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 朝日新聞社は、２００１年１月に朝日新聞環境憲章を制定し、０５年９月には、１０年度までに０１

年度比でＣＯ２を１０％削減する自主計画を立てました。また、朝日新聞社行動規範では、全従

業員が環境行動計画書に沿って環境改善に取り組み、さらなる高い目標を立てていくと規定し

ています。このため、全社で取り組むべき重要課題については、朝日新聞社環境行動計画（全

社）として取り上げ、各本支社別の環境行動計画に反映させていくことにしています。 

 

 

 

【２０１３年度環境行動計画】 

１．大幅な節電の実行 

   全社的に季節、昼夜を問わない恒常的かつ恒久的な使用電力の削減に努めます。 

２．今後も省エネとＣＯ２削減を推進 

改正省エネ法が要請する年平均１％以上のエネルギー原単位の削減を目指します。１０

年度までのＣＯ２１０％削減目標は達成しましたが、引き続き削減を推進し、国の地球温暖

化対策を見極めながら、新たなＣＯ２削減計画を検討します。 

３．オール朝日で環境行動へ 

改正省エネ法の施行で、総局、支局を含む朝日新聞社の全組織のエネルギー使用状

況の把握が義務づけられました。グループ企業やテナントの協力も得て、オール朝日で環

境改善に取り組み、企業の社会的責任を果たします。 

４．紙を大事に使う 

大量の新聞を連日印刷している新聞社として、普段から紙を大事に使います。このため、

日常業務のペーパーレス化を積極的に進めます。 

５．環境にやさしい新聞輸送 

省エネ法に基づく「荷主」の責任として、輸送エネルギーの削減計画をたて、バイオ燃料

の有効利用など「環境にやさしい新聞輸送」を推進します。 

 

 

 

【計画の進め方】 

１． この計画推進の総括責任者は、環境担当役員とします。 

２． 各本支社の環境委員会は、この計画を各本支社の環境行動計画に組み込みます。 

３． この計画、各本支社の計画は毎年更新し、それらの実績を環境報告書にまとめます。  

以上 

 

Ⅰ．２０１３年度の環境行動計画 

朝日新聞社環境行動計画（全社）  
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東京本社環境委員会 

【各部局共通の課題】 

 

１．省エネ・地球温暖化対策 

東京本社の社屋をはじめ管内の全社施設（総局、支局を含む）のエネルギー使用量を把

握し、主に使用電力節減対策により省エネを図って、地球温暖化対策のためにＣＯ２の削減

に努めます。 

<目標> 

２０１１年の夏季から夏場の電力使用制限令に対応して節電を実施しました。１３年度、政府

は東日本大震災後初めて需要期に節電目標を設けないと決めましたが、本社では電気料金

値上げに対応して、季節、昼夜を問わない恒常的かつ恒久的な節電対策を進めています。

その計画により、エネルギー使用にかかわる原単位を年平均１％以上削減するよう努めます。

これは、改正省エネ法の要請に準拠するものです。 

<具体的措置> 

（１）  １２年度に実施した室温管理、クールビズ、ノー残業デーなどの節電対策を定常的な対策

として今後も実施します。 

（２）  設備やシステムの変更 <※(1)の節電対策と重複する内容を含んでいます> 

① 空調機の稼働時間の短縮に努め、空調エリアなど細かく見直します。 

② 照明の LED 化を含む高効率化、照明の区画分割の見直しや間引き、人感センサーに

よる不要照明の削減に取り組みます。 

③ 組織やレイアウトの変更の際に、コピー機、冷蔵庫、テレビ、ＰＣなど電気機器の台数削

減を進めます。また、これらの機器の効率的な共用化を進め、熱源の抑制をします。 

④ 複合機の導入の際には、適正配置をはかり、余分なコピー機、プリンター、ＦＡＸは削減

します。 

⑤ 機器の設定変更（節電モード）により PC、ネットワーク機器などの待機電力を削減しま

す。 

（３）  運用<※(1)の節電対策と重複する内容を含んでいます> 

① 夏の節電対策として「クールビズ」を推奨し、５月中の室温を２６℃に、６月から２８℃に

します。クールビズの期間は５月１日～１０月３１日とします。 

② 夏季は窓からの陽光で室温が上がらないようにブラインドを下ろし、事務エリアの室温

を維持するためドアを閉め、廊下など共有部分の風量は抑制します 

③ 照明のスイッチをこまめに切ります（スイッチは、原則として「節電モード」に。警備防災

センターは巡回時に節電をチェックします）。 

④ エレベーターを効率的に運用し、階段の２アップ３ダウン運動を進めます。 

⑤ 便座ヒーターなどを一定期間停止し、ハンドドライヤ―などの使用も抑制します。 

 

 

２０１３年度 東京本社環境行動計画 
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２．紙の節減 

各部局は、ＡＴＯＭシステムを活用して、回章や書類保存の電子化など日常業務のペーパ

ーレス化の具体策を検討し、さらに推進していきます。 

<目標> 

各部局は、プリント用紙やコピー用紙の使用量を把握し、前年の実績を下回るように努めま

す。 

<具体的措置> 

①ＡＴＯＭシステムの使い勝手の改善 

②シェアポイントの活用など資料の共用化 

③回章や書類の電子ファイル化 

④電子メールの利用 

⑤両面印刷、裏面印刷、縮小印刷、集約印刷の活用。新たに複合機を導入する際は、コピ

ー機能の基本設定は両面印刷に 

⑥電子会議、テレビ会議の促進 

⑦広告原稿の送稿や取引ＥＤＩ（電子データ交換）などの推進 

⑧シュレッダー処理すると再生紙に出来ないため、溶解処理を含めた再生可能な方法を検

討 

⑨封筒の再利用で社内便に活用 

 

３．一般廃棄物（一般ごみ）対策 

「ごみは出さない、使えるものは再利用する、ごみを再資源化する」の３Ｒの原則（Reduce, 

Reuse, Recycle）を基本に、建物全体でごみの分別を徹底します。 

<目標> 

 リサイクル率９６％の維持 

<具体的措置> 

① ごみを減らします。 

② ごみの分別を徹底します。 

③ 赤筒に何でも捨てていたのを改め、分別用シールをはって利用します。極力赤筒をな

くしていきます。 

 

４．グリーン購入 

各部局は必要な諸資材、物品の調達に際して、可能な限り環境に配慮した商品から選択し

購入するよう努めます。購入の検討にあたっては、グリーン購入法適合品、グリーン購入ネッ

トワーク（ＧＰＮ）データベース掲載商品、エコマーク商品、グリーンマーク商品等への該当な

どを参考にします。 

 

【部局別の課題】 

１．総局・支局の省エネキャンペーン 

報道局、不動産業務室は、改正省エネ法に対応して総局、支局を対象にエネルギー使

用量を把握するため、省エネキャンペーンを進めます。 
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２．環境保全に関する社会啓発 

（１）報道局・編成局、論説委員室、国際本部、デジタル事業本部は、環境保全や循環型社

会作りに向けたテーマを積極的に取り上げます。 

（２）ブランド推進本部は、公益財団法人となった森林文化協会への支援など環境保全に

関する事業を継続します。 

（３）企画事業本部は、環境省後援のウオーキング大会を主催するほか、「カーボンオフセ

ット認証」を得た大学駅伝大会など、省エネ事業を推進します。 

（４）フォーラム事務局は、国際シンポジウム「地球環境フォーラム」を開催します。国内外の

識者を招き、エネルギーと環境を中心に意見を交換します。 

 

 

３．環境に関する調査・研究 

（１）ジャーナリスト学校は、カリキュラムに環境問題に関するテーマを取り上げるようにしま

す。 

（２）世論調査部は、環境問題に関連した世論調査を行うようにします。 

（３）マーケティング部は、環境問題に関するマーケティング調査を行うようにします。 

 

４．環境保全に重きを置いた広告政策 

広告局は、２００３年から提唱している顧客企業の環境コミュニケーションツールとしてのサ

ステナビリティー・プロジェクトの推進を全社横断の環境チームや環境担当の広告委員を中

心に今年度も強化します。具体的には、７年目を迎える「地球環境フォーラム」を始め、地球

環境教室など、紙面と連動したシンポジウムを通じて、企業の環境への取り組みをＰＲし、市

民や企業の環境コミュニケーションに貢献します。 

 

５．環境保全の新聞販売政策 

販売局は、全ＡＳＡ（朝日新聞サービスアンカー＝販売店）で古紙回収を推進します。特に、

関東古紙回収審議会事務局と連携して、現在約５０％の全戸回収型のリサイクル率向上に努

めます。また、読者配布物品に環境配慮品を使用します。ゴミゼロ運動などを通じて地域社会

に貢献します。 

 

６．新聞梱包材などのリサイクル 

① 販売局は、ＡＳＡに協力を求め、新聞梱包材の分別・回収の実施率を高めます。 

② 財務本部、製作本部は、新聞包装用ＰＥ（ポリエチレン）フィルムの薄肉化推進とリサイク

ル品の使用、また新聞結束用ＰＰ（ポリプロピレン）バンドのリサイクル品使用比率７５％を

目標として取り組んでいきます。 

 

７．「荷主」としての責任 

製作本部、販売局、財務本部は、荷主の責任を認識して次の施策を実行します。 

① 新聞輸送のバイオ燃料実用化をさらに推進します。 

② 主として、輸送に関わるエネルギー削減計画をつくり、店着に影響しない範囲で輸送の
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効率化を図ります。 

③ 主として、輸送業者に省エネ対策車導入やエコドライブなどの環境対策を要請します。 

④ 輸送業者向けに省エネ研修会や説明会を開きます。 

⑤ 新聞輸送業者の選定に当たっては、環境対策への努力も考慮に入れます。 

⑥ 紙会社と効率的な新聞用紙運送を図り、ＣＯ２削減に協力します。 

⑦ 新聞用紙の重量を軽くして木材資源使用量と輸送エネルギー節減を検討します。 

⑧ 他新聞社や一般物流との共同輸送の可能性を追求します。 

 

８．運輸業務の環境保全対策 

管理本部は運輸業務について、次の施策を行います。 

<具体的措置> 

①社有車にハイブリッド車等、環境性能に優れた車両を増やします。 

②アイドリング・ストップなどエコドライブの徹底 

③宅送りの相乗り促進 

 

９．施設・設備の環境配慮 

（１）管理本部と不動産業務室、製作本部は、本社・工場の建設、改修や設備の更新時に以下

の点に配慮します。 

①ライフサイクルコスト 

②資材・工法なども環境に配慮します。 

③人感センサー、空調機のインバーター、エコキュートなど省エネ設備の導入 

（２）不動産業務室と報道局は、総局、支局の建て替え、大規模改修や設備の更新時に省エ

ネ設計を取り入れます。 

（３）製作本部と管理本部、不動産業務室は、社屋の排水管理を確実に行います。 

（４）不動産業務室は、関係部署と協議してエネルギー管理標準を整備します。 

（５）管理本部、不動産業務室は省エネ技術などの情報収集や学習を進めます。 

 

１０．システムの省エネ化 

 製作本部のシステム・設備の導入・更新時の審査業務では、環境対策についても審査しま

す。 

 

１１．ノー残業デーの推進など時短の取り組み 

   管理本部はワーク・ライフ・バランスの実現を図る観点から、ノー残業デーの推進をはじめと

する労働時間の短縮に取り組むなど、事務所の光熱費用の削減にもつながる活動を進めて、

省エネを図ります。 

 

１２．グリーン購入の促進 

財務本部はグリーン購入について、社員の意識をさらに高め促進するために次の取り組み

を進めます。 

<具体的措置> 
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① ATOM-goods 購入では、環境対応品を選択できるよう各種環境対応マークを表示しま

す。 

② 再生紙の使用を促進します。 

③ 諸資材の購入取引先各社にも環境対応品に関して積極的な提案をお願いしていきま

す。 

 

１３．印刷工場との連携 

グループ企業が運営する各工場は環境ＩＳＯの認証を取得しており、ＥＭＳ（環境マネジメ

ントシステム）によって、省エネや損紙率の改善、薬液の適正処理などに努めています。製作

本部はこれらの印刷工場と連携し、環境対策を推進します。 

<具体的措置> 

① 製作本部は、省エネメリットが期待できる技術やシステムの工場への導入を引き続き検

討します。 

② 工場の省エネ状況を把握するため、エネルギー使用量の月例報告を継続します。 

 

１４．社内啓発 

環境担当スタッフ、管理本部、ジャーナリスト学校は、環境対策に関する社内の関心を高め

るため、ポスター作成や講演会開催などで社内の啓発に努めます。ブランド推進本部（ＣＳＲ

推進部）は、ＣＳＲリポートでも環境への取り組みを、課題を含めて取り上げ、社員の意識向上

を図ります。 

 

１５．グループ企業への協力要請 

経営企画室は、グループ企業に対するメールマガジンを利用して環境対策に関する協力

を要請します。管理本部、不動産業務室は、施設の管理・運営業務において不動産系グル

ープ企業と協力して環境対策を行います。 

 

１６．社外ＰＲ 

ブランド推進本部（ＣＳＲ推進部）、環境担当スタッフは、本社の環境対策を会社案内やホ

ームページ、自社広告などで社外にＰＲします。ブランド推進本部は、会社見学などの際にも

本社の環境への取り組みを積極的、具体的に紹介します。 

 

【計画の進め方】 

１．推進体制 

（１）東京本社代表は、環境行動計画推進の統括であり、環境委員会を委員長として主宰し

ます。 

（２）環境委員会は、東京本社の行動計画の策定、実行、点検、見直しを行います 

（３）環境委員会幹事会は、事務局として計画の実行状況を点検し、計画を推進します。 

（４）各部局の環境委員（拡大環境委員）および実務責任者は、その部局内で環境行動計

画について周知させ、計画を推進します。 
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２．計画の対象 

（１）本社、印刷工場および総局、支局とします。 

（２）経営企画室は、グループ企業に協力を求め、朝日グループとしての環境対策を進めま

す。 

（３）不動産業務室は、テナントに対して環境対策の協力を求めます。 

 

３．社内コミュニケーション 

全従業員、各部局がこの行動計画を理解し、具体的な行動をとるには、社内のコミュニケー

ションが重要です。このため、各部局は局会、部会などを通じて計画を周知させます。環境意

識向上のために、イベントなどいろいろな試みをします。また、この計画はＷｅｂ上で社の内外

に公表します。 
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 大阪本社環境委員会 

【各部局共通の課題】 

 

１．省エネ・地球温暖化対策 

大阪本社の本社ビルだけでなく管内の施設（総局、支局など）では、エネルギー使用量を把

握し、主に節電対策により省エネを図り、ＣＯ２削減に向けて取り組みを継続します。 

 大阪本社は２０１３年１月に新本社（中之島フェスティバルタワー、以下、ＮＦＴと呼ぶ）に移転し

ました。エネルギー使用効率に優れた NFT に移転したことで、大阪本社としてのエネルギー使

用量は年間を通して見れば大きく減少しますが、どのくらいのエネルギー使用量になるかの事

前予測はできていません。１３年度は移転後の初年度であるため、１年間のエネルギー使用量

を正確に把握し、傾向を分析することで、来年度の省エネ対策につなげたいと考えます。 

 

＜中之島フェスティバルタワーの環境設備＞ 

□河川水利用冷暖房システム 

堂島川から取水、熱交換器を通した後、土佐堀川へ放流することで、河川熱を利用。大気に

放熱する冷却塔をなくし、ヒートアイランド現象を抑制。 

□テナントオフィスフロア 

・オフィスのＬＥＤ照明、明るさセンサーによる調光 

耐用年数が高く、効率が高いＬＥＤ照明をオフィス執務室に全面採用。明るさセンサーによ

り窓際を調光します。 

・タスクアンビエント空調（人感センサーによる空調） 

   人感センサーにより、空調を停止します（不在エリアの外気供給と空調を止める） 

・エコボイドを利用した外気冷房＝高層テナント階のみ 

   高層の中央にボイド（吹き抜け）を設け、センターコアで外気冷房を可能に。 

・アクティブスキン（二重ガラス）＝高層テナント階のみ 

□水のリサイクル 

  雨水、空調ドレン水、雑排水、厨房排水を処理して中水として便所洗浄水に利用 

□エネルギー情報開示 

スカイロビー情報パネルに、省エネルギーの仕組みと実測に基づく効果を表示。 

 

＜目標＞ 

本社移転により、大阪本社ビルのエネルギー使用量については、前年度との比較は意味があ

りません。このため、年間の数値目標は立てず、電力不足による節電要請、および電気料金値

上げに対応して、夏季期間だけでなく、年間を通して可能な節電対策に取り組みます。 

 

＜具体的措置＞ 

（１） 節電対策チームを中心に実施項目を立案し、各部門の協力を得て節電に取り組みます。 

（２） 全体で取り組む節電項目 

２０１３年度 大阪本社環境行動計画 
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① 空調 

現在、新本社の執務室（９階～１１階）の空調は、人感センサーを利用して、人がいな

いときには停止するように設定し、空調稼働時間を短縮します。また、直射日光があた

る時間帯は空調能力を超え、室温上昇が懸念されるため、日中はブラインドを床面ま

でおろし、遮光します。 

② 照明 

本社執務室はすべてＬＥＤ照明のため、省エネに大きく貢献しています。さらに、

業務終了後の消灯を徹底することで、削減につとめます。 

③ クールビズ実施 

５月１日から１０月末まで実施します。夏季（７月～９月）の冷房設定温度は、28℃を基本

とします。ノー上着・ノーネクタイの「クールビズ」を推奨します。 

④ その他 

トイレ便座のヒーターをオフします（６月から実施） 

（３） 各部門で取り組んでもらう節電項目 

① 個別空調機の調整 

個室、会議室の空調は、夏季２８℃となるように各部門でこまめに調整します。不在時に

は停止します。 

② 冷蔵庫、電気ポットの削減 

旧本社では部門ごとに冷蔵庫を設置していましたが、新本社では共用の冷蔵庫を各階

のリフレッシュエリア、ミーティングエリア、給湯室と１１階の宿直室エリア北側に限定して

設置、台数を大幅に削減しました（共用冷蔵庫は計１０台）、電気ポットも置き場を限定し、

台数を削減しました。今年度もこの台数を維持します。 

③ コピー機、プリンター、貸与ＰＣ 

コピー機、プリンター、ＰＣは省電力設定にします。帰宅時には電源を切ります。新本社

の共用席(グループアドレス席)では、ＰＣを片づけて帰宅することが義務付けられていま

すので、必然的に電源オフが徹底されています。 

④ 階上、階下への移動は、できる限り階段を使うよう奨励します（２アップ３ダウンを奨励）。 

⑤ 工場においても、これまで不要照明の消灯、エレベーター利用の見直し、看板の消灯

など、節電に取り組んで頂きました。今後も、それぞれの工場の事情に応じて新聞発行

に影響しない範囲で、引き続き可能な節電に努めます。 

（４）その他 

① 伊丹格納庫事務所リニューアルにあわせて、高効率な照明（ＬＥＤ、ＨＦ蛍光灯）の採用、

複合機の導入によるファクスやコピー、プリンター機器の整理統合による使用電力削減、

複合機からの直接スキャンファクス等で用紙の削減を図ります。 

② 総局編集室の天井照明を、耐久性に優れて消費電力も少ないＬＥＤ管に交換します（１

３年度は２総局（岡山、徳島で計画）。総支局に省電力タイプの複合機を導入します（継

続的な取り組み）。 

 

２．コピー用紙の分別再利用の促進と購入量の削減 

今年度の購入コピー用紙は引き続き前年度の実績を下回ることを目指します。 
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＜具体的措置＞ 

① 回章の電子化、書類保存の電子システム活用など日常業務でのペーパーレス化を各

部門・職場で取り組みます。 

② 使用済みコピー用紙の裏面の再利用に努めます。 

③ 印刷やコピーでは両面印刷／コピーを基本とします。また、複数ページを１ページに印

刷できる機能も活用して、印刷枚数を減らします。新ビル移転に伴い導入したすべての

共用複合機でこの機能が利用できるので、便利な使い方と合わせて周知します。 

④ 文書の校正の際は、印刷を抑制し、パソコン画面上で校正、確認するようにします。 

⑤ 印刷文章の減量化に努め、必要な社内文章はＡ４、１枚にまとめるように努めます。 

⑥ 大刷り・小刷りの出力回数を可能な範囲で減らします。他本社紙面の小刷りの出力枚数

の見直しなど、不必要な小刷りの出力停止など枚数削減を検討します。不要になった

小刷り用紙の裏面をメモ用紙として使用します。 

⑦ 会議での配布資料をできるだけ少なくします。 

⑧ コピー用紙は、Ａ判サイズ（Ａ３，Ａ４など）の使用を基本とし、Ｂ判サイズ（Ｂ４、Ｂ５）の使

用を可能な限り止めます。 

 

３．一般廃棄物の減量と分別化 

大阪本社全体でごみの減量の推進、ペットボトル、ビンなどのリサイクル回収の取り組みに努

めます。新本社ではオフから出るごみを、ＮＦＴ全体の分別方針に従い、１４種類に分別してリサ

イクル率を高めます。 

 ＜具体的措置＞ 

① ごみの減量に努めます。 

② ごみの分別回収を推進します。NFT 全体のゴミ分別ルールに従い、次の１４種類に分

別し、再資源化を推進します。 

   （１）上質紙・コピー用紙 （２）ＯＡ紙以外・大刷り用紙 （３）不燃ゴミ （４）可燃ゴミ  

（５）プラスチック・ビニル （６）あきびん （７）アルミ缶 （８）スチール缶 （９）ペットボトル 

（10）乾電池 （11）新聞・雑誌・パンフレット （12）段ボール類 （13）シュレッダーゴミ  

(14)生ゴミ類 

③ 通常廃棄できない機密書類を廃棄する専用の回収ボックスを設置し、これらについて

は溶解処理とし、１００％リサイクルします（回収ボックスは、１３年６月現在、１４台設置）。

シュレッダー処理した場合も溶解処理とし、再資源化を図ります。 

④ 不要な新聞紙・雑誌・パンフレット類は、各フロアーの新聞回収コーナーに集めます。 

⑤ カメラやストロボに使用する電池を、充電式電池に変更するように努めます。 

⑥ ペットボトルの本体とキャップを分別し、キャップ回収運動を引き続き推進し、再資源化

に努めます。（副産物として、発展途上国の子どもたちにワクチンを贈る」ことができます。） 

⑦ １１年から実施していますが、全国高校野球選手権大会でグラウンド取材のカメラマン

向けに、これまでの帽子配布の代わりに、ビブス（メッシュ素材のベスト）を貸与し着用し

てもらい、大会終了後に回収し、再利用します。 
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【部局別の課題】 

 

１．「荷主」対策 

大阪製作センターを中心に「荷主」対策として、新聞輸送トラックの省エネを推進します。 

① 大阪本社の新聞輸送の「トンキロ」データを把握します。 

② 輸送会社にデジタルタコメータの導入を推奨します。 

③ 工場などでのアイドリング・ストップの励行徹底や、低公害車への切り替えを輸送会社

に協力要請してきました。今年度も継続します。 

④ 輸送会社には、省エネ研修会や説明会を開催するように指導します。 

⑤ 新聞輸送車両のバイオディーゼル燃料（BDF）導入に向けて、継続して取り組みます。 

⑥ 輸送見直し時に、可能な範囲で輸送トラック台数の削減、輸送距離の縮小を図ります。 

 

２．輸送部門の環境対策 

（１）大阪管理部・運輸部門では以下の省エネ対策を実施します。 

① 取材時などの出先での待機や本社ガレージでのアイドリング・ストップの励行を徹底し

ます。 

② 宅送り時に相乗りを推進して、走行距離を短縮するように努めます。 

③ 社有車はもとより契約タクシーにも低公害車の導入への協力を求めていきます。 

④ 安全講習会を開催します。 

⑤ ＣＯ２削減効果の高い燃料を給油するように努めます。 

（２）航空部では、継続してエンジン始動時や地上待機時に省エネに努めます。 

① エンジン始動後、離陸までの燃料消費を抑えます。 

② 電源車のエンジンはこまめに切るようにします。 

 

３．新聞梱包材の再利用 

 ０６年８月から再生ＰＰバンドの使用を開始。ＰＥフィルムも０８年に使用済みＰＥフィルムを再資

源化したペレットを原料の一部に使用した新聞梱包材再生ＰＥフィルムの実用化に成功。現在は

全工場で再生品を使用しています。 

 

４．古紙回収を促進する 

大阪本社管内販売店の古紙回収は、既存の回収業者の流通慣行を乱さない範囲という制約

がありますが、大阪本社販売局の取り組みの一環として、管内各地区の実施可能なＡＳＡで、引

き続き取り組む計画です。 

 

５．グリーン購入を優先する 

購買部門が中心になってグリーン購入法適合の購入を進めます。各部門ともＡＴＯＭ-goods

利用を徹底します。 

 

６．ＰＣＢ廃棄処理対策 

引き続き適正な保管を継続します。ＰＣＢ廃棄物約５，０００台の無害化処理はプラントの設置
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や、受け入れ体制に合わせ順次処理する予定です。 

AP豊中工場閉鎖に伴い、工場建屋に使用されていた PCB（蛍光灯安定器）を１３年１０月から

１２月までに、２３２本を受入れる予定。 

 

７．アスベスト問題 

朝日新聞ビルの解体工事では、アスベストの飛散防止など、万全の措置を取るよう（株）竹中

工務店に要請しています。 

総局、支局などの局舎の建て替えでは、アスベストが使用されている場合、施工業者と綿密に

調整した上で、飛散防止などの措置をとります。 

 

８．大阪府流入車規制の対応 

大阪府では０９年１月１日から、大阪府生活環境の保全に関する条例の規定による流入車規

制が開始され、自動車 NOｘ・PM 法の排ガス基準を満たさないトラック・バス等は大阪府内の対

策地域での発着ができません。発着可能なトラック、バスについては、府が交付するステッカー

の表示が必要となります。さらに府域の荷主等や旅行業者などは、貨物または旅客の運送を委

託する場合や物品等を購入して運送させる場合、①運送事業者等に適合車等の使用を求める

こと②適合車等の使用確認及び結果の記録を行うこと、が義務付けられています。 

大阪本社はこの対応として、運送業者に適合車両の使用の求めと適合車両の使用の確認及

び結果の記録を行ないます。トラックの改廃についても把握します。 

 

９．社外ＰＲ 

管内の工場（堺工場、京都工場、阪神工場、大阪工場）では、見学者に対して工場が取り組

んでいる環境対策や新聞梱包材のリサイクルについてパネルを使って分かりやすく紹介しま

す。阪神工場、京都工場では、エコバッグ作りの講習会を今年度も継続します。 

企画事業の分野でも、環境を意識した催しへの参加やイベント等で環境へ配慮した行動がで

きないかを検討します。 

 

【推進体制】 

（１） 各部局の環境責任者と環境委員会が連携して計画を推進します。 

（２） 各部局の環境責任者は部会などを通じて実施計画を周知させます。 

（３） 環境責任者および環境担当は実施状況を適宜調査します。 

  

【社内啓発】 

（１） 啓発ポスター等を作成、社内に掲示して、社員の環境への意識を高めます。 

（２） 環境テーマの社外講習会への参加を推進します。 

 

【計画の対象】 

（１） 本社、印刷工場および総局、支局とします。 

（２） 管理本部、不動産業務室は、施設の管理・運営業務において不動産系グループ企業と

協力して環境対策を行います。 
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西部本社環境委員会 

【各部局共通の課題】 

 

福岡本部は賃借ビルのため基本空調は定額で、室温管理による大幅な削減が難しい事情が

ある。しかし、１２年度は燃料調整費等の上昇を吸収できる「年間２％の使用量の削減」の目標を

立てた。本社設備のエアコンの温度調整、照明や冷蔵庫の間引き、年度を通じた各職場のノー

残業デー管理などで、ほぼ目標に近い削減を図ることができた。１３年度は編集センター移管に

伴うレイアウト変更で賃貸部分が最終的に約１７％減少するため、その時期と面積に応じた削減

を目標としたい。 

 

１．ＣＯ２削減・節電対策 

①ＯＡ機器は省電力設定を活用して節電を図ります 

②退社時はパソコンやコピー機、照明などの主電源を切ります。蛍光灯は業務に支障のな

い範囲で、廊下など間引きできる場所は間引いて節電します 

③組織やレイアウトの変更の際に、コピー機、冷蔵庫、テレビ、パソコンなど電気機器の台

数削減を進めます。また、これらの機器の効率的な共用化を進めます 

④複合機を導入の際には、適正な配置を義務付け、余分なコピー機、プリンター、ＦＡＸは

削除します 

⑤５月１日～１０月３１日まで、ノー上着・ノーネクタイによるクールビズを推奨し、冷房の温

度を２８度に設定して節電対策に努めます 

⑥ 朝日ビルの基本空調は２８℃（５月は２６℃）の設定にし、本社が独自に設置しているエア

コンについては、風量の調整やオンオフをこまめに行い、送風で対応できる時は送風

を使い、風量も絞ります 

⑦内勤の職場を中心に、前年度に引き続き、通年でノー残業デーを実施します。確実に実

施できるように、ノー残業デーは実施職場から統括センターに予め届けてもらいます。 

⑧印刷工場分野では、２０１２年度末に福岡工場の空調設備更新を完了したことに続けて、

１３年度は、同工場の熱源設備を更新します。熱源方式を現状のターボ冷凍機、冷却搭

及び水蓄熱槽を使用する方式から、これらを用いない空冷ＨＰ（ヒートポンプ）チラー密閉

回路型に改めます。これにより、使用電力量の節減と設備メンテナンスコストの削減を目

指しています。但し、完成は年度末の為、効果が現れるのは１４年度以降となります。 

⑧ 福岡本部のレイアウト見直しによる省エネ＝１０年度に紙面情報、ラテ編集が、１１年度に

声編集、１３年春には地域面編集が東京に移管されました。移管されるたびにできるだ

け早い段階で余裕スペースを有効利用し、それに伴って生じた余剰スペースを朝日ビ

ルディングに返還しています。編集センターの移管では１２年４月現在と比べて、賃貸部

分が最終的に約１７％減少するため、その時期と面積に応じた削減を目標としています。 

 

２．紙の節減と再使用・再資源化 

西部本社環境行動計画 ２０１３年度 西部本社環境行動計画 
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①プリント用紙やコピー用紙の使用量を把握し、前年の実績を下回るように努めます 

②コピーはできるだけ両面印刷、プリント前には画面チェックを心がけます 

③使用済み用紙の裏面をメモ用紙にし、封筒も再使用します 

④文書、資料の電子データ化を促進し、電子メールや掲示板を活用します 

⑤紙資源回収のため、収納箱の正しい使い方を励行します 

⑥他紙や専門紙、雑誌などの購読部数を整理して、見直しを継続します 

⑦機密書類と記事モニターは、機密保持を前提に粉砕リサイクル業者へ委託しています 

 

３．一般廃棄物対策 

①排出量の抑制と分別廃棄の徹底を継続します 

②プリンタートナー、インクリボン、カートリッジのメーカー回収とリサイクルを継続します 

③マラソン、美術展覧会などで使用するパネル、展示物、印刷物では一層の省資源化に努

め、廃棄については作成業者を通じ、自治体の方式に従って行います 

 

【部局別の課題】 

 

１．古紙問題 

①決められた場所に段ボール箱を設置し、古紙回収の推進に努力します 

②広告掲載紙の発注量の適正化に努めます 

 

２．新聞梱包材リサイクル 

①新聞梱包材は福岡市内及び北九州市内のＡＳＡ合計４６店で、産廃処理が定着化して

います 

②ＡＳＡから回収をしているリサイクル梱包材の品質向上のため、ＡＳＡに作業を徹底 し

てもらい、リサイクル率の向上に努めます 

 

３．低公害車導入促進 

０６年度の社有車更新では低公害車を導入しました。０９年１１月に西部本社の社有車を１

台、１２年１２月に福岡本部の社有車を 1台削減しました（現在、西部本社１台、福岡本部３台）。

今後、更新する場合にはハイブリッド車などの導入を検討する予定です。 

 

４．地域社会との共生 

①分煙・禁煙教育を進めます。 

②西部本社が入っているリバーウォークのリサイクル計画に管理組合の一員として積極的

に参加、主張していきます 

 

 ５．「荷主」としての対策 

   西部製作センターでは「荷主」としての責任を認識して、各輸送会社に引き続きＣＯ₂削減・

環境対策について協力要請する。  
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２０１３年度 名古屋本社環境行動計画 

名古屋本社環境委員会 

【各部局共通の課題】 

 

１．省エネ・地球温暖化対策 

地球温暖化対策のため、名古屋本社社屋の使用電力を節減することなどで省エネを図り、

ＣＯ₂の削減に努めます。 

①今年度実施している機能集約工事で、事務室、会議室、廊下などの照明器具のＨｆ型（３

２Ｗ）への更新と照明スイッチのエリア別化工事を実施しています。 

②休日、夜間、就業時間前後の空調時間を短縮します。 

③冷蔵庫、電子レンジ、電気ポットなど共用化を図り、台数を削減します。 

④退出、退社時の消灯、終業時のエリア消灯、終業時のＰＣ・プリンター電源ＯＦＦを徹底し

ます。 

⑤夏季の節電対策として、５月～１０月までクールビズ（ノー上着、ノーネクタイ運動）を推奨

し、室温を５月２６℃、６月～９月２８℃、１０月２６℃に設定にします。また、冬季の節電対

策として１２月～３月までウォームビズを推奨し、室温２１℃をめどにします。 

⑥ノー残業デーを設定します。 

⑦夏季は窓からの陽光で室温が上がらないようにブラインドをします。１３年度中にブライン

ドを省エネ効果の高い遮熱ブラインドに更新します。 

⑧複合機導入に努め、省エネモードを活用します。 

⑩新聞製作機器、プリンターの削減を検討します。 

⑪事務スペースの効率化を図り、光熱費の削減を目指します。 

 

２．紙の節減 

各部門は、ＡＴＯＭシステムを活用して、メールの利用、回章や書類保存の電子化など日

常業務のペーパーレス化をさらに推進していきます。販売部では次世代ＡＴＯＭにより、ＡＳ

Ａへの請求書がすべてネット化されました。 

①各部門は、プリント用紙やコピー用紙の使用量を確認し、前年の使用量を下回るように努

めます。 

②ＡＴＯＭシステムのさらなる使い勝手の改善。 

③シェアポイントの活用など資料の共用化。 

④回章や書類の電子ファイル化。 

⑤電子メールの利用。 

⑥両面印刷、裏面印刷、縮小印刷、集約印刷の活用。 

 

３．一般廃棄物（一般ごみ）対策 

「ごみは出さない、使えるものは再利用する、ごみを再資源化する」の３Ｒの原則（Reduce, 

Reuse, Recycle）を基本に、名古屋本社全体でごみの分別を徹底します。 

①ごみを減らします。 
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②今年度実施している機能集約工事によるレイアウト変更を期に各部門にごみ分別用ステ

ーションを配置、何でも捨てていた赤筒ごみ箱を全廃し、分別を徹底します。 

 

４．グリーン購入 

各部門は、グリーン購入の「社内基準」に基づいて資材を調達します。対象品目は、紙類、

文具類、いす・机、コピー機、電子計算機、プリンター、家電製品、照明器具、自動車、制服・

作業服、作業手袋などです。 

 

【部局別の課題】 

 

１．環境保全に関する情報発信（編集局） 

再生可能エネルギー問題などを紙面で精力的に報じる中で、環境保全の観点から、引き続

き読者ともに考える記事を発信していきます。 

 

２．環境保全のための広告営業政策（広告部） 

「朝日新聞・メーテレ環境プロジェクト」、「モリゾー・キッコロ里山学校」など環境に関するイベ

ントを開催、広告特集などを掲載し、環境に対する啓蒙を行っていきます。また、引き続き環境を

テーマとしたイベントを行い、読者に環境保全の重要性を訴えていきます。 

 

３．新聞梱包材などのリサイクル（販売部、製作センター） 

   販売部では、従来からＡＳＡに呼びかけている新聞梱包用フィルム、バンドの分別回収など

を、引き続きＡＳＡへお願いしています。製作センター（工程管理）も輸送業者に新聞梱包用

フィルム、バンドの回収に積極的に取り組むよう指導しており、ほぼ全量が回収されています。

また、名古屋工場では１０年度から再生バンドを使用しています。 

 

４．「荷主」としての対策（製作センター、販売部） 

  「荷主」の責任を認識して次の施策を実行します。 

①輸送ルートの効率化によるエネルギー削減を図るため、トラックの配車計画システムを活

用します。 

②荷主として、輸送に関わるエネルギー削減計画をつくり、極力店着に影響しない範囲で

輸送の効率化を図ります。 

③荷主として、輸送業者に省エネ対策車導入やバイオディーゼル燃料使用及び、エコドラ

イブなどの環境対策を要請します。 

④輸送業者向けに省エネ研修会や説明会を開きます。 

⑤新聞輸送業者の選定に当たっては、環境対策の努力も考慮に入れます。 

⑥新聞用紙の坪量の見直しと紙質の集約によって節減を検討します。 

⑦できるところは他社との共同輸送の可能性を追求します。 

 

５．運輸部門の環境保全対策（統括センター・管理） 

運輸業務について、次の施策を行います。 
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①アイドリングストップなどエコドライブの推奨 

②宅送りの相乗り促進 

 

６．施設・設備の環境配慮（統括センター・管理） 

①１４階特別会議室の照明器具の安定器をＨｆ型（３２Ｗ）へ更新します。 

②照明がこまめに切れるようスイッチのエリア化を推進します。 

③事務室、会議室、廊下の照明を削減します。 

④冷蔵庫の共用化を働きかけ、台数を削減します。 

⑤空調機の稼働時間を見直し、短縮します。 

 

７．社内啓発 

①環境対策に関する社内の関心を高めるため、ポスター作成・掲示、全社員メールでの案

内などで社内の啓発に努めます。 

②名古屋プロジェクト会議（ＮＰ会議）の場で、環境対策をテーマとして取り上げ、各職場で

の実践に生かしていきます。 

 

８．社外ＰＲ 

会社見学などの際にも本社の環境への取り組みを紹介します。 
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北海道支社環境委員会 

【各部局共通の課題】 

 

１．省エネ・地球温暖化対策  

北海道支社の社屋、道内各支局の使用する電力、ガス、灯油については節減に努め、省エネを

図り、ＣＯ２の削減を目指します。 

〈目標〉 

支社の電気使用量を前年度よりも削減し、ＣＯ２削減をします。 

〈具体策〉 

①空調設定温度をこまめに調整します。特に、冬期間の暖房については適温を心がけます。 

②クールビズとともに、冬場の暖房を適温とするためのウォームビズを推進します。 

③時間外空調を減らします。 

④昼食時間以外は、飲食スペースの照明を一部消灯します。  

⑤当番勤務等で平日以外に出社の際は部分照明を心がけます。  

⑥ＯＡ機器の省電力設定の活用の徹底を図ります。 

⑦蛍光灯、テレビなど家電製品を交換する場合は、省エネタイプを購入します。 

⑧階段を積極的に活用します。 

 

２．紙の節減  

各部門は回章や書類保存の電子化に努め日常業務のペーパーレス化を推進します。 

〈目標〉 

プリント、コピー用紙の購入量の把握に努め、前年の実績を下回るように努めます。 

〈具体策〉  

①紙資料を必要以上に使う会議の削減。 

②資料の電子化・共通化を推進します。  

③電子メール利用で紙回章類を減らします。  

④コピーやプリントは両面印刷にします 。 

⑤必要数以上のコピーはとらないようにします。 

⑥使用済み用紙の裏面をメモ用紙などに再使用します。  

⑦再生可能な紙とそうでないものとの分別を適切に行います。 

  

３．一般廃棄物（一般ごみ）対策  

〈目標〉 

 １０年４月から始まった分別回収をさらに進め、再資源化できるもの（紙、段ボール類）の量を増

やし、一般ごみの量を減らす。 

〈具体策〉  

①各職場から出るごみを減量します。  

②分別収集のさらなる周知徹底を行います。  

北海道支社環境行動計画 
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③分別により、一般ごみを減らし、さらに再資源化により、有価物にします。  

 

４．グリーン購入  

資材調達の際は、グリーン購入の「社内基準」に基づいて調達します。 

 

【部局別の課題】  

 

１．環境保全に関する社会啓発  

・環境保全や循環型社会作りに向けたテーマを積極的に取り上げていきます。（報道）  

・広告掲載という形で各企業の環境に関する情報発信に貢献するよう努めます。（広告）  

２．ＰＣＢの適正保管  

支社ビル地下に保管している低濃度ＰＣＢは、施設で処理が可能となるまでの間、適正保管に

努めていきます。（管理）  

３．読者配布物品  

読者に対する挨拶品などはできるだけ環境に配慮したものにします。（販売）  

４．運輸業務の環境保全対策  

運輸業務について、次の施策を行います。（管理）  

①アイドリングストップなどエコドライブの推奨  

②宅送りの相乗り促進  

５．大曲工場（北海道日刊スポーツ印刷社）との連携  

大曲工場と連携をとって環境対策を推進します。大曲工場はＩＳＯ１４００１の認証を０６年１２月

に取得しており、ＥＭＳ（環境マネジメントシステム）によって、省エネや損紙率の改善、薬液の適

正処理などに努めています。（管理）  

  

【計画の進め方】  

１．推進体制  

（１）北海道支社長は環境行動計画推進の統括であり、環境委員会を委員長として主宰します。 

（２）環境委員会は、北海道支社の行動計画の策定・実行・監視・見直しを行います。  

（３）各部門の環境委員および実務責任者は、その部内で環境行動計画について周知させ、計

画を推進します。 

２．計画の対象  

（１）支社及び支局とします。ただし、支局は該当項目のみ。  

（２）管理部はテナントに対して環境対策の協力を求めます。  

 

以上 

 


