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株式会社マルワ

経 営 理 念
人がつどい社会に発信する会社

それが私たちマルワです

51 期スローガン

人間力で勝負しよう

What we can do for the future
マルワとしてできることを考え実行します。

ＳＤＧｓとは
世界のリーダーが2015年９月の国連サミットで採択した、持続可能な開発のための
2030アジェンダに盛り込まれた17の目標のことです。すべての国々に普遍的に適用され
るこれら新たな目標に基づき、各国は今後15年間、誰も取り残されない世界を実現しな
がら、あらゆる形態の貧困に終止符を打ち、不平などと闘い、気候変動に対処するための
取り組みを進めることになります。弊社もこの取り組みに賛同し、「マルワとしてできる
こと」を考え、実践しています。

C S R 方針
社員へ

環境への配慮

▶働きがいと誇りを持ち、創造力、チャレンジ精神を発
揮できる環境・仕組みづくりを推進します。
（労働関係法の遵守・女性活躍推進活動）

▶印刷業という本業を通して環境保全活動に参加します。
（リサイクル・ゴミ分別・CO2削減）

お客さまへ

地域の皆さまへ

▶リスク管理や法令順守を心掛けます。
▶顧客・個人情報を大切に取り扱います。

▶地域の一員として地域や社会との関わりを大切にいた
します。

▶顧客や取引先の要望に最大限応える知識と技術の向上
を目指します。

▶地域貢献活動に企業として積極的に参加していきます。

目標

成果の改善

▶効果的なＣＳＲの為に設定された目的及び目標の達成
に力を尽くします。

▶ＣＳＲマネジメントシステムの継続的改善を図り、
ＣＳＲの成果をいっそう高いものにすることを目指し
ます。
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あいさつ
ある講演会でご一緒した発表者の方から「マルワさんの取り組みはＣＳＲ（企業の社会的責任）ですね。
」
という言葉を聞き、弊社の活動を「ＣＳＲ活動」として発信して12年。当時はその言葉を知る人は殆どありま
せんでした。
ＣＳＲはまさに日本に昔からある近江商人の「三方よし」の精神です。人口減少による経済規模の縮小によ
り、過去の経験則では経済が立ち行かない今だから、求めるものが理念や企業の姿勢に変化してきたように感
じます。
さて、そんな中でマルワは昨年からＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）という言葉を使って企業活動の発信を
してきました。2015年の国連サミットで宣言された2030年までに
達成する17の目標と169のターゲット。これは難しいと言われるＣ
ＳＲの考え方を、具体的な企業活動に落とし込むことができると考
えました。そこで今回のＣＳＲ報告書は昨年以上にＳＤＧｓとの関
連を結びつけて構成しています。
51期のスローガンは「人間力で勝負しよう」
。社員個人の持つ強
みを仕事に生かし、お客さまに喜んでいただく事を念頭に置いた言
葉です。中小企業がお客さまに認めていただくには、個々の力の結
集が不可欠です。その活動が具体的にお客さまに伝わるように今年
もこのレポートにまとめました。ぜひご一読ください。
これからも社員と共に強みを生かしてお客さまに喜んでいただく
事を念頭に、邁進してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
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26名（2018年８月現在）
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1958年６月（昭和33年）

創

久資

1,200万円

事業内容
総 合 印 刷 関 連

▶ 記念誌・自分史・会報誌・チラシ・カタログ・名刺・封筒・ＤＭなど

販 促 企 画 関 連

▶ クリアファイル・マウスパッド・ピンバッジ・うちわ・携帯ストラップ・

		

▶ ホームページ・デジタル文書化サービス

そ

▶ 企画・取材・リライト・出版・販売促進のコンサルティング

の

他
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カレンダー・マグネットなど

マルチメディア関連

イベント運営

MARUWA CSR REPORT 2018

マルワが選ばれる理由
「みなさまのお役に立ちたい !!」
その実現のためにお客さまアンケートでみなさまの声を聴き、私たちの成長の糧にさせていただいております。

1

3%

お客さまが「マルワ」に求めているもの

7%
品質について
印刷品質の安定

印刷品質とデザイン力を大切にするお客さまが多く、価

42%

格に関しては約半数が現状でＯＫというご回答をいただき

13%

から、デザイン、販促まで含めて一緒に考え、共に「ＷＩ
45%

また、他の質問では様々な工程でのスピードアップの要望

ていることが、お客さまに「ちゃんと伝わっている」もの、
そうでないものがはっきりとしてきました。
「ちゃんと伝わる」ことで、初めて相互のメリットが発
生するはずです。ホームページやＳＮＳの活用や、お客さ
まに直接お会いすることの多い営業部員の情報発信方法に
課題があることがわかりました。

39%

もう少し安く
現状のまま
その他

があったので、弊社の今後の課題の一つと感じています。

ており、関連して様々な活動を行っています。活動を行っ

価格について
もっと安く

Ｎ & ＷＩＮ」が定着している結果ではないでしょうか。

弊社は、ＩＳＯの品質・環境・情報の規格を認証取得し

包装をきれいに

3%

をお持ちの方が多いということだと感じます。予算の立案

2

デザイン力の向上

その他

ました。これは、お客さまの方針に「費用対効果」の考え

「マルワ」の活動について

48%

はい
いいえ

アンケート質問事項 ～以下の活動をご存知ですか？～
地域清掃活動など、弊社が行っている環境保全活動
50%
50%
グリーンプリンティング（GP）マーク、FSC 認証紙
34%
66%
弊社のカーボンオフセットの取り組み、環境配慮の製品
43%
57%
弊社発行の情報セキュリティ通信「インフォぷりん」
23%
77%
弊社発行の広報誌「CSR 報告書」
7%
93%
弊社の facebook など SNS での投稿
16%
84%
弊社発行の広報誌「プリントーク」
72%

28%

認証取得履歴
2001 年

2002 年

5月

6月

1月

2004 年 11 月

ISO 9001（品質マネジメントシステム）認証取得

ISO14001（環境マネジメントシステム）認証取得
名古屋市エコ事業所認定

ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）認証取得

2006 年 12 月

グリーンプリンティング工場認定

2011 年

カーボンオフセット実施

2010 年

8月

2013 年

4月

2014 年

7月

2013 年
2015 年
2015 年
2017 年

2月
6月
3月
9月
1月

2017 年 12 月
2018 年
2018 年

2月

4月

FSC® 森林認証取得（ライセンス番号：FSC®C100107）
名古屋市親学推進協力企業
全印工連ＣＳＲ認定

ワンスター

名古屋市優良エコ事業所認定
おもてなし経営企業選
全印工連ＣＳＲ認定

ツースター

あいち女性輝きカンパニー認定

おもてなし経営企業「金」認証取得

2017 年度経営者「環境力」大賞受賞
えるぼし企業認定
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環境委員会

ISO14001 行動指針

地球に優しさ発信
Kindness to the earth
▶ 社外にマルワの環境を発信していく
私たち環境委員会はＩＳＯの活動のみならず、社内外の環境活動にも取り組んでいます。
昨年は社内向けに発信することが多かったため、今期は当たり前のように行っている、公園清掃や社外でのボランティ
ア活動といった “ 環境活動 ” を外部の方にも知ってもらおうと、ホームページや facebook に細かく載せて発信をしました。
部

署

内

営業部

環境目標

容

目

ガソリンの原単位管理

工務部

0.21

達成

紙ごみ量の原単位管理

0.1 以下

0.07

達成

データ集計

115,500 枚／48 個

廃ガム液率

10％以下

9.28％

達成

廃インキ率

13％以下

8.1％

達成

1,500 枚以下

890 枚

達成

廃インクリボン数

■

CO2排出量（原単位）監視
51,906kg（19.57）
70000

59,877

50000

今期

52,277

51,906

54,385

前

今期

期

5,805 個

7,955 個

エコキャップ運動

目的

▷リサイクルの促進
▷ CO2 の削減
▷売却益で発展途上国の医療支援

20000

▷障がい者・高齢者雇用促進

10000

■

エコキャップ運動

54,385kg（20.13）

30000

期

ー

集め始めてからの累計は477,846個になりました。

40000

今

未達成

CO2 排出量の推移（単位 kg）

65,521

60000

0

定

0.3 以下

CO2 排出量

80000

判

電気量の原単位管理

ウエス数

期

果

33,949 円 /ℓ

印刷部

前

結

43,000 円 /ℓ以上

制作部

■

標

47 期

の

48 期

試

49 期

50 期

51 期

み

環境整備
年2回、各部署に分かれて環境整備を行う美化コンクールを行ってきましたが、今期はワンランク上をめざして社内全

体の環境美化に努めました。
▶掲示物の統一（１月）
… …… 社内にある掲示物の統一を図りＳＤＧｓにからめて作成
▶電気スイッチ（４月）
… …… LED ライトとスイッチに番号を付け、配置図も作成
▶配線整備

（６月）
… …… ２F のパソコン関係の配線を見やすくスッキリに

▶ペンキ塗り （７月）
… …… １F の床を塗りなおしてリニューアル
6
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■

■

視程観測
環境局からの依頼で大気汚染物質調査に参加しました。

指定の場所を毎週観測して見え具合を報告しました。

ISO14001 の勉強会
ゴミの分別と出し方を知識向上のためにテスト形式で

勉強会を開催しました。

大気汚染物質の調査

■

ISO14001 の勉強会

通年活動

○パフォーマンス、環境側面などの監視
毎月の全社会議で各部署の数値を管理・監視
○社内パトロール
毎日、昼休みに委員会のメンバーで使用していない電気の OFF 確認や室
内温度の確認、机上の整理などを見回りました。
ゴミの分別に関しては、間違っていた物を朝礼で発表し注意を促しました。

地域環境活動：月１公園清掃

○緑化活動
冬にビオラの花植え、ベゴニアの株分けなど
○朝清掃リーダー会議
環境委員の新メンバーで朝掃除のリーダーを請負い、月末には各メンバー
が次のチームに申し送りを行いスムーズに清掃活動が行えるように努めました。
○地域環境活動（月１公園清掃、平針商店街清掃）
月１回の会社前の公園清掃の他に、８月に行われる『にっぽんど真ん中
祭り』のパレード会場になっている平針駅前商店街で地域の皆さまと一緒

地域環境活動：平針駅前商店街清掃

に朝の清掃活動を行いました。
○社外環境活動（名商エコクラブ）
弊社が加入している団体に『名商エコクラブ』があります。その活動に『東
山の森の里山の管理』と『東山動植物園の花いっぱいプロジェクト』があ
ります。一部の社員とその家族が参加して、花植えや間伐作業などを行い、
とても楽しい時間を過ごしました。

ま

と

名商エコクラブ

め

弊社では ISO14001を取得しています。出てしまったものを「環
境に優しい方法で処分する」のではなく、始めから環境に悪影響を出
さない仕組みにする、というのがＩＳＯの考え方です。例えば、何か
をコピーする場合、裏面まで使うなどして少しでも「紙のムダ」を省
いたり、出てしまったゴミを再利用するなどがあります。環境委員会
では、このような環境活動を通して社会的責任を果たしていきたいと
思っています。
環境委員会メンバー
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品質向上委員会

ISO9001 行動指針

お客さまあっての品質向上
Quality improvement with customers
▶ミス・クレームのない会社、常に変革を

すすめている会社を目指す

年間計画に基づき、
「①ミス・クレームの顧客流出防止策の実施」

AF42-00-10 クレーム報告書
2016.10.18 改正

「②お客さまアンケートの進化」「③勉強会の開催」を実施しまし

クレーム・ミス・是正処置報告書
該当規格

た。全てにおいて「お客さまのお役に立つために」という目的で

（営業・生管・編集・印刷・外注）

処理の流れ）発生→生管部長・管理責任者に報告→発生原因者が報告書を発行→関係部署にて是正報告→該当規格責任者に書類提
出→1ヵ月後効果確認

様々な施策にチャレンジをし、変革を目指した51期となりました。

区分

□
□
□

■

顧客名

生産伝票№
クレーム

品名

ミス
リスク及び機会への取組み

（内容）

事案内容

ミス・クレームの顧客流出防止策の実施

□刷り直し（破棄） □修正して使用（手直し） □修正せずに使用（特別採用）
□他の用途で使用（再格付） □顧客への報告書発行･･･報告書のコピーを控

製品に対する対応策

発生原因

ミス・クレームというのは、その多くが人的なミスになります。

□手順（書）作成

□勉強会実施

□その他

□手順（書）作成

□勉強会実施

□その他

発生原因に対しての是正

ちょっとした油断や経験・知識の不足などです。起こってしまっ

流出原因

た事例を主原因・流出原因に分けて解決策を講じていきました。

流出原因に対しての是正

大きな取り組みとして、制作工程の最終段階で「第三者チェック」
を行うことにしました。データに不備はないか、修正指示はちゃ

再発防止策

んと直っているかなど、細部にわたり確認を行いました。その結

社長

管理責任者

該当部門長

該当部門長

担当者

担当者

/

/

/

/

/

/

是正効果確認
(是正後1ヶ月以内に
同じミス・クレームが出てい
ないか）

ただ残念なことは、お客さまには届かなかったミス・クレーム
の数がかなり増えてしまいました。また後でチェックしてもらえ

□是正内容は実施されていました （ 月 日確認）
□効果が確認できました
□効果が確認できませんでした→新たな是正を要します

ミス・クレーム損金計算書
詳細

合計金額

報告書ファイルにて、1年間保存

ていた品質向上委員会が、「人に依存する仕組み」をつくってし

クレーム・ミス・是正処置報告書

まっていたのです。

30
50期件数

26

51期件数

15
13

10
5
0

9

10

企画営業部

9

8

工務部

5
2

制作部

部署別クレーム数の比較
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金額

用紙代金
編集代金
刷版代金
印刷代金
加工代金
その他代金

以前から流出原因の是正で「人に依存する是正はダメ !!」と言っ

20

管理責任者

/
社

（特記事項）

項目

るという油断が、依存心の温床になったと考えています。

25

の

是正報告確認

果、お客さまに届いてしまったクレームは半減いたしました。

8

報告書
発行者名

該当部門

（品質・環境・情報）

出力・印刷部

ガ

■

お客さまアンケートの進化

■

勉強会の開催

品質向上委員会で工場見学や定期的なお客さまアン

ＩＳＯの品質勉強会を開催いたしました。1回目は、

ケートを行っています。今までは、自社の改善のための

弊社で決めたルールがＩＳＯ規格ではどの部分に該当す

アンケートが中心でした。今期は、お客さまの課題解決

るのかを説明して、そのルールの必要性を確認しました。

に少しでもお役に立ちたいと、「お客さまの困りごとあ

不要なルールに縛られて、無駄を増やしているかも？自

りますか？」という質問項目を増やしました。数はまだ

社のルールを見直す良い機会になりました。2回目は、

少ないですが、お客さまの困りごとをお聞きし、お客さ

ＩＳＯ内部監査の意義に関して勉強会を行い、内部監査

まと共に考えていく機会をいただきました。具体的には、

で何をチェックしているのか、どうしてチェックをして

社員間のコミュニケーションの課題をお持ちの企業さま

いるのかを共有しました。PDCA サイクルの考え方も

に、弊社の委員会活動、朝礼、広報誌などの事例を紹介

説明し、継続的改善として社員自らアイデアを出してい

させていただくこともできました。今後も自社にもお客

くことの大切さを伝えました。また、新たな内部監査員

さまにも役立つアンケートを心掛けて活動を続けていき

候補も誕生して、とても良い勉強会だったと思っています。

たいと考えています。

お困りごと相談 具体例
▶社員間のコミュニケーション・チームワークの向上
▶主体的に行動できる人材育成
▶新規顧客の獲得方法
▶モチベーションの低い社員の巻き込み方

勉強会の様子

▶新たな販促ツールがほしい
▶競合他社との差別化の方法
▶自社の発信力をつけたい
▶ＨＰの閲覧数が伸びない
▶社内報の企画の立て方
意見を取りまとめる品質管理責任者

ま

と

め

品質向上委員会の成果を推し量る一番の要素は、ミス・クレームの件
数です。今期は、ここ数年で一番悪い結果となっています。来期は第三
者チェックに頼りすぎず、自身の仕事に責任とプライドを持つ環境をつ
くります。各部門のミス・クレームの原因で一番件数の多いものを重点
課題として、その根本解決を図ります。その結果、52期はミス・クレー
ム件数を51期から半減します !

品質向上委員会のメンバー
私たちがマルワの品質をより良くしていきます

MARUWA CSR REPORT 2018

9

情報委員会

ISO27001 行動指針

お客さまに安心と信頼を提供する
情報セキュリティの実現
Realization of information security that provides customers with peace of mind and confidence

社内ルール確認のための勉強会

▶社員全員で情報管理する意識と雰囲気作り

■

ISO27001 ベースの情報管理
弊社は国際標準規格 ISO27001情報セキュリティの認証を受け、規格に則った管理体制を整えています。
情報漏えい防止対策、ウィルス感染防止対策はもちろんのこと、通常業務で使用する PC や通信機器のメンテナンスや

トラブル対応、事業継続のために大切なデータやシステムのバックアップ管理なども手順を定めて実施しています。
せっかく手順を定めても、全員が徹底できなければ意味がないので、勉強会やテストを定期的にを実施して社内ルール（手
順など）を確認したり、掲示物や朝礼などにより情報セキュリティ関連の話題をシェアしたりして、全社員の情報管理意
識を高める活動を続けています。

■

状況の監視、分析→対応策の計画、実施
弊社では、日々お客さまより原稿データの入った

USB メモリなどのメディアを預かっています。一方で、
USB メモリやメールを介したウイルス感染被害が世間
的に騒がれています。
メディア入稿時の受入手順を定め、必ず所定の検査用
PC にてウイルスの有無をチェックし、安全を確認したう
えでデータを取り出すようにしています。万が一メディ
アがウイルスに感染していた場合は、弊社にて可能な限

MARUWA CSR REPORT 2018
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データの
紛失・破損
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3
ソフトの不具合

トを実施し、ルールの再徹底を図りました。

4
2

ウィルス感染
の可能性

が多かったので、社内ルール確認のための勉強会とテス

4

ネットワーク
接続不良

計画し、実施しています。例えば今期は、管理ミス件数

6

ハ
/ード不調

況を部署単位で報告し、対策が必要であれば随時対策を

8

誤操作

毎月の全社会議時に、情報管理・セキュリティ実施状

12
10

管理ミス

り駆除し、感染していた旨をお伝えしてお返しします。

51期社内不具合発生件数集計表
12

社内で起きた不具合を集計し、委員会の活動にも反映しています。

■

定期的に、何度でも。
弊社のような規模では、情報セキュリティ管理の専任担

当者の配置や、高価なツールの導入はできません。
従って、社員全員が高い情報管理意識を持ち、お客さま
の情報を安全に管理できるよう努めています。
そのため、情報セキュリティ通信「インフォぷりん」を
毎月配布したり、社内掲示物や SNS による注意喚起を定期
的に行ったりして、全社員への啓発活動を続けています。
１回実施しただけで全員に徹底させることはできないので、
定期的に、何度も繰り返し啓発活動を行うことを徹底して
います。
社内ルールも無理なく周知徹底できるよう、なるべくわ

情報注意喚起ポスターを作成し、社内掲示板に貼っています

かりやすくなるよう資料の作成も工夫しています。

毎月発行しているインフォぷりん

ま

と

社内ルールをわかりやすくまとめた
ハンドブックを作成し配布しました

め

企業を狙ったネットワーク経由の攻撃は日々進化し、高度化してい
ます。また、スマートフォンや SNS の業務利用の普及による情報漏え
いリスクも高まっています。
しかし、弊社規模では専任部署や専任者を設けることは難しく、また、
高価なシステムの導入も困難です。
そこで、それらの脅威から皆さまの、そして自社の大切な情報を守
るために、全社員が常に情報管理の意識を持つこと、脅威についての
正しい知識を習得することが重要になります。
今期の事象集計では、管理ミスが散見されたので、各部署に周知し、
来期以降の部署重点管理項目として監視していきます。

情報を守ろうとする情報委員メンバー

特別優れた活動はできませんが、小さなことをコツコツと積み上げて、
情報を守っていきます。
MARUWA CSR REPORT 2018
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広報委員会

価値ある情報発信
Deliver valuable information

広報紙「ぷりんトーク」掲載内容についてのミーティング

▶情報の深化と役割分担の明確化

■

活動概要
広報委員会では、広報誌「ぷりんトーク」の年４回の発行、ホームページ・SNS、社内掲示板の更新を行いました。

期初の目標は、大きく分けて２点です。
１. 情報の深化

２. 役割分担の明確化

１. 情報の深化については、「ぷりんトーク」における新しい試みによって、ある程度達成できたと考えています。し
かし、ホームページに関しては、更新そのものがおろそかになり、目標には程遠い現状となっています。
２. 役割分担の明確化については、当初一部メンバーに集中していた取材、原稿執筆を分担することができたものの、
全体の活動を通じて明確に役割が分けられておらず、多くの課題が残る期となりました。

■

広報紙「ぷりんトーク」
特集のテーマを「各社におけるＳＤＧｓの取り組み」

に設定しました。従来の特集は、会社紹介として、概要
を広くお伝えするものでした。今期からは、テーマを設
けたことで、取材の目的がわかりやすくなり、内容も焦
点を絞ったものとなりました。その結果、中身の濃い記
事ができ、「ＳＤＧｓに取り組みたいが、何をしたらい
いかわからない」という読者の方には、事例紹介として
お役に立てたと思います。また、「耳寄り情報」では、
新たにお客さま紹介を始めました。喫茶などの店舗を運
営されているお客さまの情報を掲載するコーナーです。
紙面をお客さまの広報に活用いただくことで、「ぷりん
トーク」の意義が広がったと思います。
12
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ぷりんトーク

■

ホームページリニューアル
現状のホームページの構成、内容が時代に即していない

ため、リニューアルする必要があると考えました。構成は
スマートフォンに対応した、誰にでもわかりやすく、シン
プルなものを目指しました。内容は、広報委員メンバーだ
けでなく、全社員で検討すべきと考え、月一回の全社会議
の際に話し合いの時間を設けました。
部署ごとにグループに分かれ、１. ユーザーのペルソナ
づくり

２. ペルソナに沿ったトップページのラフを描く

３. 発表、以上のワークショップを行いました。結果、部

全社会議での話し合いの様子

署による着眼点の違い、訴求点の違いが明らかになるとと
もに、
「誰に見てもらうためのホームページなのか」によっ
て全く違う内容となることが再確認できました。各々のグ
ループの良かった点を集約し、リニューアルを行いました。

ホームページ

各部署のコンセプトシートとラフスケッチ

■

インターネット戦略について
世の中のトレンドを把握しつつ、今一度「マルワらしさ」
・

「お客さまに何を伝えたいのか」を情報の発信／魅せ方の観
点から追求しなければならないと感じます。しかし委員会内
で「誰が何を出来るのか、すべきなのか」が不明確なままで、
発信できる内容がぼやけ、スピードも損なわれてしまうとい
う反省点を残す結果となりました。

ま

と

Twitter
@maruwa_talk

め

ホームページのリニューアルにより、情報を発信する「場」は整いま
したが、内容、頻度は充分でないと考えています。来期は、基本的な広
報活動について、誰が、いつまでに行うのかのルールを決め、漏れや遅
れのないようタイムリーで的確な情報発信に努めます。また、発信する
内容については、“ マルワならでは ” をキーワードに、独自性があり、
有益なものをお届けできるよう工夫します。
なお、「ぷりんトーク」は、少しずつですが、内容の進化（深化）が
行われ、評価もいただくことができています。好評であった部分を継続
し、さらなる付加価値を見出すことを来期の課題とします。

広報委員会メンバー

MARUWA CSR REPORT 2018

13

社員交流委員会

互いを
「知る」
ことが、
発信力を強くする
To "know" each other, strengthen the communicativity

社員旅行

▶
「気づき」から深めるコミュニケーション

■

互いの良さを見つけて活かす、環境づくり
前期と同じメンバーでの活動だったこともあり、好評だったことや改善点を踏まえて各行事を計画・実行しました。

「改革」を掲げた前期から、結果を受けて「より良くするために何を行うべきか」に重点を置くことにしました。
また引き続き今期も事前・事後アンケートを中心に、社内の意見や行事の結果を次回に反映できるよう心掛けました。
「チームマルワ」全員にとっての良い思い出を目指して、その時限りではない継続的な活動を意識しています。

■

ＳＤＧｓで意識したこと
交流委員会に求められていることは何かを改めて話し合い、ＳＤＧｓ

の目標のうち、意識したのは以下の５点です。
「２. 飢餓をゼロに」
「３. すべての人に健康と福祉を」
「８. 働きがいも経済成長も」
「16. 平和と公正をすべての人に」

チャリティラン

「17. パートナーシップで目標を達成しよう」
マルワに集った全ての人が、気持ちよく働けること。そんな環境や雰
囲気をつくるのは、良好なコミュニケーションと互いを思いやる気持ち
であると考えました。誕生日を皆で祝って嬉しい気持ちを共有し、行事
の出し物やクイズで互いに興味を持って気づき合い、よく知った仲間と
自分の為、お客さまの為に頑張ろうというポジティブな気分づくりを目
指しています。
14
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新年会集合

■

年間行事

○11月：チャリティーラン
毎年予算金額と目算で用意していた軽食と飲料飲食物を事前に集計を取り、必
要数のみ用意することで食品ロスをゼロに。
リレー中のクイズ企画を今回も実施、走者に協力してもらい、チームごとに協
力して走っている姿を観察・推理しながら応援できるようにしました。

新入社員

○１月：新年会

歓迎会の様子

事前に指定された人の「良いところ」をアンケートで回答してもらい、それを集計。
人から見た長所から誰かを当てるクイズを行いました。褒められて気分良く仕事
始めを迎えられる雰囲気を作ることができました。
○４月：繁忙期お疲れさま＆新入社員歓迎会
繁忙期間中に新たに仲間になった新入社員２人に、くじで当たった人が自己紹
介をしてから質問をする企画を実施。思わぬ発見もあり盛り上がりました。また
社長副社長に２人宛の手紙を依頼し、思いを知ることができました。
○７月：丸和会旅行
委員会主導で実施し、三重県へ一泊二日で出掛けました。会社見学先について

社員旅行
しおり

の事前学習や質問事項を考える場を設け、宴会の出し物でも翌日の見学に役立つ
知識をクイズにしました。旅のしおりも必要な情報を精査し、
「いいかげん折り」
に挑戦したデザインで、提案時のサンプルとしても活用できるよう企画しました。

ま

と

め

共に働くのはどんな人か、知る機会を設けることで、日々の業務でも互いに関心を持てるのではと考えています。ミ
スやクレームの原因として、コミュニケーション不足、あるいは思い遣りが足りなかったと感じることがままあります。
その改善策として、たまたま同じ場にいるのではなく、良い所を知る仲間として助け合える環境づくりを目指しました。
来期に向けての反省と具体的な改善点は以下の2点です。
○社内行事カレンダー
前期より項目欄の見直しや MC 会議や事前告知を受けたものを制作時から
前に情報を収集し、反映させるなどの改善を行い、見易さ・書き込み易さを
上げました。しかし抜け落ちている情報も多い為、書き込みを促す声掛けに
留まらず、情報の聞き取りや収集方法を検討する必要性を感じています。
○誕生日祝い
2年目となり、マンネリ化やサプライズ感が薄れてきたという意見が出ま
した。が、そもそものコンセプトは、仲間にとって特別な日を全員で特別な
ものと認識し知って、気分良く一日を過ごせるように、というものでした。
そこで初心に返り、喜んでもらえるお祝いとは何かを検討していきたいと思

誕生日会

います。
宴会時の企画も「知る」「発信」に重点を置いた結果、クイズ形式で行っ
てきましたが、個人でなくグループ制にするなど、連帯感を高める機会づく
りを重視した新たなアプローチも探っていきます。
50期51期と、試行からの精査と推移してきた改善計画ですので、来期か
らは結果からその先、全員にとって心地いいコミュニケーションの場の創造
として、新しいアプローチを模索していきたいと思います。

委員会メンバー
MARUWA CSR REPORT 2018
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マルワとしてできること

持続可能な社会に向けて
for sustainable future

限りある資源の中で…

■ Banana Paper

（バナナペーパー）

バナナペーパーは、バナナの茎を原料としたフェアト
レードペーパーです。環境配慮や途上国の貧困解決策と
しての側面を持ち、ＳＤＧｓの17目標すべてにつながっ
ています。弊社は、このバナナペーパーを印刷用紙とし
て活用し、普及に努めています。

バナナペーパーで
できたカレンダー
アフリカのザンビアで生産

バナナペーパー啓発チラシ

PHOTO：One Planet Café

※このＣＳＲ報告書に挟んであるアンケート用紙は、

バナナペーパーのロゴ

バナナペーパーでできています。

■ 紙でエコする「カミデコ」

弊社では社内で残った紙をただのゴミにしたくないという思いから、ノート・封筒といっ

た紙製品に再生してもらう「カミデコ」に取り組んでいます。

P

余ってしまった紙を
ムダにしたくない！

不要紙

100% 再生
エコ
です！

新しい紙に

なりました！
！
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R

集めた紙を
溶かして、
100％再生紙を
作ります。

弊社の紙ゴミから
100％リサイクルされた
「カミデコ」によるメモ帳
『紙でエコする
KAMIDECO』

弊社の紙ゴミ

MUD（メディアユニバーサルデザイン）
ＭＵＤとは、デザインや文字の色、書体などを考慮する

第

一色覚特性

ニ色覚特性
第

第

三色覚特性

ことで、高齢者・色覚障がい者・外国人・子どもなど、様々
な人に使いやすく、見やすいメディアを提供する取り組み
のことです。弊社では、ＭＵＤアドバイザーの資格取得を

階段

非常口

Stairs

Emergency exit

推進し、より多くの人に伝わる印刷物を制作しています。

救護所
First aid

日本を訪れる外国人に情報を伝える手段として、ピクトグ

くず入れ

d!!

Goo

Trash box

ラム（イラスト）や多言語案内などもＭＵＤの考え方の一
つです。

女性活躍推進
えるぼし （今期新たに取得した認証）
女性の活躍推進の状況などが優良な企業
に与えられる認定制度で、女性活躍推進
法で定められた一定の基準を満たした企
えるぼし

業のうち、より優良とみなされた場合に
与えられています。

あいち女性輝きカンパニー
女性の活躍促進に向け、トップの意識表
明や採用拡大、職域拡大、育成、管理職
登用のほか、ワーク・ライフ・バランス

すべての部署に女性がいて、ワーク・ライフ・バランス
をとりながら活躍できるよう配慮しています。

あいち女 性
輝 き カンパ
ニー

の推進や働きながら育児・介護ができる
環境づくりなどの取り組みを行っている
企業として認証されています。

BCP 事業継続計画
ＢＣＰ＝事業継続計画とは、災害などの緊急事態が発生
したときに、企業が損害を最小限に抑え、事業の継続や復
旧を図るための計画のことです。弊社は、自社用の事業継
続計画書を制作し、非常時に備えています。また、中小企
業におけるＢＣＰの取り組み方法について、講演者として
登壇（弊社
ます。

代表取締役）するなど、啓発活動を行ってい
MUD に配慮された避難所サポートセット
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マルワとしてできること

地域社会と共に
with local community

全社員による公園掃除

地域貢献
▶ボランティア活動で地域に貢献
弊社では年間を通じてさまざまな社外活動を行っています。特に、会社の前の公園は、毎朝の担当班の社員による掃除
に加えて、毎月一回は全社員で掃除をしています。その他にも、チャリティーマラソンにランナーとして参加したり、植
物の苗植えをしたり、商店街のお祭り前に会場掃除をしたり。休日のボランティアも多いですが、皆で協力し合って、楽
しみながら活動しています。

年間の活動内容
11月

東山公園

里山保全のための間伐に参加

11月

第24回チャリティーランに参加

３月

名古屋 YMCA ウィメンズマラソンのボランティアに参加

５月

名古屋商工会議所の花植えイベントに参加

８月

どまつり平針駅前会場にボランティアとして参加

東山公園：森林保全間伐体験

名古屋ウィメンズマラソンの
ボランティア

どまつり会場掃除
【毎月】全社員による公園掃除
【随時】インターンシップ・職場体験の受け入れ・会社見学
どまつり平針駅前会場

インターンシップ
▶「教育＝共育」 人と人とが係り合い、共に成長する会社
若者の進路選択や就業を取り巻く環境が大きく変化する中、
目的や進路の意識が希薄なままの進学や就職、また、その選択
を先送りにする若者が増えているといいます。
弊社では、早い時期から様々な職場などで社会経験を積んで
もらうことで、若者に「働くこと」の意義を考えてもらい、そ
れによる「楽しさ」「厳しさ」や「やりがい」などを学び、「勤
労観」や「職業観」を育みたいと考えております。
応援団認定証
愛知県から中学生の職場体験の受け入れを評価され「応援団認定証」を頂きました。
認定証は愛知県産の間伐材で作られています。
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会社見学
▶百聞は一見にしかず
弊社は決して大きな会社ではなく、めずらしい設備もな
いふつうの印刷会社です。それでも、会社見学を実施して、
お客さまや学生さん、地域の方など、毎年多くの方に来社
いただいています。ちなみに51期は、25組のべ124名（2018
年８月末現在）の方にお越しいただきました。
なぜ会社を見ていただきたいのか。それは「百聞は一見
にしかず」だからです。直接見ていただければ、弊社の雰

学生にもオープンにひらかれています

囲気、社員の熱気、仕事に対する姿勢などが伝わるはずと
信じています。
会社見学中は弊社の現場スタッフたちが丁寧にご説明い
たします。説明内容は日々、よりわかりやすく、よりニー
ズに合ったものに進化しています。一度来られた方も、ま
だ来られたことのない方も、ぜひ、見に来てください。

現場で印刷オペレーターが、わかりやすく説明します

工場見学アンケート
印刷物ができるまでの内容は理解できたか
できなかった ０％

（マルワに）こんなもの・事をやってほしい
20
18
16
14

概ね理解できた

12

18%

10
8
6
よく理解できた

2
ＩＳＯコンサル

工場見学レクチャー

販促品の提案

ＢＣＰセミナー

ＣＳＲコンサル

セミナー開催

デザイン

その他

ＭＵＤセミナー

営業員育成

企画

0

印刷

82%

4

この紙は、社内で残った紙を集めた 100％再生紙です。

お客さまの声
▶各部署の説明がとても分かりやすかった

ようこそ マルワへ
Welcome to
Maruwa

▶掲示物が参考になった
▶印刷すること以外にも多くの商品ができることが分かった
▶ＭＵＤへの興味が深まった

P
株式会社

マルワ

TEL：052-802-4141

こうじょうけんがく

工場見学スタート !
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P-00032

この印刷物は植物油インキ
（植物油含有基準量20％以上の枚葉印刷用
インキ）を使用しております。

コンプライアンス、環境、品質、雇用・労働
安全、情報セキュリティ、財務、社会貢献、
情報開示・コミュニケーション等バランスが
とれた事業活動を目指し企業の社会的責任に
努めています。

この製品は、適切に管理されたFSC®認証林お
よびその他の管理された供給源からの原材料
で作られています。

P-B10023

この印刷物はグリーン基準に適合した印刷
資材を使用し環境配慮されたグリーンプリ
ンティング認定工場で印刷しています。

ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づ
き、より多くの人に見やすく読みまちがえに
くいデザインの文字を採用しています。

CO2
Carbon Offset
by MARUWA

人間の経済活動や生活などを通して二酸化炭
素などの温室効果ガスを、植林・森林保護・
クリーンエネルギー事業（排出権購入）によ
る削減活動によって吸収しようとする考え方
や活動です。

株式会社 マルワ
■本社所在地

〒468-0011

名古屋市天白区平針四丁目211番地

TEL 〈052〉802-4141

FAX （052）
802-9355

■東京営業所

東京都豊島区池袋二丁目14-2

TEL （03）
5953-1732 ＦＡＸ（03）
5953-8907
URL http：//www.maruwanet.co.jp
E-mail info＠maruwanet.co.jp

CSR Report 2018
（対象期間：2017年９月～2018年８月）

事業活動における環境に配慮し
た取組を自主的かつ積極的に実
施している事業所として認定さ
れています。

