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本社所在地	 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号
代表者	 代表取締役社長　飯田雅明
設立日	 1947年（昭和22年）9月4日
資本金	 70億8,300万円
発行済株式総数	 141,667,400株
上場証券取引所	 東京、大阪証券取引所各第１部
主要な事業内容	 精製糖・砂糖関連商品、機能性甘味料、
	 色素・香味料などの食品素材の
	 製造、販売
年間売上高	 （連結）80,049百万円（2012年3月期）
	 （単体）74,835百万円（2012年3月期）

従業員数	 384名（2012年3月31日現在）

事業所	 	本社、東北営業所、千葉工場、神戸工場、

岡山工場、福岡工場、九州営業部、

 長田工場、商品開発部、関西営業部、 

 名古屋営業所、岡山営業所

グループ会社	 スプーンシュガー株式会社
	 株式会社タイショーテクノス
	 山王運輸株式会社
	 生和糖業株式会社
	 北海道糖業株式会社
	 台神商運株式会社
	 株式会社平野屋
	 南西糖業株式会社
	 宮古製糖株式会社
	 クムパワピーシュガー株式会社
	 カセットポンシュガー株式会社
	 サンエイ糖化株式会社
	 甲南ユーテイリテイ株式会社
	 箱崎ユーティリティ株式会社
	 新中糖産業株式会社
	 株式会社りゅうとう

会社概要

事業概要

お料理や食品加工に欠かせない
お砂糖。「スプーン印」の商品は
発売から50年の長きにわたり、
家庭用から業務用商品まで精製
糖のトップブランドとして幅広く
ご愛顧をいただいてまいりました。

「食の可能性」をキーワードに食
品素材事業では、糖質の新機能開
発をはじめ、機能性甘味料、サト
ウキビに含まれる有用物質、食品
を彩る天然色素、さまざまな食感
を表現するゲル化剤などの用途開
発と販売に取り組んでいます。

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。その一環として不動
産業を中心とした事業の多角化に
取り組んでいます。具体的には社
有地の有効活用として土地・建物
の賃貸事業を展開しています。

売上高・経常利益推移（連結）
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トップブランドへの信頼に応える

砂糖事業
新たな素材の可能性を広げる

食品素材事業
地域社会への貢献をめざす

不動産事業
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　三井製糖は、2009年8月に全社で ISO14001：
2004の認証を取得。2012年3月には最初の再認証
審査を受審し、認証継続の許可を受けることができま
した。
　2009年4月より3年間運用してきた「三井製糖
中期環境マスタープラン」は、2012年3月をもって終
了し、本報告書に結果をまとめています（P.19参照）。
また2012年4月からは次期「中期環境マスタープラン」
をスタートし、前期以上に全社員一丸となって環境負
荷低減に努めています（P.20参照）。
　本報告書は、2011年7月末に発行した業界初の社
外向け環境報告書について、ステークホルダーの皆さま
からいただいたご意見を参考に、砂糖の基礎知識や当
社の環境活動、社会貢献活動について、よりわかりやす
く報告することを心掛けました。

　さらには2011年版以上に社会性報告を充実させて
おり、「三井製糖　環境・社会報告書2012」と名称を
変更しました。
　三井製糖は、今後も環境負荷低減への取り組みは
もちろん、社会貢献活動にも一層注力をして、社会の
一員として責任を果たしていきます。

対象期間
2011	年度（2011	年4	月～ 2012	年3	月）
対象組織
当社全組織を対象としています。また、一部、グループ
会社の取り組みも紹介しています。

編集方針

会社概要／編集方針／目次	………………1

トップメッセージ	………………………………3

コーポレート・ガバナンス	…………………5

食品安全・品質への取り組み	……………6

特集：自然の恵みに育まれた
“おいしさ”を届けるために	………………7
●	サトウキビから	“原料糖”	をつくる
●	“原料糖”	を精製し	“お砂糖”	をつくる
●	安全・安心な食材として皆さまのもとへ
●	「食の可能性」を広げる食品素材

環境マネジメント	…………………………… 17
●	環境方針とマネジメントシステム
●	エコバランス
●	環境目標と実績

環境活動報告	 ………………………………21
●	各拠点の取り組み
●	環境意識の向上のために
●	環境負荷低減のための取り組み

社会性報告	……………………………………25
●	三井製糖のCSR
●	お砂糖を通じた教育活動
●	東日本大震災被災地への復興支援
●	従業員とともに
●	地域・社会の皆さまとともに

第三者意見／第三者意見を受けて	…30

目次
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トップメッセージ

代表取締役社長  飯田雅明

役職員一人ひとりが、
CSRを無意識のうちに実践できる

“理想の姿”をめざして、
一歩ずつ企業文化を築いていきます。
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　中期経営計画の中で、各部門における実行計画の目
標の一つとして、環境をテーマとした計画を盛り込み、
より強い意思を持って取り組むこととしています。例
えば、開発生産部門では、精製糖工場の省エネルギー化
を目的とした技術革新・設備導入というテーマを課し
て、中長期的な検討を図っています。また新規事業を
見据えた研究開発 INCUBATION（孵化・育成）をテー
マとして掲げ、その中でも、バイオマスエネルギーなど
サトウキビの環境分野での利用に関する研究開発にも
注力していきます。
　その他、物流面では配送車の積載率の効率化や、全
社的な会議資料のペーパーレス化といった環境配慮へ

環境とコストダウンの両立

第4次中期経営計画
“Mitsui Sugar Revolution 2013”

　当社のISO14001認証取得から3年が経過しましたが、
その間、CO2 や廃棄物の排出量削減や環境配慮型包装
資材の追求、ステークホルダーとのコミュニケーションな
ど、さまざまな環境対応に取り組んできました。今年度
からは新たな3カ年の「中期環境マスタープラン」をスター
トさせ、環境への取り組みをより一層強く推進してまい
ります。
　そのためには、環境への取り組みを ISO14001 の枠
組みの中だけに留めるのではなく、同時にスタートして
いる中期経営計画にもリンクさせることが重要と考えて
います。
　当社グループは、今般、第４次中期経営計画“Mitsui 
Sugar Revolution 2013”「未来への変革・挑戦・創造」
を策定し、その取り組みをスタートさせました。
　この中期経営計画においては、10年後の三井製糖の
あるべき姿を描き、そこへ到達するために事業領域の拡
大を図ってまいります。原料・生産拠点・販売体制・組
織・人材活用等のすべてにおいて次世代型砂糖事業を
追求し、そして10年後以降も永続性を持つ会社にとって、
環境対応が重要な要素となることは間違いありません。

Leadership
＝個の能力を活かすチームを牽引する

自己変革力の育成と
CSR経営の実践

　第4次中期経営計画の中では、「全役職員が自己を変
革する意識を持ってチャレンジし、独自の企業文化を
創造する。」をキーワードに、人材育成にも積極的に取
り組んでいきます。会社にとって、人材は重要な財産で
あり、資源です。中期経営計画に掲げた三井製糖のあ
るべき姿に向け、次の言葉をキーワードに、ビジョンを
達成させる人を育てる土壌“SOIL”を養っていきます。

Spi r i t
＝理念、ビジョン浸透の徹底化

O rganizat ion
＝整合性のある人的配置、処遇、評価

Individual’s specialt y & ski l l
＝個の能力、専門性、スキルを伸ばす仕組み

　この SOIL を育むことで、真の Corporate Brand と
Personal Brand が確立されると考えます。その育成
テーマには、ただ単に個の成長をめざすのではなく、
企業市民としての CSR の理念も浸透させ、ボランティ
ア活動の支援など、CSR 経営の実践にもつなげてい
きたいと思っています。
　役職員一人ひとりが、まずは CSR を意識して業務
に取り組み、そして意識が浸透していき、無意識の中
でも CSR が実践されていくかたちが、無理なく、ま
た持続的に取り組むことができる“理想の姿”と考
えています。

の取り組みが、結果として、電気やガソリンなどの燃料費
削減やコピー用紙購入量の削減など、コスト削減にもつな
がっていきます。従業員には、環境活動とコストダウンが
深く結びついていることをしっかりと意識して、日々業務
に取り組んでほしいと思っています。
　環境とコストダウンの両立を、次世代型砂糖事業モデ
ルの必須要件の一つととらえています。
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2012年3月現在

コーポレート・ガバナンス

　当社役職員は、法令、定款の遵守はもとより、企業理
念と行動基準を実践し社会の一員として節度、良識を
もって行動しています。具体的には、内部統制委員会
の下部組織として本部長、部門長数名からなるコンプ
ライアンス部会を組織し、社内及び関係会社における
コンプライアンス研修をはじめとして当社グループ全体
の遵法意識を高めるべく各種取り組みを行っています。
　また社内における企業倫理違反を未然に防ぐために、
「企業倫理ヘルプライン（相談窓口）」を設置し、通報
や相談を受け付けています。

コンプライアンス

　当社は、取締役の職務執行の適正性を確保し、社会
的責任及び企業倫理を果たすために、三井製糖コーポ
レート・ガバナンス及び内部統制原則を定め、コーポレー
ト・ガバナンス機能の一層の充実と内部統制体制の確
立を図っています。
　コーポレート・ガバナンスについては、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化を図
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。

コーポレート・ガバナンス及び
内部統制システム

　当社は、ステークホルダーに対して公正で透明な経営
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・ガバナンスの基本的考え方 　内部統制については、内部統制委員会による一元管
理体制の下、業務の有効性、効率性、社会的適正性、財
務報告の信頼性の確保、資産の保全のための体制を構
築し、事業、資産のリスク管理に努めています。
　更に監査役は取締役会等の重要会議への出席や代表
取締役との定期的な会合などを実施し、経営全般に対
して監査を行っており、また内部監査室を設置し内部
統制システムの評価及び業務に関する監査を行ってい
ます。

当社のコーポレート・ガバナンス及び内部統制に関する体制について

株主総会

監査役会

内部統制委員会
コンプライアンス部会

執行役員会

CSR 委員会
人事政策委員会

重要案件審議委員会

業務執行 申請報告

連携

連携

監査 助言

報告 選任

取締役会

選任報告

報告

指示

答申

諮問

報告

指示

監視報告

指示

報告

経営会議

監視報告

各部門・子会社等

内部監査室

選任

監査

会計監査人 顧問弁護士

代表取締役社長

監査
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食品安全・品質への取り組み

　お客さまとのコミュニケーションの接点として、お客様サービ
ス課が窓口となり、いただいたお申し出に迅速かつ正確にお答え
するように心がけています。
　また、お客さまから日々いただく貴重なご意見・お問い合わせ
は社内のデータベースに登録し、関連部門で情報共有すると
ともに、商品開発や改良に反映させる仕組みを構築しています。
　2009年8月には、お客さまからの「もっと使いやすい物が
ほしい」との声から生まれた製品『ホワイトファインシュガー』
を発売いたしました。

「お客さまの声」から改善活動

品質保証体制

基本理念
三井製糖は、お客様に信頼される「安全」で「高品質」な製品の提供に努めます。

行動指針
1.安全・品質を最優先として、衛生管理・品質管理を徹底します。
2.現在の食品安全マネジメントシステム・品質マネジメントシステムを維持・発展させて、
　より安全で高品質な製品を提供致します。
3.お客様の声に耳を傾け、その声を製品の改善・開発に反映させ、信頼される製品づくりに努めます。
4.法令及び社内で取り決めた自主基準を順守します。

食品安全・品質方針

　開発生産本部長をトップとする「食品安全・品質推
進会議」が、品質保証にかかわる課題を抽出し、
ISO9001に基づいた品質マネジメントシステムを統括
しています（食品添加物を製造している長田工場のみ

食添GMPを認証）。また、さらなる食品安全の強化の
ため国際的な食品安全マネジメントシステムである
FSSC22000の認証取得に取り組んでおり、2012年
度中の認証取得をめざしています。

a
COLUMN

体制図

開発生産本部長（トップマネジメント）

管理責任者

食品安全・品質
推進会議

（各工場長、部長）

内部監査委員

事務局

長田工場福岡工場岡山工場神戸工場千葉工場本社
生産統括部
品質保証部
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自然の恵みに育まれた

自然の恵みに育まれた
サトウキビやてん菜からつくられる砂糖は、
天然の安全な食品です。
「スプーン印」ブランドを誇る
砂糖の国内トップメーカーである三井製糖では、
砂糖をさらに安心してお使いいただくために、
厳格な衛生管理のもと、
常に品質の維持向上を図り、
より良い商品づくりに取り組んでいます。

今回は自然の恵みに育まれた“おいしさ”を消費者の
皆さまのもとにお届けするまでの流れに沿って、
私たち三井製糖グループの取り組みを紹介していきます。

“おいしさ”を届ける  ために
天然の安全な食品素材で皆さまのくらしに貢献する三井製糖

P.09 製糖工場

P.09、10 サトウキビ栽培・収穫 農家

取引先グループ会社

お砂糖づくりにかかわる、さまざまな人々

サトウキビは、国内では沖縄県、鹿児島県の
南西諸島で、海外ではブラジル、オーストラ
リア、タイなどで栽培されています。お砂糖
づくりの第一歩としては、サトウキビを搾っ
て不純物を除去し、結晶化して“原料糖”
をつくります。

お砂糖が皆さまのもとへ届くまで

1 サトウキビから
“原料糖”をつくる

もくじ

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。

三井製糖  ● 企業理念
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“おいしさ”を届ける  ために
お砂糖が皆さまのもとへ届くまで

2“原料糖”を精製し
“お砂糖”をつくる

P.13、14 物流

P.13 包装

取引先グループ会社

お砂糖づくりにかかわる、さまざまな人々

三井製糖

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へ届くほか、食品メー
カーが製造するお菓子などの食品や、レスト
ランの料理など、さまざまなかたちで皆さま
にご利用いただいています。

お砂糖が皆さまのもとへ届くまで

3 安全・安心な食材として
皆さまのもとへ

三井製糖では、お砂糖以外にもさまざま
な天然原料から食品素材をつくっていま
す。その製造過程では副産物まで有効利
用し、天然の恵みを活かした「食の可能性」
を広げる製品づくりに取り組んでいます。

お砂糖以外にもある三井製糖の商品

4「食の可能性」を広げる食品素材

P.15

P.11、12 精製糖工場

お砂糖づくりにかかわる、さまざまな人々

“原料糖”は不純物をまだ含んでおり、精製
されて、皆さまのよく知っているお砂糖（上
白糖やグラニュ糖）や、飲料などに使われ
る液糖になります。

三井製糖
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特集  ●  自然の恵みに育まれた “おいしさ”を届けるために

　他の作物と比べ、台風や干ばつなどの厳しい気象条
件でも安定生産が可能なサトウキビは、沖縄や鹿児島
の離島では主要作物であり、収穫量によって地元経済
に大きな影響を与えることもあります。
　三井製糖のグループ会社である宮古製糖（株）がある
宮古島でもサトウキビは島の主幹産業であり、３つの
栽培方法があります。

　近年は収穫面積の確保のため、「株出」が推進されて
おり、「株出」栽培面積が増加しています。また、宮古
島ではサトウキビの収穫量を確保するために、健全な

「苗」を植え付けることを推進しており、行政や製糖工
場が農家に指導を行っています。
　宮古島での収穫方法は人手による手刈りが60％、ハー
ベスター（機械刈り）が40％であります。宮古島でも
サトウキビ農家では高齢化が進み、ハーベスターによる
収穫割合が年々増えていますが、ハーベスターは雨天で
は土壌を傷めるため
稼働できず、収穫量
を確保することがで
きないことが課題と
なっています。

サトウキビの栽培・収穫

　刈り取られたサトウキビは製糖工場へ運ばれ、カッ
ターとシュレッダーで裁断・粉砕後、圧搾機で搾られ
ます。圧搾機から出てきたジュースは不純物を取り除
いて濃縮し、濃縮液（シラップ）ができあがります。シ
ラップをさらに濃縮すると結晶が発生し、原料糖の大
きさまで結晶が育っていきます。
　最後に、結晶と蜜の混合液を遠心分離機で分離して、
結晶は製品サイロに
蓄えます。蜜はもう
一度結晶缶にて煮詰
めて、結晶をつくり
ます。製品サイロに
蓄えられた結晶は、
原料糖として精製糖
工場へ船で輸送され
ます。

製糖工場での原料糖づくり

サトウキビ栽培方法

夏植え

8 ～ 10月に植えて、1年半後の冬に収穫します。宮古島では
現在70％近くがこの栽培方法で、糖度が高く、丈夫なサトウ
キビになります。10 アールあたりの収穫量は7トン以上にも
なります。

春植え

2 ～ 3月に植えて、その年の冬に収穫をする栽培方法で、サト
ウキビの糖度は「夏植え」ほど上がらないものの、収穫までの
期間を短くすることができます。10アールあたりの収穫量は4.5
トン程度になります。

株出
1～ 3月に株をそのまま植えて、その年の冬に収穫します。収
穫面積を確保することができて、10 アールあたりの収穫量は
4.9トン程度になります。

a
COLUMN

サトウキビから“原料糖”をつくる
サトウキビは、国内では沖縄県、鹿児島県の南西諸島で、
海外ではブラジル、オーストラリア、タイなどで栽培されています。
お砂糖づくりの第一歩としては、サトウキビを搾って不純物を除去し、
結晶化して“原料糖”をつくります。

PART 1
お砂糖が

皆さまのもとへ
届くまで

大型ハーベスターでの収穫風景

余すところなく
活用できるサトウキビ

脱葉機にてきれいになったサトウキビ

製糖工場
化石燃料をほとんど使わない

濃縮・結晶化し
原料糖へ

サトウキビを搾り、
糖液とバガスに分ける

糖液

CO2の排出量が非常に少ない
工場のエネルギー

地域への
電力提供

蒸気・発電の
燃料として
使用圧搾

バガス

肥料・飼料

　製糖工程の最初に出る搾りかす（バガス）は大部分がボ
イラーの燃料として燃やされ、工場内の熱源および発電機
に使う蒸気をつくるため、燃料費がかかりません。また、バ
ガスの余剰分は農家に提供しており、肥料・飼料として役
立てられています。
　最後に分離された糖蜜も、アルコールおよび飼料の原料と
して活用できるため、商品として出荷されます。

取引先

グループ会社

農家
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31
サトウキビ
栽培・収穫

32
製糖工場

4
流通・加工

5
ご家庭に精製糖

工場

サトウキビから“原料糖”をつくる
サトウキビは、国内では沖縄県、鹿児島県の南西諸島で、
海外ではブラジル、オーストラリア、タイなどで栽培されています。
お砂糖づくりの第一歩としては、サトウキビを搾って不純物を除去し、
結晶化して“原料糖”をつくります。

「サトウキビ農家」から
消費者の皆さまに愛をこめて
三井製糖と関係が深い沖縄県宮古島市の農家で、
2010 年度農林水産祭にて「内閣総理大臣賞」を受賞した
川満長英さんにサトウキビ生産者の
“想い”を語っていただきました。

病害虫に強いサトウキビは
安全性の高い食べ物

　サトウキビは他の農作物、果樹よりも農薬の使用量は
少ないです。宮古島では夏に苗を植えて一冬を越えて、
その次の冬に収穫する「夏植え」が多く、5月に農薬を散
布すれば、収穫まで農薬を散布することはありません。
そのため、収穫時には農薬はほぼゼロになっていると思
います。それはサトウキビが他の農作物、果樹よりも病害
虫に強いためで、とても安全性の高い食べ物と言えます。

高齢化社会の中で
地域産業を支えるサトウキビ

　農業従事者の「高齢化」が国内農業で大きな問題となっ
ていますが、宮古島も例外ではなくオジー、オバーのサト
ウキビ農家が多いです。しかし、宮古島ではオジー、オバー
が農作業をするだけでなく、子供やかわいい孫たちも休
みの日に手伝ってくれるので、家族のコミュニケーション
がとれて、家族の輪がしっかりしています。
　宮古島ではサトウキビは約400年前から栽培されてお
り、サトウキビは生活の中に根ざし、それ無しでは生活で
きないほど重要なものなのです。宮古島の製糖工場もサ
トウキビ無しでは成り立たないです。つまり、サトウキビ
は宮古島の人々を支える存在でもあると思います。

サトウキビ一筋、そして
支えてくれた「かあちゃん」に感謝

　以前、ある農家から「施設栽培※1 をやらないか」とい
う誘いがありましたが、今までサトウキビで生計を立てて
おり、やはり、サトウキビに恩返しをしたい気持ちが強く、
断りました。

　サトウキビ一筋に頑張ってきた結果、2009年に沖縄
県のサトウキビ競 作 会では「農 林 水 産 大 臣 賞」を、
2010年の農林水産祭では「内閣総理大臣賞」を受賞す
ることができました。
　これは宮古島内外の生産農家、沖縄県などの関係機関
の協力・指導のおかげですが、私は何よりもサトウキビ栽
培の心の支えとなってきた「かあちゃん」に感謝してい
ます。

より質の高い「サトウキビ」の生産と、
次代の担い手育成をめざして

　今後は、私たちに続く宮古島のサトウキビ栽培の担い
手の育成に重点的に取り組んでいきたいと思います。ま
た、緑肥※2（下大豆）を利用した土づくりを積極的に行い、
肥料の量を通常の半分に減らす「環境に配慮した農業」
に力を入れ、栽培面積を増やし、単収や品質を上げてい
きたいと思います。
　子どもたちのための農業体験や、沖縄県や宮古島市の
依頼を受けて設置するモデル実証展示圃場での技術普及
も進めていきたいと思います。一般消費者にもサトウキ
ビを知ってほしいので、意見交換も積極的に受けていき
たいと考えています。

国産（沖縄、鹿児島産）原料の
「お砂糖」を食べてほしい

　最後になりますが、このように、サトウキビは安全性の
高い食べ物であり、その栽培は宮古島をはじめとする地
域を支える重要な産業でもあります。ぜひ多くの消費者
の皆さまに国産（沖縄、鹿児島産） のサトウキビを使った

「お砂糖」を食べていただきたいと思います。

※1施設栽培…果樹などのハウス栽培
※2緑肥（りょくひ）…栽培した植物の葉や茎を収穫せずそのまま田畑にすきこみ、腐食させて後から栽培する作物の肥料にすること
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特集  ●  自然の恵みに育まれた “おいしさ”を届けるために

“原料糖”を精製し“お砂糖”をつくる
“原料糖”は不純物をまだ含んでおり、精製されて、
皆さまのよく知っているお砂糖（上白糖やグラニュ糖）や、
飲料などに使われる液糖になります。

PART 1
お砂糖が

皆さまのもとへ
届くまで

原料糖から
糖液へ
三井製糖

製糖工場から送られてきた原料糖は計量
してから原糖倉庫へ搬入され、その後、再
計量して精製工程へと送られます。

原糖倉庫での管理

表面がきれいになった原料糖を
温水に溶かして糖液をつくります。

糖液を骨炭塔（こったんとう）で
ろ過します。骨炭は多孔質で糖
液の中の不純物を吸着します。
その後、さらにイオン交換樹脂塔、
セラミックフィルターを通してろ
過を繰り返し、UV殺菌装置を通
して無色透明のきれいな糖液に
します。

骨炭は吸着率が落ちてくると再生炉で再焼することによって
再利用できます。また再生炉では、炉内の燃焼温度、酸素濃度、
ばい煙管理を徹底して、省エネルギー運転と大気汚染抑制に
努めています。再生利用できなくなった骨炭については、主
に肥料の原料としてリサイクルされています。

原料糖と蜜を練り合わせ原料糖
の表面についている不純物や色
素を取り除き、洗糖分離機で再
び結晶と蜜に振り分けます。

原料糖表面の不純物の除去

糖液に石灰乳を加えた後、炭酸飽
充塔で炭酸ガスを吹き込み反応さ
せて、炭酸カルシウムをつくります。
これに不純物が吸着して沈殿する
ことで糖液から不純物が取り除か
れます。

糖液から不純物を取り除く

ろ過を繰り返し澄んだ糖液をつくる

洗糖分離機では、不純物
や色素を落とすために水
を掛けますが、水の量を
細かく管理して水分量
を少なくし、工程を安定
化させることで省エネル
ギーに努めています。

省エネルギーのための
取り組み

ここがECO

この工程で沈殿させて取り除かれた不純
物は、ケーキと呼ばれて、セメント原料と
してリサイクルされています。

副産物の有効活用ここがECO

資源のリサイクルここがECO

製品によって
工程が
分かれます

11
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“原料糖”は不純物をまだ含んでおり、精製されて、
皆さまのよく知っているお砂糖（上白糖やグラニュ糖）や、
飲料などに使われる液糖になります。

31
サトウキビ
栽培・収穫

32
製糖工場 精製糖

工場

4
流通・加工

5
ご家庭に

ろ過を終えた糖液を濃縮した後、
真空結晶缶で水分を蒸発させて
更に濃縮します。その後、シード（結
晶の核となる細かい状態の砂糖） を
加えて砂糖の結晶を大きくします。

糖液を濃縮して結晶をつくる
精製糖へ

液糖の多くは業務用です。溶かす
必要がないので、主に飲料メーカー
に送られ、清涼飲料などの製品に使
われています。溶解型液糖、脱塩
型液糖とも溶解する手間が省ける
代わりに微生物汚染を受けやすく、
輸送コストが増す欠点があります
が、三井製糖では液糖の製造・出
荷ラインにＵＶ殺菌装置を設置す
るなど、微生物管理を徹底し、品質
管理に努めています。

液糖

お砂糖の種類は分蜜（ぶんみつ）糖
と含蜜（がんみつ）糖に分類されま
す。分蜜糖は上白糖、グラニュ糖、
白ザラ糖、中ザラ糖、三温糖などで、
製造工程で結晶と蜜を分離する純
度の高いお砂糖です。
含蜜糖は黒砂糖などで、製造工程で
結晶と蜜を分離しないので、原料由
来のミネラル分も除去されることな
く含まれています。

精製糖

結晶缶は工場の中で1番エネルギー
を使う装置で、砂糖の種類によって
蒸気の使用量が異なります。蒸気ト
ラップからの蒸気洩れの改善、配管
や装置の保温の徹底によって省エネ
ルギーに努めています。

省エネルギーのための取り組み
ここがECO

結晶を取り出し乾燥させてお砂糖に

副産物の有効活用ここがECO

結晶缶でできたマスキット（結晶と糖液
の混合物）を製品分離機で結晶と糖液に
分けます。結晶は乾燥・冷却した後、固
化しないようエアレーション管理のもとで
貯蔵され、製品として出荷されていきます。
なお、残った糖液は再び結晶工程に戻し、
繰り返し結晶づくりに活用されます。

できあがったグラニュ糖を溶解し、
フィルターとＵＶ殺菌装置を通して、
溶解型液糖ができあがります。

溶解型液糖の製造
液糖にする場合、さらに加工します

無色透明な糖液を、イオン交換樹脂
に通して脱色・脱塩（イオンレベルで
の不純物の除去）します。その後、濃
縮缶、フィルター、UV殺菌装置を通し
て、脱塩型液糖ができあがります。

脱塩型液糖の製造

三井製糖

液糖へ
三井製糖

ろ過を終えた糖液を濃縮した後、
真空結晶缶で水分を蒸発させて
更に濃縮します。その後、シード（結
晶の核となる細かい状態の砂糖） を

糖液を濃縮して結晶をつくる

結晶缶は工場の中で1番エネルギー
を使う装置で、砂糖の種類によって
蒸気の使用量が異なります。蒸気ト
ラップからの蒸気洩れの改善、配管
や装置の保温の徹底によって省エネ
ルギーに努めています。

省エネルギーのための取り組み
ここがECO

結晶を取り出し乾燥させてお砂糖に
結晶缶でできたマスキット（結晶と糖液
の混合物）を製品分離機で結晶と糖液に
分けます。結晶は乾燥・冷却した後、固
化しないようエアレーション管理のもとで
貯蔵され、製品として出荷されていきます。
なお、残った糖液は再び結晶工程に戻し、
繰り返し結晶づくりに活用されます。

液糖の多くは業務用です。溶かす
必要がないので、主に飲料メーカー
に送られ、清涼飲料などの製品に使

できあがったグラニュ糖を溶解し、
フィルターとＵＶ殺菌装置を通して、
溶解型液糖ができあがります。

液糖にする場合、さらに加工します

溶解型液糖ができあがります。

無色透明な糖液を、イオン交換樹脂
に通して脱色・脱塩（イオンレベルで
の不純物の除去）します。その後、濃
縮缶、フィルター、UV殺菌装置を通し

溶解型液糖ができあがります。

最終的に残った糖液は糖蜜になり、飼料の原料として使われ
ます。また、製品分離機の工程では「洗糖分離機」と同様に、
水分量を細かく管理することで省エネルギーに努めています。
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特集  ●  自然の恵みに育まれた “おいしさ”を届けるために

安全・安心な食材として皆さまのもとへ
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へ届くほか、
食品メーカーが製造するお菓子などの食品やレストランの料理など、
さまざまなかたちで皆さまにご利用いただいています。

関係者の 声

　製品はお客さまの用途に応じて、さまざまな包装形態
で包装されます。大量に使用する大口ユーザー様向けに
は、衛生的で搬出入管理が容易なフレキシブルコンテナ
バッグ、及びバルク車
に積んで出荷してい
ます。また液糖につい
ては、厳重な衛生管理
の下、出荷時にフィル
ターとUV殺菌装置
を通して出荷してお
り、タンクローリー車
で輸送しています。

　現在、三井製糖の精製糖工場では工場ごとに規格の
異なる包装資材を使用していますが、業務用に製造し
ている30kgクラフト紙袋において、全工場で規格統一
を検討しています。これにより当社グループの包装資
材会社であるスプーンシュガー（株）においては、工場
別の包装資材の在庫を持つ必要がなくなるほか、製造
ラインの無駄を省き、時間やコスト、廃棄物を削減する
ことにもつながります。
　また家庭用製品においても、焼却時のCO2排出量が
少ない環境配慮型の新素材「ナノハイブリッドカプセル
２」を添加した“ECOパッケージ”を導入し、現在三
温糖のパッケージに使用しています。

包装工程での取り組み

包装資材省資源化への取り組み

　45年前から三井製糖の砂糖輸送を手掛けている台
神商運（株）では、2004年にグリーン経営認証と安全
性優良事業所認証を取得。グリーン経営推進マニュア
ルに基づいた『環境負荷低減』『事故防止』『経費削減』
などに取り組み、事業活動と環境保全への配慮の両立
をめざした活動を行っています。
　また、ドライバーに対しては独自に作成した『エコ・
ドライブ推進15カ条』を基本とした教育や、エコ・ド
ライブ講習会等の社外教育への参加を推奨するなどの
取り組みも行っています。

物流工程での取り組み
（関係会社の環境配慮）

液糖を運ぶタンクローリー車

2010年3月から採用しているECOパッケージ

フレキシブルコンテナバッグ

　当社は『人と地球に優しい企業を目指す』『高品質の輸送
サービスを目指し、社会に貢献する』の二つを経営理念とし、
環境の維持向上に万全の配慮と不断の努力を行うことと、
常にお客様への品質の高いサービスを提供し、お客様ニーズ
に迅速に対応することをモットーに取り組んでいます。

台神商運株式会社 社長
苗村 祐作

環境への配慮と
品質の高いサービスの
両立を目指して

PART 1
お砂糖が

皆さまのもとへ
届くまで

三井製糖

取引先

グループ会社

三井製糖

13



  Mitsui  Sugar  Sustainabi l i ty Report

安全・安心な食材として皆さまのもとへ
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へ届くほか、
食品メーカーが製造するお菓子などの食品やレストランの料理など、
さまざまなかたちで皆さまにご利用いただいています。

お 砂 糖 な ん で も 相 談 室
B R E A K  T I M E

4
流通・加工

5
ご家庭に

　こうしてつくられたスプーン印のお砂糖は、スーパー
マーケットなどの小売店の食品売り場に並び、消費者の皆
さまのお手元に届きます。
　ご家庭では、主にコーヒーに入れたり、煮物やお菓子を
つくったりする際にご利用いただきますが、食品メーカー
がつくるジュースやアイス、中食といわれる惣菜や、レストラ
ンの料理などにも、お砂糖は使われています。また、ケー

キやお饅頭といった甘いものはもちろんのこと、パンの発
酵を促進したり、こんがりとした焼き色をつけたり、ジャム
などでの保存料としての効果のためにも、お砂糖は幅広く
利用されています。
　私たち三井製糖は、こうした食生活に欠かせないお砂糖
を、消費者の皆さま一人ひとりが安心してご利用いただけ
るように、安全・安心なお砂糖づくりに努めています。

自然の恵み「お砂糖」が皆さまのもとへ

 

1
サトウキビ
栽培・収穫

32
製糖工場

3
精製糖
工場

主要商品のご紹介 おいしさのそばにはいつも、信頼のブランド「スプーン印」

お砂糖の賞味期限はどのくらいですか？
お砂糖は長期保存が可能なため、賞味期限を設定しなく
ても良い食品と定められています。中身が水分を吸って
溶け出していたり、まだらに変色したりしていなければ、
10年以上前のものでもお召し上がりいただけます。

A
Q お砂糖がカチコチに固まってしまったのですが…

お砂糖は乾燥すると硬くなってしまうことがあります。
固まってしまったお砂糖は、新しい食パン１枚と一緒に缶や
タッパーなどの密閉容器で一昼夜保管すると、水分がお砂糖
に移ってやわらかい状態に戻りますので、お試しください。

A

お砂糖は漂白して白くしているのですか？
お砂糖が白いのは漂白しているからではありません。お
砂糖の結晶はもともと氷と同じように無色透明ですが、
砕いた氷や雪と同じように結晶の粒が小さくなると光の
乱反射によってキラキラ光って白く見えます。結晶の大
きい氷砂糖よりもグラニュ糖や上白糖の方が白く見える
のもそのためです。

A
お砂糖は食べると太りますよね？
お砂糖はお米やパンと同じ炭水化物ですので、１ｇ当た
りのエネルギーは同じ４キロカロリーです。肥満は消費エ
ネルギーに対し過剰なエネルギーを摂取することから起こ
りますので、もちろん大量に摂取すれば太る原因にもなり
得ますが、「お砂糖＝太る」というのは誤りです。

A

Q

Q Q

一般的に白砂糖といわ
れています。何にでも
合う万能タイプで、家庭
で最も使われているお
砂糖は上白糖です。

上白糖

クセのない淡白な甘さ
で、コーヒーや紅茶に最
適です。料理、お菓子に
も広く使われています。
海外では最も一般的な
お砂糖です。

グラニュ糖

特有の風味を持ってい
ます。煮物や佃煮のほ
か、フルーツケーキなど
にも使われます。

三温糖

沖縄産原料100％のブ
ラウンシュガーに珊瑚カ
ルシウムを配合。やわら
かい風味とまろやかな
コクで用途を選ばずに
ご利用いただけます。

沖縄の恵み糖

スティックタイプのグラ
ニュ糖。2ｇから8ｇまで
あるので、お好みの甘さで
お使いいただけます。計
量済みなのでお料理やお
菓子づくりにも便利です。

ティータイムメイト

日本で初めて開発され
た、コーヒー専用の砂糖
です。ゆっくりと琥珀
色に結晶させました。
コーヒーの風味とコク
を深めます。

ロザッティ

14
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特集  ●  自然の恵みに育まれた “おいしさ”を届けるために

「食の可能性」を広げる食品素材
三井製糖では、お砂糖以外にもさまざまな天然原料から食品素材をつくっています。
その製造過程では副産物まで有効利用し、
天然の恵みを活かした「食の可能性」を広げる製品づくりに取り組んでいます。

PART 2
お砂糖以外にも
ある三井製糖
の商品

天然素材からつくられる食品素材

原料糖

砂糖製造時の未利用資源を
有効活用

機能性素材

サトウキビエキス

糖蜜原料

砂糖原料

社会環境に対応した
甘味料

メタボ対応素材

パラチノースⓇ 機能性甘味料

スローカロリープロジェクト ガム・キャンディなどの
吸湿性を抑え、個包装をなくす

ECO対応素材

パラチニットⓇ 機能性甘味料

酵素反応

水素添加

副産物

抽出

サトウキビ

クチナシ赤色素、
クチナシ青色素

ゲニポサイド原料
クロシン原料

原料のクチナシ果実から副産物も利用することで
色の３原色のクチナシ着色料を製造

天然有効利用素材

クチナシ黄色素

副産物

酵素反応

クチナシ果実

原料

海藻

カカオ豆の食用部分以外を
有効利用

天然有効利用素材

カカオ色素

カカオ豆殻原料

チョコレート

ココア

カカオマス

副産物

抽出

カカオ豆

天然素材の有効活用

メタボ対応素材

寒天、カラギーナン

パラチノースⓇと組み合わせて
スローカロリー関連製品発売

抽出

分画

テングサ
オゴノリ

E. コトニ
E. スピノサム

　三井製糖の食品素材事業は、お客さまに安全・安心
をお届けするために天然素材にこだわり続けており、
砂糖の主原料であるサトウキビをはじめ、海藻、クチナ
シ果実、カカオ豆などの植物性の天然素材を使用して
います。この他、柚子から抽出した柚子オイルの天然
香料、豆から抽出したローカストビーンガム、グアガム

などの増粘多糖類、着色料では紅花色素、ビートレッド
色素などの食品素材も取り扱っています。
　また、さまざまな食品素材の製造工程で発生する副
産物まで有効利用することで、天然の恵みを余すとこ
ろなく活用して「食の可能性」を広げた製品をつくっ
ています。

天然の恵みをお客さまに

15
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三井製糖では、お砂糖以外にもさまざまな天然原料から食品素材をつくっています。
その製造過程では副産物まで有効利用し、
天然の恵みを活かした「食の可能性」を広げる製品づくりに取り組んでいます。

プロジェクトの目的
　甘い砂糖は脳のエネルギー源であり生活に活力を与え
てくれます。しかし、「砂糖は太る」というようなネガティ
ブなイメージを持ち、糖質の摂取を控える人もいます。
三井製糖では糖質のカロリー「量」ではなく、｢質」に
着目しスローカロリープロジェクトを立ち上げました。
　“スローカロリー”とは食べ物（特に糖類）の消化吸
収が緩やかなことを意味します。摂取カロリーが同じで
も消化吸収が緩やかであれば体への負担が減り、糖尿
病や生活習慣病、肥満へのリスクも軽減します。スロー
カロリープロジェクトではゆっくりとエネルギーを摂取
することで、元気で太りにくく、より健康的な体を創る
ことを目標としています。

プロジェクトの背景
　日本人のカロリー摂取量は1970年代より年々減少
しています。しかしメタボリックシンドロームやその予
備軍、生活習慣病の罹患者は増加しています。
　現代では素早く手軽に摂取できる吸収の速い食品を
摂ることが多くなりました。またローカロリーやノンカ
ロリーなどカロリーの量に注目が集まっています。一
方で人間にとってカロリーは必要なものです。そこで、
カロリーの量ではなく消化速度に着目。ゆっくり、しっ
かりとカロリーを摂取し、食を楽しみながら健康的生
活を送る新しい食スタイルのご提案をしていきたいと考
えています。

スローカロリープロジェクト

日本人のカロリー摂取量推移

2,200

2,100

2,000

1,900

1,800

1,700

（Kcal /日）

出典　厚生労働省「国民健康栄養調査」

（年）1975

2,188

1980

2,084

1985

2,088

1990

2,026

1995

2,042

2000

1,948

2005

1,904

2006

1,891

2007

1,898

2008

1,867

従業員の 声

カロリーの質と摂り方の新たな考え方

を提唱するスローカロリープロジェク

ト。賛同いただく企業様も着実に増えてきています。

当プロジェクトがあらためてカロリーと健康的な生活

について考えるきっかけになればと考えています。

東部営業本部　
食品素材営業部　営業課　
北川 春香

各学会での展示
　日本静脈経腸栄養学会など
の学会に出展し、パラチノース
の魅力と当プロジェクトの認
知度を高める啓蒙活動を行っ
ています。最近ではエネルギー
補給型食品（流動食）への採
用も増えています。

お客さまとの取り組み
　（株）ブルボン、（株）フジッコ、
武庫川女子大学付属高等学
校スーパーサイエンスクラス
の学生３名と三井製糖が協
同で「うおぬま会議2011」
にてスローカロリーをテーマ
とした報告を行いました。
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プロジェクト取り組み事例

スローカロリーシュガー
　お砂糖とパラチノースを１：１
で配合し、両者の良いところを融
合した次世代の甘味料。ゆっくり
と吸収される身体に優しい糖質
で、上白糖と同じようにさまざま
な料理に使用することができます。
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環境マネジメント

環境方針とマネジメントシステム
三井製糖では環境方針を定め、ISO14001推進体制を組織化しています。
この環境方針に基づいて各拠点で環境活動計画（アクションプラン）を策定し、
CO2の排出削減や廃棄物の削減など、全社で環境負荷低減に取り組んでいます。

基本理念
　三井製糖は、豊かな環境のもとで届けられる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
1.  当社は、そのすべ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負荷の低減を図ります。

2.  地球温暖化ガスの削減と廃棄物のゼロエミッションを推進します。
3. 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。
4. 原料の調達から消費・廃棄までのすべての段階で、環境に配慮した商品開発を進めます。
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、環境問題への取り組みを促し、支援活動を図ります。
7. 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。 

（2008年10月1日制定）

代表取締役社長

環境管理責任者

環境会議 経営企画部（ISO14001事務局）

拠点環境
責任者

拠点環境
責任者

拠点環境
責任者

拠点環境
責任者

拠点環境
責任者

拠点環境
責任者

拠点環境
責任者

拠点環境
責任者

拠点 1

本社
東北営業所

拠点 2

千葉工場

拠点 3

神戸工場

拠点 4

岡山工場

拠点 5

福岡工場
九州営業部

拠点 6

長田工場

拠点 7

商品開発課

拠点 8
関西営業部
名古屋営業所
岡山営業所

環境方針

各拠点環境推進委員（ワーキングメンバー）

ISO14001推進組織図（2012年3月31日現在）
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エコバランス（2011年度）

エネルギーなどの投入量と、廃棄物・CO2などの排出量を定量的に把握することで、
事業活動が環境に与える影響を認識し、環境経営に役立てています。
三井製糖のすべての活動を通じて環境負荷低減に取り組んでいます。

OUTPUT

 162 144 t-CO2大気排出

 40 33 t廃棄物

 87 83 t-CO2大気排出

 9 8 t廃棄物

 72 74 t-CO2大気排出

 572 501 t-CO2大気排出

 9,262 9,625 t-CO2大気排出

 1,831 1,931 千m3
 21 23 t
 131,255 138,383 t-CO2

大気排出
 81 102 kg
 78 103 kg

廃棄物

排水

CO2

NOx

SOx

排水量

COD

 14,401 15,636 t
廃棄物量

 13,602 15,211 t
リサイクル量

 94.5 97.3 %
リサイクル率

三井製糖のエコバランス（2011年度）

2010年度 2011年度

INPUT

 223 216 千kWh電力

 61 59 千枚コピー
用紙

 31 32 ｋＬガソリン

 1,297 1,038 千kWh電力

 3,440 3,630 ｋＬ軽油

 60,213 61,000 千kWh買電

 10,979 10,498 千kWh発電

 20,833 21,983 千m3都市ガス

 12,213 12,304 ｋＬ重油

 256 270 千ｔ蒸気

 1,309 1,416 ｋＬ灯油

 2,569 2,760 千m3用水

 2,566 2,262 t
包装資材  34 23 t

 228 235 千個

 373 335 千kWh電力

 2,946 2,310 千枚コピー
用紙

精糖

営業車

食品素材（岡山）

食品素材（長田）

2010年度 2011年度

オフィス活動
本社
関西営業部
各営業所

生産

営業活動

所有ビル

物流

商品開発

（特定荷主）
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環境マネジメント

環境目標と実績
三井製糖では、2009年度より3年間の「三井製糖 中期環境マスタープラン」を策定し、
CO2の排出削減や廃棄物の削減に取り組んできました。
2012年度からは新たな中期環境マスタープランに沿って活動に取り組んでいきます。

分類 重点項目 2011年度目標 2011年度実績 判定 2009 ～ 2011年度活動総括

環境教育
従業員の

環境意識向上

eco 検定受験推進
e- ラーニング実施

内部監査員研修実施

eco 検定受験推進
e- ラーニング実施

内部監査員研修実施
○

● eco 検定受験を推進、合格者数175名。
●環境 e-ラーニング受講率97.0％。
●内部監査員資格保有者数全社102名。

地球温暖化
防止
（CO2
排出削減）

精製糖工場
（t-CO2/t- 原料糖）

0.254 0.298 × 原料糖の品質により、ろ過など精製工程への負荷が増
えた。

長田工場
色素及びHG※1：
t-CO2/t-製品、
管理部門：t-CO2

色素　21.6
HG　0.35

管理部門　88

色素　14.4
HG　0.408

管理部門　62.2
△

HG の未達成原因は HG 製造量の減少、エネルギー使
用量の多い SA※2 を増産したことが影響と考えられる。
※1 HG（ハイドロゲル）：デザートや食品に使われるゲル化剤
※2 SA（スピードアガー）：常温で早く固まるゲル化剤

物流部門
（kL/千 t- 輸送量）

7.25 7.0 ○ 輸送ロットの大型化、モーダルシフトの推進に取り組ん
で目標達成した。

オフィス部門
（t-CO2）

オフィス全体　271 オフィス全体　226.9 ○ 不使用時の消灯やノー残業デー実施等により目標達
成した。

廃棄物
削減

生産拠点の
廃棄物削減、

リサイクル率向上

廃棄物削減
前年度比100％以下
リサイクル率95％以上

廃棄物量15,636t
（前年比108.6％）
リサイクル率97.2％

△ 廃棄物量増加の原因は、清浄工程で使用する副資材
から発生した廃ケーキが大きく増加したため。

オフィスの
廃棄物削減

廃棄物量44t 廃棄物量41t ○ 分別の徹底により目標達成した。

紙の使用量削減 全社298万枚/年 全社231万枚 ○ 両面での使用、印刷を抑制する従業員の意識により大
幅に削減した。

技術開発

サトウキビ
抽出物の
有効活用

技術開発実施 技術開発実施 ○ 糖蜜色素成分、糖蜜抽出物の有効活用について、大学
等と共同研究を実施した。

自然エネルギー
への転換

技術開発実施 技術開発実施 ○
原料糖蜜の有効活用とその排水からの創エネ、精糖排
水からの省エネ化技術開発について、大学等と共同研
究を実施した。

グリーン
購入

グリーン購入の
推進

グリーン購入率測定 グリーン購入率測定 ○ 拠点ごとに購入物に特徴があり、比率にバラつきがあ
る。拠点ごとに比率を上げていく活動を進めていく。

コミュニ
ケーション

カーボンフット
プリントへの

取り組み

商品種別算定基準
（PCR）認定

商品種別算定基準
（PCR）認定 ○ 2011年9月に精製糖の商品種別算定基準（PCR）が

認定され、公表されている。

環境報告書の
作成・公表

環境報告書発行 環境報告書発行 ○ 2011年度版環境報告書を発行、購読者様向けのアン
ケートを実施。

ステーク
ホルダーとの

かかわり

対話、情報提供を
実施 対話、情報提供を実施 ○

生物多様性保全活動の取り組みとして、徳之島の
NPO 法人、行政関係者と対話会を実施し、徳之島で
必要な環境保全活動について情報収集を行った。

2009～2011年度 中期環境マスタープラン実績
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分類 重点項目 主な環境活動 2014年度目標達成レベル

環境教育 環境教育の推進
● e- ラーニング受講推進
● ISO14001内部監査員研修の実施
● eco 検定受験推進

eco 検定合格者
全社員の60％以上

地球温暖化
防止

生産拠点の CO2排出削減
●精製糖工場でのエネルギー原単位削減
●工場間での環境取り組みの情報共有化と水平展開
●長田工場でのエネルギー使用量削減　　

2011年度比3％削減
精製糖工場：原単位

長田工場：総量

物流部門の CO2排出削減

●エネルギー原単位の削減
●モーダルシフトの推進
●輸送の効率化
●輸送拠点の変更

2011年度比3％削減
（原単位）

オフィス部門の CO2排出削減
●空調・照明・OA 機器の電力使用量削減
●クールビズ、ウオームビズの実施
●ノー残業デー実施

2011年度比3％削減
（総量）

廃棄物
削減

生産拠点の廃棄物排出削減
●廃棄物の削減
●分別によるリサイクルの促進

前年度比100％以下
再資源化率95％以上

オフィス部門の廃棄物排出削減
●廃棄物の削減
●分別によるリサイクルの促進 2011年度比10％削減（総量）

紙の使用量削減
●両面コピーの推進
●複合機 IC カードシステム導入
●印刷枚数の実績管理

紙の購入量
2011年度比10％削減

技術開発

原料の有効活用
●糖蜜色素成分の有効利用
●糖蜜抽出物の利用法の検討
●糖蜜抽出物の製造技術の開発

計画策定・開発実施

自然エネルギーへの転換
●原料糖蜜の有効利用と排水からの創エネ
●精製糖排水の省エネ化技術開発 計画策定・開発実施

グリーン
購入

グリーン購入の推進 ●各拠点グリーン購入の推進 購入費用ベース
各拠点2013年度以上

コミュニ
ケーション

環境コミュニケーションの推進

●公表情報の収集
●「環境・社会報告書」の作成と HP 上での公表 環境 ･ 社会報告書発行

●関係会社への環境活動の意識浸透の推進
●関係会社への環境教育支援 対話実施教育実施

包装資材 環境配慮型包装資材の追求
●大袋30kg 精製糖工場包装資材規格統一
●その他環境配慮型包装資材の検討

包装資材規格統一
（大袋30kg）

生物
多様性

生物多様性保全活動の確立 ●生物多様性保全活動の決定 行政・NPO と連携確立

2012～2014年度 中期環境マスタープラン

NPO 法人、行政と徳之島対話会の様子 徳之島の動物（リュウキュウアカショウビン）

ステークホルダーとのかかわり
　サトウキビの産地である徳之島にとって、砂糖産業と島の自然
との共生が重要なテーマです。
　私たちは、島の環境保全に取り組んでいるNPO法人、行政と
の対話会やエコツアーに参加し、生物多様性保全活動に向けた検
討を進めています。

a
COLUMN

は2012年度からの新規重点項目
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各拠点の取り組み
三井製糖では、ISO14001内部監査で出た指摘事項及びそれに対する改善内容を
水平展開することで、全社的な環境負荷の低減と環境意識の向上をめざしています。
ここでは、各拠点における内部監査の主な指摘事項と、その改善のための取り組みについてご紹介します。

　長田工場は工業専用地域ではなく居住地域近くに位置す
るため、内部監査では、特に近隣住民に配慮した環境汚染を
未然に防止する体制の整備に関する指摘を多く受けました。
　指摘に対する取り組みとしては、劇物漏洩など緊急事態
発生時の対応一覧表を作成し、想定される緊急事態ごとに
連絡先などの詳細をまとめました。また、緊急事態対応訓
練も年1回以上必ず実施し、万一の事態に迅速に対応でき
るようにしています。
　その他、異臭
対策として排水
処理設備の清掃
強化、臭いの強
い廃水の導線を
密閉型ラインに
変えるなどの取
り組みを進めて
います。

長田工場

流出する苛性ソーダの運河への流出を防ぐ訓練

　内部監査で以下の指摘を受け、改善を行いました。

福岡工場

全従業員の省エネ意識の向上のため、著しい環境側面について教
育を実施しました。

それに対する処置内容

指摘内容 環境教育が徹底不足である。 生産品目の偏りや原料糖品質の影響で､操業日数が増えて1日あ
たりの原料糖処理量が減少、結果として非効率な操業となり､原
料糖1tあたりのCO2発生量は2007年度比で11.2%増加してい
ました。従来のCO2削減の取り組みに加え、ろ過機の追加導入や
需要動向を踏まえた平準化生産などに取り組んでいきます｡

それに対する処置内容

指摘内容 CO2削減目標の未達成原因が特定されていない。

商品開発部
　商品開発部は、毒劇物、危険物を多く取り扱っていること
から、内部監査では主に廃液の管理について指摘を受けま
した。
　これまで廃液入れは主に試薬ビンを再利用していました
が、試薬ビンの表示と中身が合っていないとの指摘を受け、
中身の名称を記載したラベルを貼付しました。また、廃液入
れは床の上に直置きしていましたが、転倒、ひび割れによる
漏れなどで、廃液が外部環境に流れ出るリスクの指摘を受け、
廃液入れの下にトレーを設
置しました。倉庫に保管し
ている廃液入れについては、
トレーを設置したうえで、
排水口の周囲がコンクリー
トで盛土されている保管場
所に移し外部環境への流出
リスクを低減しています。

万一の漏れに備えて廃液保管方法を改善
しました

　内部監査では廃棄物置き場の分別と緊急事態を想定した
訓練について指摘を受けました。廃棄物置き場には立て看
板で分別表示を行っていましたが、廃棄物と再資源化物の
分別が明確になるように廃棄物と再資源化物の色を変えて
表示を新しくしました。緊急事態を想定した訓練は、工場
従業員全体の避難訓練以外に、各課が管理する薬品タンク
の漏洩や動力・
排水などのユー
ティリティ設備
のトラブルを想定
して、各課の担当
者が対応手順の
確認や保護具の
点検などの訓練
を行いました。

岡山工場

訓練を通じて、作業の安全確保と緊急時の環境影響への意
識が高まりました

　本社総務課では、電力使用量、ゴミ排出量、ガソリン使用量、
コピー用紙使用量の削減やグリーン購入の推奨、それらの実
績の把握と分析を行っています。内部監査での指摘を受け、
毎月集計している｢CO2排出量｣をオフィス1m2あたりで集
計するよう管理方法を変更し
たことで活動実績がよりわか
りやすく改善されました。活
動当初は、環境推進委員だけ
で昼休みの消灯などに取り組
んでいましたが、現在では、従
業員全体でクールビズやウォー
ムビズによる節電、ecoキャッ
プ活動などに取り組んでもら
い、着実にCO2の排出量を減
らしています。

本社総務課

ウォームビズによる節電
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　内部監査で以下の指摘を受け、改善を行いました。

神戸工場

指摘内容
真空ポンプの管理シートに記載されている冷却水の
管理値が基準値に対して逸脱していた。

冷却水の流量調整は手動バルブで行っていたので、流量調整
を行った後の数値を管理シートに記載するように周知しました。

それに対する処置内容

指摘内容 分析用薬品廃液の容器に内容物の記載がない。

廃液の容器すべてに薬品名を記載したラベルを貼り付け内容
物が識別できるようにしました。

それに対する処置内容

指摘内容 一般廃棄物置き場に指定以外の廃棄物が置かれていた。

適正な廃棄場所が
全従業員に周知で
きていないため環
境教育訓練を実
施、また廃棄物の
指定場所をマップ
にしたものを各部
署へ配布しました。

それに対する処置内容

管理ミス防止のための廃棄物置き場マップ

　内部監査で以下の指摘を受け、改善を行いました。

千葉工場

指摘内容 産業廃棄物混載コンテナに入れる廃棄物の見直し。

混載コンテナの運用を厳格に行うために廃棄物の分別を細かく
指定していましたが、作業性を考慮し混載コンテナに廃棄でき
る廃棄物の見直しを行いました。

それに対する処置内容

指摘内容 緊急事態対応訓練が震災影響のため未実施。

2012年3月2日、薬品
貯蔵施設での塩酸流
出事故が発生したとい
う想定で、事故対応の
手順を模擬的に実施し
ました。スムーズな対
応が確認されました。

それに対する処置内容

事故対応模擬訓練中の点検・修理作業

　内部監査で以下の指摘を受け、改善を行いました。

関西営業部

指摘内容 トイレ、炊事場などの不使用時の消灯徹底がなされ
ていない。

どれがどこのスイッ
チかわかるよう、シー
ルを貼り、使用しな
い場所は消灯するよ
う、張り紙を掲示し
ました。

それに対する処置内容

スイッチに部屋名を明記して消灯を徹底

　三井製糖が所有・管理する賃貸事務所ビル「第10中
央ビル」では、政府による節電要請に対応し、ビル全体
の節電を行いました。
　2011年度に掲げられた環境目標は、「 2010年度比
２％削減（但し2011年度特別目標として昨年7-9月比
15～20％削減）」でした。この「 7-9月比15～20％
削減」なる目標に向け、共用部はより効果的な節電方法
を検討・実施しました。
　専用部においては、各テナント様に節電をお願いする
文書を送付するなどの取り組みを行った結果、各テナン
ト様のご協力を得て、2011年度7-9月度電力使用量は、
前年比35％削減を達成できました。

a
COLUMN 所有ビルでの節電の取り組み
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電力（単位：千kWh）

4－6 月度……前年比 27％削減
7－9 月度……前年比 35％削減
10－12月度…前年比 17％削減
1－3 月度……前年比 13％削減

2011年度目標（単位：千kWh）
2011年度実績（単位：千kWh）

第10中央ビル 電力使用量 2011年度目標と実績

指摘内容 コピー用紙が一般廃棄物用のゴミ箱に廃棄されて
いた。

事務所内２箇所に「不用コピー用紙入れ」を置き、ゴミ箱の側
にコピー用紙を捨てない旨の張り紙を掲示しました。

それに対する処置内容
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環境活動報告

　2011年度より社内イントラネットを使用したe-ラー
ニングシステムを導入し、従業員の環境教育のツールと
して使用しています。内容としては「学習パート」と、「確
認テストパート」に分かれ、初めての実施となった
2011年12月には、社長も含めた全従業員のうち97%
が全パートを受講しました。普段あまり ISO14001
に接する機会のない部署の従業員からは「環境活動へ
の理解が深まった」という声も多く上がり、効果として
は大きかったのではないかと感じています。今後も従
業員の声を聞き
ながら、無理な
く環境意識を高
めていけるよう
なツールとして
活用していく予
定です。

　三井製糖では、2008年より全社的に eco 検定（環
境社会検定試験®）の受験の推進を行っています。当
初は「全社員の10% の取得」を目標としていましたが、
募集のたびに受験者は増加していき、現在は全社員の
40% 以上にあたる175名が合格しています。2012
年度より新たに制定された「中期環境マスタープラン」
では、新たに「全社員の60% の取得」を目標として掲
げており、今後も“エコピープル”を増やすべく、推進
を行っていく予定です。

　ISO14001 の内 部 監 査 員を社 内で養 成すべく、
2011年11月に千葉工場と神戸工場において外部の
講師を招いての「ISO14001内部監査員研修」を実
施しました。この研修は ISO14001 の基礎を学ぶと
ころから、実際の監査のロールプレイングを行うところ
まで、非常に内容の濃いものとなっており、実際に監査
に出向く監査員の養成としてだけでなく、ISO14001
を学ぶための貴重な場として、毎回各拠点より多くの
受講希望者が集まります。

　2012年3月に社内の各拠点の環境推進委員を集めて、
環境推進委員会議を開催しました。この会議では、
ISO14001各拠点の内部監査での指摘事項、各拠点の
環境活動の内容や目標の達成状況を把握することに
よって、自拠点の環境活動に活かしていく、全社情報
共有の会議となっています。今後も年1回開催して、全
社で環境活動を推進していきます。

e-ラーニングシステムを使用した環境教育

“エコピープル”育成のために

ISO14001内部監査員研修

環境推進委員会議の開催

環境意識の向上のために
従業員一人ひとりの環境意識向上のために、
三井製糖が全社的に行っている取り組みをご紹介します。

e-ラーニングの様子

環境推進委員会議の様子

　月に一度のペースで、ISO14001事務局が「環境推
進便り」を発行し、全従業員に向けて配信しています。
内容としては全社的な ISO14001 の取り組み報告の
ほか、各拠点で行っている独自の環境の取り組みを取
り上げ、拠点間で情報共有を行う場としても活用され
ています。

環境推進便りの発行

環境推進便り

央ビル 節電への道 ＊ 

三井製糖までの道のり。その間に、そびえる第 10中央ビル。皆さん、ご存知の事

とは思いますが、こちらは当社が保有するビルです。政府の節電要請に対応した 2011年度節電

に対する取り組みについてご紹介します。 

第 10 中央ビル全体の、2011 年度節電に対する取り組みについてご紹介します。 

2011 年、掲げられた環境目標は「2010 年度比 2％削減 1（但し今年度特別目標 昨年 7－9

月比 15～20％削減）」でした。この目標に向け、効果を得られそうな節電方法について、管理会

社とシミュレーションが始まりました。 

照明の間引き、全熱交換機 2の間欠運転、エントランスホールやエレベーターホールの空調終

日停止。様々な方策を試みます。しかし、当社や管理を委託する会社が、直接節電を行えるのは

共用部のみです。共用部だけでは、手を尽くしても前年比 12％程度しか節電できません。専用

部の節電が不可避です。 
そこで、第 10中央ビルに入居する各テナントに、環境に配慮をお願いする文書を出しました。

主な内容は、上記に述べた節電の他、廃棄物の削減などです。文書を出したのちに、第 10 中央

ビルに赴きました。共用部からそっと専用部をのぞいて見ると、使用していないフロアは真っ暗

で、照明のスイッチの真上に「節電」と大きく書かれた張り紙。それと、当社でもよく目にする、

「夏季設定温度 28℃」の張り紙。テナントによっては、29℃に設定されていました。 

結果、専用部の節電に後押しされる形で、2011 年度 7-9 月電気使用量は、前年比 35％（約

1,600kwh/日）削減する事ができました。  
            （本社財務 AM 部/大久保） 

                                                  

1  2010 年度 7-9 月の第 10 中央ビルの一日の電力使用量の平均は 4,436kwh、20%削減のためには一日 

   約 890kwh を節電する必要があった。 

 
2  温度・湿度を合わせた室内のエネルギーを逃がすことなく、室内の空気を入れ替える装置。 

 
 

4-6月度・・・前年比27％削減 

7-9月度・・・前年比35％削減 

10-12 月度・・・前年比 17％削減 

ビル。
ビル。皆皆ささんん、ご存

、ご存知知の事の事
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001 再認証審査報告 ＊ 3 月 15 日（木）から 16 日（金）にかけて、ISO14001 再認証審査が行われました（これまで

この環境推進便りでは「更新審査」という名称を用いてきましたが、こちらが正式名称なのだそ

うです）。本社・商品開発部（茅ヶ崎）・長田工場・福岡工場・千葉工場・関西営業部の 6 拠点

で、4 人の審査員によって細かく審査が行われましたが、審査の結果、不適合事項も要観察事項

も出ることなく、普段の各拠点における環境活動が評価された形となりました。 

今回審査員の口から多く聞かれたワードの中に「業務の効率化」があります。ISO14001 を取

得してからの 3 年間で、文書管理や内部監査の実施、各拠点における環境活動の実施等、環境

マネジメントシステムの基礎部分はしっかりと構築してきた当社ですが、そこから一歩踏み出し

マニュアル通りの運用ではなく臨機応変に効率的な運用を･･･という審査員の言葉は新鮮であり、

今後当社が更により良い形で ISO14001 を運用していくためのキーワードになっていくかもし

れません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＊

結果発表 ＊ 
催されました、第 11 回 eco 検定の結果をお知らせします。 

者数 24 名（累計 167 名） 
 

  66.6%（受験者数 23,077 名 合格者数 13,821 名） 

 

  94 点  

  80.5 点  

合格さ
うございます！4 月から始まる新しい中期環境マスタープランで

も、引

を行っていくことになりましたので、まだチャレンジしていな

い皆様

いします。 

▲ 千葉工場、初回会議の様子。  
▲ 関西営業部、現場ツアーの様子。  左から、田中課長(関西)、松村審査員、橋本所長(SS)

3 月 15 日
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れません。

＊

合格さ

も、引

い皆様

▲ 千葉工場、初回会議

   

▲ 岡山営業所のゴミ箱。きちんと分別がなされています。

経営企画部 2012 年 3 月 26 日発行 

 

環環環   境境境   推推推   進進進   便便便   りりり   

 
 
 

＊ ISO14001 内部監査実施報告 ＊ 

2 月 9 日（木）に岡山営業所、10 日（金）に岡山工場、そして 23 日（木）に本社で、ISO14001

内部監査を実施しました。岡山工場においては、産廃の表示方法や緊急事態対応訓練についてな

ど 14 件の指摘がなされましたが、月に一度の環境推進委員会の実施や各取り組みにおける詳細

なデータの計測など、工場全体として環境に対す

る高い意識が確認できた監査となりました。岡山

営業所においても、課員による積極的な取り組み

の成果が見られ、ビル管理会社とのコミュニケー

ションの推進等、環境活動から一歩進んだ位置か

らの指摘がなされました。本社の監査においても、

今現在行われている「良い活動」の継続運用のた

めの仕組み作りや、部門間の情報共有など、今後

より良い活動を行っていくための指摘が多くな

され、全体として「×」を探すだけでなく、「○」

を「◎」にしていくための良い監査が行われた

のではないかと思います。  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

第第 6666 号号  

▲ 岡山工場にて、毒劇物の管理方法を確認する監査員。 

  左から茅切課長(岡山)、貝塚さん(神戸)、齋藤さん(長田) 
▲ 本社のトップインタビューの様子。
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　製糖工場で資源を無駄なく活用すること、CO2排出
量を削減することが環境負荷の低減につながります。
そのため、三井製糖の技術開発課では、原料の有効利 
用や省エネ・創エネ技術の研究開発に取り組んでいます。

　甲南ユーテイリテイ（株）は、三井製糖神戸工場をは
じめ、神戸東部第4工区食品コンビナートに進出してい
る各社への熱・電気エネルギーの供給と、受け入れ排水
の処理を主な業務としています。甲南ユーテイリテイ（株）
がエネルギーと排水処理分野の
処理を一括して行うことで効率
を高め、各社が個別に設備を設
置するよりもコストと環境負荷
を抑える役割を果たしています。
　2007年 に は ISO14001：
2004の認証を取得し、環境負
荷を数値化した目標の達成や緊
急事態対応の訓練に全社で取り
組んでいます。

環境負荷低減のための技術開発

グループ会社の環境への取り組み

環境負荷低減のための取り組み
三井製糖及びグループ各社では、環境負荷の低減をめざし、
資源の有効活用や、CO2排出量削減に積極的に取り組んでいます。

汚泥乾燥燃料化設備

原料糖蜜有効利用のための技術開発

関係者の 声

　地球温暖化ガスの排出に関しては、カーボンニュートラル
であるバイオマス（木屑）を燃料とするボイラーを1986
年に設置し、設備の改造と運用の改善を重ねた結果、供給熱
量の約30％がバイオマス由来となっています。2006年
には重油焚きボイラーの燃料を、より CO2排出量の少ない
都市ガスに転換しました。また、2011年から排水処理で発
生する汚泥を乾燥させて燃料化し、木屑と混燃させることで、
搬出する産業廃棄物の減量とバイオマス燃料の利用拡大を
行いました。こうした取り組みの結果、供給している蒸気の
CO2原単位を1990年度比で約30％削減しています。

甲南ユーテイリテイ株式会社　
技術部　動力 ･水質課　
グループリーダー　田中岳大

CO2原単位を
1990年度比で
約30％削減

精製糖排水処理の省・創エネ化技術開発
　精製糖工場の排水処理では曝気によって微生物の有機
物分解を助ける活性汚泥法が主に使われていますが、こ
の方法は曝気動力のエネルギーが大きく、処理工程にお
いて多量の廃棄物（汚泥）が発生します｡ そこでこれら
の課題を解決するため、エネルギー消費量と汚泥の発生
が少ない嫌気処理技術の検討を進めています｡
　嫌気処理では副生成物としてメタンを主成分とするバ
イオガスを回収することができるため、「省・創エネルギー
型」の排水処理技術として期待できます。ある排水処理
施設を対象とした試算では、従来法に比べ電力削減効果
が84.2%、汚泥発生量削減効果が67.7%、それらの削減
量から算出した CO2削減効果は83.5% と、大きな効果
が期待できることがわかりました。
　三井製糖では、これら排水処理技術の確立や導入をめ
ざし、大学との共同開発や実廃水を
用いた実証試験に取り組んでいま
す。また、上記のような技術を組み
合わせた環境負荷の少ないサトウキ
ビ総合利用システムを確立し、国内
だけでなく海外の製糖工場にも普
及させることをめざしています。 排水処理試験設備

　原料糖工場において副産物として発生する糖蜜は、アル
コールやグルタミン酸等の発酵原料、畜産飼料の添加物等
として利用されていますが、まだ充分に有効利用ができて
いるとは言えません。
　そこで三井製糖では、糖蜜に含まれる有用な成分に着目
し、それら成分（サトウキビ有価物）を効率的に回収するた
めの技術開発、および成分の機能性に関する研究開発を進
めています。サトウキビの
成分中には砂糖以外にポ
リフェノール類を含み、ま
た免疫増強効果や抗酸化
効果が確認されているた
め、私たちの豊かなくらし
に貢献する大きな可能性
を秘めています。 回収したサトウキビ有価物
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CSRへの想い

　三井製糖のスプーンのマークが生まれて50年。おか
げさまで長きにわたり、砂糖のマークとして親しんでい
ただいてきました。この皆さまに広く知られているブラ
ンドを社会との接点として CSR 活動に取り組み、スプー
ン印に「砂糖のマーク」以上の社会的価値を付加してい
きたい、その付加価値によってますます皆さまから愛さ
れるスプーン印でありたい、そして私たち一人ひとりが三
井製糖の従業員であることを心から誇りに思いたい。

三井製糖のCSR
いつまでも皆さまに愛されるスプーン印であるために、三井製糖では安全・安心・高品質な商品を
お客さまにお届けするのはもちろんのこと、社会の一員としての責任を果たしていきます。

それこそが三井製糖の CSR の根底にある“想い”です。
　三井製糖は食に携わる企業として、食がもたらす豊か
なくらしをサポートするために、食べることの素晴らしさ
や正しい食の知識の普及に努めるほか、地球環境に配慮
した生産システムの導入や、未来を担う子どもたちへの
教育支援、文化・スポーツ活動の支援などの社会貢献活
動を通じて、社会の一員として、“企業市民”として私た
ちができることをひとつひとつ進めていきます。

家を支えるのは
頑丈な基礎！

三井製糖では、私たちがめざすべき CSR の形を「家」に例えています。

三井製糖のSpoon House とは？

屋根

　企業も一つの社会的存在として社会に責任
を負っている、という考え方が“企業市民”
です。事業所がある地域に貢献する、文化・
スポーツ活動を支援するなど、本業と直接は
リンクしていない分野でも社会の一員として
参加できる活動は数多くあります。三井製糖
も“企業市民”として、ベルマーク活動をは
じめとする教育・文化・スポーツの振興や地
域とのコミュニケーションなどに取り組んで
います。

“企業市民”としての社会的責任
2階

　健康や美容、年齢を気にせず、誰もが、いつ
でも砂糖を楽しく食べることのできる世界を
私たちが創っていきたい。ワクワクするよう
な商品を開発したい。子供たちにもっと砂糖
のことを知ってもらいたい。パティシエやシェ
フを夢みる人たちの力になりたい。私たちは、
ステークホルダーの皆さまからの期待に応え
信頼いただける企業となるべく、従業員一人
ひとりが「砂糖のプロ」としての自覚を持ち、
研究開発や食育活動などに取り組んでいます。

未来のサポーターに対する責任

1階

　食品会社である三井製糖にとって、商品の
安全・安心を担保することは何よりも重要で
す。また同様に、原料の仕入れから商品の納
入 及 び アフタ ー ケア に 至 る 長 い サプライ
チェーンを安定的に確保することも重要な課
題です。安全・安心・安定を確保していくこ
とを当社の第一義的な社会的責任と位置付け、
追求していきます。

現在のサポーターに対する責任

基礎

　三井製糖のすべての活動を支える基礎は従業員のマインドで
す。砂糖のプロとしてやりたいこと、三井製糖だからこそでき
ること、そんな三井製糖らしさをもっと追求したいという思い
は、三井製糖としての“誇り”であり、“三井製糖 ism”です。
これは三井製糖のCSRにとっても基礎であり、一人ひとりが
誇りを持って働ける“土壌”づくりにも取り組んでいきます。

三井製糖 ism　ー三井製糖従業員としての誇りー

　企業も一つの社会的存在として社会に責任
を負っている、という考え方が“企業市民”
です。事業所がある地域に貢献する、文化・
スポーツ活動を支援するなど、本業と直接は
リンクしていない分野でも社会の一員として
参加できる活動は数多くあります。三井製糖
も“企業市民”として、ベルマーク活動をは
じめとする教育・文化・スポーツの振興や地
域とのコミュニケーションなどに取り組んで

“企業市民”としての社会的責任

　健康や美容、年齢を気にせず、誰もが、いつ
でも砂糖を楽しく食べることのできる世界を
私たちが創っていきたい。ワクワクするよう
な商品を開発したい。子供たちにもっと砂糖
のことを知ってもらいたい。パティシエやシェ
フを夢みる人たちの力になりたい。私たちは、
ステークホルダーの皆さまからの期待に応え

未来のサポーターに対する責任

　三井製糖のすべての活動を支える基礎は従業員のマインドで
す。砂糖のプロとしてやりたいこと、三井製糖だからこそでき
ること、そんな三井製糖らしさをもっと追求したいという思い
は、三井製糖としての“誇り”であり、“三井製糖 ism”です。
これは三井製糖のCSRにとっても基礎であり、一人ひとりが
誇りを持って働ける“土壌”づくりにも取り組んでいきます。

三井製糖 ism　ー三井製糖従業員としての誇りー

　食品会社である三井製糖にとって、商品の
安全・安心を担保することは何よりも重要で
す。また同様に、原料の仕入れから商品の納
入 及 び アフタ ー ケア に 至 る 長 い サプライ
チェーンを安定的に確保することも重要な課
題です。安全・安心・安定を確保していくこ
とを当社の第一義的な社会的責任と位置付け、
追求していきます。

現在のサポーターに対する責任
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● 今回の実験で、糖が人間にとってどれぐらい重要なものなの
かということがよく分かり、また食生活以外にもさまざまな物
に使われていてびっくりしました。忙しい中、このような実験を
体験させていただいてありがとうございます。すごく楽しかっ
たです。

● 普段なかなか触れることがない実験器具を使うことが出来た
り、いろいろな糖の味の違いなどを知ることができて、とても楽
しかったです。今日はありがとうございました。

● 生徒にこのような場を設けていただきありがとうございまし
た。生徒も非常に良い表情をしており、成長がうかがえました。

　経済産業省では、子どもの理科離れによる日本の技
術力低下を問題視しており、企業の学校への理科支援
授業を推進しています。三井製糖ではこのような状況
に対処するために、次世代を担う子どもたちに「お砂糖」
を通じた教育支援に取り組んでいます。

　2012年3月には、
神奈川県茅ヶ崎市
にある私立のアレセ
イア湘南高等学校
で『三井製糖実験
教室 -SPOON LAB- 
未来をつくる、砂糖

の研究に挑戦！』を実施しました。
　この理科実験教室では「糖」をキーワードに、新し
いことを知り、人や地球に貢献するものを生み出すこと
の魅力を伝えるために、さまざまな理科実験を体験し
てもらいました。また、糖を使ったさまざまな実験に
よって、「糖＝甘い、お菓子」というイメージだけでなく、
糖は生きるためのエネルギー源であり、バイオ資源であ
り、消臭効果など有用な機能を持った存在であるとい
うことの理解を深めてもらいました。
　糖と体の関係を研究し、「おいしい幸せ」をつくる開

発や地球に貢献する技術など、まだまだ「糖」で達成で
きる夢はたくさんあります。三井製糖では、「未来をつ
くる」という実験を体験してもらうことで、今後も、子
どもたちに研究開発の面白さと砂糖の魅力を伝えてい
きます。

お砂糖を通じた教育活動
サトウキビやその他の天然素材を有効活用するための研究・開発を行っている三井製糖では、
多くの人に砂糖や科学への正しい知識を身につけてもらうための取り組みを積極的に行っています。

今後もこのような実験教室を開きたいと思いますので、どうぞ
よろしくお願いします。

理科実験教室の開催

参加者の 声

先生の 声

砂糖に関する授業の様子

サトウキビ抽出物による消臭効果を確認する参加者

サトウキビ抽出物の効果実験 樹脂分離の様子

三井製糖 ism　ー三井製糖従業員としての誇りー
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　三 井 製 糖は、2010年 度より、11月を「Ac t i on i n 
November」と題した、社会貢献活動推進月間として、
各拠点において企業市民としての活動に取り組んでい
ます。
　2011年11月1日の創立記念日には、本社の従業員
を主体に岩手県大槌町にて復興支援活動を行いました。
現地での活動内容は漁業復興支援活動で、津波で流さ
れた定置網漁の再開のために同町の漁業協同組合の方々
が新たな定置網を作成している作業をお手伝いしました。
　瓦礫の山はだいぶ整理されてきたとはいうものの、漁
協の方々と共同作業する中で震災当時の状況や復興へ
の想いなどを伺い、復興への道のりの険しさも体感しま
した。これを機にあらためて三井製糖として今後、どの
ように支援に参画し、社会に役立っていけるかを検討し、
社内でのボランティア意識の啓発とともに、継続的かつ
地道な活動に取り組んでいきたいと考えています。
　また、このボランティアプログラムは企画立案から自
分たちで行い、さら
に各部門から参加
者が集まって共同作
業を行ったことで、
私たち自身の結束力
が強まる機会にもな
りました。

東日本大震災被災地への復興支援
三井製糖は、社会貢献活動を推進しています。
2011年度は、東日本大震災関連の復興支援活動をはじめ、
さまざまなイベント・キャンペーンなどを実施しました。

東日本大震災被災地でのボランティア 「Sweet Smile 東北」キャンペーン

　「東日本大震災の被災地で復興に向けて努力してい
る方々の力になりたい」という想いから、三井製糖では、
2011年10月に「Sweet Smile 東北」キャンペーンを
実施しました。
　このキャンペーンでは、おいしいものを通じて東北地
方に、そして日本中に“Sweet Smile”を届けることを
目的とし、震災での被害が大きかった太平洋側4県（青
森、岩手、宮城、福島）で見つけたおいしいもの5社の
プレゼントキャンペーンを行いました。
　このキャンペーンには
総計4万件以上のご応募
をいただき、消費者とと
もに東北の応援をさせて
いただきました。

　「Action in November」の一環として東北営業所では、
2011年10月15日に行われた東松島市チャリティイベント
に出店し、無料でわた
あめを配りました。
　当日は1,000組の
家族が参加する盛況
となり、多くの子ども
たちが明るい笑顔を
見せてくれました。

東松島市チャリティイベント参加

イベントでわたあめのブースを出店

岩手県大槌町でのボランティア活動（土嚢作り）

　「Sweet Smile 東北」キャンペーンを通じ、全国の皆
様より被災地支援を頂きまして誠にありがとうございまし
た。応募された方々お一人お一人の温かいメッセージは励
みになっております。当選された方々へは、お菓子を通じて

「がんばる」姿をご賞味頂ければ
という思いでございました。
　福島の復興は特殊な事情だけ
に時間もかかると思いますが、
今後も、皆様に夢と感動をプレ
ゼントできる美味しいお菓子作
りに努めてまいります。

参加者の 声
福島県　福々和本舗様（E賞 洋風菓子詰め合わせ）
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　東日本大震災は、防災用品の充実を図るため、水や
非常食、寝袋などを発注した矢先の出来事でした。防
災用品が納入されたのは地震の約１ヶ月後となり、災
害は時を選ばず起きるものであるということをあらた
めて思い知らされる経験となりました。
　その教訓を踏ま
えて、2011年度に
は緊急連絡一斉配
信網の整備、衛星
携帯電話・防災備
蓄倉庫・緊急地震
速報機の設置、大

規模地震対応マニュアルの配布、防災・消防訓練など
を行い、大地震に対する備えを着実に実施しています。

防災への取り組み

　従業員が活き活きと働くには心と体の健康が両立さ
れていることが必要です。しかし心の問題はなかなか
気付かないもの。メンタル不全の早期発見や予防には、
自分自身のセルフケアとともに、職場でのラインケアが
大切と考えています。
　2011年度も事業拠点ごとにメンタルヘルス講習会
を実施。また、2009年から契約している何でも相談の
セーフティネットサービスの活用、産業医や看護師から
のフォローも含め環境を整えてきました。今後は、外
部専門家との連携も考えており、従業員が安心して働
き、かつ十分に能力を発揮できる環境づくりをさらに進
めていきます。

　事業拠点ごとにノー残業デーを設けていますが、
2011年度は特に７月から９月にかけて節電対策とし
て約20日間のノー残業デーを実施しました。また、日
本経団連のワーク・ライフ・バランス施策に合わせた全
社一斉のノー残業デーを11月の第３水曜日に実施しま
した。

　人材育成の取り組みの一環として、毎年、入社1年を
経過した社員を対象に、社会人、そして三井製糖の社
員として活動した1年間を振り返り、次のステップへと
つなげるためのフォローアップ研修を行っています。
　また会議や討議を活性化し、議論の内容を整理し、
課題解決や目標設定に向けた合意形成や相互理解を効
果的に導き出すためのスキルを身につける、ファシリ
テーション・ワークショップも開催しました。
　その他、新入社員、中堅、管理職、それぞれの階層に
対する研修や、工場や生産部門での技術交流会や“塾”
と称した各部門、年齢層が集まった勉強会の開催など、
さまざまな形式での人材育成に取り組んでいます。

従業員とともに
三井製糖は、「一人ひとりが自己を変革する意識を持ってチャレンジし、独自の企業文化を創造する。」
をキーワードに、ビジョンを達成させる人を育てる土壌“SOIL”づくりに取り組んでいきます。

メンタルヘルスへの取り組み

ノー残業デーの実施

人材育成

本社地下倉庫の防災備蓄倉庫緊急地震速報機岡山工場での労働安全衛生大会

ファシリテーション・ワークショップ勉強会の様子
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地域・社会の皆さまとともに
「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
企業理念のもと、地域社会とのコミュニケーションを深めていきます。

　2011年11月23日に開催されたラジオ大阪主催
「OBCラジオ祭り」に参加し、お子さま限定でりんご飴
を無料配布しました。配布会場は「甘い」「おいしい」
と笑顔で喜ぶ子どもたちや、160℃に加熱したグラニュ
糖に漬けて作るりんご飴の固まる様子を興味深くじっ
と見つめている子どもなど多くの参加者で賑わい、用
意した約700個を短時間で配布し終えました。　
　砂糖の販売コーナーでは、「1/2 シリーズ」「カロリー
ゼロ」「沖縄の恵み糖」などを１個100円で販売し、売
上金約60万円を
東日本大震災の
被災地復興支援
に役立ててもら
うため、大阪市役
所・日本赤十字
社を通して寄付
しました。

 　三井製糖では、地域
の方々とのかかわりを大
切にするために、各製造
拠点で工場見学を定期
的に受け入れています。
　福岡工場では、「品質・
生産性と環境負荷低減
の両立」をテーマに掲げて取り組んでおり、海外から毎
年クリーナープロダクション技術（企業の生産性の向上、
環境汚染負荷の低減及び省資源・省エネのメリット享
受を両立できる有効な生産技術システム）の研修を目
的とした技術研修員を受け入れ、環境への取り組みや
工場見学などの研修を行っています。
　また、地域とのかかわりを深めるため専門学生の受
け入れを実施し、砂糖の食の安全性への正しい知識普
及と、環境への配慮についてもアピールしています。

OBCラジオ祭り

福岡工場での工場見学

　長田工場がある兵庫県では、阪神・淡路大震災や神
戸連続児童殺傷事件を機に、社会生活のルールや自己
責任の自覚など「心の教育」の充実を図ることを目的
として、県内の中学２年生を対象とした地域での職場
体験学習「トライやる・ウイーク」を推進しています。
　長田工場でも2011年11月7日に２名の中学生を受
け入れました。長田工場で生産している寒天・ゲル化
剤や天然色素の製造、包装、出荷、品質管理業務など
を実際に体験してもらい、その過程で多くの従業員が
地域で子供を育むことの喜びを体験することができま
した。
　2010年から継続的な取り組みとして毎年実施して
いる長田工場のトライやる・ウイークが、未来の社会
人の小さな糧となることを願っています。

トライやる・ウイーク
（中学生の職場体験学習）

製造指図書のチェック作業をする中学生

真剣なまなざしで包装作業の説明を受ける中学生

海外からの技術研修員の工場見学

OBCラジオ祭り　三井製糖ブース
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　昨年に引き続き第三者意見を述べさせていただき
ます。三井製糖「環境報告書」は、今年度から「環境・
社会報告書」と名前を変えました。着実に報告書を
充実されている点に敬意を表します。
　まず、昨年の第三者意見において指摘させていた
だいた事項について、十分に対応いただいておりま
す。昨年の意見では、砂糖のできるまでの過程にお
いて三井製糖が担っている部分がわかりにくいこと、
環境マネジメントシステムの運用に関して継続的な
改善の状況をもう少し具体的に示す必要があること、
データによって定量的な経年変化を追えるようにす
る必要があることという3点を指摘いたしました。
　今年の報告書では、P.7-8 の「もくじ」において三
井製糖の守備範囲が明確に示されています。各記述
でも、関連会社の取り組みか三井製糖の取り組みか
が区別され、わかりやすい報告書になりました。また、
環境目標と実績（P.19）において、定量的な記述を
含めて目標と実績が具体的に記述され、各拠点の取
り組み（P.21-22）で内部監査での指摘事項が具体
的に記述されました。さらに、エコバランス（P.18）
の記述に前年との対比が加えられました。このよう
に第三者意見に真摯に対応いただき感謝いたします。

　2012年度からは、新しい中期環境マスタープラン
に従って、さらに取り組みを進められるということで
す（P.20）。このマスタープランには「eco 検定合
格者全社員の60％以上」といったユニークでわかり
やすい内容が盛り込まれています。昨年の報告書で
も社員の1 ／ 3 が eco 検定に合格していることが記
述されていましたが、さらに意欲的な目標設定がな
されました。また、新たに、「環境配慮包装資材の追
求」、「生物多様性保全活動の確立」という取り組み項
目を追加するなど、取り組みの幅も広がっています。
　今後、社会性報告の部分についても、内容をさら
に充実させていくことが期待されます。社会性報告
については、毎年、経年変化を追って報告すべき内
容と、トピックス的に報告すべき内容に区別して報
告するとわかりやすいと思います。毎年、報告すべ
き事項としては、ワーク・ライフ・バランス、メンタル
ヘルス、人材育成、防災などの項目があります。こ
れらについては、経年的に報告できる指標を選んで
進捗状況がわかるかたちで報告することが望まれま
す。また、防災、労働安全、製品品質保証、顧客デー
タ管理などの社内体制を報告するという方法もあり
ます。一方、復興支援、イベントへの参加といった取
り組みについては、トピックス的に紹介するとその年
に力を入れた事項がわかりやすく伝わると思い
ます。
　製糖業界のリーディングカンパニーである三井製
糖で、ISO14001 の認証取得、環境報告書の作成、
環境・社会報告書への展開と、矢継ぎ早に取り組み
を充実させてきた背景には、本報告書の冒頭でも述
べられているトップの明確な意思があると思います。
他の業界にも範となる取り組みをさらに継続発展さ
せていかれることを祈念いたします。

倉阪 秀史氏
千葉大学 

大学院人文社会科学研究科 教授
1964年生まれ。1987年東京大学経済学部卒業後、環境庁入庁。
1998年千葉大学助教授、2008年より同教授、2011年より現職。
環境政策論、環境経済論専攻。著書に『環境政策論』、『環境を守る
ほど経済は発展する』など。2004年より千葉大学環境管理責任者。

第三者意見を
受けて

三井製糖株式会社
上席執行役員
業務本部長 
環境管理責任者 
林  博夫

　倉阪先生には昨年度版の環境報告書で
も第三者意見をいただき、ご指摘のあっ
た点について、この「三井製糖 環境・社
会報告書2012」に取り入れました。そ
の結果、私たちの取り組みを、よりわかり
やすく、内容も充実した報告書としてま
とめることができ、倉阪先生にはこの場
をお借りして深く感謝申し上げます。
　今回いただいたご意見は、また次年度
版報告書の参考とさせていただき、環境
への取り組みはもとより、社会性報告や

社内体制についての状況報告なども一層
充実を図り、皆さまにわかりやすいかた
ちで積極的に報告を行っていきます。
　 当 社 は 第4次 中 期 経 営 計 画「Mitsui 
Sugar Revolution 2013」の取り組みを
今年4月よりスタートさせました。この
計画にも環境テーマが組み込まれており、
当社役職員全員が、より強い意志を持っ
て取り組んでいくとともに、“企業市民”
として、引き続き社会から信頼される企
業を築いていきます。

第三者意見
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