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1.会社概要 

１． 事業所名及び代表者名   

             株式会社エス・エス・エー 

             代表取締役 髙柳 慎 

２．所在地 

             東京都台東区浅草橋 3-4-10 ドヌール浅草橋１階 

３．環境管理責任者及び連絡先 

             環境管理責任者 髙柳 慎  

電話 03−5821−3681  

         FAX 03-5821-3060 

４． 事業内容       印刷物の販売 

             電子計算機用連続伝票、OCR帳票、タックラベル、 

             パンフレット、窓付き封筒、一般封筒 他 

５． 事業の規模      資本金 1,000万円    従業員数 4名 

                          床面積 73.49 ㎡       

６． 設立 平成６年２月 

2.認証登録範囲 

本社 東京都台東区浅草橋 3-34-10 ドヌール浅草橋１階 

3.環境方針 

環境理念 

印刷業の株式会社エス・エス・エーは近年ますます深刻化する地球温暖化

と環境問題に正面から向かい合い資源やエネルギーを大切にし、環境に配

慮した事業活動を行って行きます。また、顧客には環境負荷の少ない印刷

物を提案します。 

環境保全への行動指針 

1. 当社は事業活動で使用する、資源（電気、燃料、水、紙資料）、を節約し、 

廃棄物の発生を抑制します。 

2. 環境関連の法律を遵守します。 

制定日：2009 年 8 月 20 日 

改訂日：2014 年 1 月 30 日 

改訂日：2019 年 5 月 7 日 

 

         代表取締役 髙柳 慎 
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2016年度基準 2019年度目標 2020年度目標 2021年度目標 2022年度目標

（電力）kg−Co2 - -3.0% -3.5% -3.5% -3.6%

kg - -3.0% -3.5% -4.0% -4.1%

kg - -3.0% -3.5% -4.0% -4.1%

㎥ - -3㎥ -4㎥ -4㎥ -4㎥

確認者

適宜購入

提案2件以上

299

25

2,199

82.9

環境目標図表

二酸化炭素排出量 2,349 2,2672,279 2,267

一般ゴミ排出量 89 85.486.3 85.9

廃棄用紙排出量 320 308310 309

総排出量削減（節水） 29 2526 25

提案2件以上提案2件以上 提案2件以上

グリーン購入 適宜購入

確認日：2020年1月24日

エコ製品の推奨 提案2件以上

適宜購入適宜購入 適宜購入

※グリーン購入につきましては文房具・備品等購入時に対象商品を購入することを目標とし、
文房具等購入対象比較品につき対象商品を購入

※排出係数は東京電力2016年度0.474ｋｇ－Ｃｏ２／ｋｗｈ
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2016年度 2019年度 2018年度 2019年度

基準 目標 実績 実績

二酸化炭素排出量 2,279 2,434 2,204

（電力）kg−Co2 -3.0% +3.6% -6.1%

一般ゴミ排出量 86.3 101 112

kg -3% 13.4% +26.%

廃棄用紙排出量 310 890 230

kg -3% +280% -28%

総排出量削減（節水） 26.0 31 34

㎥ -3% +7% 17.2%

確認者

継続して
実施

環境実績状況(2018年12月から2019年11月）

評価
削減量
(基準年
比）

次年度取組

2,349 〇 -145
継続して
実施

継続して
実施

文房具12件購入

提案1件

89 × +23
継続して
実施

320 〇 -90

適宜購入 文房具10件購入 ○

※排出係数は東京電力2016年度0.474ｋｇ－Ｃｏ２／ｋｗｈ

29 ✕ +5
継続して
実施

〇 -

確認日：2020年1月24日

EC-21SSA05-15-2

-
継続して
実施

エコ製品の推奨 調査（提案２件） 提案2件以上 提案2件

グリーン購入 文房具該当製品の調査

m
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消費電力の推移 単位：ＫＷｈ 

 

 ※2015年度は事務所移転により重複期間が発生したため消費電力が増えました。 

 

消費水道量の推移 単位：㎥ 

 

水=水道量 
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項目

廃棄用紙排出量
の削減

電力の削減

夏２７℃、冬２２℃を目標に極力使用を
控えます。

ペットボトルの廃棄の抑制

MY箸の徹底を行います。

環境活動の取組みとその評価
2018年12月1日から2019年11月30日までの環境活動とその評価を実施いたしました。

活動内容

作業着等の着用及び継続的なエアコンの
強弱レベルの強風、急風は行わない事の
徹底

残業時間の削減。エアコンの温度管理。
使用していないコンセントをこまめには
ずす。電気スタンドの使用停止。蛍光灯
が切れた時には交換する必要があるか検
討し、不要なら交換しない。個別照明ス
タンドの使用の禁止

コンビ二弁当等を控え外食を増やす。

食品トレー等の削減

活動評価

今期も実行出来ました。

割り箸の抑制

目標達成出来ました。来期冬場にもう少
し抑えられるよう努力する。

今期も実行出来ました。

今期も提案しましたが販売には結び付きませんでし
た。提案は継続して行い商品知識向上の取り組みも
行っていきます。

セールスFAX等は保管し、メモ紙等に使
用。

リサイクル メーカーに回収依頼出来るものは依頼
し、使用済インク等は家電店回収BOXへの
持ち込みにてリサイクルへ役立てていま
す。今期はパソコン等廃棄はありませ
ん。

割り箸を使用せず、コンビ二等でも割り
箸をもらわないことを継続して実行出来
ました。

今回目標達成。取組継続。

得意先に対し、封筒印刷物改訂時等はFSC
森林認証紙、非木材紙、再生紙、バナナ
ペーパー等を進めていきます。

二酸化炭素排出
量の削減

クールビズの実行

空調温度の調整

今期も実行出来ました。

ウォームビズの実行

総排出量の削減

継続して行ない、ゴミの排出量を減らす
事が出来ています。

5月より10月までクールビズを実行致しま
した。

飲み終わっ後は、定期的にリサイクル集
積場所へ持込み

グリーン購入

省資源（エコ製品
の推奨）

節水（水の削減） 今期は月によりばらつきがありましたの
で来期原因の調査をし取組継続。

継続して行ない、ゴミの排出量を減らす
事が出来ています。

水の節水を取組む。

廃棄物の抑制
一般ごみ

製品購入時対象商品か比較検討を行い極
力対象品を購入する。

今期は目標からは削除も購入は継続。

コピー機及びプリンタトナー等の販売店
へ回収依頼及び家電店回収BOXへの持ち込
みにて、リサイクルへの徹底



 髙柳　慎

2020年2月15日

記入：環境管理責任者

確認の有無

1 ☑

2 ☑

3 ☑

4 ☑

5 ☑

6

7

全体評価・コメント

見直し項目 変更の必要性

1 環境方針 有　・　無

2 環境目標 有　・　無

3
環境活動計
画・取組項目

有　・　無

4
環境に関する
組織

有　・　無

5
その他のシス
テム要素

有　・　無

6
その他（外部
への対応）

有　・　無

水の使用量の再確認を行う。

水の使用量が増えた原因を確認する。

2．代表者
による全
体評価・
見直し指
示

今回も色々頑張りましたが水の使用量の増減の理由を次年度に確認し漏水等が
無いのかも再確認してみたいと思います。(環境経営システ

ムの有効性、環境
への取組の適切
等)

「有」の場合の指示事項等

タイトルを環境経営方針に変更。今年度よりグリーン調達削除。

保存期間3年(2019.1.24～2022.1.23)

㈱エス・エス・エー代表者による全体評価・見直し記録表

項目 代表者コメント

見直し
事項

全員で取り組む。良好。継続する。

環境目標及び目標達成状況 目標項目の半分は達成出来ましたので継続して取り組みます。

環境活動計画及び取り組み実施状況

変更なし（問題なし）。継続する。環境関連法要求一覧及び順守状況

グリーン購入を削除はしましたがエコ製品の推奨を新たに追加。

創業より現在まで苦情なし。

問題点の是正・予防処置の実施状況

EC21 SSA　15-25

外部コミュニケーション・対応記録



○電力の削減・・・・・・・

○一般廃棄物の削減・・・

○廃棄用紙の削減・・・

○節水・・・・・・・・・・・・・

まとめ

環境関連法規等の遵守状況

環境関連法規等の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。また、設立から現
在に至るまで、違反や訴訟等もありません。

総括

目標を達成する事は出来ませんでした。

目標を達成。

目標を達成する事は出来ませんでした。

※　おおまかな4項目内、半分の2項目は達成出来ました。達成出来なかった2項目につきましたは細かな
削減見直しを行い目標達成出来るように頑張ります。

目標を達成。
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