ：０６－６９７２－５８８８ 

責任者 常務取締役：水山 統之     ＴＥＬ：同上 

副責任者 総務部長：勝田 裕志    ＴＥＬ：同上 

担当者 総務課長：奥山 道孝    ＴＥＬ：同上 

    総務課：小西 育徳        ＴＥＬ：同上 

       総務課：平澤 洋     ＴＥＬ：同上 

    総務課：服部 紘志      ＴＥＬ：同上 

    東京支店長：庄司 永人    ＴＥＬ：０３－５２１６－８８２５ 

    名古屋支店長：林 三誠                ＴＥＬ：０５２－２３１－８３３８ 

    九州支店長代理：坂田 眞喜     ＴＥＬ：０９２－２９１－０７９１ 

丸亀工場：川島 宗利    ＴＥＬ：０８７７－５８－３７２５ 

 

（４）今回の認証・登録の対象範囲と事業概要 

本社：カレンダー・団扇及び販促ツールの企画・営業活動拠点 

   ペット用品通信販売の企画・営業活動拠点 

   動物病院向け医療用消耗品及び医療機器の販売拠点 

東京支店・名古屋支店・九州支店： 

カレンダー・団扇及び販促ツールの営業活動拠点 

丸亀工場：ペット用品通信販売の出荷拠点 

 

 

 

 

4



（５）事業の規模 

本社 ：  全社売上額 ９７億円／年 

従業員：１６６名  延べ床面積：３,５２６㎡ 

東京支店 ： 売上額   本社計上分に含む 

      従業員：１４名   延べ床面積：１５２㎡ 

名古屋支店：売上額  本社計上分に含む 

      従業員：８名    延べ床面積：２５１㎡ 

九州支店 ： 売上額   本社計上分に含む 

      従業員：１０名   延べ床面積：７２６㎡ 

丸亀工場 ： 売上額   本社計上分に含む 

      従業員：５名    延べ床面積：３,２０９㎡ 

 

（６）事業年度 

２月～翌年１月（環境活動の事業年度は４月～翌年３月） 

 

（７）環境管理体制と役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表者：宮﨑 安弘（代表取締役社長） 

 環境方針の制定、環境経営システムの評価・見直し、活動の評価と指摘・是正事項の確認 

 環境関連法規の遵守評価、環境活動目標の承認 

 

環境管理責任者：水山 統之（常務取締役） 副責任者：勝田 裕志（総務部長） 

 環境活動内容の承認、環境活動結果を代表者へ報告、内部監査員の任命 

各部門、拠点の活動指導・教育 

 

エコアクション 21 運用プロジェクトチーム リーダー：森田 康之（取締役） 

プロジェクトミーティングの実施・環境活動の提案、日常の環境活動実施・推進 

環境活動発表会の運営、社外環境活動への参加 

 

環境管理事務局：総務課 

 環境活動の実績集計・管理、環境に関する外部との窓口、各拠点の活動指導・教育 

制定日：平成24年3月1日

改定日：平成27年4月1日

総務本部

環境管理事務局 東京支店・名古屋支店・九州支店・丸亀工場

エコアクション21
運用プロジェクトチーム

カレンダー
事業部

ペピイ
事業部

株式会社
ペピイ

環境管理責任者
副責任者

代表者
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新日本カレンダー株式会社 

本社・東京支店・名古屋支店・九州支店及び丸亀工場 

 

環 境 方 針 

 

 

  環境保全が経営の重要課題である事を踏まえ、環境経営システムを構築・運用し、

自主的・積極的に環境保全活動に取り組みます。 

  カレンダー・団扇・扇子の企画・製造・販売、ペット用品の通信販売の事業活動に

おける環境負荷低減の為、行動指針を次のように定めます。 

 

＜環境保全への行動指針＞ 

 

１．環境関連法規制や当社が約束したことを順守します。 

２．以下について具体的な環境目標を定め、実施計画を立てて、継続的改善に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本社・各支店及び丸亀工場で働く全ての従業員にこの環境方針を周知します。 

 

２０１２年２月１日制定  

２０１２年９月５日改訂  

                       代表取締役 社長  宮 﨑 安 弘 

① 低炭素社会実現のため二酸化炭素削減（省エネルギー） 

② 省資源化の推進（含む節水） 

③ 廃棄物等、排出量の削減 

④ 環境対応の商品・サービスの拡充と積極的なアピール 

⑤ 物品全般におけるグリーン調達推進 

⑥一般医薬品の適正管理 
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◇環境負荷の実績及び中期目標◇
拠点 単位 2011年（基準年） 2013年実績 2014年目標 2015年目標 2016年目標

本社 115,869 93,380 96,815 95,012 93,854

東京 13,799 13,926 12,527 12,396 12,111

名古屋 26,906 22,838 22,870 22,830 22,601

九州 21,540 22,022 21,080 20,900 20,900

丸亀 6,796 5,372 5,570 5,504 5,470

合計 184,910 157,538 158,862 156,642 154,936

本社 59.9 65.66 65.7 62.9 62.9

東京 0.241 0.258 0.27 0.22 0.215

名古屋 1.47 1.06 0.99 0.98 0.97

九州 8.7 8.4 8.4 8.35 8.33

丸亀 0.44 0.51 0.48 0.41 0.41

合計 70.75 75.89 75.84 72.86 72.825

本社 4.66 34 10.39 4.52 4.4

東京 0 1.3 0 0 0

丸亀 2.6 2.7 2.5 2.4 2.3

合計 7.26 37.56 12.89 6.92 6.7

本社 19 27.4 30 33 34

東京 34 40 47 51

名古屋

九州

丸亀 32 61 62 63 64

平均 25.5 40.8 44 48 49.7

本社 2,437 1,764 1,803 1,803 1,779

名古屋 168 177

九州 94 91 89 90 88

丸亀 104 139 115 113 112

合計 2,803 2,171 2,007 2,006 1,979

本社 168 161 166 168

東京 12 14 14 15

名古屋 9 9 8 7

九州 8 8 10 9

丸亀 3 5 5 5

廃
棄
物
の
削
減

有価物への転換

節水

％

未測定

未測定

未測定

ｔ

建物で一括管理のため測定不可

kg-CO2

ｍ３

従業員数

環境活動項目

一般廃棄物

産業廃棄物

人

二酸化炭素
排出量の削減

省
資
源
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◇環境目標に対する実績結果◇
拠点 単位 2011年（基準年） 目標 実績 2015年 2016年 2017年

本社 115,869 96,815 89,987 88,858 88,544 87,124

東京 13,799 12,527 16,953 12,489 12,204

名古屋 26,906 22,870 10,886 10,737 10,635 10,635

九州 21,540 21,080 18,894 21,080 20,900 17,713

丸亀 6,796 5,570 5,223 5,008 4,971 4,938

合計 184,910 158,862 141,943 138,172 137,254 120,410

本社 59.9 65.7 66.318 65.7 63.5 63.1

東京 0.241 0.27 0.302 0.244 0.238

名古屋 1.47 0.99 0.99 0.98 0.96 0.95

九州 8.7 8.4 2.37 2.35 2.33 2.32

丸亀 0.44 0.48 0.47 0.55 0.54 0.54

合計 70.75 75.84 70.45 69.82 67.568 66.91

本社 4.66 10.39 10.85 10.40 8.6 8.3

東京 0 0 0 0 0 0

丸亀 2.6 2.5 2.1 2.50 2.4 2.4

合計 7.26 12.89 12.95 12.9 11 10.7

本社 19 30 29 31.5 32 33

東京 40 63 58 58.5

名古屋 93 94 94 95

九州 87 70 71 72

丸亀 32 62 71 71 75 75

平均 25.5 44 68.6 64.9 66.1 55

本社 2,437 1,803 1,665 1,648 1,580 1,555

名古屋 168 0

九州 94 89 76 73 71 71

丸亀 104 115 155 145 140 135

合計 2,803 2,007 1,896 1,866 1,791 1,761

本社 168 166 166 168

東京 12 14 14 15

名古屋 9 8 8 7

九州 8 10 10 9

丸亀 3 5 5 5

省
資
源

節水 ｍ３

環境活動項目

従業員数 人

二酸化炭素
排出量の削減

kg-CO2

廃
棄
物
の
削
減

一般廃棄物

産業廃棄物

有価物への転換

建物で一括管理のため測定不可

2014年度

％

未測定

未測定

未測定

ｔ
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◇環境活動の取組み内容と改善事項◇ 

① 電気使用量の削減（kwh） 
 

 

 

 

Ⅰ. 取組み内容 

・クールビズ（5 月～10 月）、ウォームビズ（11 月～3 月）を実施 

・冷暖房の使用・設定温度を明確化。プロジェクトメンバーによる設定温度の見回り 

→冷房：28℃以上で使用可 26℃設定で運転 

   →暖房：20℃以上で使用可 22℃設定で運転 

・サーキュレーター、扇風機の活用 

・昼休み、残業時の不要箇所消灯。未使用箇所の蛍光灯間引き 

・高効率の空調機器へ入れ替え（2013 年：本社、2014 年：九州支店） 

・従業員のエレベーター使用を原則使用禁止（本社） 

・デマンドコントロールシステムの活用（本社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ. 振り返り 

・名古屋支店は移転、九州支店は空調機器の入れ換えにより、電気使用量が大幅に減少。 

・本社も前年の空調機器入れ換えや、エレベーターの使用回数減少など、日常活動の成果も表れている。 

・東京支店は基準年と比べ従業員が増え、目標数値の達成が困難になってきた。 

・丸亀工場では灯油ストーブの使用を無くし、暖房の使用が増加したため、僅かに目標を上回った。 

 

Ⅲ. 改善点・次年度へ向けて 

本社では、残業や会議の長時間離席時の消灯が徹底できていない。業務に支障が無い範囲で、各階のエコアクシ

ョン21プロジェクトメンバーが率先して消灯をする。エレベーターの使用回数は前年より減少したものの、業務体系の

変更により後半は増加してしまった。また、人の入れ替わりにより、周知徹底ができていない部門も存在する。改めて

「従業員のエレベーター使用は原則使用禁止」を呼びかける。 

東京支店では、今後も人員の増加が予測される。支店全体の電気使用量ではなく、「一人当たりの使用量」を算出

し、目標達成に向けて活動を進める。名古屋支店・九州支店では、不要箇所の消灯が徹底できていない部分がある

ため、その部分を今以上に気を付けるようにする。丸亀工場は“振り返り”にも記載した理由で目標未達となったが、

若干の増加であるため、再度今年の数字にチャレンジする。 

2014年 本社 東京 名古屋 九州 丸亀

目標 168,677 27,800 18,207 32,748 15,000

実績 158,631 41,326 8,548 25,982 15,103

評価 ○ × ○ ○ △
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② ガス使用量の削減（m3） 

 

 

 

 

Ⅰ. 取組み内容 

・夏場の給湯器使用を控える 

  →注意喚起ポスターの掲示（本社） 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ. 振り返り 

・本社、九州支店共に目標を達成 

・定時後は給湯室のガスの元栓を閉めていた 

 

Ⅲ. 改善点・次年度へ向けて 

今年度より名古屋支店が移転に伴い、給湯室が 

共用部分の使用となったため、使用量が測定不可 

となった。数字は把握できないが、引き続き省エネ 

を意識して給湯器の使用を心がける。 

本社はテナント企業様の使用分も含まれており、来年度は一社増えることが予定されている。使用量の増加も予測

されるが、まずは社内の使用を抑えることを引き続き継続する。特に夏場は使用を控えるように呼びかけていく。 

九州支店ではガス使用０の月が８回もあり、日ごろから使用を抑えることを意識できている。これ以上の削減は困

難であるため、今年度のように最低限の使用で抑えるようにする。 

 

③ ガソリン・軽油使用量の削減（Ｌ） 

 

 

 

Ⅰ. 取組み内容 

・エコドライブの推進（エコドライブステッカー貼付） 

・車両走行記録の使用、それを基に燃費の算出 

・公共交通機関、自転車の利用促進 

・冷房の使用を抑える 

・ハイブリッドカーの導入（本社 ２０１５年７月導入予定） 

・社用車使用０月間の実施（東京支店） 

 

2014年 本社 九州

目標 281 11

実績 247 4

評価 ○ ○

2014年 本社（ガソリン） 本社（軽油） 東京 名古屋 九州 丸亀

目標 7,692.8 5,242.5 500 3,164.1 3,158.2 110

実績 9,901.8 2,482.6 466.9 2,947.4 3,825.8 129

評価 × ○ ○ ○ △ △
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Ⅱ. 振り返り 

・本社は営業車が２台増加したことによりガソリン使用量が大幅増。増えた２台を差し引いても前年より増加した。 

・本社の軽油使用車両を１台廃車したことで、前年使用量の半分以下となった。 

・東京支店では前年度に比べて増加した月もあったが、使用０月間が３回もあり、目標を達成することができた。 

・名古屋支店は移転に伴い軽油使用車が無くなり、使用量０へ。交通の便が良い場所へ移転したこともあり、公共

交通機関の積極利用や、業務内容の変更によりガソリンの使用量も予想以上に削減できた。 

・九州支店は人員増加に伴い営業活動で社用車を使用する機会が増えたため、目標をやや超えてしまった。 

・丸亀工場は、昨年のエコアクション２１審査後に社用車を本社へ移動させたが、仕事の増加に伴いフォークリフト

のガソリン使用量が増えてしまった。 

 

Ⅲ. 改善点・次年度へ向けて 

社用車の増減や使用環境の変化が激しい１年となった。本社と九州支店は、年々増え続ける使用量に今年も歯止

めをかけられなかった。増加要因は多々あったが、今後は使用量ではなく、営業車の燃費も使用者全員が意識でき

るよう、燃費目標も作成する。燃費が良くなれば使用量にも影響が出てくるため、エコドライブの講習を行うことも一つ

の案として検討する。東京支店では使用頻度が増える時期と、その後の対策を考えることで目標達成に繋がったとい

える。仕事の中でも環境活動のことをしっかり意識できていることの表れだろう。営業本部が東京に移ったことで、営

業活動も増えていくが、来年度も目標達成のための対策を全員で実行していく。 

 名古屋支店は移転の効果が非常に大きかった。社用車は引き続き保有するが「あるから使う」という安易な考えは

止め、今年度と同じよう移動は公共交通機関を積極的に利用する。丸亀工場は社用車が無くなったものの、リフトは

今後も使い続けるため、仕事量増加の中でどのように削減するかが課題となった。来年度は、リフトだけでどれだけガ

ソリンを使用しているかを知り、そこから削減できる部分を探していく。 

 

社用車 車種別平均燃費

車種 平均燃費

ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ 12.97

ﾑｰｳﾞ 11.25

ｳﾞｨｯﾂ 14.38

ｴﾌﾞﾘｲ 11.55

ADﾊﾞﾝ 11.45

（単位：km/ﾘｯﾄﾙ）

※2014 年実績 
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④ 廃棄物の削減（ｔ）、有価物への転換（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ. 取組み内容 

・分別マニュアルを配布し、朝礼で案内 

・シュレッダー廃紙のリサイクル化 

・エコキャップ運動の実施 

・定期的なごみの分別状況の見回り、分別の不明点に関するヒアリング（本社） 

・産業廃棄物を有価物へ移行 

→本社では引き続き、産業廃棄物として処理をした書類をすべて有価物化 

→来年度から本社でも PP バンドを有価物化（２０１５年７月予定） 

・紙ごみと一般ごみの分別徹底（一般ごみを減らし、紙ごみを増やす） 

・カレンダー残品の有価物化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年 本社 東京 名古屋 九州 丸亀
目標 65.7 0.27 1.15 8.4 0.43
実績 66.3 0.30 0.99 2.37 0.47
評価 × △ ○ ○ ○

2014年 本社 丸亀
目標 10.39 2.5
実績 10.85 2.1
評価 × ○

一般廃棄物の削減 産業廃棄物の削減 

有価物への転換率 

2014年 本社 東京 名古屋 九州 丸亀
目標 30 40 75 0 62
実績 29 63 93 87 71
評価 △ ○ ○ ○ ○
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Ⅱ. 振り返り 

・本社は「紙ごみの排出不可」に伴い、一般廃棄物の排出量が減ると思われたが逆に増加。産業廃棄物も最終月

に、今まで放置していたものをまとめて処理したため、目標に僅かに届かなかった。 

→一般廃棄物の分別が徹底できていない。敷地内の専門学校の生徒数増加による廃棄物増なども考えられる。 

・以上の結果、本社では有価物があまり増えず、率も目標に届かなかった。 

・東京支店では、繁忙期中のプラスチックごみや梱包資材の一般廃棄物排出が増えたことで、若干の増。 

・名古屋支店は東京支店と逆で、梱包資材の排出が減ったことで、量が１ｔを割ることができた。 

・大幅な削減を達成した九州支店だが、要因として、従来一般ごみ処理をしていた紙ごみが有価物として業者引き

取りが可能になったこと。ペットボトルも支店で処理をしていたが、自動販売機業者の引き取りに変更となったこと

などが挙げられる。 

・丸亀工場は仕事量増加の中で、一般廃棄物を昨年実績より減らすことはできたが、目標には僅かに届かなかっ

た。産業廃棄物に関しては、排出が予定より少なくなったことに加え、一部を有価物化することができた。 

 

Ⅲ. 改善点・次年度へ向けて 

九州支店で昨年課題となった紙ごみを、今年度は有価物として処理することができ、大幅な削減となった。今年度

の全社廃棄量が削減できたこと、有価物の割合が高くなったことは九州支店のおかげである。本社は昨年の排気量

を下回ることはできたものの、目標達成には約１ｔの削減が必要である。まだ紙ごみと一般ごみの分別が完璧とは言

えない状況にあるため、全体の朝礼などで廃棄物全体の説明や分別の周知徹底を図っていく。空調の温度設定チェ

ックとあわせて、分別状況のチェックもプロジェクトメンバーで行っているが、引き続き来年度も行っていく。 

 名古屋支店は梱包資材などの排出量が大きく減ったが、移転による業務内容変更の影響が表れている。来年度か

らは紙ごみと一般ごみの分別に今以上に力を入れていくようにする。若干の排出量増加となった東京支店と丸亀工

場だが、取組み自体はきちんとできているため、来年度こそ減らすことができるよう、各課員が一丸となって取り組む

ようにする。 

産業廃棄物については、本社にて昨年の社内改装時に大量排出をしたため、その数字を下回ることはできたが、２

月まで目標達成のペースで数字が推移していたことを思うと、非常に残念な結果となった。原因として、一時的に保

管していたものがそのまま放置されており、３月に一斉に処分したため未達成となってしまった。今後は各部署で保管

期限を決め、まずは計画的に排出する。来年度に有価物引き取り業者の変更を予定しているが、産業廃棄物として

処理しているものを有価処理が可能か交渉し、減らすための取組みも継続していく。丸亀では排出時期の先送りによ

り削減できた面もあり、来年度増える可能性が高い。今年のように有価物化できるものを増やし、来年もたとえ僅かな

量でも削減できるよう工夫をする。 

 今年度から全拠点で有価物の率が算出可能になった。様々な改善項目を挙げたが、まずは日々の分別を徹底する

ことが大切なことになる。一人ひとりが今一度、分別に注意し、事務局も分かりやすい分別の案内を行う。 
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⑤ コピー用紙使用量の削減（枚） ※A4 換算 

 

 

 

Ⅰ. 取組み内容 

・カレンダー残紙を裏紙として使用 

・両面・集約機能を活用したプリント、印刷 

・PDF 化可能な資料はプリントを避け、メールで閲覧 

・本社、各支店・得意先との原稿チェックの PDF 化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ. 振り返り 

・裏紙が途中で無くなってしまったこと、お客様へお渡しする資料が増加したことに伴い、用紙の使用量も増加。 

・本社ではまだまだ両面・集約印刷が浸透していない。 

・東京支店と丸亀工場は、裏紙の使用だけでなく両面印刷を積極的に活用し、使用枚数を抑えることができた。 

・名古屋支店は目標に対して大幅な増加となっているが、これは購入時期がずれたためであり、Ａ４用紙の購入枚

数は昨年とほぼ同じである。無駄な使用も特に見られなかった。 

・九州支店では１年振りにＡ３用紙を購入し、前半は目標を超えていたが、各拠点やお客様との紙ベースでのやり

取りを、データベース中心に行うように進めたことで、見事に目標達成となった。 

 

Ⅲ. 改善点・次年度へ向けて 

どの拠点も裏紙の使用で購入枚数を抑えてきたが、それだけでは削減ができないようになってきた。東京支店と丸

亀工場では、両面印刷など印刷時の様々な機能を活用し、九州では今まで紙で出力していたものを、データのやり取

りのみにすることで使用枚数を抑制しており、ひと工夫を加えなければ今後も削減することは難しい。コピー用紙は業

務に直結するものなので、支障が無い範囲で活動を進めていかなければならないが、まだまだ改善できる部分はあ

る。全拠点で印刷機能の活用や、紙からデータへ移行できるものは積極的に進め、「紙の使用を減らす」から「紙を極

力使わない」という意識を持つようにする。 

 

 

 

 

 

 

2014年 本社 東京 名古屋 九州 丸亀
目標 1,089,000 105,625 55,000 57,000 11,500
実績 1,256,250 103,500 82,500 42,500 10,000
評価 × ○ × ○ ○
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⑥ 水使用量の削減（Ｌ） 

 

 

 

Ⅰ. 取組み内容 

・擬音装置の付いたトイレの設置 

・自動水洗の取り付け 

・水圧を絞り排水量を減らす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ. 振り返り 

・本社は昨年の改装により、トイレや手洗いが自動水洗となった。削減はこの効果によるところが大きい。また、テ

ナント企業様の夜間使用減少も、目標達成の要因となった。 

・九州支店でも、従業員だけでなく協力会社への呼びかけを行い、少ない使用量から更に削減することができた。 

・丸亀工場では短期の人員増減があり、このことが使用量の増加につながってしまった。 

・名古屋支店は今年から水道が、移転先の建物一括管理になり、使用量の測定が不可となった。 

 

Ⅲ. 改善点・次年度へ向けて 

節水はしっかりと取り組めている分野だが、外部や人員など数字がその時々の状況に左右されやすい。今回増加

した丸亀も、決して取組みが甘かったわけではないが、結果として今年度は３拠点の中で唯一の増加となった。短期

間の従業員へも業務内容だけでなく、環境活動の教育も行い、新日本カレンダーで働くすべての人がエコについて意

識するようにしなければならない。これはどの拠点でも同じことがいえる。今回目標を達成した本社と九州支店も、今

年の結果に一喜一憂することなく、来年度も目標達成を目指して活動を継続していく。 

東京支店と名古屋支店は水の使用量が計測できず、水圧の調整なども建物管理会社様の意向により実施できな

いが、ガスの使用ともあわせて日ごろから節水や省エネについて意識していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年 本社 九州 丸亀

目標 1,803 89 115

実績 1,665 76 155

評価 ○ ○ ×
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◇その他２０１４年度の取組み◇ 

① 環境対応商品の開発とアピール 

カーボンオフセット対応カレンダーの 

販売を継続しており、対象品番の追加や 

削除がこの４年間で何度も行われたが、 

どの拠点も順調に数字を伸ばしている。 

特に今年度は前年より大幅に販売冊数 

を伸ばした。カレンダーカタログでも紹介 

をしており、小売りカタログにおいてもエコ 

商品として紹介している。今後も、誌面 

だけでなく、営業活動の場でも積極的に 

アピールをします。 

カーボンオフセット対応商品だけでなく、 

夏のうちわ・扇子など東日本大震災以降、 

環境に配慮した夏のアイテムとして改めて 

見直された商品たちも、季節に合わせて 

積極的に販売促進を行っている。これに 

合わせて、通年対応のＳＰ商品も「夏の 

エコ」と銘打ち、お客様への紹介を行って 

いる。これからも、環境に配慮する会社とし 

て、エコアクション２１認証企業として恥ずか 

しくない営業活動・提案を行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16



② 社内備品等のグリーン購入 

 社内で使用している備品等は、各拠点の購入担

当がグリーン購入対象商品を積極的に購入してい

る。社内の蛍光灯に関しても、改装時に LED ライト

を採用している。また、社用車にハイブリッドカーの

導入も予定しており（ガソリン・軽油の使用量削減の

項参照）、細かな文具類から規模の大きいものまで、

環境に配慮したものの購入や使用を心がけている。 

③ 一般医薬品の適正管理 

 本社では動物病院様向けの医療法消耗品等を販売・保管しているた

め、有資格者（管理薬剤師）により医薬品の管理している。倉庫の移動

が今年度はあったが、入り口が一つになったことで人の出入りがはっきり

確認できるようになり、管理面では安全性が上がった。事故や違反も発

生していないため、引き続き適正な管理を行う。 

④ 地域社会への貢献活動 

 東京支店では毎年、千代田区が行っているボ

ランティア活動「さくら美守り隊（みまもりたい）」

に参加している。千代田区にある桜の名所・千

鳥ヶ淵の景観保護のための清掃活動を行って

おり、新日本カレンダーは今年で４年目の参加

となった。 

 本社では今年度の末より、会社周辺の清掃活動をスタートした。駅か

ら当社まで来られるお客様や地域の方々が、気持ちよく道を歩けるよう、

プロジェクトメンバーを中心に清掃を始め、その後は本社の全社員で、

当番制として週に２回実施している。今後も、当社の経営信条にある「地

域社会への貢献」に合致したこれらの活動を継続していく。 

 本社独自の活動ではないが、三田工場で行って

いるＮＫの森清掃活動（神戸市長田区）に、今年度

は本社の従業員だけで参加した。今後はプロジェク

トメンバーと事務局での参加や、メンバー外の社員

にも参加してもらえるように働きかけていきたい。 
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⑤ 環境意識・知識向上のために 

当社では環境知識の向上のため全従業員

に「エコ検定」の受験を勧めており、今年度で

合格者は１１０人を超えた。また、月初の朝礼

にて毎年、前年度の環境活動報告を実施し、

自分たちの取組みの成果を知ることで、今後

の環境活動に前向きに取り組めるようにして

いる。来年度からは、朝礼内での報告ではな

く別で時間を確保し、内容の充実した発表を

行えるよう、プロジェクトメンバーが中心とな

って準備を進めていく。 

⑥ 緊急時の対応訓練 

当社では、毎年全拠点で緊急時の訓練、手順確認を行

っている。本社では東成消防署の協力の下、火災時の避

難訓練を実施。この訓練には、当社従業員だけでなく、テ

ナント企業様や専門学校の方も参加していただいた。駐

車場への避難後は、水消火器を使用し消化訓練も実施し

た。今後は地震時の対応訓練も実施する。 

⑦ 内部監査の実施 

エコアクション２１の規定に則り、年に１度の内

部監査を実施している。本社では内部監査員への

事前教育を行い、その数日後に監査を実施する。

年数を重ねるごとに監査も浸透し、ヒアリングなど

も積極的に答えてもらえるようになっている。また、

着実に問題点も減少しており、活動の成果が見ら

れるようになった。 

各拠点の監査は環境活動事務局が行っており、

現地の監査だけでなく、その場で問題点の指摘や

環境教育も実施している。 

 

 

 

 

監査後の振り返りで出た意見 
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◇環境関連法規制等の順守状況◇
法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

適用される法規制 該当する要求事項・適用される施設等 適用事務所

廃棄物処理法及び関連条例
・一般廃棄物の適正処理
適用施設等…保管場所、産業廃棄物（紙くず・OA機器）

全社

騒音規制法
大阪市生活環境の保全等に
関する条例（89条1項）

・特定施設設置の届出…エアコン室外機1台

本社

労働安全衛生法
・労働者の安全と健康の確保
・快適な作業環境を作ること

全社

家電リサイクル法
・有効資源の再利用、廃棄物削減
　適用施設等…テレビ、冷蔵庫、エアコン

全社

資源有効利用促進法
・有効資源の再利用、廃棄物削減
　適用施設等…パソコン、ディスプレイ

全社

フロン回収破壊法
・オゾン層破壊を防止するためのフロン廃棄規制
　適用施設等…業務用エアコン

全社

容器包装リサイクル法
・有効資源の再利用、廃棄物削減
　適用施設等…段ボール、ラップ、エアキャップ

全社

自動車リサイクル法
・自動車の廃棄、使用済自動車の引渡業務
　適用施設等…会社所有車
　　　　　　（本社3台、名古屋1台、丸亀1台）

本社
名古屋支店
丸亀工場

自動車Noｘ・PM法
・自動車排出窒素酸化物等の排出抑制に努める
　適用施設等…会社所有車（本社1台）

本社

薬事法
・医薬品の販売業の許可
・高度管理医療機器等の販売業務及び賃貸業の
　許可…本社ベッツ販売部（動物病院向け医薬品）

本社
ペピイ事業部

毒物及び劇物取締法
・毒物又は劇物の取扱
・毒物、劇物一般販売業登録
　…本社ベッツ販売部（動物病院向け医薬品）

本社
ペピイ事業部

消防法及び関連条例
・火災報知器、屋内消火栓の設置
・消防用設備の点検と報告

全社

水道法 ・年1回の貯水槽（受水槽）の点検 本社

ビル管理法 ・特定建築物等の維持管理 本社

環境慣例法規制等の順守評価の定期評価の結果、環境法規制等の逸脱はありませんでした。
なお、関係当局より違反等の指摘は過去3年間ありません。
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◆代表者による２０１４年度取り組みの総括◆ 

 

２０１４年度は、認証・取得から３年目を迎え、どの拠点でも環境活動が根付いてきた

ことが実感できる１年となりました。移転や社用車の入れ替え・増加により、目標が立て

られないまま活動を進めた項目もありましたが、達成・未達成に関わらず、一人ひとりが

しっかりと意識をして取り組めたことが一つの成果です。また、本社ではエコアクション

２１プロジェクトチームのメンバーを一新し、空調の温度設定や廃棄物の分別状況を見回

るなどの活動を行い、今まで出来なかった活動も実現しました。支店においては人員の増

加や建物の老朽化といった問題が引き続きありますが、東京支店では「一人当たりのエネ

ルギー使用量・廃棄物排出量」を算出し、人が増えたことに甘んじることなく目標の達成

を目指しております。 

課題が多く発生し、至らない点や意識が足りない分野があることは事実ですが、それに

対して各拠点一人ひとりが問題意識を持ち、自主的に対応策を練り、それを行動に移すこ

とができた１年でもありました。 

今後は、本社の活動はプロジェクトメンバーが中心となって行い、事務局が各拠点の活

動に協力していく体制を作ることができれば、必ず全体が良い方向へ進んでいきます。 

 

今年度はこれまでの当社の活動が評価され、大阪府

より「おおさかストップ温暖化賞（節電賞）」を頂きま

した。大変名誉なことであり今までの取組みが認めら

れたことへの喜びと同時に、この賞に恥じない会社に

ならなければ、という身が引き締まる思いもあります。 

 

 

カレンダーや通販カタログの作成において、資源を大量に使用する会社として、持続可

能な社会を実現するために、少しでも社内環境活動で貢献することは責務でもあります。 

今後も、賞を頂いた節電分野も含め、省エネ・省資源・廃棄物削減の三本柱でしっかり

と目標を達成し、持続可能な社会を実現するために、微力ではございますが世の中に貢献

できる活動を進めてまいります。 

 

 

代表者 

代表取締役 社長  宮﨑 安弘 
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