
C o r p o r a t e  S o c i a l  R e s p o n s i b i l i t y

報告対象期間 : 2019年4月1日～2020年3月31日

CSR 2020

「ル・レクチェ」　作者：雪白（せつはく） 



表紙の絵

雪白（せつはく）プロフィール
出身地：大分県
美術の指導を受けたことはありませんが、発病する前はWEBデザイ
ンの仕事をしていました。
2018 年より、本格的に手描きの絵を描きはじめました。2019 年と
2020 年の「くばらだんだんアート」でいづれも大賞を受賞しています。
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本社、彩京資源化センター、三芳資源化センター、厚木紙資源センター、草加
リサイクルセンター、蓮田事業所、所沢事業所、川崎事業所
※蓮田、所沢事業所については、環境負荷項目の一部（電力・上下水道）は除外
しています。

2020年度（2019年4月1日～2020年3月31日）
※活動や取り組み内容は一部直近のものを含みます

2020年10月

環境省「環境報告ガイドライン（2007年版）」

本社　総務経理部　筧田　昭人
TEL:048-227-3098　FAX:048-226-2044　　　a.toida@tomisawa.co.jp
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障がい者の社会参加と経済的自立を、彼らの芸術表現を通じて一般社
団法人障がい者自立推進機構が推進する活動です。自らの才能を見
つけ、活かしたい全ての人へのきっかけを与える活動を行っています。

パラリン アートとは…

報告対象範囲

報告対象期間

発行日

参考にしたガイドライン

お問合せ先

「ル・レクチェ」　作者：雪白（せつはく） 

出版業界連続学生セミナー
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ISO14001 認証取得
ISO27001 認証取得
廃棄物再生事業者 登録
埼玉県計量証明事業 登録
川口市エコリサイクル推進事業所 登録
太陽光発電 太陽光発電パネルを設置し、省電力に努めています
ハイブリッド車 3台所有

ミスト設備 エアコンに換えてミスト設備を設置し、省電力、防塵
を行っています

機密文書 企業から機密文書の処分を受託し、再資源化してい
ます

地域貢献活動

川口市の公立学校から古紙を回収し、トイレットペー
パーと交換しています
川口市内障害者施設運営団体連絡会を通じて雑誌・
付録を資源化しています
川口市内の町内会の資源回収をサポートしています
一般・産業廃棄物者に対してゼロエミッションを推奨
しています

●5,000t/月の処理能力
●回収古紙及び機密書類処理等、企業のニーズに対応
● 面積：5,000㎡
〒332-0011  埼玉県川口市元郷 3-21-31  
TEL.048-225-4301  FAX.048-225-4304

» 機密書類回収について
個人データや社外秘などの情報漏洩が一切ないよう、段ボールのまま破砕機に投入、小さい紙片に裁断します。

■設　　備

■保有車両 ● 8tウィング車    1台
● 4tパッカー車    　 5台
● 10tウィング車     2台
● 3tウィング車     1台

●破砕機（10～25t/日）
●背糊断裁機

● 15tウィング車      1台
● 4t車    3台
● 2t車    　 2台

●選別ライン（4t日）
●巻取り断裁機

● 250馬力ベーラーマシン    2 基（200t/日）

»Offi ce Data

●営業活動及び事業所の統括
●代納管理業務
●人事・総務・経理等の管理
〒332-0011
埼玉県川口市元郷3-21-31-2F  
TEL.048-227-3098
FAX.048-226-2044

»Plant Data

富澤の紹介

事
業
所
一
覧



これまで、人の手で紐などを切っていた雑
誌や書籍を機械で自動的に切れるように、
全自動ライン化しています。

三芳資源化センターでは、雑誌、書籍を中心に大量に資源化できる大型センターの設備をそろえています。

TOMISAWA

①古紙圧縮梱包作業
②③自動紐取り断裁機
④⑤圧縮梱包後の保管
⑥選別作業
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ISO14001 認証取得
ISO27001 認証取得
廃棄物再生事業者 登録
彩の国工場 指定
LED照明設置 LED照明を設置し、省電力に努めています

バッテリーフォークリフト 作業用車両全て（6台所有）は、脱化石燃料を目的にバッテリー
車を使用しています

ミスト設備 エアコンに換えてミスト設備を設置し、省電力、防塵を行っ
ています

福祉施設への作業委託

福祉施設に寄託し、雑誌の付録、CD・DVD等を分別し、紙・
プラスティックを再資源化しています（福祉施設の方にお越
しいただき作業します。さまざまな技量を身につけ社会復帰
を手助けいたします）

危険物削減 危険物の削減のため、潤滑油を高引火点潤滑油（指定可燃物）
に変更しました

地域貢献活動
毎営業日事業所周辺の清掃を行い、美化活動に努めています
三芳町の公立学校から古紙を回収し、トイレットペーパーと
交換しています

●5,000t/月の処理能力
●産業古紙及び出版関連古紙・難処理古紙を取扱う
●多種多様な製品に対応可能な静音・省電力マシンを開発
●面積：4,000㎡
〒354-0044  埼玉県入間郡三芳町大字北永井834-1  
TEL.049-274-7095  FAX.049-274-7125

■設　　備

■保有車両 ● 15tウィング車    2台
● 4tパッカー車    　 2台

● 4tウィング車    2台

●120馬力省エネベーラーマシン   1基（120t/日）
●250馬力ベーラーマシン   1基（120t/日）
●残本選別加工ライン（1tリフター）   4台
●背糊カッター    3台
●巻取り断裁機    　 1台
●輸出用プラットホーム    1台

事
業
所
一
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»Plant Data
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TOMISAWA

行政回収・事業系古紙回収で受入れた様々な古紙を紙質別に仕分け、回収古紙をほぼ100％製紙原料化します。
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●2,500t/月の処理能力
●主に新聞・雑誌・段ボールを回収
●厚木市行政回収拠点
● 面積：1,600㎡
〒 243-0806  神奈川県厚木市下依知1-8-1
TEL.046-245-2985  FAX.046-245-3825

ISO14001 認証取得
ISO27001 認証取得
一般廃棄物処理施設（圧縮施設） 許可
廃棄物再生事業者 登録
産業廃棄物収集運搬許可
（積替、保管含む） 許可

神奈川県計量証明事業 登録

省電力 日本テクノ株式会社SMARTMETERを使用し、
デマンド管理を行い省電力に努めています

ミスト設備 エアコンに換えてミスト設備を設置し、省電力、
防塵を行っています

難処理系一般廃棄物
厚木市から受託し、従来古紙になり得なかった
雑紙（ミックスペーパー）廃棄物を再資源化し
て廃棄物の減量に努めています

機密文書 企業から機密文書の処分を受託し、再資源化して
います

地域貢献活動
神奈川県立高等学校の古紙を回収し、トイレッ
トペーパーと交換しています｡ 厚木市行政回収
の荷受拠点になっています

■設　　備

■保有車両 ● 4tパッカー車    　 5台
● 4tウィング車     1台

●紐取機    1台
●選別ライン    1台

● 3tパッカー車    　 4台
● 2t車    　 2台

●破袋機    1台
● 100馬力ベーラーマシン    1基（100t/日）

Working process

● 難処理古紙及び産業廃棄物の資源化
●埼玉県  東京都  産業廃棄物収集運搬（積替保管含む）許可
〒340-0833  埼玉県八潮市西袋565-1
TEL.048-928-1048  FAX.048-928-1048

● 主に段ボール・書籍残本の処理
〒359-0011  埼玉県所沢市南永井619-15  出版共同流通株式会社  
所沢センター内  TEL.04-2946-5580  FAX.04-2946-5580

● 主に各店舗から回収された段ボールの処理
〒210-0869  神奈川県川崎市川崎区東扇島23-4　

● 主に付録・難処理出版物の資源化
● ISO27001認証取得
〒349-0131 埼玉県蓮田市根金1464-1  出版共同流通株式会社  
蓮田センター内  TEL.048-766-7211  FAX.048-766-7210

事
業
所
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覧

»Plant Data
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当社は地球環境の保全に努めることを基本とし、温暖化の防止、廃棄物の削
減等、次世代の子供達の地球環境が、今よりも少しでも良くなる様に願い、環
境破壊を少しでも低減できることに継続的改善を進める。

お客様との信頼関係の上に成り立っています。当社がお客様の信頼を保持し、
より良いサービスを提供していくためには、情報資産に対して適切な安全対策
を実施し、紛失、盗難不正使用から保護しなくてはなりません。
ここに「情報セキュリティ基本方針」を定め、当社の管理下にある情報資産の
適切な保護対策を実施するための指針とします。

ISO取得
ISO27001
（情報セキュリティ）
認証取得

古紙リサイクルアドバイザーの職務は
3
行政及び地域団体あるいは
古紙排出事業者への品質及
び排出指導

2
地域の古紙リサイクル啓蒙
活動への参加（出前講座の
実施など）

4
製紙会社及びリサイクル関連
業界の行う古紙品質勉強会
への参加等を行う。

「古紙リサイクルアドバイザー」認定制度は「古紙商品化適格事業所」の運営の円滑化のため、古紙リサイク
ルを業とする事業者、従業員の社会的地位の向上及び地域の古紙リサイクルの促進並びに円滑化を図ること
を目的としてます。
認定資格取得条件は全原連の実施する認定試験に合格した者で、2020年9月末現在、当社では42名が認定取
得しています。また、「古紙商品化適格事業所」には当該資格を持つ「品質管理責任者」がいることが義務付
けられてます。

ISO取得
ISO14001
（環境）認証取得

Ⅰ基本理念

基本理念

認　証

株式会社富澤はCD・DVD・玩具などに使用されている紙又は行政回収された様々なミックスペーパーなどを選別し、
古紙化しています。これ等は従来古紙になり得なかったもので、産業廃棄物若しくは一般廃棄物として焼却又は埋
め立て処分されてきました。これらを福祉施設や弊社の資源化ラインを介して、資源の再生と廃棄物の減量を図る
ことを可能にしております。「古紙は製品」という弊社の方針が環境保全に整合してる事例です。
環境管理についてはISO14001を基に、又「2007年版 環境報告ガイドライン」を参考に弊社の環境への負荷を特定、
測定し、継続的な改善を図っています。以下の頁などをご参照下さい。

環境報告

株式会社富澤は環境保全の施策として太陽光発電装置を
彩京資源化センターに設置しています。発電量は13pを
ご参照下さい。

環境保全のための施策

Ⅱ基本方針

古紙リサイクルアドバイザー制度

認証・許認可

ISO 14001 環境方針 マネジメントシステム

ISO 27001情報セキュリティ マネジメントシステム

1
「古紙商品化適格事業所」の
「品質管理責任者」業務
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編集後記
　昨年の12月に中国湖北省武漢市で新型コロナウイルスが
発見され、今現在世界中で猛威を振るっている状態です。
その影響を受けて、世界最大規模のスポーツと平和の祭典
である東京五輪・パラリンピックが史上初「延期」に追い込
まれました。
　また、全国高校野球選手権、高校総体、国体等も中止

及び延期を余儀なくされました。選手の気持ちを考えると大
変残念でなりません。
　こういう状況の中、今年で11版目となる「CSR 報告書
2020」を発行することとなりました。ご協力して頂いた方々
に厚く感謝を申し上げると共に、コロナ禍が早く終息するこ
とを祈りたいと思います。

株式会社富澤は埼玉県、東京都内の福祉施設と提携し、雑誌の付録などを素材別に選別し資源化を委託して
います。学校、企業、各種団体等の紙リサイクル出張講習なども無料で行っています。

出版業界に就職を希望する大学生を対象に、開講４年目を迎えた『出版業界連続学生セミナー』。
2019年８月29日に三芳資源化センターにて現場学習会を開催し、学生たちに『本の一生』を肌で感じてもら
いました。

福祉施設への作業委託

一般財団法人日本出版クラブ主催

出版業界連続学生セミナー

社会貢献活動

弊社の行うCSR 活動を担保するために次のような活動を
行っています。

CSR活動を担保するための社内運動
毎年 4月10月に実施しています。
労働安全訓練

毎年 4月10月に実施しています。
防火防災訓練

全事業所において毎営業日に事業所周辺の清掃を実施
しています。

美化活動

各事業所の環境負荷項目

50音順に掲載させて頂いています

社会性報告

ドライバーの運転状況を把握できる「スマートドライ
ブシステム」を導入。急ブレーキや急加速などを即
座に確認でき、安全運転の指導に活かされています。
日々の運転評価やデータ収集などにより、全社をあ
げて事故削減や燃費改善などに注力しています。

リサイクルしやすい本なんて意識せず、面白い本を
追求して欲しい。全国の読者が多種多様な本を読
むために、自分たちの会社がある。

-冨澤進一社長 -

急ブレーキ
急発進など

メールで
お知らせ

管理者PCSmartDrive 搭載車両

スマートドライブシステム導入で、
安全運転を徹底

 社用車の整備

各事業所の環境負荷項目 ･環境保全



https://koshikifu.jimdo.com
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「グリーンサポート運動」に参加しています「グリーンサポート運動」に参加しています
弊社では 、 川口市の「NPO法人グリーンサポート運動推進協議会」に協賛し 、エコ活動に協力しています。

① みんと（安行慈林）

② 友垣の里（上青木西）

③ らいぶ（西新井宿）

④ ワークステーション西川口 

⑤ 就労継続支援きじばと（里） 

⑥ ほっとすて一しょん（八幡木）

⑦ このまんま（柳根）

⑧ リズム（前川）

⑨ 久美愛園（さいたま市緑区）

⑩ 埼玉県障がい者共同作業所
　 （さいたま市南区）

⑪ たいむ（柳崎）

⑫ 茶色いお家（さいたま市緑区）

⑬（株）ハマウラ福祉工場
　（さいたま市南区）

回収作業参加福祉施設
（川口市内の小中学校・高齢者施設から古紙回収風景）。

グリーンサポート運動
オフィスの書類かたづけサービス開始!!

グリーンサポート運動とは

学校や企業などで「使い終わった紙」を寄付する
運動です。障がい者施設の利用者さん達が集めて「リ
サイクルする」という仕事が生まれます。
　紙なら何でもOKです。ただ、飲み物や食べ物な
どで汚れた紙や使い終わったティッシュなどはリサ
イクルできません。古紙をきちんと集めればリサイ
クル資源として販売できます。そしてその売り上げ
は障害者皆さんの賃金となります。
　新聞や段ボールなどもありがたいのですが、いつ
もはゴミ箱に捨てられてしまう紙（例えばシュレッ
ダーのクズや空き箱など）を捨てないで取っておく
と資源になります。一般的に「燃やすごみ」として捨
てられているものの約半分は紙類と言われています。
資源リサイクルをとおして少しでも減らしていけれ
ばと考えています。

グリーンサポート運動として新たに企業様からの書
類を集めるサービスをスタートしました。
障がい者福祉施設の利用者さんたちが定期回収に伺
います。社会貢献運動にご協力お願いします。

「グリーンサポート運動」の参加企業等は
400以上になりました。
（郵便局、小学校、薬局、信用金庫、幼稚園、事務所、
工場など）

　株式会社富澤様とは半世紀近いお取引をさせていただいてお
ります。その間、古紙の需給が大変厳しい時もありましたが、
貴社は弊社のような中小製紙会社に対しても常に安定供給に努
めていただき大変感謝している次第です。また、古紙の取り巻
く環境、近年においては国内、海外の情報をいち早くお知らせ
いただいて、弊社の古紙調達に大変役に立っているところです。
また、貴社からの古紙は品質面においてもしっかりと管理をさ
れており安心して使用できております。近年は、印刷用紙の生

産が減少し古紙の発生も減少していくと思われますが、今後貴
社にはより一層の供給をお願いすることとなりますのでよろし
くお願い申し上げます。最後になりますが、貴社におかれまし
ては上物古紙問屋のリーディングカンパニーとしてさらなるご
発展を祈願して取引先の声とさせていただきます。

太洋紙業株式会社
代表取締役　社長　渡辺和裕

貴社からの古紙は品質面においてもしっかりと管理をされており安心して使用できております。

　富澤様とのお取引は、㈱春江東京リサイクルセンター開設
以来およそ23年となり、その間弊社が東京23区の事業所様よ
り収集させていただいております古紙類を、長きに亘り安定
した高品質のリサイクル処理をお願いしてまいりました。
　これまでの長年の実績から富澤様は誠実かつ信頼できる企
業様であり、お取引させていただきました喜びを心から実感
しております。弊社では、廃棄物処理業の責務といたしまして、

廃棄物の適正処理を行い、又お客様にお喜び頂ける質の高い
サービスの提供を日々心掛け業を営んでおり、この度の新型
コロナウィルス感染症による様々な被害を乗り越え、これか
らも共に社会貢献に邁進すべく更なるご協力を何卒宜しくお
願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　
株式会社　春江

長きに亘り安定した高品質のリサイクル処理をお願いしてまいりました。

　株式会社富澤様におかれましては、弊社営業拠点の紙類の廃棄物
処理を通じて、長きに亘りお取引を頂き誠にありがとうございます。
　環境意識・リサイクル意識が高まる世の中で、貴社は、廃棄物の
資源化、省エネルギー化、ゼロ・エミッション化への積極的な取組
み、「社会と環境に役立つ会社作り」を実現されておられることか
ら、実際の廃棄物の回収にあたっても、再資源化を意識した現場
の方々の御取組み姿勢が行き届いておられます。弊社におきまし
ても全社を挙げてSDGs への取組を標榜しておりますが、貴社と
の日頃のお取引を通じて、営業拠点のゴミの分別の徹底や、職員

一人一人の環境問題・リサイクルヘの意識も大きく変化してきて
おり感謝申し上げます。
　また、「グリーンサポート運動」を通じて紙を減らすとともに地
元川口の福祉施設と協力し、障碍者の自立支援、雇用機会増加に
貢献されておられ、環境だけでなく地域社会全体を支える企業様
として益々のご発展を心より祈念申し上げます。

日本生命保険相互会社
さいたま支社　支社長　三田村研吾

職員一人一人の環境問題・リサイクルヘの意識も大きく変化してきており感謝申し上げます。

　出版業は、デジタル化は進んでいるものの「紙」の本が主流です。
書店店頭で展示販売し、広く普及することを主目的としている
ため、どうしても売れ残りによる返品が発生してしまいます。最
終的にはリサイクルしていただき、新たに生まれる本の原料と
なるわけですが、それまでに様々な工程があるのは、意外と一般
には知られていません。雑誌付録は元より、製本の綴じ方も糊に
よる無線綴じだけでなく、針金や糸綴じもありますし、表紙・カ

バーには、ＰＰだけでなく特殊な加工もあります。その一つ一つ
を丁寧に仕分処理し原料化していくのは大変な作業です。地球
環境保全を訴える出版物が、最後はどうでも良い、では済まされ
ません。これからも信頼できる富澤様にお願いしたいと思います。

株式会社河出書房新社
常務取締役　岡垣重男

一つ一つを丁寧に仕分処理し原料化していくのは大変な作業です。

　グリーンサポート運動は資源の有効活用による環境や社会へ
の貢献と、障害を持った方々への就労の機会を提供することを
目的として活動しています。障害を持つ方にとって古紙回収の
作業は非常に良い経験になっており、いつも頑張って作業に出
掛ける姿には頼もしさを感じています。中には将来リサイクル
事業に就く事を目標とする方もいる程です。
　その中にあって富澤様の取り組みは欠く事の出来ないもので

あり、私どもに非常に大きなチカラを与えてくださっているこ
とに大変感謝しております。
　環境問題が深刻さを増す状況でありますし、今後も益々ご活
躍されることを祈念申し上げます。

社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会
埼玉県済生会ワークステーションみのり

管理者　寺坂幸雄

古紙回収の作業は非常に良い経験になっており、いつも頑張って作業に出掛ける姿には頼もしさを感じています。



［ 本　社 ］　　〒 332-0011　埼玉県川口市元郷 3-21-31-2F
                    TEL.048-227-3098　FAX.048-226-2044
［ 事業所 ］　　彩京　三芳　厚木　草加　蓮田　所沢　川崎

http://www.tomisawa.co.jp/




