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　社員の一人ひとりが会社にとってなくてはならない
存在であり、企業が永続的に成長するために社員の
健康は欠かせません。当社では、昨年より政府が推進
する「健康経営」を中期経営計画のテーマとして、労働
安全衛生に取り組み、社員の活力向上策などを実施
するとともに、健康経営銘柄選定企業をめざし、より
一層の企業価値向上に努めてまいります。
　また、事業領域の拡大に伴い企業力を高めていくた
め、人材のダイバーシティを進めており、性別、年齢、
国籍、バックグラウンドなど多様性を尊重しておりま
す。その中でも女性活躍推進が不可欠であると考え、
女性のキャリアアップや女性管理職の比率上昇を図り、
積極的に女性の活躍の場を広げてまいります。

　2016年1月19日、神戸工場において労働災害事故
が発生し、残念ながら当社社員の尊い命を失ってしま
いました。私たちはあらためて、社員の安全は何にも
勝る企業活動の大前提であることを再確認し、社員
一人ひとりとともに安全第一の考えをより深く意識付
けていくため、1月19日を「三井製糖安全の日」と定め
ました。併せて、労働安全衛生方針「OUR SAFETY 
COMMITMENT」を掲げ、今一度全社を挙げて体制
を強化していくことを誓いました。これからもステーク
ホルダーの皆さまに安全・安心な製品を安定的にお届
けするため、安全文化の再構築と継続的な向上に取り
組んでまいります。  

　砂糖は、昨今、さまざまな病気の原因であるといっ
た間違ったイメージがあります。砂糖は、消化吸収が
早く、素早く疲労を回復させる効果や、脳内の神経物
質に働きかけることで精神をリラックスさせる効果が
あります。このような砂糖の良さや正しい知識を伝え
ていくことは、私たちの使命であると考えています。
健康な方々には積極的に砂糖を摂取していただきたい
と考えております。
　一方、血糖値を気にされる方、持久力が必要なスポー
ツを楽しまれる方やダイエットに取り組まれている方に
は、血糖値の急激な上昇を抑え、糖質がゆっくりと吸
収される特性を持った製品であるパラチノース®をおす
すめしています。現在、「スローカロリープロジェクト」
と称したマーケティング活動を進めており、その中で
は「糖質オフ」の考え方ではなく、糖質をゆっくり体に
取り込む「糖質スローオン」を発信してまいります。
　また、高齢化社会の到来により、咀嚼困難や嚥下
困難などの症状から、食を充分に楽しむことができな
い方が増えていることも事実です。私たちはこの社会

的課題に着目し、三井製糖グループとして、政府が進
めている、症状に応じた介護食を購入しやすくする政
策「スマイルケア」にも積極的に取り組んでまいります。
　これからも食を支えるブランド「スプーン印」は、皆
さまに食の楽しみをお届けし、豊かなくらしに貢献し
てまいります。

にゴールから遡及して経営計画を策定いたしました。
第5次中期経営計画で蒔いた種を実らせるとともに、
新たな種蒔きを継続しながら、今後2年間で実行すべ
き5つの重要施策として、 ①グローバル展開、 ②フー
ドサイエンス事業、 ③Incubationから新たな柱へ、 
④J-Sugar2022（国内砂糖）、 ⑤人材・組織強化を掲げ、
目標達成に向けて鋭意取り組んでまいります。

　砂糖を取り巻く環境は、需要が年々漸減する傾向に
あり、今後も人口減少や少子高齢化の進行により、消
費量の回復を大きく期待することはできません。その
ため、当社が成長していくには、国内における競争力
の強化や付加価値の向上はもちろんのこと、アジアを
中心とした海外市場への進出に加え、食品添加物や
介護食など砂糖以外の事業のすそ野拡大、さらには
新規事業領域への挑戦が必要と考えています。
　これらを踏まえ、2016年 4月よりスタートした第6
次中期経営計画（Mitsui Sugar Revolution Phase3

「新領域の獲得・挑戦の継続」）では、2022年を到達
点として三井製糖のあり姿を定め、それを実現するため
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社会のために
15

SPOON HOUSEの住人

社員がいきいきと活動できる環境づくりと、
人材育成の取り組みについてご紹介します。
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　本レポートは、2015年度の主なCSR（企業の社会
的責任）への取り組みについて、すべてのステークホ
ルダーの皆さまにお伝えするとともに、活動をさらに
向上させていくことを目的に発行しています。
　本年度も、わたしたちがめざすべきCSRのかたち

「SPOON HOUSE」に沿って、「お客さまのために」
「社会のために」「社員とともに」という3つのカテゴ
リーに分けてページを構成し、各活動をわかりやすく
報告しています。今回、「お客さまのために」の章では、
当社グループの品質の考え方やグループ会社を含め
た当社の事業活動を紹介し、「社会のために」や「社
員とともに」の章では、報告の継続性やわかりやすさ
などを考慮し、前年度と同様の形式で具体的な活動
実績を紹介しています。
　三井製糖は、これからも食を支える砂糖のトップ
ブランドとして、お客さまのため、社会のための活動
に取り組んでいくとともに、積極的な情報発信を行っ
てまいります。

編集方針
食の楽しみを演出する
企業でありたい

新たな価値の提供をめざして
挑戦し続けます

多様性を尊重し、
社員とともに歩んでいきます

継続的な安全文化の向上を
めざします

CSR報告書2016  トップメッセージ

代表取締役社長

私たち三井製糖グループは、

事業を通じて食の楽しみや喜びの

新たな価値を提供してまいります。

P R E S I D E N T ' S 　 M E S S A G E

対象期間：2015年度（2015年 4月～ 2016年3月）
対象組織：当社全組織を対象としています。
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三井製糖グループの事業概要

砂糖
事業

商号

本社所在地

代表者
設立日
資本金
発行済株式総数
上場証券取引所
主要事業

年間売上高

従業員数

三井製糖株式会社
（Mitsui Sugar Co., Ltd.）
東京都中央区日本橋箱崎町
36番2号（リバーゲート）
代表取締役社長　雑賀 大介
1947年（昭和22年）9月4日
70億8,300万円
141,667,400株
東京証券取引所第1部
精製糖並びに砂糖関連商品の
製造、販売

（連結）1,013億7,900万円
（単体）  657億8,900万円
（連結）931名
（単体）335名

不動産
事業

フード
サイエンス
事業

主要商品

沖縄のサトウキビから
つくられた、まろやか
な甘さのお砂糖です。
コクがあり、お料理を
おいしく仕上げます。

国産さとうきび糖
しっとりとして使いやす
く、コクのあるやさし
い風味が特徴です。上
白糖と同じく、日本特
有のお砂糖です。

三温糖

クセのない淡白な甘さ
で、サラサラした純度
の高い砂糖です。コー
ヒー、紅茶などの飲み
物やお菓子づくりに使
われます。

グラニュ糖
しっとりソフトな風味が
料理、菓子、飲み物な
ど、何にでも合います。
国内で最も多く使われ
ている日本特有のお砂
糖です。

上白糖
体内でゆっくり吸収され
る糖質“パラチノース®”
とお砂糖をミックスし
た製品です。上白糖の
ようにどんな料理にも
使えます。

スローカロリーシュガー

　天然系着色料、酸化防止剤、保存料などの食品添加物
の製造・販売を行っています。2014年から当社の色素・
香味事業および寒天・ゲル化剤事業を継承し、さらなる
食への広がりをめざしています。

（株）タイショーテクノス

　栄養素補給食品および嚥下サポート食品などの開発、
製造および販売を行っています。当社とは、新商品開発や
生産部門における技術交流、品質保証分野などにおいて
協働し、介護食分野における拡大をめざしています。

ニュートリー（株）

三井製糖グループ各社がそれぞれのフィールドですべて
の人に食べる喜びを提供することをめざしています。

　スティックシュガーなどの加工糖の製造や、砂糖の包装・
荷役作業、包装資材の製造・販売などを行い、当社の砂糖
事業を支えています。

スプーンシュガー（株）

　道内3つの地域で砂糖の製造・販売を行っています。また
バイオ事業や農業機材の開発・製造・販売なども行い、道内
の地域経済に貢献しています。

北海道糖業（株）

　鹿児島県喜界島でサトウキビから原料糖の製造・販売を
行っています。喜界島に欠かせない基幹作物であるサトウキ
ビを生産することで、地域経済に貢献しています。

生和糖業（株）

さとうきび抽出物
砂糖を原料として生まれた低カロリー甘味料です。カロ
リーは砂糖の半分で、砂糖に似た良質の甘味を有して
おり、ノンシュガーやシュガーレスという表示が可能です。

パラチニット®

砂糖からつくられる二糖類で、体内でゆっくりと消化吸収
される特性があります。消化吸収速度が砂糖の約1/5 
であり、血糖値、インスリンの上昇も緩やかです。

パラチノース®

　フードサイエンス事業では、機能性甘味料や、サトウキビに含まれる有用物質などの商品化に取り
組んでいます。また三井製糖グループ全体で、さまざまな技能やノウハウを結集し、心と身体の健
康と安全を探求し、新たな素材の可能性を提案しています。

「新たな素材の可能性を広げる」

「地域社会への貢献をめざす」

サトウキビから有効成分を抽出した天然の
食品素材です。食品の好ましくない味の改善、
不快なにおいの消臭など、さまざまな効果
を持っているため、
食品分野をはじめ環
境消臭剤など、幅広
い分野で使用されて
います。

2016年3月31日 現在

R&Dセンター
長田工場
甲南ユーテイリテイ（株）

スプーンシュガー（株）

東北営業所

北海道糖業（株）

岡山営業所

福岡工場・九州営業部
箱崎ユーティリティ（株）

名古屋営業所

千葉工場

ニュートリー（株）

神戸工場

南西糖業（株）
生和糖業（株）

宮古製糖（株）

本社・商品開発部
（株）タイショーテクノス

関西営業部
（株）平野屋

サクラ食品工業（株）

　砂糖や食品の卸売のほか、粉糖の製造を行っています。
2015年に当社の子会社となり、流通の連携強化を図って
お客さまのニーズに応える提案型事業展開を進めています。

（株）平野屋

　お料理や食品加工に欠かすことのできないお砂糖。三井製糖は、常により良い製品をお届けする
ために、原料糖※の調達からお客さまのお手元に届くまで一貫した品質管理を徹底するとともに、お砂
糖をより美味しく、より健康に摂取していただくための研究やアプリケーションの開発に努めています。

「トップブランドへの信頼に応える」

※原料糖：サトウキビの搾り汁から砂糖を結晶化したもの

（2016年3月期）

（2016年3月31日現在）

上海駐在員事務所
中国

クムパワピーシュガー（株）
カセットポンシュガー（株）
バンコク駐在員事務所

タイ

タイ

タイ

中国

タイ

三井製糖 グループ企業
三井製糖会社概要

● 三井製糖の事業所／● 連結子会社（工場）／● 関連会社（工場）

事業所・関係会社

　暮らしに密着した精製糖メーカーとして、地域社会へ
の貢献をめざす三井製糖。その一環として社有不動産の
有効活用を図っており、不動産賃貸事業を通じて地域社
会の発展に貢献しています。
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三井製糖グループの事業概要
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三井製糖がめざすべきCSRのかたち

「SPOON HOUSE」

「SPOON HOUSE」の土台となる基
礎、それは三井製糖の“行動基準”。
行動基準には、コンプライアンスや
食の安全・安心の確保など、企業
市民、三井製糖の一員として守るべき
規範や、想像（Imagination）と創造

（Creation）の精神を大切にし、豊かな
社会と生活に貢献するという使命を
掲げています。三井製糖の社員一人
ひとりが行動基準をしっかりと実践
することで、基礎を固め、その使命

（社会的責任）を果たしていきます。

「SPOON HOUSE」の入口がある
1階、それは“お客さまのために”。
人々のくらしに欠かせないお砂糖や
食品素材を、安全・安心な食材とし
てお客さまに安定して供給し続ける
こと。三井製糖は、これからもお客
さまにご満足いただけるように、お客
さまとしっかりと向き合い、お客さま
の声に耳を傾け、そしてお客さまの
ニーズにお応えしていきます。

「SPOON HOUSE」の２階、それは
“社会のために”。
環境活動により持続可能な社会の
仕組みをつくることや、食育を通じて
お砂糖の正しい知識を社会に広く
伝えていくこと、また工場周辺の清掃
活動のような地域とのコミュニケー
ションや社員によるボランティア活動
の支援など、三井製糖は、これからも
社会全体のために貢献していきます。

「SPOON HOUSE」の住人、それは
三井製糖のすべての活動を支える
社員。
社員一人ひとりが、よりいきいきと
躍動感を持って活動できる環境づく
りと、三井製糖人としてのマインドの
醸成やスキルの習得に向けた人材
育成をしていきます。

P.27社員とともに
P.29人材育成制度

P.15社会のために
P.17事業活動における環境への配慮
P.21一歩進んだ環境活動をめざして

食〈お砂糖〉の
P.23正しい知識を広めるために
P.25社会貢献活動

P.09お客さまのために

P.07三井製糖行動基準

“トップブランドへの信頼に応える”
P.11砂糖事業

“新たな素材の可能性を広げる”
P.13フードサイエンス事業

1 階

基礎

三井製糖 企業理念
三井製糖は、安心・信頼・天然の

食品素材を誠実に提供し、
豊かなくらしに貢献します。

旗じるし

私たちは、三井製糖がめざすべきCSRのかたちを「SPOON HOUSE」にあらわしました。
“家”、それは、ひとつ屋根の下に家族が集まり住まう場所。

「SPOON HOUSE」も、企業理念の旗じるしのもと、社員が集い暮らす場所であり、
この家に込めた“想い”の共有と実現に取り組んでいます。

三 井 製 糖 行 動 基 準

お 客 さ ま の た め に

2 階

住人

社 会 の た め に

社 員 と と も に
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　企業理念「三井製糖は、安心・信頼・天然の食品素材を誠実に提供し、豊かなくら
しに貢献します。」にあらわされているように、当社の事業の中核は、天然由来のおい
しいお砂糖をご家庭や食品メーカーに供給することです。

サトウキビは、国内では沖
縄県や鹿児島県の南西諸島
で、海外ではブラジルやオー
ストラリア、タイなどで栽培
されています。

サトウキビを
栽培する

●❶
収穫したサトウキビを製糖
工場で搾り、得られた糖汁
から不純物を取り除いた後、
結晶化して、“原料糖”をつく
ります。

サトウキビから
“原料糖”をつくる

●❷
原料糖には、まだ不純物が
含まれており、それをさらに
精製して、お砂糖（上白糖、
グラニュ糖、三温糖など）を
つくります。

“原料糖”を精製して
“お砂糖”をつくる

●❸
お砂糖はスーパーマーケットなど
の小売店を経由してご家庭に届
くほか、食品メーカーや飲食店
などにも届けられ、さまざまな
形でご利用いただいています。

安全・安心な食材として
お客さまのもとへ

●❹

三井製糖の
主要事業

１.コンプライアンス総論
法令遵守

2.社会との関係
（1）社会貢献
（2）人権の尊重
（3）環境保護と資源の有効活用
（4）政治・行政との健全な関係維持
（5）反社会勢力との決別

3.顧客・消費者との関係
（1）「食の安全・安心」の確保
（2）「食育」の推進
（3）創意工夫とチャレンジ精神
（4）公正な取引

4.株主・投資家との関係
（1）適時開示と内部者取引防止
（2）ステークホルダーとのコミュニケーション

5.会社との関係
（1）個の尊重と人間力の結集
（2）会社財産および情報の保護

6.行動基準の取扱い
（1）行動基準の遵守と企業理念の実現
（2）解決および再発防止

社員インタビュー

経営企画部
経営企画課 
課長

太田 信之

　当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を最重要課題のひとつと認識し、
その継続的な向上に取り組んでいます。
　2015年度の取り組みとしては、改正会社法施行に伴う「三井製糖コーポレー
ト・ガバナンスおよび内部統制原則」の内容一部改正や、企業統治指針である
コーポレートガバナンス・コードに対応した「三井製糖コーポレートガバナンス・
ガイドライン」の新たな制定などが挙げられます。これにより、すべてのステーク
ホルダーへのコミットメントとして社会的責任や企業倫理を果たす体制が一層
強化されたほか、子会社を含めた当社グループ全体で業務の適正性を確保する
考え方がより明確になりました。
　これからも、三井製糖グループ全体で、ガバナンス機能と内部統制体制の
さらなる充実を図り、企業価値向上をめざしてまいります。

コーポレート・ガバナンス向上に向けた取り組み

　三井製糖の企業理念「三井製糖は、安心・信頼・天然
の食品素材を誠実に提供し、豊かなくらしに貢献しま
す。」の追求は、社員一人ひとりの課題であると意識すべ
きものです。三井製糖社員は、想像（Imagination）と
創造（Creation）の精神を大切にし、豊かな社会と生活

に貢献する付加価値創出という使命と、持続的成長を
実現する経済活動を高い倫理観をもちいきいきと実践し
ていきます。三井製糖社員は、次の6つの項目であら
わした行動基準に則り活動し、積極的に社会的責任を
果たしていきます。

　三井製糖は、ステークホルダーに対して透明性が高
く公正な経営を行い、コンプライアンス重視と迅速かつ
正確な情報開示をコーポレート・ガバナンスの基本とし
ています。
　継続的な企業価値向上のため、企業の社会的責任と
食品会社としての「食」の安全・安心に対する責任を常
に意識し、経営の意思決定の迅速化を図りながら機能
的な経営組織の整備を進めるとともに、責任の明確化
や効率的な経営の推進をめざしています。

　コーポレート・ガバナンス体制としては、取締役に独
立役員を含む社外取締役を複数選任し経営の透明性を
高めるとともに、経営の意思決定機関として経営会議
を置き、迅速な事業運営と役割責任の明確化のため執
行役員制度を導入しています。また、監査役制度を採
用しており、監査役は取締役会などの重要会議への出
席や代表取締役との定期的な会合の開催などを実施し、
経営全般に対して監査を行っています。
　内部統制については、業務の効率性や社会的適正性、

財務報告の信頼性を確保する体制を構築し、当社グ
ループの事業、資産のリスク管理に努めており、当社
の内部監査室がその状況を評価しています。
　また、内部統制委員会の中にコンプライアンス部会
を設置しており、当社グループ全体の遵法意識を強化
するため、社内研修をはじめとした各種取り組みを行っ
ています。さらに「企業倫理ヘルプライン（相談窓口）」
を設置し、当社グループの役職員からの通報や相談を
受け付け、コンプライアンスの実効性向上に努めて
います。

※2011年1月31日改定「三井製糖行動基準」より、一部抜粋 （詳しくは三井製糖ホームページ http://www.mitsui-sugar.co.jp/ 参照）
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2016年 4月1日 時点

コーポレート・ガバナンスおよび
内部統制の運用体制

コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスおよび内部統制に関する体制

おいしさを届けるために
自然のめ

ぐみに育まれた

社会的責任を果たす組織であるために

三井製糖の行動基準
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「SPOON HOUSE」の土台を築くのは、企業市民として、
そして三井製糖の一員として守るべき規範を示した「三井製糖行動基準」です。
社員一人ひとりがこれを実践することで、豊かなくらしに貢献するという
私たちの使命を果たしていきます。

三 井 製 糖 行 動 基 準基礎
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　企業理念「三井製糖は、安心・信頼・天然の食品素材を誠実に提供し、豊かなくら
しに貢献します。」にあらわされているように、当社の事業の中核は、天然由来のおい
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　原材料、資材・包材の供給先
に対し、当社の要求（法令、品質、
安全性、供給能力、価格 など）を
明確にして選定・評価を行って
います。

調 達
　商品の輸送を委託している輸送
業者と共同で品質管理体制を構
築し、輸送中の品質劣化を防ぐと
ともに、安全で正確な輸送を徹底
しています。

物 流

　当社の製品をより多くのお客さ
まに使っていただけるよう、さま
ざまな情報提供などの取り組みを
行っています。また、お客さまの
声を品質やサービスの改善に役立
てています。

販 売
　原料調達部門や製造部門と協
力しながら開発段階で品質管理
基準を定め、安全な商品づくりに
つなげています。

開 発

　安全性を確保するための自主管
理システムを構築して、基準値を
細かく定め管理しており、品質基
準に合致しているものだけが出荷
されます。

製 造

特約店
原料
供給者

原糖
製造工場 製造委託工場

安全
安心

高品質

お客さま

倉庫業者

物流業者行 動 指 針
お客様の豊かな
食生活のために

品質保証部品質保証課
課長

中田 智秀

　多様化するお客さまからの品質要求などへの対応をより
確実に実施するため、商品開発から販売までの各部門が

連携した全社的な品質保証体制の
構築を2014年度から開始しました。

　「ＴＡＳＱ」は「全社品質保証体
制」（Total  Assurance System 
of Quality）の略称ですが、こ
の「全社」の中には、グループ会
社や当社製品の製造を委託して
いる会社も含まれています。そ

こで、三井製糖グループ全体で品質に関する方向性を共
有するために「三井製糖グループ品質方針」を新たに掲げ
ました。食品会社として当たり前の内容ですが、製品に関
わる全員が当たり前のことを確実に実施することが、お客
さまからの信頼につながります。今後は、グループ会社
の品質保証担当者が集まる会議で情報共有を行うなど、
グループ全体の連携強化とレベルアップをめざします。

2015年10月～2017年3月

フェーズ３
構築されたシステムの

実践と検証・改善

2014年10月～2015年9月

フェーズ2
課題の検討・

全社品質保証体制の構築

2014年2月～9月

フェーズ1
課題抽出・

プロジェクトの全体計画作成

1.食の安全
　お客様の健やかな食生活のため
に、安全な食品を提供します。

2.法令遵守
　法令及び社内で取り決めた自主
基準を遵守し、お客様や社会の信
頼を損なわないように努めます。

3.品質重視
　食品を提供する立場として、クオ
リティチェーン（QualityChain）の
各段階において、一人ひとりが品質
重視の姿勢で臨みます。

4.お客様の声
　お客様に正確でわかりやすい情報
をお届けし、お客様の声・要望を真
摯に受け止め、ご満足いただける
商品・サービスの提供に努めます。

5.継続的改善
　現状に甘んじることなく、想像

（Imagination）と創造（Creation）
の精神を大切にし、成長し続ける姿
勢で臨みます。

　食品添加物や甘味料を開発・製造・販売しているフー
ドサイエンス事業では、顧客満足の向上をめざして、事
業全体でISO9001認証を取得するための活動を開始し
ました（2016年秋認証取得予定）。
　商品開発や原料調達の段階で厳しい審査を行い、安全
な製品づくりにつなげることも、活動の一例です。また、
製品の製造工程の一部を委託している工場を訪問し、品
質管理の状況を確認しながら、より高いレベルでの品質
管理を行うために話し合いを重ねています。

　当社の製品を安心して使用していただくためにも、製
品の正確な情報をしっかりとお客さまに届け、お客さま
の声を逃さずくみ上げられる体制づくりが必要です。
　当社は、2015年に砂糖や食品の卸売業や、粉糖の
製造業を営む平野屋を子会社化しました。これにより
小売店や消費者のニーズにきめ細かく対応できるよう
連携を強化し、さらなる品質やサービスの向上を進めて
います。

三井製糖グループ全体で品質に関する方向性を共有するために2015年度に新たに
「三井製糖グループ品質方針」を制定しました。全従業員が一丸となって品質への責任を果たしていきます。

　わたしたちは、安全でお客様にご満足いただける商品・サービスをお届けし、豊かな食生活に貢献します。

2015年からフェーズ3（実践・検証・改善段階）に入った
TASQ構築プロジェクト

PICKUP

砂糖事業につづき、フードサイエンス事業でも
ISO9001認証取得へ

▶ お客さまのニーズを
より細かく拾い上げるための体制強化

▶

社員インタビュー

実践段階に入った全社品質保証体制（ＴＡＳＱ）構築プロジェクト

三井製糖グループ品質方針

安全・安心な食材を届けるために

　食品を扱う企業にとって最も大切な安全・安心・高品質を常に徹底するため、全社的な品質保証体制を構築し「三井製
糖グループのクオリティチェーンの各段階で一人ひとりが品質への責任を果たす」という基本姿勢をグループ全体で共有し
ています。

三井製糖グループ クオリティチェーン
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「SPOON HOUSE」という建物にとって、最も大切な1階部分は“お客さまのために”という想い。
三井製糖の使命は、人々の暮らしに欠かせないお砂糖や食品素材を供給し続けることです。
お客さまに安全・安心な食品を安定的に供給し、ニーズに応えていくために、
さまざまな取り組みを行っています。

お 客 さ ま の た め に1 階
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全社品質保証体制の構築

2014年2月～9月

フェーズ1
課題抽出・
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三井製糖グループ クオリティチェーン
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「SPOON HOUSE」という建物にとって、最も大切な1階部分は“お客さまのために”という想い。
三井製糖の使命は、人々の暮らしに欠かせないお砂糖や食品素材を供給し続けることです。
お客さまに安全・安心な食品を安定的に供給し、ニーズに応えていくために、
さまざまな取り組みを行っています。

お 客 さ ま の た め に1 階
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　精製した糖液を濃縮し、真空結晶缶で煮詰めてお砂
糖の結晶をつくります。できあがった結晶
を糖液と分離し、乾燥させると白い
お砂糖に。お砂糖が真っ白に見え
るのは、雪が白く見えるのと同
じように光の乱反射によるもの
で、お砂糖の結晶一粒一粒は、
実は無色透明なのです。

　完成したお砂糖は徹底した衛生管理のもとで包装
されます。1 袋ずつ厳しいチェックを実施する検品
工程には画像検出器や金属検知器が備わっており、
製品に異物混入などがないこと
を確認しています。

包装製品は必ずサン
プル保管し、分析室
で品質検査を実施し

ています。

　原料糖を安定的に調達するため、海外で
はタイやオーストラリアから、国内はグルー
プ会社である北海道糖業、生和糖業、南西
糖業、宮古製糖などから購入しています。
また、各工場では十分に保管できる巨大倉
庫を備えて原料糖を受け入れています。

原料糖の仕入れ・保管●1

　原料糖を溶かした後、糖液の脱色・ろ過
を繰り返し不純物を取り除きます。ろ過工程
では数時間おきに糖液のサンプルを採り、
検査を実施しています。

　脱色、ろ過をくりかえして無色
透明になった糖液に紫外線を照
射し、万が一の微生物混入対策
も行っています。

不純物の除去●2

お砂糖をパッケージ●5

糖液を焚き上げ、お砂糖の結晶に●4

殺菌処理●3

各工程の監視から結晶
缶内のカメラによる結晶
サイズの監視まで行って
おり、異常があればすぐ
に検知します。

分析室では、製造工程の糖液をサン
プリングし、分析機器による品質検
査を行っています。

このひと山で
約1万7千tあります！

いよいよお砂糖の
完成です!

完成！

千葉・神戸・福岡にある3つの精糖工場では、家庭用のお砂糖から食品メーカー向けの業務用製品まで、
さまざまなお砂糖を生産しています。

豆知識 お砂糖の国産原料の割合はサトウキビが約2割、てん菜が約8割と、
てん菜が大きな比率を占めています。

　三井製糖の砂糖事業では、新たな生産管理システム（MILS※）を構築し、2016年度より本格稼働しました。MILSと
は工場の原料受け入れから製造過程、出荷、製品、物流までの流れを「見える化」する仕組みで、お客さまのニーズを
タイムリーに反映した生産計画の立案と、千葉・神戸・福岡の3工場でのバランスのよい生産が可能になります。
　また、万が一の品質トラブルが発生した場合でも、製品に使用されている原料や製品の出荷先を特定するトレーサビ
リティの迅速化が図られることから、安全・安心な製品の提供にも寄与します。

お砂糖の製造から物流まで“見える化”を実現

※MILS：Mitsui sugar Innovative Logistics management System （三井製糖のロジスティクスを対象とした革新と仕組みづくり） の略称

てん菜は大根のように見える根の部分から
お砂糖が取れます。

　お砂糖は、サトウキビだけではなくてん菜（サトウダイコン）からもつくられ
ます。てん菜は寒冷な気候を好むため日本では北海道で生産されており、当社
グループでは北海道糖業がてん菜からの砂糖製造・販売を担っています。
　北海道糖業では、農業従事者の高齢化・減少という課題に対処し、てん菜の
安定的な生産を維持していくために、農業機材の開発などに取り組み農業支援
にも力を入れています。

サトウキビだけではないお砂糖の原料

お 砂 糖 が で き る ま で

“トップブランドへの信頼に応える”砂糖事業
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　私たちは、「食」に携わる企業として、誰もが食べる
楽しみを失わない社会づくりをめざし、新たな領域への
事業拡大を図っています。そのような考えのもと、当社
は2014年に介護食事業を展開するニュートリーを子会
社化しました。ニュートリーは、「栄養」に特化した食品
メーカーであり、介護食事業の中でも加齢や疾病など
が原因で飲み込みが困難な方（嚥下障害）に、なめらか
な飲み込みをサポートする「嚥下サポート」領域と、健康
維持のための「栄養素補給」領域で、エビデンス（科学
的根拠）に基づいた製品づくりを行っています。

商品開発部企画課
課長

奥野 雅浩

フードサイエンス本部
フードサイエンス営業部
部長

杉谷 俊明

　フードサイエンス事業は、当初、砂糖の周辺領域である
パラチノース®やさとうきび抽出物、食品添加物の天然色
素、増粘多糖類などを販売するための営業部門として始
まりましたが、今は、グループ会社を含めて三井製糖の多
角化を担う部署として進化してきています。この背景には、
誰もが食の楽しみを享受できる世界を実現するために、
お客さまへ当社グループの素材を使った製品を、効率良く
お届けするという目的があります。付加価値を持った新た
な食品素材を製品化するだけでは不十分であり、明確な機
能性、価格優位性、簡便性、利用法のアドバイスなど、
多岐に亘るお客さまの要望に、素早く、精度良く対応する
ために、グループ各社の専門性を生かし、コラボレーション
しながらニーズに応えていくことが重要なのです。
　三井製糖とフードサイエンス事業を担うグループ各社は、

これからも一体となって、「健康」や「食べる喜び」をキーワー
ドに、お客さまに食べていただくシチュエーションを思い
描きながら研究や用途開発
に取り組んでいきます。

ニュートリー（株）
執行役員
プロモート・リレーションズ部 
部長

二村 義明

　ニュートリーコンク2.5は、だし汁や水の代わりに料理に
加えることで、量（かさ）はそのままに、カロリーアップはもち
ろん、たんぱく質、ビタミン、ミネラルなど、食事の栄養価
を増やすことができる栄養調整食品です。
　2016年にリニューアルしたニュートリーコンク2.5は、
三井製糖のパラチノース®を使うことで栄養価を下げず

（1mLあたり2.5kcal）に甘さを約50%カットするとともに、
さとうきび抽出物の効果で雑味も約65%カットすることが
できたため、どんな料理にも合わせやすく、より多くの方
に使っていただける栄養調整食品になりました。
　また、製品内の全糖質15%以上をパラチノース®で配合
することにより「スローカロリープロジェクト」賛同商品とし
て、さらなる付加価値を提供します。
　栄養療法においては素材の力がとても重要です。今回、
三井製糖の持つ食品素材の幅広い知見とニュートリーが

持つ介護食分野での経験を合わせることで、より多くの
方の健康に貢献できる商品を開発できました。これからも
両社で協力し、介護食分野をリードするような商品開発や
事業展開を進めてまいります。

　パラチノース®は、蜂蜜中にも含まれている天然の糖質
で、カロリーは砂糖と同じでありながら、小腸での分解速
度は砂糖に比べて約5倍も遅く、ゆっくり消化吸収されて

血糖値の急激な上昇を抑制する
特性を持ちます。その特性から
「スローカロリー」として、医

療分野や、持久力を要求さ
れるスポーツ分野などで注
目されており、これまでに

パラチノース®を配合したさまざまな商品が誕生しています
（関連情報  P.24 スローカロリープロジェクト）。
　三井製糖が中心となり各分野の専門家の方々と進めてき
た研究の結果、身体に必要なカロリーをゆっくりと吸収す
ることにより、血糖値が上がりにくい、脂肪が付きにくい、
集中力が持続するなど、さまざまな効果が得られることが
明らかになってきました。2016年度から、その効果を一
般消費者向けにもわかりやすく訴求し、より多くの方に活
用していただく活動に力を入れています。
　また、広報活動と同時に、従来品と比較して食品素材と
しての利用特性に優れ、コスト面でも優位性のある新製法
パラチノース®の開発も進めています。2015年度から
R&Dセンターでの試験生産も開始しました。今後はマーケ
ティング、製造の両面から新規市場の創造と既存市場の底
上げを図っていきます。

●三井製糖
　サトウキビ関連の機能性甘味料・機能性素材
●タイショーテクノス
　食品添加物、色素、寒天 など
●ニュートリー
　高齢者や治療が必要な方向けの介護食

　加齢や疾病などが原因で飲み込みが困難な方（嚥下障害）の
ために、食べ物や飲み物などのテクスチャーを改良し、なめら
かな飲み込みをサポートする製品を届けています。

嚥下サポート
　ニュートリーは的確な栄養素補給によって人が持っている自然
治癒力を最大限に引き出すことをめざし、幅広く健康維持の
サポートをしています。

栄養素補給

ニュートリー製品　2つの領域

グループ各社の主な取り扱い分野　三井製糖グループは、当社の取り扱う機能性甘味料や機能性素材から、
周辺分野である食品添加物や介護食分野までフードサイエンス事業の業容
拡大を図り、各分野のシナジー効果を発揮しながら、従来の「砂糖・機能性
甘味料メーカー」から「すべての人に食べる喜びを提供するメーカー」への発展
をめざしています。

グループ企業とのシナジー効果でさらなる発展をめざす 介護食事業を展開するグループ企業ニュートリーとの連携強化

パラチノース®および さとうきび抽出物 を配合した
新しい「ニュートリーコンク 2.5」を発売！

社員インタビュー

社員インタビュー

誰もが食の楽しみを享受できる世界をめざして

パラチノース®を活用した「スローカロリー」市場の創造

　今後、高齢化が進む中、ニュートリーの嚥下サポート
食品や栄養素補給食品へのニーズはますます高まること
が予想されます。砂糖をはじめとした既存製品とのコラ
ボレーションはもちろんのこと、当社グループの営業ネッ
トワーク活用などにより、誰もが手軽にニュートリー製
品を手に取れるよう、販売を広げてまいります。
　世界で最も高齢化のスピードが早い日本は、介護食
分野の最先端市場といえます。日本で培った技術をもと
に海外展開にも積極的に挑戦し、誰もが食の楽しみを
享受できる社会の実現をめざします。

“新たな素材の可能性を広げる”フードサイエンス事業
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　当社は、貴重な固有種が数多く生息する鹿児島県の
徳之島で、地元のNPO法人「徳之島虹の会」と協力し

ながら、島民の環境教育を
主とした生物多様性保全活
動に取り組んでいます。

三井製糖が社会のために取り組む3つのこと

経営企画部経営企画課

松本 範正

「 環境 」 「 食 」 「 社会貢献 」
サトウキビやてん菜などの自然の
恵みからお砂糖を製造している会社
として、自然環境への負荷を低減
するための取り組みを行っています。

社会の一員として、事業所が位置
する地域社会への参画や地域住民
とのコミュニケーションなど、地域
に根差した活動を行っています。

人々の暮らしを支えるお砂糖や食の
正しい知識を広めていくことは、当社
の責務であると考え、幅広い世代
に向けた食育活動を行っています。

　東日本大震災の被災地支援の一環として、2011年
より従業員からボランティアを募り、毎年岩手県大槌町

を訪問しています。
　2015年度は前年に続い
て「スプーン印の秋まつり」
と称したイベントを開催し、

子ども向けにわたあめづくりの体験や縁日コーナーを設
けたほか、ボランティアで参加していただいた料理研究
家コウケンテツさんのクッキングショーを開催しました。
会場は、用意していた200個のヨーヨーがすべてなく
なる盛況ぶりで、「岩手めんこいテレビ」のニュースでも
イベントの様子が放送されました。

交通事故予防看板設置の様子 全島調査の参加者

経営企画部経営企画課

田島 菜美

上／実際のサトウキビに触れて
もらう　下／味や色、大きさが
異なる砂糖を比べる

　当社は、農林水産省が主導する「和食給食推進事
業」※に協賛し、若い世代への食育活動を行っています。
　2015年度は、東京・横浜・神戸の3小学校にて「和
食と砂糖」というテーマの食育授業を実施しました。実
際に砂糖の原料であるサトウキビを触ったりかじったり
してもらいながら、「和食に砂糖を使うとどんな効果が
あるのか」「白い砂糖と茶色い砂糖はどう違うのか」など
を学んでもらい、砂糖が美味しい和食をつくるために

必要な食材であること、食べ過ぎなければ頭や体の
エネルギーになる味方であることを話しました。
　児童からは「和食に砂糖が使われているとは思わな
かったので驚いた」との感想も上がり、正しい知識を伝
えていくことの重要性をあらためて認識しました。今後
も和食文化を支える砂糖の魅力を、社員一丸となって
発信してまいります。

フードサイエンス本部
フードサイエンス営業部

田中 淳

※和食給食推進事業：青少年への日本食や食文化に関する理解向上や普及を
目的とした取り組み

徳之島は、当社の砂糖事業に関係の深いサトウキビ産
業があり、産業と共生した徳之島の自然を守ることが、
当社の社会的責任の一つであると考えています。
　2015年度は、農道などで国の特別天然記念物アマ
ミノクロウサギの交通事故が多発したことから、交通事
故防止を啓発する標語を地元の小中学生から募り、徳
之島虹の会と協働で看板を設置しました。また、徳之
島虹の会や環境省などが企画した島民参加型アマミノ
クロウサギ・ケナガネズミ全島調査を共催し、動物の
糞や食べカスの観察を通じて、まだよく知られていない
生態を島民の方々と一緒に調査しました。

東日本大震災の被災地支援イベント「スプーン印の秋まつり2015」「社会貢献」の取り組み

小学校で「和食と砂糖」をテーマに食育授業を実施「食」の取り組み

地元NPO法人と協働した徳之島での生物多様性保全活動「環境」の取り組み

縁日コーナーのわなげを楽しむ親子

Mitsui Sugar CSR Report15 Mitsui Sugar CSR Report 16

安全・安心な食品の供給という責務を果たした上で、
さらに幅広く、私たちが“社会のために”できることを「SPOON HOUSE」の2階と
位置づけています。
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基 本 理 念
三井製糖は、豊かな環境のもとで生育するサトウキビなど自然の恵みをベースに事業展開しております。
この豊かな恵みが、将来にわたって享受できるよう環境との調和を図り、健全な自然を次世代に引き継ぎ、
持続的発展が可能な社会の実現に貢献します。

行 動 指 針

重点項目

環境教育の推進

精糖工場の
エネルギー原単位削減

再生可能エネルギーの
導入

工場の
総エネルギー削減

サトウキビの有効活用

ステークホルダーとの
関わり

生物多様性
保全活動の支援

2016年度目標

eco検定®合格者
全役職員の65％以上

2013年度比6％削減

2016年度売電量
900千kWh

2013年度比6％削減

開発実施

対話実施

活動実施

2017年度目標

eco検定®合格者
全役職員の70％以上

2013年度比7％削減

2017年度売電量
1,800千kWh

2013年度比7％削減

開発実施

対話実施

活動実施

分類

環境教育

地球温暖化
防止

資源の
有効活用

コミュニ
ケーション

生物多様性

　三井製糖では、環境方針を定め、ISO14001のマネジメントシステムを活用し
ながら全社で環境負荷低減の取り組みや環境への配慮活動に取り組んでいます。
　2015年度には、ISO14001が規格改訂されたことを受け、その規格に対応
した環境マネジメントシステムを再構築し、2016年4月より運用を開始しました。
経営戦略と一体となった仕組みとするために、当社の第6次中期経営計画に環境
の取り組みも取り入れ、「中期環境マスタープラン」として新たな目標に向けて取
り組んでいます。
　また、当社中期経営計画で2022年のあり姿を定めていることから、今回、
中長期目標として2022年までにCO₂排出量15％削減（2013年度比）を掲げ
ました。

　2016～2017年度の環境目標は、新
たに温室効果ガス排出削減の一環とし
て再生可能エネルギーの導入を掲げて
います。
　一方、2015年度の環境マスタープラ
ンで重点項目に挙げていた物流部門お
よびオフィス部門のエネルギー削減、な
らびに廃棄物削減およびリサイクル率
の向上は、今回数値目標を設定せず、
現状の維持・向上をめざして取り組む
こととしています。

当社は、その全ての企業活動で地球環境に影響を
与えていることを認識し、環境マネジメントシス
テムや環境保全施策を継続的に改善し、環境パ
フォーマンスの向上を図ります。

1

2 環境関連法規・協定等を順守すると共に、必要に
応じて自主管理基準を設定し、管理レベルの向上を
図ります。

3 原材料の調達から生産・物流・販売・消費・廃棄
に至るすべての段階において、地球温暖化ガスの
削減や廃棄物の削減・リサイクルを通じた環境負
荷の低減に取り組みます。

4 環境に配慮した商品開発や資源の有効活用に努め
ると共に、再生可能エネルギーの活用を図ります。

5 環境教育を通じ、役職員の環境意識の向上を図り、
環境と調和の取れたライフスタイルを志向すると
ともに、地域環境に貢献していきます。

6 関係会社および資材の調達先等の取引先におい
て、環境問題への取組みを促し、支援活動を図り
ます。

7 企業活動による生物多様性への影響を認識し、
保全に繋がる活動に取り組んでいきます。

8 情報開示を促進し、企業市民として地域や社会と
の関わりを積極的に図ります。

分類

地球温暖化
防止

廃棄物削減

生物多様性

コミュニ
ケーション

技術開発

環境教育

2015年度目標

活動実施

関係会社との
対話実施

開発実施

eco検定®合格者
全役職員の60％以上

2014年度比1％削減
5.29GJ/ｔ-原料糖

2014年度比1％削減
2,306千GJ※1

2014年度比1％削減
6.58ｋＬ/千ｔ-輸送量

2014年度比1％削減
3,866GJ

廃棄物削減
2014年度比1％削減 30ｔ

総廃棄物量2014年度以下
12,443ｔ

2015年度実績

活動実施

関係会社との
対話実施

開発実施

eco検定®合格者
全役職員の64％

3％削減
5.12GJ/ｔ-原料糖

4.6％削減
2,200千GJ

3％増加
6.80ｋＬ/千ｔ-輸送量

4.5％削減
3,693GJ

8％削減
27ｔ

総廃棄物量削減
11,588ｔ

リサイクル率向上
98.4％

2015年度活動総括

徳之島での動植物の生態調査実施。

関係会社との環境に関する情報交換や
CSR報告書の配布。

バガスの有効活用の検討実施。

全役職員370名の内、238名が合格者
（2015年度は18名が合格）。

工場の安定操業と効率的な運転に
努め、エネルギー削減。

精糖工場の安定操業と効率的な運転、
岡山工場の食品素材の生産終了に伴い削減。

販売量の増加、工場トラブルに起因する
工場間の倉移し重量の増加により原単位増加。

不使用時の消灯の徹底、
業務効率化などにより電力量が削減。

分別の徹底により目標達成。

総廃棄物量は、ろ過設備の更新などによって
ろ過助剤の使用量が減少し、廃ケーキが削減。
一方、再資源化する廃ケーキが減少したことで、
リサイクル率は目標に届かず。

重点項目

生物多様性
保全活動の支援

ステークホルダーとの
関わり

原料の有効活用

環境教育の推進

精糖工場の
エネルギー原単位削減

工場の
総エネルギー削減

物流部門の
エネルギー原単位削減

オフィス部門の
総エネルギー削減

オフィスの
廃棄物削減※2

生産拠点の廃棄物削減

リサイクル率向上

判定

×

（2016年5月19日改定）

ISO14001内部監査の様子。社内で研修を
受けて監査員資格を得た社員が監査を行う
が、ただ不備を指摘するだけでなく、他拠点
でも真似すべき良い取り組みについては水平
展開や情報共有も行う。

中 長 期 目 標 2022年までに
CO₂ 排出量15％削減（2013年度比）

リサイクル率
99％以上

2015年度環境目標と実績 （2015年度環境マスタープラン）三井製糖環境方針

2016～2017年度の環境目標ISO14001の取り組みと中長期目標の設定

※1 GJ：熱量（エネルギー換算）　※2 商品開発含む

ISO14001の規格改訂に伴い、2016年5月に環境方針を全般的に見直しました。

事業活動における環境への配慮
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基 本 理 念
三井製糖は、豊かな環境のもとで生育するサトウキビなど自然の恵みをベースに事業展開しております。
この豊かな恵みが、将来にわたって享受できるよう環境との調和を図り、健全な自然を次世代に引き継ぎ、
持続的発展が可能な社会の実現に貢献します。

行 動 指 針

重点項目

環境教育の推進

精糖工場の
エネルギー原単位削減

再生可能エネルギーの
導入

工場の
総エネルギー削減

サトウキビの有効活用

ステークホルダーとの
関わり

生物多様性
保全活動の支援

2016年度目標

eco検定®合格者
全役職員の65％以上

2013年度比6％削減

2016年度売電量
900千kWh

2013年度比6％削減

開発実施

対話実施

活動実施

2017年度目標

eco検定®合格者
全役職員の70％以上

2013年度比7％削減

2017年度売電量
1,800千kWh

2013年度比7％削減

開発実施

対話実施

活動実施

分類

環境教育

地球温暖化
防止

資源の
有効活用

コミュニ
ケーション

生物多様性

　三井製糖では、環境方針を定め、ISO14001のマネジメントシステムを活用し
ながら全社で環境負荷低減の取り組みや環境への配慮活動に取り組んでいます。
　2015年度には、ISO14001が規格改訂されたことを受け、その規格に対応
した環境マネジメントシステムを再構築し、2016年4月より運用を開始しました。
経営戦略と一体となった仕組みとするために、当社の第6次中期経営計画に環境
の取り組みも取り入れ、「中期環境マスタープラン」として新たな目標に向けて取
り組んでいます。
　また、当社中期経営計画で2022年のあり姿を定めていることから、今回、
中長期目標として2022年までにCO₂排出量15％削減（2013年度比）を掲げ
ました。

　2016～2017年度の環境目標は、新
たに温室効果ガス排出削減の一環とし
て再生可能エネルギーの導入を掲げて
います。
　一方、2015年度の環境マスタープラ
ンで重点項目に挙げていた物流部門お
よびオフィス部門のエネルギー削減、な
らびに廃棄物削減およびリサイクル率
の向上は、今回数値目標を設定せず、
現状の維持・向上をめざして取り組む
こととしています。

当社は、その全ての企業活動で地球環境に影響を
与えていることを認識し、環境マネジメントシス
テムや環境保全施策を継続的に改善し、環境パ
フォーマンスの向上を図ります。

1

2 環境関連法規・協定等を順守すると共に、必要に
応じて自主管理基準を設定し、管理レベルの向上を
図ります。

3 原材料の調達から生産・物流・販売・消費・廃棄
に至るすべての段階において、地球温暖化ガスの
削減や廃棄物の削減・リサイクルを通じた環境負
荷の低減に取り組みます。

4 環境に配慮した商品開発や資源の有効活用に努め
ると共に、再生可能エネルギーの活用を図ります。

5 環境教育を通じ、役職員の環境意識の向上を図り、
環境と調和の取れたライフスタイルを志向すると
ともに、地域環境に貢献していきます。

6 関係会社および資材の調達先等の取引先におい
て、環境問題への取組みを促し、支援活動を図り
ます。

7 企業活動による生物多様性への影響を認識し、
保全に繋がる活動に取り組んでいきます。

8 情報開示を促進し、企業市民として地域や社会と
の関わりを積極的に図ります。

分類

地球温暖化
防止

廃棄物削減

生物多様性

コミュニ
ケーション

技術開発

環境教育

2015年度目標

活動実施

関係会社との
対話実施

開発実施

eco検定®合格者
全役職員の60％以上

2014年度比1％削減
5.29GJ/ｔ-原料糖

2014年度比1％削減
2,306千GJ※1

2014年度比1％削減
6.58ｋＬ/千ｔ-輸送量

2014年度比1％削減
3,866GJ

廃棄物削減
2014年度比1％削減 30ｔ

総廃棄物量2014年度以下
12,443ｔ

2015年度実績

活動実施

関係会社との
対話実施

開発実施

eco検定®合格者
全役職員の64％

3％削減
5.12GJ/ｔ-原料糖

4.6％削減
2,200千GJ

3％増加
6.80ｋＬ/千ｔ-輸送量

4.5％削減
3,693GJ

8％削減
27ｔ

総廃棄物量削減
11,588ｔ

リサイクル率向上
98.4％

2015年度活動総括

徳之島での動植物の生態調査実施。

関係会社との環境に関する情報交換や
CSR報告書の配布。

バガスの有効活用の検討実施。

全役職員370名の内、238名が合格者
（2015年度は18名が合格）。

工場の安定操業と効率的な運転に
努め、エネルギー削減。

精糖工場の安定操業と効率的な運転、
岡山工場の食品素材の生産終了に伴い削減。

販売量の増加、工場トラブルに起因する
工場間の倉移し重量の増加により原単位増加。

不使用時の消灯の徹底、
業務効率化などにより電力量が削減。

分別の徹底により目標達成。

総廃棄物量は、ろ過設備の更新などによって
ろ過助剤の使用量が減少し、廃ケーキが削減。
一方、再資源化する廃ケーキが減少したことで、
リサイクル率は目標に届かず。

重点項目

生物多様性
保全活動の支援

ステークホルダーとの
関わり

原料の有効活用

環境教育の推進

精糖工場の
エネルギー原単位削減

工場の
総エネルギー削減

物流部門の
エネルギー原単位削減

オフィス部門の
総エネルギー削減

オフィスの
廃棄物削減※2

生産拠点の廃棄物削減

リサイクル率向上

判定

×

（2016年5月19日改定）

ISO14001内部監査の様子。社内で研修を
受けて監査員資格を得た社員が監査を行う
が、ただ不備を指摘するだけでなく、他拠点
でも真似すべき良い取り組みについては水平
展開や情報共有も行う。

中 長 期 目 標 2022年までに
CO₂ 排出量15％削減（2013年度比）

リサイクル率
99％以上

2015年度環境目標と実績 （2015年度環境マスタープラン）三井製糖環境方針

2016～2017年度の環境目標ISO14001の取り組みと中長期目標の設定

※1 GJ：熱量（エネルギー換算）　※2 商品開発含む

ISO14001の規格改訂に伴い、2016年5月に環境方針を全般的に見直しました。

事業活動における環境への配慮

Mitsui Sugar CSR Report17 Mitsui Sugar CSR Report 18

社 会 の た め に 2 階

SP

OON  HOUSE



オフィス活動
本社
関西営業部
各営業所

営業活動

所有ビル

物流

商品開発

（特定荷主）

生産

　当社では、廃棄物の発生を抑制するとともに、発生
したものについては徹底的に有効利用し、再資源化し
ています。2015年度の廃棄物量は、ろ過設備の更新
などによってろ過助剤の使用量を抑制することができ
前年度比で6.9%削減できました。一方、再資源化率は、
前年度比で0.4％向上できたものの、再資源化する廃
棄物量も減少したことから目標の99％には届きません
でした。
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1生産部門
　当社では、製品の品質の維持・向上を図りながらCO₂
の排出量削減目標を前年度比1%以上として取り組ん
でいます。2015年度は、精糖工場の安定操業と効率
的な運転に取り組んだことに加え、岡山工場における
さとうきび抽出物の生産終了もあり、CO₂排出量は前
年度比で4.6％削減となりました。

2オフィス部門
　ノー残業デーの実施、不使用時の消灯の徹底、クー
ルビズやウォームビズの実施、業務効率化を目標に
掲げて取り組んでいます。2015年度も、使用電力量を
前年度比で1％削減することができました。また、電力
のCO₂排出係数が減少したことから、CO₂排出量も
漸減しました。

3物流部門
　当社では、輸送に伴うCO₂の排出削減目標を前年
度比1% 以上として取り組んでいます。2015年度は、
砂糖販売量の増加に伴う輸送重量の増加や、工場トラ
ブルに起因する工場間倉移し重量の増加などの要因に
より、前年度よりCO₂排出量が増えましたが、環境負
荷の低い船舶輸送を優先的に使うなどモーダルシフト
を可能な限り推進して取り組みました。
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　2015年度は単年度計画の環境マスタープランを策
定し、CO₂排出量の低減、廃棄物の削減・再資源化、
さらには製品の効率的な配送システムの構築など、
地球環境に与える負荷を減らす取り組みを進めてきま
した。

環境マスタープランに沿った環境負荷低減の取り組み三井製糖のエコバランス（2015年度）

CO₂排出量の削減

廃棄物削減・再資源化の取り組み
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定し、CO₂排出量の低減、廃棄物の削減・再資源化、
さらには製品の効率的な配送システムの構築など、
地球環境に与える負荷を減らす取り組みを進めてきま
した。
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64%
全役職員の内

合格

取り組みの内容は、サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量の算定に関する情報を発信している環境省のホームページ「グリーン・バリューチェーン
プラットフォーム」で公開されています。　http://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/index.html

輸送、配送（上流） 17.6% 0.04%

0.09%

0.03%

1.3%

0.5%
資本財　　4.0%

購入した製品・
サービス 45.6%

エネルギー
関連活動 2.8%

事業から出る廃棄物

出張

雇用者の通勤

輸送、配送（下流）

販売した製品の廃棄

2014年度 実績

どんぐりん

　近年、企業活動による温室効果ガスの排出量につい
ては、自社の企業活動による排出量（スコープ1、2）
だけではなく、バリューチェーン全体を通じた排出量

（スコープ3）の開示が求められています。当社では、
2013 年度実績から砂糖事業に関わるスコープ 3 に
ついて排出量を算定し、公表しています。
　2014年度のスコープ3は26.2万t-CO₂で、その内

「購入した製品・サービス」が63％、「輸送・配送（上流）」
が24％を占め、ほとんどが原料の購入と輸送に係る
排出量でした。
　今後とも、スコープ3の算定・公表を継続しながらデー
タ収集の精度向上に努めるとともに、サプライチェーン
全体を意識して環境負荷低減に取り組んでいきます。

　「どんぐりポイント」普及活動の一環として、2015年
10月17日から11月30日まで愛媛県・岡山県・香川県
のスーパー204店舗で「瀬戸内里山・里海どんぐり大作
戦」キャンペーンが実施されました。当社も「国産さとう
きび糖」と「ミネラルうれしいお砂糖」にどんぐりポイント
を付与してこのキャンペーンに参加しました。
　「どんぐりポイント」は、一言でいうと“環境に良い
商品”の目印で、消費者がこのポイントのついた製品や
サービスを購入することで、環境保全活動への寄付な
どを行える仕組みです。

　役職員の環境教育の一環として、東京商工会議所が
主催するeco検定（環境社会検定試験）® の受験を推
奨しています。毎年2回、各拠点から受験者を募集し、
2015年度は新たに18名が合格しました。
　これまでの合格者数は全役職員の64%にあたる238
名となりました。2017年度に合格者数が全役職員の
70％以上となることを目標に、引き続き取り組んでい
きます。

（人）
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　サトウキビは多くの植物に比べ効率よくCO₂を吸収
し、さらに畑に残される枝葉などはやせた土地を豊かに
変える一助となります。また、サトウキビの搾りかすで
あるバガスは、ボイラーで燃焼させ工場を動かす燃料
として利用されているほか、余ったバガスを使った発電
により、地域への電力供給も行われています。
　一方、砂糖の精製過程で出る副産物の糖蜜からは、
発酵によりバイオエタノールをつくり出すことができ、
そのエタノールからバイオプラスチックなどの化学製品
もつくることができます。
　このように多くの活用方法があるサトウキビのさらな
る価値創造をめざして、私たちは「サトウキビを知り尽く
す」をテーマとして研究開発に取り組んでいます。
　当社は、サトウキビの搾り汁から得られる砂糖以外の
成分を研究し、製糖工程の副産物として得られる「さと
うきび抽出物」を製品化してきました。これは、味質を
改善する効果、消臭効果、抗酸化効果などを持つこと
から、食品分野をはじめ、化粧品や消臭剤、飼料など、
さまざまな分野の用途開発に取り組んでいます。

　また、サトウキビの搾りかすであるバガスをバイオ燃
料以外にも活用すべく、バガスに含まれる有効成分を
さらに高付加価値物質へ変換する研究に取り組んでい
ます。当社は、これまで東レと共同研究を行い、バガス
から糖類やポリフェノールなどの有効成分を効率的に抽
出する方法を見出しており、現在、NEDO※の国際実証
試験など事業化に向けた取り組みを進めています。

社員インタビュー

商品開発部企画課

谷田部 治

サトウキビの有効活用バリューチェーン全体におけるCO₂排出量の算定

どんぐりポイントプロジェクトへの協賛 eco検定®の受験推進

地域経済と環境に貢献する「サトウキビ増産プロジェクト」

多くの可能性を持つサトウキビ

・多くのCO₂を吸収
・水の利用効率が良い

サトウキビの特長

　当社ではサトウキビの有効活用に向けた研究開発を行っ
ていますが、サトウキビの安定的な供給がなくては、これ
らの事業は成り立ちません。そのため、当社はタイ東北部
に位置する関係会社を拠点に、サトウキビの育成に関する
研究にも力を注いでいます。
　タイのサトウキビ作は世界的に見ると単位面積当たりの

収量が少なく、サトウキビ農家の土地生産性が低い状態に
あります。そこで、当社では生産性を高めるとともに、農
家の方が継続的に最適な条件で栽培できるように、新しい
栽培技術の確立をめざしています。現在は、農機メーカー
や日本・タイの研究機関と共同研
究を行い、栽培法や農機の改良、
ドローンを利用した収量・病気の
把握といった増産技術の開発に
取り組んでいます。

お砂糖 さとうきび
抽出物

搾り汁から生産

バイオ
エタノール化

製糖工場の
燃料

有価物
抽出

バガス（搾りかす）の利用

土壌の
改良緑化食料

増産によるメリット

※NEDO：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の略称

一歩進んだ環境活動をめざして

「どんぐりポイント」は
経済産業省が2013年11月に
開始したカーボンオフセットを
普及・促進する活動なんだよ！

スコープ3
71.9%

スコープ1、2
28.1%

サトウキビの収量調査を行う調査班
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64%
全役職員の内

合格

取り組みの内容は、サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量の算定に関する情報を発信している環境省のホームページ「グリーン・バリューチェーン
プラットフォーム」で公開されています。　http://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/index.html
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販売した製品の廃棄
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　近年、企業活動による温室効果ガスの排出量につい
ては、自社の企業活動による排出量（スコープ1、2）
だけではなく、バリューチェーン全体を通じた排出量

（スコープ3）の開示が求められています。当社では、
2013 年度実績から砂糖事業に関わるスコープ 3 に
ついて排出量を算定し、公表しています。
　2014年度のスコープ3は26.2万t-CO₂で、その内

「購入した製品・サービス」が63％、「輸送・配送（上流）」
が24％を占め、ほとんどが原料の購入と輸送に係る
排出量でした。
　今後とも、スコープ3の算定・公表を継続しながらデー
タ収集の精度向上に努めるとともに、サプライチェーン
全体を意識して環境負荷低減に取り組んでいきます。

　「どんぐりポイント」普及活動の一環として、2015年
10月17日から11月30日まで愛媛県・岡山県・香川県
のスーパー204店舗で「瀬戸内里山・里海どんぐり大作
戦」キャンペーンが実施されました。当社も「国産さとう
きび糖」と「ミネラルうれしいお砂糖」にどんぐりポイント
を付与してこのキャンペーンに参加しました。
　「どんぐりポイント」は、一言でいうと“環境に良い
商品”の目印で、消費者がこのポイントのついた製品や
サービスを購入することで、環境保全活動への寄付な
どを行える仕組みです。

　役職員の環境教育の一環として、東京商工会議所が
主催するeco検定（環境社会検定試験）® の受験を推
奨しています。毎年2回、各拠点から受験者を募集し、
2015年度は新たに18名が合格しました。
　これまでの合格者数は全役職員の64%にあたる238
名となりました。2017年度に合格者数が全役職員の
70％以上となることを目標に、引き続き取り組んでい
きます。
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し、さらに畑に残される枝葉などはやせた土地を豊かに
変える一助となります。また、サトウキビの搾りかすで
あるバガスは、ボイラーで燃焼させ工場を動かす燃料
として利用されているほか、余ったバガスを使った発電
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　一方、砂糖の精製過程で出る副産物の糖蜜からは、
発酵によりバイオエタノールをつくり出すことができ、
そのエタノールからバイオプラスチックなどの化学製品
もつくることができます。
　このように多くの活用方法があるサトウキビのさらな
る価値創造をめざして、私たちは「サトウキビを知り尽く
す」をテーマとして研究開発に取り組んでいます。
　当社は、サトウキビの搾り汁から得られる砂糖以外の
成分を研究し、製糖工程の副産物として得られる「さと
うきび抽出物」を製品化してきました。これは、味質を
改善する効果、消臭効果、抗酸化効果などを持つこと
から、食品分野をはじめ、化粧品や消臭剤、飼料など、
さまざまな分野の用途開発に取り組んでいます。
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料以外にも活用すべく、バガスに含まれる有効成分を
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ていますが、サトウキビの安定的な供給がなくては、これ
らの事業は成り立ちません。そのため、当社はタイ東北部
に位置する関係会社を拠点に、サトウキビの育成に関する
研究にも力を注いでいます。
　タイのサトウキビ作は世界的に見ると単位面積当たりの

収量が少なく、サトウキビ農家の土地生産性が低い状態に
あります。そこで、当社では生産性を高めるとともに、農
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究を行い、栽培法や農機の改良、
ドローンを利用した収量・病気の
把握といった増産技術の開発に
取り組んでいます。

お砂糖 さとうきび
抽出物

搾り汁から生産

バイオ
エタノール化

製糖工場の
燃料

有価物
抽出

バガス（搾りかす）の利用

土壌の
改良緑化食料

増産によるメリット

※NEDO：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の略称

一歩進んだ環境活動をめざして

「どんぐりポイント」は
経済産業省が2013年11月に
開始したカーボンオフセットを
普及・促進する活動なんだよ！

スコープ3
71.9%

スコープ1、2
28.1%

サトウキビの収量調査を行う調査班
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　未来を担う若い世代にお砂糖の面白さを伝えたい
という思いから、高校生を対象に「三井製糖理科実験
授業 SPOON LAB」という出前授業を行っています。
2015年度は千葉県立船橋高校および東京都立本所
高校の生徒さんを対象に授業を実施しました。
　この授業では、単なる座学ではなく、あらためて「考
えてみる」ことの面白さを感じてもらえるよう、糖を使っ
た実験や商品開発の疑似体験などを行います。また、
若手社員が中心となって授業の講師やスタッフを務める
ことで、“社会に出た先輩とコミュニケーションを取る場”
としての役割も担っています。3時間半という長丁場で
はあるものの、生徒さんは皆楽しそうにいきいきと取り
組んでおり、先生方からも高い評価をいただきました。

　親子で一緒に料理することを通して、料理の楽しさを
知り、食への正しい知識を育んでもらおうと、料理研究
家のコウケンテツさんを講師に招いた「親子クッキング
教室」を実施しています。
　3年目となる今回は、東京・大阪・岡山で開催し、
抽選で選ばれた96名の親子が「照り焼きハンバーグ」と

「キャラメルミルクバターポップコーン」をつくりました。
ハンバーグに添える野菜は砂糖をもみこんで味をしみこ
みやすくし、ポップコーンはキャラメリゼにして香ばしく
仕上げました。子どもたちは砂糖の種類の多さや味の
違いに驚いたり、ハンバーグのタネを真剣にこねたりと
夢中で取り組んでいました。
　これからも、五感を使って体験しながら食の楽しさや
大切さを学んでいただけるイベントを企画していきます。

　ゆっくりとした消化吸収速度で血糖値やインスリン
の変化がゆるやかなパラチノース®の認知を広める
ために「スローカロリープロジェクト」を立ち上げて、
専門家による研究活動や一般向けの啓発活動に取り
組んでいます。
　本プロジェクトに賛同する企業よりパラチノース®を
配合したロゴ入りの商品を販売いただいており、
2015年度は新たにスローカロリースイーツ「泡雪」（勝

原白貫堂）や、朝食サポート飲料「朝ごはん足りてる？」
（JR東日本ウォータービジネス）などが発売されました。

スローカロリープロジェクトとスローカロリー研究会

　近年、糖質の摂取自体をカットしてしまう「糖
質オフ」によるダイエットが流行していますが、本
来、糖質は脳と体のエネルギー源であるため、
過剰に摂取を制限してしまうことの弊害が注目さ
れはじめています。
　三井製糖ではより健康的な食生活のため、糖
質をオフするのではなく、スローカロリーの考え
方を取り入れゆっくり消化吸収される糖を摂取す
る「糖質スローオン」という考え方を提唱し、糖に
関する正しい知識や糖をバランス良く摂取するた
めの食生活について積極的に情報発信を行って
います。

●医師や大学教授から成る「一般社団法人スローカ
ロリー研究会」の第2回会議が開催され、“健康長
寿の秘訣はスローカロリー”と題した講演が行われ
ました。

●「東京マラソン EXPO 2016」にブースを出展し、ラ
ンナーのための糖質補給術「シュガーローディング」
(糖質管理によるコンディション調整)の講演などを
行いました。

2015年度の主な取り組み

PICKUP

最新の取り組みや新商品の情報は、「スローカロリープロジェクト」ホームページで公開されています。　http://www.slowcalorie.com/

三井製糖理科実験授業 SPOON LAB 親子クッキング教室

栄養をバランス良く摂取するための
「糖質スローオン」

▶

「東京マラソン EXPO 2016」の様子

「スローカロリープロジェクト」賛同製品ロゴマーク

班に分かれて行う実験 目の前でつくられる料理にくぎ付けの子どもたち

　砂糖は体の中でブドウ糖に変えられ、心臓や筋肉を動かし、脳を働かせるエネル
ギー源となります。ブドウ糖が唯一のエネルギー源である脳は、安静にしていても
1日120ｇ、1時間に5ｇものブドウ糖を消費する、驚くべき大食いの臓器です。しかも、
少量しかブドウ糖を蓄積することができないので、常にエネルギーを補給しなければ
ならず、ブドウ糖の不足はイライラや集中力の低下を招きます。
　砂糖は糖質の仲間であり、デンプンを主成分とする炭水化物と比べて、構造が
簡単で、ブドウ糖と果糖に分解されやすいので、すばやく脳内に取り込むことがで
きます。そのため、大事なテストの前など、脳をフル回転させたいここ一番に大活躍
するのです。

　脳の神経伝達物質であるセロトニンには精神をリラックスさせる働きがあり、心に
安らぎを与えます。
　セロトニンはタンパク質に多く含まれるトリプトファンというアミノ酸からつくられ
ますが、トリプトファンはブドウ糖と一緒でないと脳内に入れません。卵や大豆など
のタンパク質と、ブドウ糖を素早く補給できる砂糖を一緒に摂ることで、効率的に
セロトニンがつくられ、不安や緊張感を和らげてくれるのです。
　また、甘いものを食べると脳の快感中枢が刺激され、エンドルフィンというホル
モンが脳内に分泌されます。エンドルフィンは気持ちをゆったりさせ、病気への抵抗
力を高めます。
　体にいいことをたくさんもたらすお砂糖を日々の食事で上手に取り入れていきたい
ですね。

▶ 砂糖は脳と体のエネルギー源

▶ リラックスの強い味方
お砂糖のいいこといろいろPICKUP

タンパク質内の
アミノ酸

砂糖

トリプト
ファン

その他の
アミノ酸

タンパク質とブドウ糖を摂取することで、
トリプトファンが優先的に脳内へ入り、
セロトニンがつくられてリラックスできます

砂糖の分子構造

デンプンの分子構造

果 糖 ブドウ糖

ブドウ糖

すばやく脳のエネルギーになります
ブドウ糖

食〈お砂糖〉の正しい知識を広めるために
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セロトニンがつくられ、不安や緊張感を和らげてくれるのです。
　また、甘いものを食べると脳の快感中枢が刺激され、エンドルフィンというホル
モンが脳内に分泌されます。エンドルフィンは気持ちをゆったりさせ、病気への抵抗
力を高めます。
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　当社では、毎年11月を「Action in November（企業市民活動月間）」と定め、拠点ごとにオリジナルの社会貢献活動
を行う取り組みを2010年度から実施しています。このページでは、2015年度の各拠点の活動を写真と合わせてご紹介
します。

Action in November
企業市民活動月間

　近隣企業同士の理解を深め、関係を強
化していくことをテーマに活動している「四
工区交流会」による工場見学会を開催し、
お互いを知るための活動の一環として多
くの方々に参加いただきました。今後も
近隣企業との連携を深め、信頼関係を築
いていくための活動を継続していきます。

四工区交流会による工場見学

　2013年度、2014年度に引き続き、工場近隣
の市原市立戸田小学校3年生34名の工場見学
を受け入れ、実際の機械を見ながら砂糖ができ
るまでの工程や、仕事のことを学んでいただき
ました。

近隣小学校の工場見学受け入れ

　兵庫県では毎年中学2年生を対象とし
た職場体験「トライやる・ウィーク」という
取り組みが実施されており、長田工場は
毎年このイベントに協力しています。6回
目を迎えた2015年度は、神戸市立吉田
中学校の2年生3名を受け入れ、ハイド
ロゲル製品の包装作業や品質管理などを
体験していただきました。

中学生の職場体験「トライやる・ウィーク」

　福岡工場社員とスプーンシュ
ガー社員で工場周辺の清掃活動
を行いました。今後も食品工場
として工場敷地内を衛生的に維
持することはもちろん、周辺環境
の改善、維持に努めていきます。

工場周辺の清掃活動
　多くの子どもたちに、精神的満足や“心の栄養”となるおやつを
おいしく食べて健やかに成長してもらいたいという思いから、1型
糖尿病を患うお子さまとそのご家族の会である「つぼみの会」ととも
に、血糖値のコントロールを学ぶ「おさとうの会」を開催しています。
　第9回目となる今回は15名が参加し、おはぎづくりを行いました。
スローカロリーシュガーを材料に使うことで、血糖値の上昇を気に
せず、みなさんに満足な量を食べていただくことができました。

「おさとうの会」を開催

　毎年、大阪城公園でのOBCラジオ祭りに参加し、砂糖販売コーナーを出店
しています。昨年度に引き続きレモネードの無料配布も行ったところ、長蛇の
列ができるほどの大盛況で、たくさんの子どもたちが喜んでくれました。売上
金は2015年台風18号など大雨災害義援金として全額寄付しました。

「ラジオ祭り」での売上金を義援金へ 　東日本大震災の被災地である宮城県岩沼市で開催された「いわぬま
市民夏まつり」に今年度も参加しました。当社の綿菓子ブースの前に並ん
だ子どもたちの行列は途切れることなく、540名分の綿菓子をつくり続
けました。

「いわぬま市民夏まつり」に参加

当社オリジナルのベルマーク収集箱。学校や
公民館から予想以上の設置のご希望をいただ
きました。

関西営業部
・

岡山工場

長田工場

神戸工場

本社

東北営業所

福岡工場

　当社は、前身のひとつである大阪製糖（当時はスプーン印ではなくハト印）時代
の1962年より、「協賛会社」としてベルマーク運動に参加しています。それから
50年以上途切れることなく、子どもたちのため、そして援助を必要としている
方々のために協力を続け、国内外の学校教育向上へ陰ながら寄与してきました。
　2015年には、当社オリジナルのベルマーク収集箱を作成し、ご希望いただ
いた登録団体にプレゼントするキャンペーン※を行うなど、スプーン印のベルマー
ク活動をあらためて知っていただく取り組みも実施しています。当社はこれから
も伝統あるベルマークを通じて、未来を築く子どもたちを支えていきます。

ベルマーク

※現在は終了しております。

千葉工場

社会貢献活動
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　当社では、毎年11月を「Action in November（企業市民活動月間）」と定め、拠点ごとにオリジナルの社会貢献活動
を行う取り組みを2010年度から実施しています。このページでは、2015年度の各拠点の活動を写真と合わせてご紹介
します。

Action in November
企業市民活動月間

　近隣企業同士の理解を深め、関係を強
化していくことをテーマに活動している「四
工区交流会」による工場見学会を開催し、
お互いを知るための活動の一環として多
くの方々に参加いただきました。今後も
近隣企業との連携を深め、信頼関係を築
いていくための活動を継続していきます。

四工区交流会による工場見学

　2013年度、2014年度に引き続き、工場近隣
の市原市立戸田小学校3年生34名の工場見学
を受け入れ、実際の機械を見ながら砂糖ができ
るまでの工程や、仕事のことを学んでいただき
ました。

近隣小学校の工場見学受け入れ

　兵庫県では毎年中学2年生を対象とし
た職場体験「トライやる・ウィーク」という
取り組みが実施されており、長田工場は
毎年このイベントに協力しています。6回
目を迎えた2015年度は、神戸市立吉田
中学校の2年生3名を受け入れ、ハイド
ロゲル製品の包装作業や品質管理などを
体験していただきました。

中学生の職場体験「トライやる・ウィーク」

　福岡工場社員とスプーンシュ
ガー社員で工場周辺の清掃活動
を行いました。今後も食品工場
として工場敷地内を衛生的に維
持することはもちろん、周辺環境
の改善、維持に努めていきます。

工場周辺の清掃活動
　多くの子どもたちに、精神的満足や“心の栄養”となるおやつを
おいしく食べて健やかに成長してもらいたいという思いから、1型
糖尿病を患うお子さまとそのご家族の会である「つぼみの会」ととも
に、血糖値のコントロールを学ぶ「おさとうの会」を開催しています。
　第9回目となる今回は15名が参加し、おはぎづくりを行いました。
スローカロリーシュガーを材料に使うことで、血糖値の上昇を気に
せず、みなさんに満足な量を食べていただくことができました。

「おさとうの会」を開催

　毎年、大阪城公園でのOBCラジオ祭りに参加し、砂糖販売コーナーを出店
しています。昨年度に引き続きレモネードの無料配布も行ったところ、長蛇の
列ができるほどの大盛況で、たくさんの子どもたちが喜んでくれました。売上
金は2015年台風18号など大雨災害義援金として全額寄付しました。

「ラジオ祭り」での売上金を義援金へ 　東日本大震災の被災地である宮城県岩沼市で開催された「いわぬま
市民夏まつり」に今年度も参加しました。当社の綿菓子ブースの前に並ん
だ子どもたちの行列は途切れることなく、540名分の綿菓子をつくり続
けました。

「いわぬま市民夏まつり」に参加

当社オリジナルのベルマーク収集箱。学校や
公民館から予想以上の設置のご希望をいただ
きました。

関西営業部
・

岡山工場

長田工場

神戸工場

本社

東北営業所

福岡工場

　当社は、前身のひとつである大阪製糖（当時はスプーン印ではなくハト印）時代
の1962年より、「協賛会社」としてベルマーク運動に参加しています。それから
50年以上途切れることなく、子どもたちのため、そして援助を必要としている
方々のために協力を続け、国内外の学校教育向上へ陰ながら寄与してきました。
　2015年には、当社オリジナルのベルマーク収集箱を作成し、ご希望いただ
いた登録団体にプレゼントするキャンペーン※を行うなど、スプーン印のベルマー
ク活動をあらためて知っていただく取り組みも実施しています。当社はこれから
も伝統あるベルマークを通じて、未来を築く子どもたちを支えていきます。

ベルマーク

※現在は終了しております。

千葉工場

社会貢献活動

Mitsui Sugar CSR Report25 Mitsui Sugar CSR Report 26

社 会 の た め に 2 階
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育児休業制度、育児短時間勤務制度利用者数の推移 （名）

障がい者雇用数と雇用率の推移

92.5%
在籍率合計※

新入社員数40名内
離職者数3名

新入社員数と新入社員に対する離職者数の推移（中途採用者含）

●新入社員数／ 9名　  ●離職者数／ 0名

2015年

●新入社員数／ 9名　  ●離職者数／ 0名

2014 年

●新入社員数／ 6名　  ●離職者数／ 0名

2013年

●新入社員数／ 6名　  ●離職者数／ 0名

2012年

●新入社員数／ 10名　●離職者数／ 3名

2011年

2014 年度2013年度2012年度2011年度 2015年度

●法定雇用者数（法定雇用率（%））
●当社雇用者数（雇用率（%））

9 9
88

7 7
66

（2.0）
（1.8）（1.8）

（1.57）
8

6

（2.0）

（1.41）（1.33）（1.32）

　当社にとって最も重要な経営資源は「人材」です。三
井製糖を通じてすべての社員が社会貢献と自己実現を
果たすために、長いスパンで会社と社員が密に関わっ
ていくことが大切だと考えています。
　会社の将来を担う、柔軟性がありチャレンジングな
メンバーが毎年5～10名程度入社し、海外を含めたさ
まざまな部署で活躍しています。また、職場に新しい刺
激や可能性をもたらす人材として、2013年以降、毎年
中途採用も進めています。
　社員の平均年齢は約41歳で勤続年数は約20年、三
井グループに共通する「人を大切にする文化」が根付い
ており、各年齢層が機能的に融合し会社を皆で支えて
います。

　刻々と変化する市場に対応しイノベーションを生み出
すために、当社ではさまざまな視点を持った社員が活躍
できるよう、ダイバーシティの推進に努めています。
　食に携わる会社として女性の感性や視点は欠かせま
せん。現在女性比率は社員で約22％、管理職で約7%
ですが、性別を問わず社員が活躍する意識を醸成する
ため、マネジメント層向けのダイバーシティ講演会や女
性社員と上司双方を対象としたキャリアアップ研修を実
施しました。また、海外駐在員事務所では外国人女性
の現地採用を行いました。
　障がい者の雇用については、常時採用活動をしてお
りますが法定雇用率には未達の状況です。ミスマッチ
なく三井製糖で「安全に働きがいのある仕事ができる
こと」を第一義に考え、引き続き障がい者の雇用促進に
努めていきます。

　良い人間関係と働きやすい職場環境があってこそ、
社員として誇りと働きがいを持つことができると考え、
時代に合った職場環境づくりを進めています。
　ここ数年では新しいシステムの導入や業務の効率化
に取り組み、中身濃くメリハリのある仕事で労働時間の
低減に努めてきました。
　有給休暇の取得については向上の余地がありますが、
125日以上ある年間休日とともに上手に活用できる
環境を整え、ワークライフバランスの充実を図っていき
ます。

　仕事と育児の両立をめざす支援として、「育児休業
制度、育児短時間勤務制度」を整備しています。
　育児休業は、満1歳6ヵ月に達するまで取得可能で、
特別な事情がある場合、期限延長も検討します。育児
休業から復職したほとんどの社員は、小学3年生終了
まで1日1.5時間を限度に勤務時間を短縮できる育児
短時間勤務制度を活用しています。
　男性社員の利用実績はありませんが、男女の別なく
仕事と家庭の両立を実現・支援するために、両立を前
提としたキャリアイメージ形成の説明会など、啓発活動
を進めています。

　企業活動においては労働安全が何よりも優先される
ものであり、そして、社員が安心して働ける職場環境
があってこそ、お客さまに安全・安心な製品を安定して
お届けできます。2016年より、当社は労働安全を実
現するための具体的指針として、労働安全衛生方針

「OUR SAFETY COMMITMENT」を新たに掲げ、三
井製糖独自の労働安全第一の企業風土＝「安全文化」の
構築に取り組んでいます。また、その安全文化を維持・
向上していく仕組みとして「労働安全衛生マネジメント
システム（OHSMS）」の導入を進めています。これらの取
り組みを通して労働災害の撲滅をめざしてまいります。
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●S afety & Health
安全衛生は当社に関わる全ての人々の仕事です

●U nsafe risk control
不安全なリスクの低減に全員で取り組みます

●G ood management
日々、安全衛生を追求し、継続的改善に繋げます

●A ctivity
「安全意識改革」と「安全行動」に徹します

●R esponsibility
法令等のルールを順守します

私達は三井製糖で働く人々の安全が第一と考えます。
安全衛生を守るために、

私達は次の事項に最善を尽くします。

OUR SAFETY COMMITMENT
私達の労働安全衛生方針

時代に合った働きやすい職場環境づくり 労働安全衛生の向上と健康経営への取り組み

人を大切にする文化 ダイバーシティの推進

※健康経営：社員の健康を、生産性の向上や企業の持続的成長、社会的責任の
遂行に不可欠な資本と捉え、重要な経営課題とする考え方

※正社員、嘱託社員、パート社員の合計

　また、当社としての「健康経営※」の実現をめざし、社
員の心と身体の健康維持・向上に取り組んでいます。
メンタルヘルスでは、従業員支援プログラムを導入、
法律の施行に先行しストレスチェックを実施しています。
健康保険組合とデータヘルス計画を策定し、病気の治
療だけでなく予防に力点を置いた施策を進めています。

※2011年度～
　2015年度の合計

キャリアアップ研修を受ける女性社員
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「SPOON HOUSE」の住人、それは三井製糖のすべての活動を支える社員です。
社員一人ひとりが、いきいきと躍動感を持って能力を発揮できる環境づくりと、三井製糖人と
してのマインドの醸成やスキルの習得に繋がる人材育成、機会創出を進めています。

社 員 と と も に住人
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社 員 と と も に 住人
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井グループに共通する「人を大切にする文化」が根付い
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ですが、性別を問わず社員が活躍する意識を醸成する
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　また、当社としての「健康経営※」の実現をめざし、社
員の心と身体の健康維持・向上に取り組んでいます。
メンタルヘルスでは、従業員支援プログラムを導入、
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ラボスケールでグラニュ糖を製造する研修

　三井製糖では、社員の「自立×自律」をキーワードに、
自己の役割を認識し、解決すべき課題に主体的に取り
組む自律した人材を育成することをめざしています。
　三井製糖人として知っておくべき知識を身につける
eラーニングを始めとして、階層別研修、会社指定の
公的資格取得支援、語学学習講習料補助など多彩な

教育体系を整備しています。
　また、2015年度から、上場企業に求められるコーポ
レートガバナンス・コードを背景に、グループ会社に役
員として派遣される社員を対象に役員研修を実施する
など、連結経営と企業の社会的責任を意識した研修を
実施しています。

入社後1ヵ月間の研修は、工場研修や市場調査といったフィールドワークも
加わったプログラムの中で、製品が消費者に届くまでさまざまな組織や人々
が関わっていることを、身をもって学ぶことができた。

▶

一週間の工場実習ではラボスケールで原料糖からグラニュ糖を製造する工程
を、目で見て手を動かすことで理解することができ、砂糖の製造工程が高度
な技術の結晶であると感銘を受けた。

▶

研修を通して多くのことを学ぶだけではなく、三井製糖の仕事や上司、先輩
社員のことをよく知り、好きになった。何より同期同士の結束ができたことが
大きな成果だった。

▶
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9３期教育体系図

第 三 者 意 見

　三井製糖CSR報告書2016は、昨年の報告書2015
の全体フレーム、レイアウトを殆ど踏襲した形で編集さ
れています。いわゆる時系列上の「比較可能性」が担保
されているため、継続してこれらを読んでいる読者は、
昨年から何が変わったのか、どんな前進があったのか
を読み比べることが容易で、その意味では、プログレス
レポート（進捗報告書）の体裁を取っていると言えます。
　この形態は読みやすい半面、ともすれば、新鮮味に
欠ける、何が目玉か分からないといった、マイナス面
のリスクもあります。そうしたリスクを回避するには、
例えば「特集記事」などを活用して、その年のハイライト
情報を強調するといった工夫をされることを今後視野に
入れてはいかがでしょうか。痛ましいニュースではあり
ますが、神戸工場での労働災害事故を契機に、今一度
全社を挙げて体制を強化すること等は、特集記事にさ
れてもいいような、インパクトの大きなトピックスだと考
えます。
　今年はトップが代わられたこともあり、トップメッセー
ジに特に注目して読ませて頂きました。最初の段落で、

「社会的課題」に着目されたことが書かれています。こ
れは、昨年発効された国連のSDGsとも関連するキー
ワードで、持続可能な社会を築くためにも、社会的課

題の発見とその解決に力を注ぐ企業であって頂きたいと
願います。
　次の段落では、第6次中期経営計画で、2022年を
到達点として、あるべき姿を定め、それを実現するため
にゴールから遡及して経営計画を策定したとあります。
これはいうまでもなく、バックキャスティングの手法に
他なりません。この手法は、長いタイムスパンで物事を
考えるのに特に有効であり、中期計画をこれで作成さ
れたのは素晴らしい取り組みと存じます。さらに長期目
標の策定を2030年位をターゲットイヤーにして、挑戦
されることを期待します。
　個々の取り組みに目を向けるなら、継続性ある取り
組みの成果がよく出てきていると感じました。具体的に
は、徳之島での生物多様性保全活動、食育事業、エコ
バランスの算定、バリューチェーン全体におけるCO₂
排出量の算定、eco検定®への受験の推進等です。
　昨年も記しましたが、役職員の64%もの方々が、こ
の検定試験に合格されている実績は、他にあまり類を
見ない、特筆すべき成果かと思われます。
　これらはぜひ今後も積極的に取り組まれ、息の長い
活動にしていって頂きたいと願います。
　最後に、持続可能性は時にESG（環境、社会、ガバ
ナンス）と表現されることがあります。この会社の情報
開示をその尺度で今一度俯瞰すると、環境面の開示が
最も充実しています。私が気になるのは、環境におけ
る定量化された目標と指標が、その他の2領域では、
まだ必ずしも整備されていない点にあります。全体の
バランスを取る意味でも、ぜひ社会性指標と将来目標
を整えられ、今後定量的にKPI管理され、PDCAのルー
プをESG全体で回していかれることを望みます。

する一企業として、社会的課題の解決は極め
て重要な使命と認識しております。誰もが食べ
る楽しみを失わない社会の実現をめざし、三
井製糖グループのノウハウを結集して取り組ん
でいる例を本報告書でもご紹介いたしました。
これからも、グループ各社の連携を一層強め
ながら、皆さまのくらしや社会に貢献できる
企業であり続けてまいります。

　多田先生には、本年も本報告書へのご意見
を賜り、厚く御礼申し上げます。今回は報告の
継続性を考慮し、活動内容を経年比較できる
よう編成いたしましたが、多田先生のご指摘を
受け、今後はトピックス記事を活用して誌面
の充実を図るほか、社会貢献やガバナンス面
での目標整備を課題とし、議論を重ねてまいり
たいと存じます。
　また、ステークホルダーと関わりながら存続

三井製糖株式会社　
執行役員　
砂糖営業本部長
CSR委員長　

田中 睦生

研修受講者の声（新入社員研修）

２００２年、環境NGO：ジャパン・フォー・
サステナビリティを立ち上げ、現在理事
長を務める。法政大学客員教授、東北大
学大学院教授、神戸大学非常勤講師等
を歴任。著書に「よくわかる環境会計」が
ある。環境省中央環境審議会総合政策
部会環境情報専門委員会委員を務める。

多田 博之 氏

第三者意見を受けて

新入社員
フォローアップ

1級研修

新入社員

人材育成制度
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この報告書の印刷で使用する
電力379kWhはサトウキビ
のバガスによるバイオマス
発電のグリーン電力を利用
しています。

発行元

本報告書に関するお問い合わせ先

〒103-8423　東京都中央区日本橋箱崎町36番2号
TEL：03-3639-9327

三井製糖株式会社　経営企画部経営企画課

■ 本報告書の情報はホームページでもご覧いただけます。

URL／http://www.mitsui-sugar.co.jp/ 
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