
　　　　(2011.7.1～2012.6.30）

　　　三幸総研株式会社

　　　　代表取締役社長

　　　　古澤　志津夫

でおられるなかで環境活動をされている姿を拝見しますと、励まされる以上のものがあります。

近年、環境問題への取り組みをしているか否かで、企業の体質を問われる時代になったと

感じております。特に大手企業に至っては取引条件で環境活動をしていない企業は、企業の

　三幸総研は私を先頭に従業員一同が、環境にやさしい企業を目指し、環境保全活動に前向

出来ました。限りない企業活動に限りある資源と限りある命。環境の見直しをするのは今しか

存在をとわれます。当社もＫＥＳ活動を始めてからは、意識なく捨てていました小さなモノでも

沢山の人達が同様のことを繰り返すことで環境への影響が大であることを改めて感じることが

ありません。排出される産業廃棄物も３Ｒを基本と考え未来を担う人達へ繋いでいけたらと思

います。

きに取り組みます。勿論、地球規模のことは出来ませんので、先ずは目先の自分達が出来る

小さなことから始め、地域の皆さんと連携して大きな活動に繋がれば良いと願っております。

　 昨年は東日本大震災の関係で東北の皆さんをはじめ沢山の方々が被災され、今なお苦しん

経済情勢は景気の先行きに不安を感じますが、“企業活動≒ＫＥＳ活動”と認識し頑張っていき

たいと思います。
2012年7月
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制定日　2007年7月1日
改訂日　2011年9月1日

　　三幸総研株式会社

代表取締役社長　古澤志津夫

会社概要
会社名 ： 三幸総研株式会社
現在地 ： 京都市右京区西院月双町91
事業内容 ： プラスチック・フイルム類の切断・抜き
代表取締役 ： 古澤志津夫
資本金 ： 3,000万円
従業員 ： 89人（含む、パート53人、派遣11人）
事業所 ： 本社、京都工場、尾道工場、三重工場（海外：ベトナム）
沿　革 ： 1966年11月創業(三幸特殊紙工）

1982年11月設立（三容商事）
1990年3月三幸総研に社名変更
2009年3月第18回オスカー認定企業（環境分野）

Ⅰ.環境活動の取り組み体制

　環　境　宣　言

基本理念

三幸総研株式会社は、地球環境の保全が人類共通の最重要課題の一つであることを認識し、
全組織を挙げて環境負荷の低減に努力します。

方　　　針

三幸総研株式会社はプラスチック・フイルム類の切断・抜き製品の加工に係わる全ての活動、
製品及びサービスの環境影響を低減するために、次の個本に基づき環境マネジメント活動を
推進して地球環境との調和を目指します。

1.当社の活動、製品及びサービスに係わる環境影響を常に認識し、環境汚染の予防を推進
　するとともに、環境マネジメント活動の継続的改善を図ります。

2.当社の活動、製品及びサービスに係わる環境関連の法的及びその他の要求事項を順守し
　ます。

3.当社の活動、製品及びサービスに係わる環境影響のうち、以下の項目を環境管理重点テ
　ーマとして取り組みます。

　　　（1）電力使用量の削減

　　　（2）水道使用量の削減

　　　（3）紙使用量の削減

　　　（4）改善提案活動

　　　（5）環境啓発活動

　　　（6）会社周辺の清掃活動

4.一人ひとりが環境負荷低減活動を積極的に実践できるように、この環境宣言を全従業員
　に周知するとともに一般に人々が入手できるようにします。

5.京のアジェンダ２１フォーラムのパートナーシップに基づく地域の環境改善活動に積極的
　に参画します。

上記の方針達成のために、目標を設定し、定期的に見直し環境マネジメントシステムを推進

します。

（各事業所＝サイト）

社 長 環境管理責任者 本　　　社

京都工場

自己評価員 尾道工場

三重工場
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Ⅱ.認定取得内容
ＫＥＳ登録証
登録日：2008年2月1日

登録番号：ＫＥＳ２－0357

Ⅲ.環境活動の内容及び目標と実績

2011年度環境改善活動実績

・ 休憩中の設備電源オフ
（維持及び削減） ・ 蛍光灯の間引き

・ ＰＣ待機時の電源オフ
・ 水道蛇口への節水呼びかけ
・ 紙の使用
・ 朝礼などでの呼びかけ
・ 積極的なアドバイス
・ 対外的活動
・ 他社との交流
・ 場所を決めて実施
・ 日程を決めて実施
・ サイボウズで予定を周知

Ⅳ.具体的環境改善活動の取り組みと反省

夏・冬の電力会社からの節電チャレンジ（デマンド削減）への取り組み
（夏期は本社デマンド値で25、料金で17,403円の効果があったが、京都工場ではデマンド値で40オーバーする）
（冬期は本社デマンド値6、料金5,569円の効果、京都工場はデマンド値36、料金で25,061円と大きな効果があった）

今年度は京都工場だけの活動でしたが受注の変動によるところが多かった。
（作業時間の関係が大きな値の数値となって表れる）

今年はＢが2回ありましたが、新規客先への説明資料作成と明確である。

仕事では日々改善であり、月1件は寂しく思う。提出方法の再考も必要と感じた。

当社はKESC活動にて京のアジェンダ21フォーラムの仲間と『水源の森づくりチーム』の一員として活動
している。当初の京北合併の森から、現在活動の場は北嵯峨の音戸山にて雑木林の竹の伐採をして
いるが、同じ気持ちを持つＫＥＳの仲間を沢山増やしたい。

会社周辺の清掃活動はそれぞれのサイト（事業所）で社業に励む従業員にとって、周辺の方々と共生
のためにも大切かと思いますので今後とも継続した活動としていきたい。

当社の事業活動に制約を受ける環境関連法規制等については、順守状況を定期的に確認し、関係
する機関や関係者からの指摘・訴訟等はありません。

今年度は環境改善計画の目標数値に対して、数値的には問題なく終わった感じですが、ＫＥＳ活動を
始めてからまる５年が経過し、当初の意気込みが薄れてきているのを感じます。当社はお客様から預か
った材料を加工して納めるのが主な仕事ですが、短納期の仕事が多いため環境改善計画を考えるとき
に、項目が限られることにより単純な活動になりやすいところがマンネリ化を感じるところです。
今年の取り組みの改善提案にしても、どの職場でも常にあり取り組まないといけない項目が、月に1件
でも出にくいのは大いに問題ありで、そこには出しずらい何かが隠されていたとしたら、それらをそれこそ
改善できたら仕事面でもＫＥＳ活動面でも大きな効果（成果）となるので、今後のために再考したい。
また、ＫＥＳＣ活動では“水源の森づくりチーム”に所属して仲間と活動しているが、もっと仲間を増やし
てＫＥＳ活動の輪を広げていきたい。
同様にＫＥＳ倶楽部世話人会のメンバーとして、第１回のビジネスマッチングフェアを開催しましたが、
まだ沢山の仲間がいて殆んどが面識のないことから、第2回以降も大いに盛り上げて、中小企業のパワー
拡散に微力ではありますがお役に立てればと思います。
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①
電力使用量削減 本社

尾道
三重

具体的施策環境改善目標 事業所

本社 25,277枚

目標値

② 水道使用量削減 京都 308.8㎥

46,729ｋｗｈ
398,075ｋｗｈ

29,833kwh

④
改善提案活動 京都

21,708枚

（月1件以上）
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③ 紙使用量削減
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⑤
環境啓発活動
（3ヶ月/1回）

⑥

会社周辺清掃 本社

尾道
（毎月1回） 京都

Ⅴ.環境関連法規の順守状況

①

②

③

④

⑤

⑥
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Ⅵ.2011年度活動の評価と今後の課題
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＊2012年3月8日開催　第1回ＫＥＳビジネスマッチングフェア

KESC『水源の森づくりチームで参加』
2012年3月「17日実施

会場の看板と当社展示風景

＊京都市主催：右京区80周年記念・京北一周トレイル完成記念協賛
『合併記念の森』森づくりはじめの一歩の集いへ参加・・・記念植樹（京都新聞でも紹介）

※KES活動初期からの実績（成果）
＊活動前の産廃費用（京都工場限定）500万円/年 ⇒ 初年度実績は230.4万円（53.9%削減）
⇒ 2011年度実績では79万円（活動前比84.3%削減）

＊一時期、三重工場では産廃費用とリサイクル費用が逆転した年もある。
＊本社と京都工場は一括処理にて費用削減を図る。

＊2011年度産業廃棄物とリサイクルの割合

＊全体合計：産業廃棄物 　21.6ｔ　：　リサイクル 126.14ｔ　　　  合計147.74ｔ（リサイクル率85.3%）
（産業廃棄物はマニフェストからＲＰＦとして再利用されており実際の産業廃棄物は殆んどないに等しい）

＊電気使用量（京都限定）で、2009年９月の機械の一部停止では、電気使用量を算出した結果として
電力会社と協議し、デマンドの大幅な変更のため基本料金で年間100万円以上の効果が出た。
（デマンドを134⇒49に変更願う）

　携帯用環境宣言（抜粋） 環境宣言を名刺程のサイズに抜粋し、
ラミネートしたものをもってもらい、活
動項目がいつでも確認できるように
個々に配布している。

90㎜

　60㎜
産業廃棄物搬出時の手順書（京都工場）

KESC活動中！

京北町　合併の森にて    嵯峨野　音戸山にて
　　（当初活動していた場所）       （雑木林に生える竹の伐採）

Ⅶ.2011年度活動の様子と過去

尾道工場：産業廃棄物　　1.7ｔ　：　リサイクル18ｔ　　　　 　　　合計19.7ｔ（リサイクル率91%）

京都工場：産業廃棄物 　3.2ｔ　：　リサイクル 4.24ｔ　　　　　　合計7.4ｔ（リサイクル率56.7%）

三重工場：産業廃棄物　16.7ｔ　：　リサイクル 103.9ｔ　 　　 　合計120.6ｔ（リサイクル率86.1%）
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　　本社関係 京都工場関係

三重工場関係 尾道工場関係

　　　　　　　　　　　　　　　　４事業所（サイト）及び周辺の清掃活動の様子
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* 空調はガスヒーポンを採用されており、夏場の最大電力の抑制に努められています。又、空調機の
運転台数を生産状況に応じ適正に管理され、ガス、電気のエネルギーの削減に努められています。

* 使用量は環境管理責任者の方が管理表に基づきチェックされ、会社組織全体としてエネルギーや
 水道の使用量削減に取り組んでおられます。

* 安全管理意識が高く、電気、ガス、水道設備等の保全をきっちりとされています。私も電気の面から
安全管理やエネルギー削減のお役に立つようバックアップさせて頂きます。

中瀬電気設備管理事務所
中瀬春雄　

２００９年３月オスカー賞受賞 京都商工会議所会報掲載
  特に強調すべきは環境分野での受賞で、 京都商工会議所の取材を受け“産廃の見える化”
水をろ過する物質としての受賞です。 推進として2009年9-10月号に掲載願いました。
またこの件は過去に例のない審査員全員
に認めて頂いたことです。

(財）京都市中小企業支援センター
バリュークリエーション審査委員会

　　　三幸総研株式会社
URL http://www.sanko2000.com/

・コミュニケーション（利害関係者の感想）
Ⅷ.第３者の証明・意見
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