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◇ 登録事業所の概要 
 
（１） 事業者名及び代表者名 
    山陽製紙株式会社  HP（ホームページURL）：   http://www.sanyo-paper.co.jp 
       代表取締役  原田 六次郎 
 
（２） 所在地 
    本社及び工場 〒590-0526 大阪府泉南市男里6-4-25 
              電話：072-482-7201（代）  FAX：072-482-7204 
 
    東京営業所   〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-10 大蔵ビル6階3号室 
                    電話：03-5777-7422     FAX：03-5777-7423 
 
（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先 
    責任者： 生産部門長         中野 晴夫 
    事務局： 研究開発室 係長  橋本 正樹 
    電話：072-482-7201 
 
（４） 事業内容（ 認証・登録の範囲 ） 
    紙類の企画、製造・販売、並びに紙再生サービス 
 
（５） 事業の規模 
      製品売上高     ９億８千万円         
      主要製品生産量  3,676 トン/年 
      従業員数        ４３名  
 
（６） 事業年度   第５８期 （ ２０１４年度 ： ２０１４年１０月１日 ～ ２０１５年９月３０日 ） 

 

本社 工場 東京 

従業員数 １２名 ３０名 １名 

敷地面積 約377㎡ 約9,300㎡ ― 



※「１t-CO２」で、２５ｍプール（平均）約１杯分の体積 
◇ 主な環境負荷の実績 

各部署での取組み（２０１４年度） 



◇ 環境目標及びその実績（全社） 
上段 ： 実績値 
下段 ： 対 基準年度削減量（％） 



◇ 環境活動の取組み計画と評価（工場） 



◇ 環境活動の取組み計画と評価（工場） 



◇ 環境活動の取組み計画と評価（本社事務所・東京営業所） 



◇ 環境活動の取組み計画と評価（本社事務所） 



◇ 環境関連法規制等の順守状況 

適用される法規制 適用される施設等 

廃棄物処理法 一般廃棄物、産業廃棄物 

騒音・振動規制法 抄紙機、印刷機、空気圧縮機、スリッター 

水質汚濁防止法・瀬戸内海環境保全特別措置 抄紙機、排水処理設備 

公害防止組織法 排水処理設備 

大阪府生活環境条例（大阪府地下水汲み上げ制限） 製紙用水 

消防法 原料置き場、少量危険物貯蔵所 

フロン回収破壊法 スポットクーラー、空調機 

毒物劇物取締法 抄紙用薬品類  

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。 

遵守評価の結果、遵守されています。 
尚、関係当局よりの違反等の指摘は、過去３年間ありません。 
工場立地法の届出を随時予定しています。（緑化面積の問題） 



◇ 総括～代表者による全体評価と見直しの結果～ 

 又、懸案であった放水量の削減も目標を達成出来ましたが、58期以降には排水処理設備の更新を計画
しているので継続して削減に努力する事。 
 そして、今後の当社のCSRの取り組みは、他企業との差別化を図る上に欠かせない事項であるので、 
   「エコ検定、CSR検定」は山陽製紙の社員の必要条件として積極的に取り組んで頂きたい。 
 
                               山陽製紙株式会社 代表取締役  原田六次郎 

 第58期の環境活動への取り組みは電力、燃料
による二酸化炭素の削減については昨年度に続
いて共に目標をクリア出来ました。 
 依然として電力、ガスの高騰が続き、58期は収
益的にも非常に厳しい経営環境ではありましたが、
製造部門における抄速ＵＰなど、生産性の向上が
図られて、収益性の向上に大きく貢献できたこと
は喜ばしい事です。 
 産業廃棄物の削減に関しては、セメント工場に
おいて製紙スラッジの有効利用が図られ、処理費
用は削減出来ましたが、量的には当初の削減目
標には至っていません。 
分別を強化してゼロエミッション化を目指します。 



エコピープルがつくる 
エコな紙。 
エコ検定合格者、 
２０１６年１月現在 ２９名。  
今年は４名の仲間が 
増えました。  

  eco（エコ）検定  



エコピープルから 
CSR検定合格者へ。 
我が社のサスティナビリティ 
の取組みの為にも、 
全員合格を目指します。 
２０１６年３月現在 １７名。  
  

これからも「エコ検定・CSR検定」の全社員合格を目指します！ 

     CSR検定  



地元河川を毎月清掃し、 
ゴミが無い綺麗で、魚や 
鳥の住みやすい環境を 
創る為に、地域の皆様 
と協力して、 
毎月第２ 日曜日、朝８時 
から活動しています。 
場所は男里川、弊社は 
その川沿いにあります。 
 

  アドプトリバー 男里川  



毎年１回、数時間では 
ありますが、地元の 
消防署に協力を要請し、 
火災防止の為の 
訓練を実施しています。 
 
普段出来ない消化ポン
プ 
の操作や、実際に消火器 
（中は水）を使って火を消
す練習など、 
緊急事態に備え、 
活動しています。 
  

     火災防止訓練  

これからも定期的な訓練・体験実習を計画し、活動していきます！ 



     リサイクル運動  

アルミ・スチール・ペットボトル・キャップに 
分別し、資源回収を行っています。 
キャップは２年前から回収を始め、 
現段階で、６７００個リサイクル業者に提供。 

紙資源の回収は、社員宅の物も含め、 
定期的に分別回収を行い、製品原料と 
して使用中。 
段ボール・雑誌・新聞紙・コピー用紙など。 



     ３ S 活動  

３S活動とは。 
「整理・整頓・清掃」を仕事の一環として、 
安全性・効率性を考え、 
会社全体の環境改善に取り組む活動です。 
 
汚れる頻度の多い場所の仕組みを変え、 
汚れない環境にしたり、 
数工程ある仕事の流れを 
短縮出来るように改善したり、 
危険な場所があれば、 
修繕や補強・看板設置などにより 
安全な環境を確保する活動です。 
 
毎年関西では、３Sサミットというイベントが 
開催され、弊社は毎年参加しております。 
 
３Sは全社員で共有する活動として、 
これからも継続していきます。 

～３S改善報告書より～ 

～３S改善活動～ 



   KAMIDECO（カミデコ） 
         ＆ 
   SUMIDECO（スミデコ）  

SUMIDECO－スミデコ（梅炭紙）環境に配慮したロハスな紙  

和歌山県みなべ町で収穫された梅の種（廃棄物）を 
炭化し、粉に粉砕、「パルプ・炭・水」で製造した、 
地球に優しい１００％リサイクルした紙です。 

特徴としまして、 
弊社抄き込み技術は、製造時に炭の歩留まりがよく、 
機能性を損わずに紙と混ざる事で、製品となった紙は、 
消臭・環境ホルモン吸着・調湿等の効果があります。 

「ロハス」とは、Lifestyles Of Health And Sustainabilityという意味です。 
『健康や環境問題に関心の高い人々のライフスタイル』という意味です。 
「安価」「効率化」という従来型の選択基準とは異なり、 
「それは自分や他人のカラダに悪い影響を与えないものか？」 
「それは地球環境にとってマイナスにならないものか？」 
を前提に、消費や行動を選択していくライフスタイルです。 
この紙は、そんなロハス的な発想のもと創られております。 

ブック カバー 

靴に使用する 
ecokukku（エコクック） 
（消臭・調湿） 

http://www.sanyo-paper.co.jp/sumideco/ 



   KAMIDECO（カミデコ） 
         ＆ 
   SUMIDECO（スミデコ）  
KAMIDECO－カミデコ－  
紙ごみを資源に変える１００％再生紙サービス  

http://kamideco-web.jp/ 

ブック カバー 

ノートや名刺、封筒など 



   グッドライフアワード  

第１回Good Life AWARD（グッドライフアワード）にて 
審査委員長特別賞「環境と企業」特別賞を受賞いたしました。 
 
審査員から 
「自分が出した紙がリサイクルされてまた戻ってくるというクローズドループにより 
回収元の従業員の意識が変わる可能性がある素晴らしい取り組みです。 
これまで混ぜ捨ててしまっていた紙資源をきちんとリサイクルできることを知ってもらい、 
さらに使ってもらうことで無駄をなくす第一歩につながる取り組みだと思います。」 
とコメントを頂きました。 
  
今後も山陽製紙のKAMIDECO（カミデコ）は、 
「地球を想う人と企業のための つながるエコ１００％再生紙サービス」を、 
企業や皆様の身近な存在になるように事業を進めてまいります。 
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