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会社概要

For a sustainable society.

社名 株式会社 SouGo

代表取締役社長 北條

裕子

資本金 9,900万円

設立年月日 昭和34年4月23日

本社・本社工場 〒135-0043 東京都江東区塩浜2丁目25-14

TEL.03-3645-9310（代表）FAX.03-3645-9320

業務概要

長野事業所 〒399-8604 長野県北安曇郡池田町広津4098
TEL.0261-62-9222 FAX.0261-62-9223

〈関係会社〉株式会社カミツレ研究所 【本

●

各種印刷物の総合企画・制作、
広告・販促物の企画・制作

●

映像制作
（VP・CM）

●
●

店頭ディスプレイの企画・制作
医薬部外品の製造・販売

社】〒399-8604 長野県北安曇郡池田町広津4098

【東京営業所】〒135-0043 東京都江東区塩浜2-25-14

https://www.sougo.ne. jp

TEL.0261-62-9222 FAX.0261-62-9223

TEL.03-3645-9318 FAX.03-3645-9323

http://www.kamitsure.co. jp

環境推進工場
P ‑00098

2019年9月作成
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このCSRレポートは環境に配慮し、用紙に間伐、伐採された国産の竹パルプ100%を原料とした竹紙、インキには米ぬかから精油されたライスインキを
使用しています。そして、製造工程における電力は再生可能エネルギー100%でまかなわれた環境にやさしい印刷物です。

Top Commitment
トップコミットメント

持 続 可 能 な社 会の実 現のた めに
S o u G o ができること
コミュニケーション事業部

創業以来の理念「お役にたちたい」を継承し、

（印刷事業）

豊かな価値と明るい未来を創造します。

持続可能な資材・インキと

再生可能エネルギーを使用した印刷物を
ご提案いたします。

環境と共生し、社会・地域貢献にも
精力的に取り組んでいます。

株式会社SouGoは、創業当初より、社会・自然との共生を目指し、さま
ざまな領域でCSR活動に努めております。その根底には「お客様を通じて
世の中のお役にたちたい」という創業以来の一貫した願いがあります。
本誌では環境保全や地域社会での活動などCSRの取り組みについて紹
介しておりますが、
それらを担っているのが社員一人ひとりです。
それぞれ
「お役にたつ」という明確なビジョンを正しく理解し、共有し、グループを
あげて長年行動してきました。印刷事業では、環境推進工場認定およびグ
リーンプリンティング工場認定の取得、FSC認証用紙や植物インキの使

カミツレ研 究 所

八寿恵荘

（華密恋）

医薬部外品・化粧品「華密恋」の原料である

お宿で使 用する食 材・建 築 資 材 は

環境に配慮したボトルを採用し、

心 身や環 境の健 康に関する

カミツレエキスを製造しています。
CO2の削減に取り組んでいます。

用などを推進しております。社員一人ひとりが環境や健康に対して高い
意識を持ち続けられるように、竹紙やSDGsなどの勉強会も積極的に

地 産 地 消を心 掛 け、

特 に 注 力 し て い る SDG s の目 標

ライフスタイル提 案を
行っています。

行っております。また、SouGoグループで展開するライフスタイルブラ
ンド「カミツレ研究所」も、印刷事業と同様に、社会のお役にたつ、環境に
配慮するという理念に基づいております。国産有機カモミールを使用し
た医薬部外品・化粧品ブランド「華密恋」と、日本初のビオホテル認証を
受けた宿泊施設「八寿恵荘」を通じて、自然や地球環境を考え、心身とも
に健やかなライフスタイルを提案しております。
2018年、当社のこうした活動や理念が認められ、
「第6回グッドライフ
アワード」環境大臣賞 優秀賞を受賞いたしました。これからも、社員同
士、知恵を出し合い、お得意様やお取引様と共に歩み、明るい未来を拓く
ために貢献してまいります。今後も変わらぬご理解とご支援を心より
お願い申し上げます。

SDGs とは？

2015年9月に国連サミットで採択された「持
続可能な開発目標(SDGs)」の略称であり、
2030年までに達成すべき課題を17の目標、
169のターゲットにして提示した国際社会

代表取締役社長
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共通の指標です。
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S o u G o に お け る S D G s マッピン グ

江東区地域振興部が企画・運営す

年1回 色校正用紙の
端数紙を寄付

る仕事体験プログラムに、江東区

江東産業連盟への参画

VOC警報機の設置

一般社団法人
MOTHERへの参画

印刷工業組合墨田支部の地域貢

展への出展や産業登録などを

妊娠中・子育て中の女性が集ま

献活動に共感。墨田区の幼稚

行っております。

りますが、万が一の配慮として、

る(一社)MOTHERに2018年よ

園・小学校の先生方に図画工作

警報機を設置しております。

り参画しております。

で使う材料として寄付させてい

N o n VOCインクを使用してお

育児介護休暇設定

アウトオブキッザニア

の企業として参加しております。

地域・自社の発展に向け、産業

ただいております。

超少子高齢社会・働き方改革に
伴い、一人ひとりの働き方に合
わせて対応しております。

女性のさまざまなライフイベントに
柔軟に対応

詳細ページ……10

「下町こどもダイニング」への食材提供

積極的なプロジェクトへの参画・
コラボレーション活動への取り組み

「みんな電力」に切り替え、
自社に供給している再生可能
エネルギーの生産者を特定

詳細ページ……6

詳細ページ……11

詳細ページ……13

江東運河
プロジェクトへの参画

ユニバーサルデザインを情報コミュニケーション産業
詳細ページ……11
として取り組む社会的責任

地域の共創企画に参画し、東京
本社の目の前にある塩浜運河の
歩道にカモミールの苗を提供。

長 野 県 の 共 有 財 産 である 森 林 を

詳細ページ……13

新しい形で守り育てていこうという
森林の里親活動に2010年より毎年
も

り

夏・秋に参加 。

長野SDGs推進企業登録制度への登録

詳細ページ……9

LED光源への移行

SDGｓ UNITEDへの参画

長野事業所と八寿恵荘はこの制度にのっとり、

2018年に電力消費を削減する

企業・団体・市民が垣根を超えて

長野県エリアのSDGs推進に貢献してまいります。

ため、電灯全てをLEDに移行。

連 携をしながら、持 続 可 能な社
会づくりに向けてライフスタイル

https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/tourokuseido.html

CSRレポートの毎年発行

電力効率の良い空調への移行と、
デマンドコントロールを使用した電力抑制 シ ステム導入

常に責任と自覚を持ち続けております。

そして最大需要電力の発生を監視出来るデマンドコント ロ ールシステ

お客様より公平な評価を得ることで、

東京本社では電力消費の少ない新型空調へ一部移行。

ムを設置し、電力の抑制と契約電力の減少に努めていま す。

4

CSR REPORT 2018

暴力団等
反社会勢力排除宣言

のシフト・行動変容の推進を目的
とした団体への参画。

法令遵守を掲げ、暴力団等の反
社会勢力との関わりが一切ない
ことを宣言いたします。
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Environment
地球環境に配慮した弊社の取り組み

再生可能なエネルギー100％の導入

01

安全衛生管理活動

03

① 組織活動と労働災害防止活動意識の向上
毎月開催している安全衛生委員会、衛生管理者による定期的
職場巡回を踏まえ、会議等を通じて労働災害防止の意識向上
を図っております。

地球温暖化対策の主な原因は人間活動による温室効果ガス

電力削減状況

(二酸化炭素など)の増加であると考えられています。弊社の
二酸化炭素排出量のほとんどは電力使用によるものであるた
め、その削減に取り組んでおります。大きな取り組みとして
は、2019年4月より本社ビル(東京都江東区)、長野事業所・八
寿恵荘(北安曇郡池田町)で使用する電力は再生可能なエネル
ギー100%でまかなっています。本社ビルでは岩手県盛岡市に

（万KW）

110

② 5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の実践
「要らない物は捨てる」
「決めたルールは守る」など、当たり前

100

のことを実行するのは簡単なようですが、社員全員が同じ意

90

80

ある姫神ウィンドパーク、長野事業所・八寿恵荘では長野県伊

（81.9）

2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年

識を持つことは難しい場合もあります。そこで小集団活動と
して部署毎にチェックシートの作成、毎月2回の定例チェック
等により全社的に推進しております。
5Sパトロールチェック表

那市にある高遠さくら発電所より電力を供給しております。

みんな電力株式会社は日本で初めて「顔の見える
電力」として電力の生産者を応援する仕組みを実
現したエネルギー・イノベーション・ベンチャー
企業です。ブロックチェーン技術を活用した個人
間での電力取引プラットフォームの開発など、誰
もが電気を選べる仕組みで再エネ電力の拡大を
目指しています。

岩手県 姫神ウィンドパーク

長野県 高遠さくら発電所

「循環型社会形成推進基本法」は「環境基本法」にのっと

いて適正な循環的な利用が行われるために必要な措置

り、循環型社会形成のため、
「事業者は、基本原則にのっ

を講じ、又は循環的な利用が行われていない循環資源

とり、その事業活動を行う際には、原材料等がその事業

について自らの責任において適正に処分する責務を有

活動において循環資源となった場合には、これについ

する」と定めてあります。引き続き、責務を果たすべく

て自ら適正に循環的な利用を行い、若しくはこれにつ

取り組んでいます。

循環型社会形成：リサイクルの推進

職場環境の測定

02

循環型社会形成を目指して

04

みんな電力とは？

（％）

100

古紙のリサイクル

（％）

100

アルミ機材のリサイクル

95

95

50

一般廃棄物排出状況

（100）

（99）

公害防止への取り組み(騒音・有機溶剤管理)

（千㎏）

40

（40.1）

周辺環境に配慮した建物構造としたことにあわせ、環境測定を繰り返し、
対策を実施して今日まで一切の苦情も発生しておりません。

騒音（境界線上）の測定値（弊社）
法令基準値

65dB以下

有機溶剤管理濃度
A測定

区分Ⅰ
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製本現場

B測定

85.4dB
区分Ⅱ

A測定

85.6 dB
区分Ⅱ

05
B測定

90.8dB
区分Ⅲ

印刷現場

B測定

0.003（無次元） 0.003（無次元）
区分Ⅰ

印刷現場

82.9dB

63dB

区分Ⅰ

2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年

騒音

A測定

弊社測定値

90

A測定：作業場における平均的な測定値
B測定：最も高い暴露が想定される環境の測定値

90

2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年

30

2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年

環境改善活動に参加

Clear Skyサポーター

チームもったいない

Clear Skyサポーターとは、大気汚染を

チームもったいないは、生活で

引き起こすPM2.5や光化学オキシダント

感じる「もったいない」の数々。

を低減させるために、原因物質である窒

食品ロスやレジ袋の削減、省エネなどに取り組みましょうという

素酸化物(NOx)や揮発性有機化合物(VOC)の削減に取組ん

活動で、再生可能エネルギーの使用や使い捨て割りばしの削減

でいる企業を登録する制度です。排出削減対策の実践(GP認定

等が評価され、登録となりました。

工場であることが該当)、VOC排出削減に係る自主行動計画の

今後も上記の削減に向けて社員一人ひとりが意識して取り組ん

策定(日印産連の環境対策計画への参加が該当)により登録と

でまいります。

なりました。
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Social

わたしたちが社会に貢献できること

SouGoでは環境配慮した
印刷物のご提案が可能です！

01

会社周辺清掃

地域貢献活動のひとつとして、

FSC 認証用紙

2004年に当認証を取得いたしました。無秩序な森林伐採を
食い止め、森林を適正に管理していくことを目的とし、積極
的に認証用紙をお客様へご提案しています。

FS C 件 数

2017年度

173 件

2018年度

1999年5月より毎月実施しています。

213 件

里山物語

竹紙

会社周辺の公園・道路を清掃するボランティア活動を

国産の竹パルプ100％を原料とし

生物と森を育む紙。日本の国土の

た用紙です。間伐・伐採された竹

7割を占める森林、その半分は人工

材を有効活用することで、生物多

林です。
国産間伐材を積極的に活用

様性や里山の保全等に貢献して

(100％クレジット)することで、

います。

日本の森林保全に貢献することに
なります。

02

森林の里親促進事業
も

り

創業者である故北條晴久のふるさと長野県は、県全体の78％
が森林という緑豊かな共有財産が自慢です。これを新しい形
で守り育ててゆこうという県の事業であり、2010年より参加
しています。この活動は毎年夏・秋の2回行われています。

ベ ジタブルインキ

ライスインキ

「印刷人として、大切な資源である“紙”の原料となる木材、森
林と自然への深い感謝といたわりの気持ちを社員一人ひとり

これまで多くが廃棄されてきた

一般的に非食用とされるほかの植

「米ぬか」が原料です。100％日本

物油にも使用拡大することが重要

が持ち、印刷現場での用紙をムダなく大切に使ってほしい」と

国内で調達することで、輸送マイ

という考えをもとに、大豆油イン

の思いで活動を続けています。

レージを短縮。搾油後の脱脂ぬか

キを包含した植物油インキを制定

は、家畜飼料としてリサイクルさ

しました。

れ、地産地消による産業経済循環
サイクルが形成されます。

弊社ではこのような封筒を
作成しています！

CS R認定マーク
印刷業界におけるCSR基準を達成してい
る印刷会社を表示することができます。
「印刷製品にCSRに取り組んでいるマー
P‑00098

クをつけたい」などのご要望があるお客
様に対応可能です。

二のふるさと”として憩いとリフレッシュの場になってほし

グリーンプリンティング認定制度

い、という思いも込めて、この森は〈遊・創人の森〉と命名しま

印刷製品の製造工程と印刷資材が環境配
慮されていることを示すマークであり、
マークの下には印刷製品を製造した認定
工場の番号が記されています。
竹紙 ライスインキの組み合わせ例
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2018 年度 取扱い件数

また、地元の方々との交流を一層深め、社員とその家族の“第

した。森林作業は参加者全員が完全装備をして枝打ち・間伐・
除伐・植菌作業を行うなどさまざまです。
気持ちの良い汗をたっぷりかいた後は地元の方々と楽しい交
流会を行っています。

66 件
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職場体験

05

ユニバーサルデザインの取り組み

2005年より中学校の職場体験学習など、社会貢献の趣旨に賛同し、
幅広く受け入れて実施しています。

ユニバーサルデザインを情報コミュニケーション産業として

カリキュラムはその都度作成し、弊社のトップや先輩が指導にあたっています。

取り組むべき社会的責任の一つとしてとらえています。お客

また修了者には、記念として修了証と記念写真をお渡ししています。

様と生活者のコミュニケーションに関する多彩な分野で、使
い手に配慮した製品・サービスを常に考え、提供し、豊かな暮
らしに貢献することを目指しています。
印刷業界としては、全日本印刷工業組合連合会が、すべての人

中 学 生の体 験レポート

に優しく、より多くの人が快適に利用できることを目的とす
すこやか食生活協会

る取り組みの一環として、
「メディアユニバーサルデザインコ

2日間という短い期間のなか、説明だけではなくさまざまな実習を

「江上栄子さんの

ンペティション」を開催しています。弊社では多くのデザイ

体験させていただきました。最初はなぜ印刷会社とカミツレ研究所が

家庭の健康料理教えます 上下巻」

ナーが参加し、賞をいただいております。

同じ社屋にあるのか不思議に思いましたが、お話を聞いて納得するこ

（点字印刷・SPコード対応）

とができました。クリエイティブ室の講義では名刺作り、プリプレス
部では画像の加工作業を初めて行い、
想像以上に楽しかったです。

メディアユニバーサルデザイン（MUD）とは？

そして印刷現場では、1時間に8000枚もの印刷ができると知り、学校
や家のプリンターとは全然違うことに驚きました。普段目にしている

高齢者・障害者・色覚障害者や外国人の方たちも不自由に感じることなく情報を取得できるような

チラシやパンフレットなどがどのようにして完成していくのか学ぶ

デザインのことをいいます。

ことができ、とても面白かったです。最後に、職場体験で学んだことを
今後に活かしていきたいと思います。
2日間、ありがとうございました。

06
04

女性活躍推進

自然体験教室の開催

女性のさまざまなライフイベントに柔軟に対応できるような組織づくりを目標としています。

目標
(期間：2016年11月1日〜2021年10月31日)
① 管理職(部長・グループリーダー)に占める女性の
割合20％
② 月平均残業時間30時間未満
③ 育児のための休暇・休業取得率30％以上
④ 製造業務における女性従業員の増員

各種イベント 活動の継続

アレルギーや喘息でお悩み

一般社団法人KSHSは乳が

のお子様にもお気軽にご参

んサバイバーたちをサポー

加いただけるように、専門

トしている団体です。その

医の先生にご協力いただき

活動に賛同し、各種イベン

始まったこのイベントも15年

トへの出店や、春・秋に八寿

目になりました。カミツレ

恵荘を利用した乳がんサバ

の里のおやさい畑で植え付

イバーやサポーターたちの

け・種まき・収穫などを体験してもらいます。

交流の場となる「乳がんサバイバーツアー」を協賛し 、7 年間

職場環境

活動を行っております。

意見交換会の
アンケート用紙

クボタe -プロジェクト
「地球小屋
（TERRA - KOYA）
」への協賛
NPO法人ビーグッドカフェ様主催のもと、5年前よりカミツ

ヘルスツーリズム奨励賞を受賞しました
NPO法人日本ヘルスツーリズム振興機構様より2019年3月に

主な活動

レの里で受け入れを行っています。農業に興味のある小学5、6

● 女性社員での職場環境意見交換会

年生を対象に5日間を共に過ごす農業キャンプです。カミツ

カミツレの里を通じて、これまでさまざまな企画を行ってま

レの里では、田んぼ体験や精米体験からかまど飯の炊飯など

いりましたが、今後もより一層活動を続けてまいります。

● 女性特有の疾病に関する健康セミナー

を行います。田んぼに生き

● ノー残業デー

る多くの生き物や微生物の

● 製造現場における女性の使いやすい設備の導入
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『第11回

ヘルスツーリズム奨励賞』
をいただきました。

観察も出来るので、生物多
様性・食物連鎖についても
学べます。

10

一般社団法人KSHSへの協賛

八寿恵荘は
「ピンクリボンのお宿」に
加盟しています
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07

「第6 回 グッドライフアワード」受賞

09

こども食堂「下町こどもダイニング」への
参加・食材提供

植物の力や自然循環の環境保護を実践する「八寿恵荘」を中心

「下町こどもダイニング」への協力・食材寄付活動

に、広大なカモミールの有機栽培農園が広がる「カミツレの
里」で、人間本来の生命力や自然治癒力を引き出す「オーガ

こどもの「孤食」をテーマとしたこども食堂「下町こどもダイ

ニック・ウェルネス・リトリート」を展開しています。その功績

ニング」を2018年4月から月 1 回 、東京ＹＭＣＡ東陽町コミュ

が認められ、
「第6回 グッドライフアワード」環境大臣賞 優秀

ニティーセンターで開催しています。SouGoはこの活動に賛

賞を受賞いたしました。今後も皆様に自然や環境と人間との

同し、毎月の食材提供を続けています。

共生について考える機会を提供してまいります。

08

積極的にプロジェクトに参画

10

森里川海
環境省が主導し、森里川海の保全をしているプロジェクトで
す。
これらがいつまでも続く社会をつくるために一人ひとりが
意識や行動を変えていくことで、
自然環境を支えることができ
ます。
『Ogawa Organic Fes』の出店などで協賛しています。

江東区運河プロジェクト
「フィットネスロード汐浜運河」への参画

株式会社SouGoは
森里川海プロジェクトに
賛同しています。

「フィットネスロード汐浜運河」はまちや健康への関心が高ま
る仕組みを通し、喜びや楽しさを感じてもらいたいという想
いから、2019年3月、汐浜運河東陽1・2丁目の健康になるため
の緑道化によるまちづくり協議会や周辺の企業により整備さ
れた江東区にある歩道です。この歩道では、自身の歩幅を確認
することのできる「ステップウォーキング」や、歩きながら楽
しむことのできるスポットを7か所用意しています。弊社で
は、長野事業所よりカモミールの苗を提供しております。

HAPPY WOMAN
女性のエンパワーメントを促進・社会の活性化を図り、イキ
イキワクワクを追求する女性のライフデザインをサポート
している団体。主に印刷物やイベントへの出店などで協賛し
ております。
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Governance
健全な経営体制とともに

03

経営理念

01

各種セミナーの実施

定期的にセミナーを行うことで、社員の意欲向上につなげています。

① SDG s 勉強会

●
「SouGo」
とは熱い志を持ったプロの集団。

私たちは仕事に魂を込め、
世界に通用する価値ある製品を生み出します。
 私たちの原点は
「お役にたちたい」
という精神です。
社員一人ひとりがお客様に喜ばれ・アテになることを常に考え、
魂を込め仕事をします。その熱い志を持ったプロの集団が「SouGo」です。
私たちは真摯に仕事に向き合い、
世界に通用する価値ある製品を生み出します。

「SDGsとは何か？」から始まり、未来に向けて企業として
何をすべきか、何をしたいか等、グループワークを実施、意
見交換を行いました。

② HAPPY ISM勉強会

人それぞれの
「幸せ」
の価値観を全社員で共有しました。
普段

S ou G o S P I R I T

私たちの約 束

“我々は生命の創造者である”

 高い使命感をもって、
お客様と社会の発展に貢献します。

私たちの創り上げる製品は、お客様のお役にたつこと

 常に挑戦し、自らを高めることに努め、最高の成果を出
します。

ではじめて生命を吹き込まれ、本来の価値が発揮され
ます。私たちは生命の創造者であるという誇りを胸に、
お客様の期待を上回る成果と製品を創り出します。

SouGo SPIRIT
カード

 礼儀を重んじ、何事にも誠心誠意尽くし思いやりのある
姿勢で、
信頼を築きます。
 何事も先を見据えて、
スピーディに行動します。
 情報の重要性を認識し、
適切な管理を行います。
 常に現状に甘んじることなく、
改善改革を実行します。
 環境配慮にいそしみ、健康で心豊かな社会の実現に貢献
します。
 常に感謝の気持ちを忘れず、人と人をつなぐ機会を創出
します。

各種認定の取得・更新

P‑ 0 0 0 9 8

04

社内コミュニケーションの一環

● 元気だせプロジェクト

月に1度、各部署一人ずつ参加し、より働きやすい環境にす
るためのコミュニケーションの場「元気だせプロジェクト」
を設けています。

● サロン

部署の垣根を超えたコミュニケーションの場を創出するため
に不定期で
「サロン」
を社内食堂スペースで開催しています。
お酒と軽食で1時間程度、
楽しみます。

CSR認定制度

プライバシーマーク制度

基準を達成した印刷会社が表示することが

ワーク技術や情報処理時技術の発展に

できるマークです。
「 印刷製品にCSRに取り

より、ネットワーク上でやり取りされ、

組んでいるマークをつけたい」などCSRに取

コンピュータ上で大量に処理されるこ

り組むお客様のご要望にお応えします。

とにより、個人情報保護がますます強く

印刷業界におけるCSR(企業の社会的責任)

もなりました。

 常にお客様の立場に立って、気配り・目配り・心配りでき
る社員になります。

 法令と社会倫理を遵守します。

02

とは異なる社員の価値観を知るコミュニケーションの場に

インターネットをはじめとしたネット

05

環境にやさしい素材への新しい動き

求められるようになってきました。その

14
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グリーンプリンティング認定制度

ため現在の一般財団法人日本情報経済社会推進協会

日本の印刷産業界の代表である日本印刷産

マーク制度を創設して1998年4月1日より運用を開始しまし

業連合会が創設した制度で、印刷業界の環境

た。個人情報を取り扱う民間の事業者は2005年4月「個人情報

株式会社SouGoは環境配慮した素材やインキの

配 慮 自 主 基 準 日 印 産 連「 印 刷 サ ー ビ ス 」グ

の保護に関する法律」が全面施行され、この法に適合すること

リーン基準に基づいています。基準を達成し

が求められています。弊社は2009年に指定審査機関 一般社団

積極的提案で「お役にたつ」ことを日々追求してまいります。

た印刷関連工場は、グリーンプリンティング

法人日本印刷産業連合会を通じJIPDECより認定を受け、お得

工場として認定され、その工場が製造した印

意先様の大切な個人情報をお預かりし、法律への適合性はも

刷製品にグリーンプリンティング認定制度

とより、高いレベルの「個人情報マネジメントシステム」を確

のマークがつけられます。

立し運用しております。

( JIPDEC)では、経済産業省の指導を受けて、プライバシー
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