
有限会社

土井印刷/

vol.01  2022



持続可能な開発目標（SDGs）について
SDGs とは
　SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、「誰一人取り残さな
い（leave no one behind ）」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標です。
2015年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した「持続可能な開発のための 2030ア
ジェンダ」の中で掲げられました。2030年を達成年限とし、17のゴールと 169のターゲッ
トから構成されています。

SDGs の構造
　17のゴールは、①貧困や飢餓、教育など未だに解決を見ない社会面の開発アジェンダ、②エネ
ルギーや資源の有効活用、働き方の改善、不平等の解消などすべての国が持続可能な形で経済成
長を目指す経済アジェンダ、そして③地球環境や気候変動など地球規模で取り組むべき環境ア
ジェンダといった世界が直面する課題を網羅的に示しています。SDGs は、これら社会、経済、
環境の 3側面から捉えることのできる 17のゴールを、統合的に解決しながら持続可能なよりよ
い未来を築くことを目標としています。

SDGs 達成に向けて
　2019年 9月に開催された「SDGサミット」で、グテーレス国連事務総長は、「取組は進展し
たが、達成状況には偏りや遅れがあり、あるべき姿からはほど遠く、今、取組を拡大・加速しな
ければならない。2030年までを SDGs 達成に向けた『行動の 10年』とする必要がある」と
SDGs の進捗に危機感を表明しました。
　2020年、新型コロナウイルス感染症が瞬く間に地球規模で拡大したことからも明らかなよう
に、グローバル化が進んだ現代においては、国境を越えて影響を及ぼす課題に、より一層、国際
社会が団結して取り組む必要があります。
 SDGs 達成に向けた道のりは決して明るいものではありません。だからこそ、「行動の 10年」
に突入した今、私たち一人ひとりにできることをしっかりと考え、一歩踏み出す姿勢が求められ
ています。

（外務省国際協力局　引用）

SDGs 宣言
・事業を通じて「持続可能な開発目標 (SDGs)」の
達成に貢献することに取り組んで行きます。

・従業員及び関係者すべての一人一人が考え · 行動することで、
少しづつ社会に貢献できるよう一丸となり、取り組んで行きます。

・また現状を把握し、何ができてできてないのかを共有して
改善行動を実施します。



身近な活動の中で実践しSDGsを発信する
新型コロナウィルス感染防止対策での取組
従業員及び従業員の家族、関連業者、地域近隣の
皆様や弊社のお客様を対象にマスク及び消毒液を
配布しました。

コロナワクチン&インフルエンザワクチン接種での取組
弊社では、希望者のみですが各種ワクチン接種時は会社が全額費用負担し、
弊社かかりつけ病院にて接種を行っています。

インターンシップの受け入れ
コロナ禍で、この数年は実施しておりませんが地域の中学生や高校生の
職業体験を積極的に受け入れをしております。

作業工程・就業中の、排水及び廃液の適切な処理
印刷物を製造する際に発生した廃液・廃油は適切な処理を行い水質汚濁の防止を徹底して
います。また、トイレや手洗い場での節水等を実施しております。

省エネ活動。
印刷物を製造する際には、どうしても電力が必要になります。なので、最新の省力化の機
械への入れ替え。作業していない所や人がいない所や昼休憩時などの休憩時間は消灯を徹
底しております。

リサイクルの徹底と環境配慮商品へ転換。
印刷物を製造する際には、どうしてもヤレ紙＆予備紙＆端紙＆断裁クズなど様々な用紙が
排出されます。その排出された紙を適切に、リサイクル業者にて処理しております。
また新たに、自社サイトにて商品展開も準備中です。



日本印刷個人情報保護体制認定制度（ＪＰＰＳ）
弊社では、日本印刷個人情報保護体制認定制度（JPPS）の認証を取得致しました。
印刷業務ならびにそれに付帯する業務において、お客様の大切な個人情報を保護
することが、安心し信頼いただける継続的な事業活動の基本であると共に、重要
な社会的責務であると認識しています。
今後も引き続き個人情報の適正な取扱いに努めてまいります。

http://www.tokyo-printing.or.jp/article.php/category01-07/tabmenu-2

https://www.media-ud.org/

環境推進工場登録
弊社では、全日本印刷工業組合連合会の環境推進工場登録制度において、当社は、
「環境推進工場」に登録されました。
この制度は環境対応が一定レベルに達した企業に「環境推進工場登録証」を発行
し、環境活動を支援するものです。

M U D（Media Universal Design）資格取得
さまざまな情報が高齢者・障がい者・色覚障がい者、外国人などにも、見やすく、
伝わりやすくするための配慮手法です。
情報発信者やデザイン・制作者がM U D配慮を行うことで、より多くの方々に
わかりやすく情報が伝わる安全な社会を目指しています。
　

国家資格プリプレス　DTP作業１級　資格取得
プリプレス技能士は、印刷前の最終工程である製版に関わる技能を認定する国家
資格です。デジタルとアナログ双方に対応しており、DTP作業、電子製版CEPS
作業、プロセス製版カラースキャナ作業、プロセス製版校正作業など、細かく区
分されています。

和歌山県経営革新計画 承認企業
中小企業等経営強化法は、中小企業新事業活動促進法で目的としていた「創業」「経
営革新」「新連携」といった、中小企業の新たな事業活動の促進に加え、中小企
業新事業活動促進法では支援対象となっていなかった「本業の成長」を支援し、
中小企業の生産性向上を図るために様々な支援を規定した法律です。

事業継続力強化計画　認定企業
 近年、大規模な自然災害が全国各地で頻発しています。加えて、新型コロナウ
イルス感染症などの自然災害以外のリスクも顕在化しています。こうした自然災
害や感染症拡大の影響は、個々の事業者の経営だけでなく、我が国のサプライ
チェーン全体にも大きな影響を及ぼすおそれがあります。
中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が「事業
継続力強化計画」として認定する制度です。

企業認証制度や個人認証制度など、資格取得保持の推進。企業認証制度や個人認証制度など、資格取得保持の推進。



環境保全に取組
生産方法から原材料も
お客様に最適提案

印刷方法から、インキまで選んで考える。
弊社では、特殊インキを除いて環境にやさしい物を使用しております。
また、印刷物の使用方法なども考え最適手段をご提案します。

ベジタブルインキ
　植物油は、石油系の溶剤に比べて生分解性があり、VOCの排出もほとんどなく環境
負荷低減に寄与しています。制度開始から約 10年が経過していますが、現在ではオフ
セットインキのほとんどが植物油インキ対応製品となっています。一方、この制度は植
物油インキの使用を条件としてポスターやカレンダー、カタログ等々の印刷物にもマー
ク表示が可能で、許諾契約を結んでおり、数多くの印刷物に表示されています。

ノンVOCインキ
　　※VOC（揮発性有機化合物）は大気中の光化学反応により、光化学スモッグを引
き起こす原因物質の 1つ。
　インキ構成成分中の高沸点石油系溶剤を再生植物油等に置き換えてメソッド 24の測
定条件で加熱減法 1％未満に抑えた印刷インキに付与できる環境マークです。植物油イ
ンキよりもさらに進んだ環境にやさしいインキです。

協力会社と連携して、地域にない印刷方式で
大阪の株式会社　富士美術様のご協力で、

対応します。

大阪の株式会社　富士美術様のご協力で、

対応します。



再生紙＆FSC認証紙＆ストーンペーパーそして、バナナペーパー
弊社では、特殊紙を除いて環境にやさしい物を使用しております。
また、印刷物の使用方法なども考え最適手段をご提案します。
昨今、お客様も環境問題や SDGs などの取組意識の向上から
様々な代替え提案も実施しております。

再生紙・・・紙のリサイクルで森林資源の節約に貢献
再生紙は、古紙パルプを原料に使用してつくられています。古紙を紙の原料として再利用することは、
紙ごみを資源として甦らせ、森林資源を節約することにつながります。また、古紙パルプ配合率が
40%以上の製品はグリーン購入法（※）に適合しており、より環境性の高い用紙として、官公庁など
で利用されています。

FSC認証紙・・・
FSC 認証制度とは、森林を適切に管理し、環境や地域社会に配慮しているかどうかを、第三者認証に
よる徹底したシステムで評価し、認証する仕組みです。認証紙の利用促進は、適切な森林管理を行う林
業者を支援し、森林保全に貢献することにつながります。
●FM認証（森林管理の認証）
　森林自体の管理を対象とした認証です。環境・社会・経済の 3つの事項を柱にしています。
●CoC認証（加工・流通過程の管理認証）
　FM認証された木材から伐り出された木材が、加工→流通の段階において、
　他の木材と混ざることなく、管理されているかを認証する制度です。
　森林から消費者までの全過程を " チェーン " でリンクするので、
　チェーン・オブ・カスタディー、つまり " 管理の連鎖 " を意味しています。
　当社では、自社での認証を取得していないため、関連業者等にて生産しております。
　（一部対応する商品もございます。）

バナナペーパー
バナナペーパーは、今までは廃棄されるだけだったオーガニックバナナの茎から取った
「バナナ繊維」を原料として使用し、古紙または森林認証パルプを加えて作られた「フェ
アトレード」の紙です。
野生のシマウマ、キリン、ゾウが自由に歩くアフリカ南部にある国・ザンビアの村で繊
維を取っています。この繊維を取るという仕事のおかげで、アフリカの女性たちに雇用
が生まれ、子供たちが学校に行ったり、マラリアを予防するための蚊帳を買ったり、電
気のない家にソーラーランプをつけたりすることができるようになりました。

ストーンペーパー
ストーンペーパーも合成紙も、森林資源保全を目
的に開発され、原料に木材パルプを使用していな
い点では同様ですが合成紙はポリプロピレンを主
原料としている石油製品であるのに対し、ストー
ンペーパーはその名の通り、「石」（地球上に無尽
蔵に存在する石灰石）を主原料とし、少量のポリ
樹脂とでできています。対環境性では一歩リード
していると言えるでしょう。
協力会社と連携して、　　
　　地域にない印刷提案を

大阪の株式会社　富士美術様のご協力で、

対応します。



印刷会社のオヤジが、本気で考えたSDGs

サイト名：

印刷業では、当たり前の事が本当はものすごくもったいない。
これをなんとかできないか？
その疑問が、新しい取組として活動していく。

●印刷業会の当たり前、用紙はロス率の計算上多く購入する。→だから余る。
●必要枚数よりも、多く買う方が安くなるという価格の逆転現象→だから余る。
●当たり前だが、用紙の端が傷んでいたらその分は廃棄する。→。もったいない。
●変形サイズを印刷するから、余分なスペースの断ち紙が出る。→。何かに使えないのか。？

こんな紙をなんとかしたい。その思いで、近隣の保育園などにも配布しております。
コロナ禍で、おうち時間の活用にと・・・そして、大きなサイズあまり紙は↓

廃材活用サイト

目線を変えるだけで、ただの廃棄物が生まれ変わる。
こんな取組から、今新しくサイトが誕生する。

ホームページアドレス
　https://dbase.shop/

プレゼントした、紙たちが生まれ変わり
子どもたちに喜んでもらえました。
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廃材について　補足資料
■今回の事業の廃材について
　●下記写真のようにして排出されるものである。

■製造前及び予備紙の廃材

■製造工程中からの廃材

13

■製品予備からの廃材（冊子の表紙）

14

■製品予備からの廃材（封筒）

15

■廃材からの、遊び方や工作

紙遊びの
動画にアクセスしてください。

スマホで、撮影して動画に
接続してください。



有限会社土井印刷
〒641-0036  和歌山市西浜768-9

TEL 073-431-4981  FAX 073-431-8475
URL https://www.dips-doi.com 
E-mail  doi-print@giga.ocn.ne.jp 

関西SDGsプラットフォーム
https://kansai-sdgs-platform.jp/

和歌山市ＳＤＧｓ推進ネットワーク
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisei/

人と環境にやさしい手段で 情報伝達の御提案

参画しております。

ホームページアドレス
　https://dbase.shop/

廃材活用サイト


