
2021年10月に中国が発表した「20302021年10月に中国が発表した「2030
年までカーボンピークアウト行動計画」では、年までカーボンピークアウト行動計画」では、
2025年のCO2025年のCO22排出量は2020年対比で排出量は2020年対比で
18％削減が目標です。CO18％削減が目標です。CO22排出量削減活動排出量削減活動
の一環として、2022年4月に太陽光発電設の一環として、2022年4月に太陽光発電設
備を設置。発電量は913,808kWh／年で、備を設置。発電量は913,808kWh／年で、
685t-CO685t-CO22／年を削減できる計画です。／年を削減できる計画です。

◉ 所在地：中国 江蘇省 蘇州市
◉ 従業員数：162人
◉ 主な事業内容： 印刷材・産業工材および洋紙・加工材関連製品の製造販売

琳得科（蘇州）科技有限公司琳得科（蘇州）科技有限公司

環境面での活動

太陽光発電監視モニター

工務部
劉　仕平

（リュウ・スピン）

2021年5月の緊急避難訓練時に、天2021年5月の緊急避難訓練時に、天
津市消防局の専門消防員から消火栓や津市消防局の専門消防員から消火栓や
消火器の使い方などを教わりました。ホー消火器の使い方などを教わりました。ホー
スの巻き方を学び、実作業を通して消防意スの巻き方を学び、実作業を通して消防意
識の向上とスキルアップを図りました。今識の向上とスキルアップを図りました。今
後の消防活動に活かしていきます。後の消防活動に活かしていきます。

◉ 所在地：中国 天津市
◉ 従業員数：97人
◉ 主な事業内容：印刷材・産業工材関連製品の製造販売

普林特科（天津）標簽有限公司普林特科（天津）標簽有限公司

社会面での活動

消防訓練でホースの
巻き方を教わる

品質環境安全部 安全課
李　大為

（リー・ダーウエイ）

ドイツ探偵連盟による「子供向けの防ドイツ探偵連盟による「子供向けの防
犯トピックを学べる塗り絵」を幼稚園や小犯トピックを学べる塗り絵」を幼稚園や小
学校に通う子供やその親、教師に提供し学校に通う子供やその親、教師に提供し
ました。交通ルールや警察の視点が盛りました。交通ルールや警察の視点が盛り
込まれた塗り絵、物語や間違い探しがあ込まれた塗り絵、物語や間違い探しがあ
り、楽しみながら学べる本です。り、楽しみながら学べる本です。

◉ 所在地：ドイツ ミュンヘン
◉ 従業員数：19人
◉ 主な事業内容：電子・光学関連製品の販売

リンテック・アドバンスト・テクノロジーズリンテック・アドバンスト・テクノロジーズ
（ヨーロッパ）社（ヨーロッパ）社

社会面での活動

子供たちが防犯を
楽しく学ぶための

塗り絵ブック

経理担当
Igor Steinhorst

（イゴア・シュタインホルスト）

2021年11月に、環境保護団体の協2021年11月に、環境保護団体の協
力を受けて、台南の湿地の清掃活動を行力を受けて、台南の湿地の清掃活動を行
いました。希少鳥類「レンカク」の棲む環いました。希少鳥類「レンカク」の棲む環
境を整えるためです。水面に大きな葉が境を整えるためです。水面に大きな葉が
茂るよう、浮き草を手ですくって除去。泥茂るよう、浮き草を手ですくって除去。泥
やオニバスの棘に苦労しましたが、貴重やオニバスの棘に苦労しましたが、貴重
な体験でした。な体験でした。

◉ 所在地：台湾 高雄市
◉ 従業員数：83人
◉ 主な事業内容：電子・光学関連製品の製造販売

リンテック・アドバンスト・リンテック・アドバンスト・
テクノロジーズ（台湾）社テクノロジーズ（台湾）社

環境面での活動

台南の湿地にある
希少鳥類の生息地を清掃

広報部
柯　寳雅

（ケ・パオヤー）

2021年9月、会社近くの梧倉ホス2021年9月、会社近くの梧倉ホス
公園でボランティア活動をしました。参加公園でボランティア活動をしました。参加
者7人が池の周辺や草むら、人通りの者7人が池の周辺や草むら、人通りの
少ない場所を清掃すると、公園はより美少ない場所を清掃すると、公園はより美
しく見えました。今後も活動を継続し、しく見えました。今後も活動を継続し、
未来の世代に自然環境を引き継いでいき未来の世代に自然環境を引き継いでいき
ます。ます。

◉ 所在地：韓国 忠清北道 清州市
◉ 従業員数：120人
◉ 主な事業内容：電子・光学関連製品の製造販売

リンテック・コリア社リンテック・コリア社

社会面での活動

清潔な公園にも
隠れたゴミが大量に

環境安全部
Kim Jin-Hee

（キム・ジンヒ）

福利厚生のコーヒーマシンを運用し、そ福利厚生のコーヒーマシンを運用し、そ
の収益金に会社の支援金を加えて、CSRの収益金に会社の支援金を加えて、CSR
活動を行っています。2022年5月には活動を行っています。2022年5月には
ウクライナ難民の子供たちの支援のため、ウクライナ難民の子供たちの支援のため、
国際NGO「セーブ·ザ·チルドレン」に寄国際NGO「セーブ·ザ·チルドレン」に寄
付しました。付しました。

◉ 所在地：韓国 京畿道 平澤市
◉ 従業員数：127人
◉ 主な事業内容：電子・光学関連製品の製造販売

リンテック・スペシャリティー・リンテック・スペシャリティー・
フィルムズ（韓国）社フィルムズ（韓国）社

社会面での活動

セーブ·ザ·チルドレン
から贈られた感謝状

企画管理部 人事総務課
Ji-Hun Lim

（イム・ジフン）

2022年3月、全従業員が、施設内で2022年3月、全従業員が、施設内で
生物多様性の学習活動に参加しました。生物多様性の学習活動に参加しました。
ビオトープ（生物生息空間）を工場敷地ビオトープ（生物生息空間）を工場敷地
内に設置し、全員が1本ずつ植樹し、内に設置し、全員が1本ずつ植樹し、
300匹の魚を放流しました。ビオトープ300匹の魚を放流しました。ビオトープ
には多様な動植物が生息を始め、有意義には多様な動植物が生息を始め、有意義
な活動となりました。な活動となりました。

◉ 所在地：インドネシア ボゴール市
◉ 従業員数：129人
◉ 主な事業内容：印刷材・産業工材関連製品の製造販売

リンテック・インドネシア社リンテック・インドネシア社

環境面での活動

工場敷地内につくられた
ビオトープ

エンジニアリング部
Dedi Nurholis

（デディ・ヌルホリス）

2021年6月から、バハイ・パグアサ2021年6月から、バハイ・パグアサ
（孤児院）を支援しています。65名の（孤児院）を支援しています。65名の
孤児が保護されていて、私たちはミルク孤児が保護されていて、私たちはミルク
やおむつ、食料品、日用品などを寄付しやおむつ、食料品、日用品などを寄付し
ました。一人でも多くの子供たちが幸せました。一人でも多くの子供たちが幸せ
になれるよう、今後も活動を続けていきになれるよう、今後も活動を続けていき
ます。ます。

◉ 所在地：フィリピン ラグナ州
◉ 従業員数：20人
◉ 主な事業内容：印刷材・産業工材関連製品の販売

リンテック・フィリピン（ペザ）社リンテック・フィリピン（ペザ）社

社会面での活動

養護施設の子供たち

品質保証／ ISOファシリテーター
Chezny Happy D. Casin

（チェズニー・ハッピー・D・カズィン）
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より詳しい情報はCSRサイトへ

米国労働安全衛生局（OSHA）によると、米国労働安全衛生局（OSHA）によると、
突然の心停止（SCA）は職場での死因の突然の心停止（SCA）は職場での死因の
13 ％を占めます。ただし、心 肺 蘇 生 法13 ％を占めます。ただし、心 肺 蘇 生 法
（CPR）と３分以内のAED（CPR）と３分以内のAED*の処置で、生存の処置で、生存
の可能性が70%高まるため、当社では２年の可能性が70%高まるため、当社では２年
ごとに全社員がCPRとAEDの訓練を行い、ごとに全社員がCPRとAEDの訓練を行い、
CPRとAEDの資格を取得しています。CPRとAEDの資格を取得しています。

◉ 所在地：アメリカ テキサス州  
◉ 従業員数：27人
◉ 主な事業内容：研究・開発 

リンテック・オブ・アメリカ社 リンテック・オブ・アメリカ社 
ナノサイエンス&テクノロジーセンターナノサイエンス&テクノロジーセンター

社会面での活動

設置されたAED機器

R&Dマネージャー兼セーフティオフィサー
Sergey Li

（サーゲイ・リー）

コロナ禍の厳しい外出制限の中、屋外でコロナ禍の厳しい外出制限の中、屋外で
の活動は2020年に続き中止となりました。の活動は2020年に続き中止となりました。

朝の会社周辺の清掃作業も、限られた朝の会社周辺の清掃作業も、限られた
期間と場所しか出来ませんでしたが、制限期間と場所しか出来ませんでしたが、制限
範囲内で製造・倉庫の部署の従業員を中心範囲内で製造・倉庫の部署の従業員を中心
に歩道の除草や側溝の清掃などを行いに歩道の除草や側溝の清掃などを行い
ました。ました。

◉ 所在地：マレーシア サラワク州
◉ 従業員数：25人
◉ 主な事業内容：電子・光学関連製品の製造販売

リンテック・インダストリーズリンテック・インダストリーズ
（サラワク）社（サラワク）社

社会面での活動

清掃が行き届いた側溝

オペレーションスーパーバイザー
Ideris Ak Ungak

（イデリス･ウンガ）

年間4回（年数回の号外）、環境新聞を年間4回（年数回の号外）、環境新聞を
発行しています。リンテックグループ企業発行しています。リンテックグループ企業
として推進しているEMS活動を、全てのとして推進しているEMS活動を、全ての
従業員が理解し、協力している意識を分従業員が理解し、協力している意識を分
かち合うためです。活動の重要性を丁寧かち合うためです。活動の重要性を丁寧
に解説しながら、今後も紙面を充実させに解説しながら、今後も紙面を充実させ
ていきます。ていきます。

◉ 所在地：日本 埼玉県 蕨市
◉ 従業員数：152人
◉ 主な事業内容：印刷材・産業工材関連製品の加工販売

東京リンテック加工株式会社東京リンテック加工株式会社

環境面での活動

生物多様性出前講座を
特集した「環境新聞」

生産管理課
田村　寿士

（たむら ひさし）

COCO22排出量削減目標の達成と脱炭素排出量削減目標の達成と脱炭素
社会の実現に貢献できるよう、最大出力社会の実現に貢献できるよう、最大出力
816kWの太陽光発電システムを導入し、816kWの太陽光発電システムを導入し、
2022年4月から運用を開始しました。2022年4月から運用を開始しました。
年間466tの削減が可能で、当社排出量年間466tの削減が可能で、当社排出量
の11%に相当します。今後は、余剰電力の11%に相当します。今後は、余剰電力
の活用も検討予定です。の活用も検討予定です。

◉ 所在地：タイ チャチェンサオ県
◉ 従業員数：187人
◉ 主な事業内容：印刷材・産業工材および洋紙・加工材関連製品の製造販売

リンテック・タイランド社リンテック・タイランド社

環境面での活動

導入された
太陽光発電パネル

工務担当
Sataporn  Kanfoong

（サタポン・カンフン）

地域社会との親睦を深めるため、毎年、地域社会との親睦を深めるため、毎年、
祭事への協力を行っていましたが、コロナ祭事への協力を行っていましたが、コロナ
禍をきっかけに、新たな試みとして神奈川禍をきっかけに、新たな試みとして神奈川
県ユニセフ協会に書き損じはがきを寄付県ユニセフ協会に書き損じはがきを寄付
しました。ユニセフはこうした寄付金でしました。ユニセフはこうした寄付金で
世界中の子供たちを支援しています。世界中の子供たちを支援しています。

◉ 所在地：日本 神奈川県 平塚市
◉ 従業員数：96人
◉ 主な事業内容：印刷材・産業工材および洋紙・加工材関連製品の加工販売

湘南リンテック加工株式会社湘南リンテック加工株式会社

社会面での活動

神奈川県ユニセフ協会
から届けられたお礼状

品質保証課
三間　康

（みま やすし）

環境保全に取り組んでいる非営利団体環境保全に取り組んでいる非営利団体
Keep Pinellas Beautifulが４月に主催Keep Pinellas Beautifulが４月に主催
した「アースデイ・クリーンアップ」に自治体した「アースデイ・クリーンアップ」に自治体
グループと参加し、State Street Parkグループと参加し、State Street Park
とその周辺の清掃を行いました。CSR委員とその周辺の清掃を行いました。CSR委員
会メンバーおよびボランティア25人以上で、会メンバーおよびボランティア25人以上で、
総重量274kgのゴミを収集しました。総重量274kgのゴミを収集しました。

◉ 所在地：アメリカ フロリダ州
◉ 従業員数：197人
◉ 主な事業内容：印刷材・産業工材関連製品の製造販売

マディコ社マディコ社

環境面での活動

アースデイ・クリーン
アップに参加した

ボランティア

CSR委員会
Aya Killgo

（キルゴ・亜矢）

食料が不足している世帯に食料援助を行食料が不足している世帯に食料援助を行
う非営利団体Dare to Care Food Bankう非営利団体Dare to Care Food Bank
の活動を継続的に支援しています。5人のボの活動を継続的に支援しています。5人のボ
ランティアが参加し、寄付された食品を仕分ランティアが参加し、寄付された食品を仕分
けました。食 品 は、Kids Café、School けました。食 品 は、Kids Café、School 
Pantry、Mobile PantryなどのプログラPantry、Mobile Pantryなどのプログラ
ムを通じて、各家庭に配布されました。ムを通じて、各家庭に配布されました。

◉ 所在地：アメリカ ケンタッキー州
◉ 従業員数：38人
◉ 主な事業内容：印刷材・産業工材関連製品の製造販売

VDI社VDI社

社会面での活動

支援活動を行った
CSRチーム

CSR委員会
Toni Doughty

（トニー・ドーティ）

環境に配慮した活動が業務の一部に環境に配慮した活動が業務の一部に
なると考え、各拠点で積極的に取り組んなると考え、各拠点で積極的に取り組ん
でいます。例えばコロンバス工場では、でいます。例えばコロンバス工場では、
昨年より300万フィートのごみを削減し昨年より300万フィートのごみを削減し
ました。また、スクラトン工場では２９０ました。また、スクラトン工場では２９０
トンの紙ロールの廃棄物をリサイクルトンの紙ロールの廃棄物をリサイクル
業者に引き渡しました。業者に引き渡しました。

◉ 所在地：アメリカ オハイオ州
◉ 従業員数：440人
◉ 主な事業内容：印刷材・産業工材関連製品の製造販売

マックタック・アメリカ社マックタック・アメリカ社

環境面での活動

ストウ本社会議室にある
リサイクルボックス

マーケティングコミュニケーションズスペシャリスト
Joni Allen

（ジョニ・アレン）

リンテック グループ会社のCSR活動 検索

*  AED ： Automated External Defibrillator（自動体外式除細動器）
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リンテックグループは、グローバル企業としての責任を果たすため国内外グループ各社においても地域に根ざした
CSR活動を推進しています。2021年度は前年度に続いてコロナ禍の影響を受け、各種イベントやさまざまな活動が
制約を受けましたが、そのような中でも工夫して実施した活動をピックアップしてご紹介します。


