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　時代や社会の変化に伴い価値観の変わっていく
ものと、いつの時代においても普遍的な価値とがあ
ると考えます。
　世の中が加速度的に変化し、また当社が属する
食品分野を取り巻く環境もグローバル化への動き
が進む中、三井製糖は2012年度より、第４次中
期経営計画“Mitsui Sugar Revolution 2013”「未
来への変革・挑戦・創造」に取り組んでいます。
これは、10年先のあるべき姿を描き、次世代型砂
糖事業の体制確立と自己変革力の育成をキーワー
ドに、いかなる時代や社会の変化にも対応し永続
的に成長していく企業となるためのファーストス
テップ（2 カ年計画）です。
　より安全で安心な砂糖や食品素材を効率的につ
くる。また、その製造プロセスで排出される CO2

や廃棄物の削減の取り組みにより環境負荷を低減
する。そして、お客さまのニーズに応える新たな製
品やサービスを世に送り出していく。中期経営計
画では、製造における技術革新や研究開発に力を
入れて取り組んでいます。

新たな価値の創造をめざして

“お客さまのために”、“社会のために”、

私たちは信頼いただける企業を
めざしてまいります。

　今年３月、リニューアル工事が完了した神戸工場
で TI（Technical Innovation）発表会を開催しま
した。技術スタッフや研究員達が、新技術導入や
改善策、新製品開発などをテーマに検討や研究を
重ね、その結果を発表し意見を交わし合うもので、
20年以上前から続けています。現状に甘んじるこ
となく、より良い方法、より良いものを生み出そう
という、10年後、20年後につながる取り組みであ
り、今後、より消費者の視点に近い発想も広く取り
入れるために、営業や管理部門も巻き込んで会社
全体にその輪を広げていきたいと考えています。
　また昨年7月1日には本社を移転し、従来、複数
のフロアや建物に分散していた営業部門、生産部
門、管理・間接部門に加え、神奈川県茅ヶ崎市にあっ
た商品開発部門も含めてワンフロアに集結させ、気
軽にコミュニケーションがとれる環境づくりを
図っています。
　中期経営計画のテーマについては、各部門の実
行計画、さらに個々人の目標レベルまでの落とし込
みを求めています。会社全体がベクトルを合わせ、
社員一人ひとりが自己を変革する意識を持ち、豊

MESSAGE

PRESIDENT'S



代表取締役社長　飯田雅明

　三井製糖では、わたしたちがめざすべき社会的責任
（CSR）のかたちを「SPOON HOUSE」という家にたとえ、
社員間での想いの共有や、社会への発信に取り組んでい
ます（P.5-6参照）。この「三井製糖　社会・環境報告書
2013」では、当社の CSR に対する考え方や取り組みを
お伝えするべく、この「SPOON HOUSE」に沿ったかた
ちで各活動を「お客さまのために」「社会のために」「社
員とともに」という3 つのジャンルに分けて、ページを構
成しました。また、2012年度に特に注力した事項を「2012 
TOPICS」としてまとめ、毎年継続して行っている活動と
の違いがわかりやすいように記載しています。
　三井製糖はこれからも、業界のリーディングカンパニー
としての責務を自覚し、広くお客さまのため、社会のため
の活動に誠心誠意取り組んでまいります。※出典：日本未病システム学会雑誌　12（2）：296-299,2006掲載

高橋久仁子氏　第4回日本未病システム学会栄養部講演会
マスメディアの食情報の問題点　より抜粋

　一方で、時代や社会がどんなに変化しても普遍
的なもの、それは砂糖の本来の力と考えています。
　砂糖については、長年、骨を溶かす、糖尿病のも
とといった有害説が唱えられ、依然砂糖を否定す
るような情報や、砂糖に対してマイナスのインパク
トのあるタイトルをつけた本などが見受けられま
す。しかしこれらの説には科学的な根拠が無いこ
とが明らかになっており、こうしたフードファディ
ズム（特定の食品を万能薬のように扱ったり、有
害物であるかのように排斥すること※）に対し、社
員一人ひとりが砂糖に対する知識を高め砂糖のプ
ロとなり、日頃の業務や営業活動を通じて砂糖の
良さを発信し、取引先や消費者の皆さまを啓蒙して
いくことが、私たちの使命と位置付けております。

砂糖の本来の力＝普遍的な価値

　お客さまに安心してご使用いただける製品をき
ちんとつくる。それなくしてメーカーである三井
製糖の存在はあり得ません。
　また東日本大震災の被災地の復興支援活動にも
取り組んでまいりましたが、これからも被災地の皆
さまの思いやニーズを汲んで、私たちにできること
は何か、どうすればお役に立てるのかを第一に考
え、実行してまいります。
　いままでご紹介してきた私たち三井製糖の取り
組みに一貫して通じるもの、それは“お客さまのた
めに”、“社会のために”という想いです。この想い
を胸に、皆が一丸となって本業と CSR が一体と
なった経営に取り組み、信頼いただける企業をめ
ざしてまいります。

お客さまのために、社会のために

かな発想でチャレンジしていく、そしてお互いが意
見を交わし侃々諤々と議論する。真に人と人とが
化学変化を起こし、個々人では達成できない新た
な価値が生まれてくることを期待しています。

●対象期間 2012年度（2012年4月～ 2013年3月）
●対象組織 当社全組織を対象としています。

編集方針

三井製糖がめざすべき
CSRのかたち「SPOON HOUSE」 P.05

SPOON HOUSEの住人

SPOON HOUSEの2階

SPOON HOUSEの1階

目次

P.29主要商品のご紹介

第三者意見 P.30

P.03三井製糖について

安全・安心な食材をお客さまに安定供給し続ける
ための取り組みについてご紹介します。

お客さまのために P.07

持続可能な社会の仕組みをつくるための環境活動や
社会貢献活動の取り組みについてご紹介します。

社会のために P.15

P.27社員とともに
社員が活き活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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東京都中央区日本橋箱崎町36番2号
（リバーサイド読売ビル）
代表取締役社長　飯田雅明
1947年（昭和22年）9月4日
70億8,300万円
141,667,400株
東京、大阪証券取引所各第１部
364名（2013年3月31日現在）
（連結）96,213百万円（2013年3月期）
（単体）70,775百万円（2013年3月期）

会社概要

事業所・関係会社

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

96,213

80,04980,72078,519
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8,000

7,000

6,000

（百万円）

0 0

70,000

90,000

80,000

100,000
（百万円）

6,181

6,861

6,210

6,963

経常利益売上高■ 売上高・経常利益推移（連結）

神戸工場
長田工場
台神商運（株）
甲南ユーテイリテイ（株）

関西営業部
（株）平野屋

千葉工場

東北営業所

北海道糖業（株）

岡山工場
岡山営業所
スプーンシュガー（株）

福岡工場・九州営業部
山王運輸（株）
箱崎ユーティリティ（株）

上海駐在員事務所 中国

本社・商品開発部
（株）タイショーテクノス

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
従 業 員 数
年 間 売 上 高

名古屋営業所
サンエイ糖化（株）

南西糖業（株）

クムパワピーシュガー（株）
カセットポンシュガー（株）

タイ
タイ

三井製糖について

生和糖業（株）

宮古製糖（株）

中国

タイ

新中糖産業（株）
（株）りゅうとう

三井製糖の事業所は赤文字で、関係会社は黒文字で表示しています。
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社会的責任を果たす組織であるために

　三井製糖は、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。

　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活き活
きと実践していきます。三井製糖社員は、次の6
つの項目に則り活動し、積極的に社会的責任を果
たしていきます。

コーポレート・ガバナンスの基本的考え方

三井製糖の行動基準

1.コンプライアンス総論
法令遵守
国内外を問わず全ての法令およびその精神を遵
守する。

2.社会との関係
（1）社会貢献
本業を通じて価値と雇用を創出する。“良き企
業市民”として社会貢献活動に努める。

（2）人権の尊重
人権を尊重し、人種や信条等を理由に不当な対
応をしない。

（3）環境保護と資源の有効活用
環境問題への取り組みは、当社が持続的に成長
するための必須条件。環境負荷低減と資源リ
サイクルに積極的に取り組む。

（4）政治・行政との健全な関係維持
政治・行政とは健全で正常な関係を維持する。

（5）反社会勢力との決別
反社会的勢力からの不当な要求には応じず、毅
然とした態度で対応し、関係遮断を徹底する。

3.顧客・消費者との関係
（1）「食の安全・安心」の確保
食の安全・安心を第一に品質の維持・向上を図
り、商品・サービスに関する情報を適切に表示・
開示し、お客様の健康で豊かな生活に貢献する。

また日頃より品質事故・トラブルの未然防止に
万全を期すとともに、商品の安全性に問題が発
生した場合には適切且つ迅速に対応し、原因究
明、再発防止に努める。

（2）「食育」の推進
広く社会に対し、食と健康、特に砂糖に関する
情報発信を積極的に行う。

（3）創意工夫とチャレンジ精神
顧客や消費者の視点に立って課題を考え、創意
工夫を商品やサービスに活かし、新たな価値を
創造するとともに、高い志と情熱をもって課題
に挑戦し、行動と結果をもってユーザーの要請
に応え、信頼のブランドを育む。

（4）公正な取引
お客様やお取引先と健全な関係を保ち、透明で
自由な競争を通じて公正な取引を行う。

4.株主・投資家との関係
（1）適時開示と内部者取引防止
事業活動に関する情報を適時適切に開示する
とともに、株式等の内部者取引は行わない。

（2）ステークホルダーとの
コミュニケーション
ステークホルダーとの対話を通じて当社の役割
と使命を認識し、企業価値の向上を図る。

5.会社との関係
（1）個の尊重と人間力の結集

相手を尊重して自由闊達に意見を交わすことので
きる明るい職場環境を作り、個々が切磋琢磨・結
集し、組織として最大限の力を発揮する。

（2）会社財産および情報の保護
会社資産・企業情報を適切に管理し、不適切な
開示、漏洩、不当利用の防止に努めるとともに、
個人情報、顧客情報をはじめとする各種情報の
保護・管理を徹底する。

6.行動基準の取り扱い
（1）行動基準の遵守と企業理念の実現
経営者は、この行動基準を率先垂範するととも
に社員一人ひとりに浸透して遵守させることが
自らの使命であると認識し、社内はもとより、
グループ企業へも広く周知徹底を図る。また従
業員においても常にこの行動基準に則って行動
し、全社一丸となって企業理念の実現を追求し
続ける。

（2）解決および再発防止
経営者は、この行動基準に反する事態が発生し
た場合には、自らの責任でその解決に取り組み、
原因究明・再発防止に努めるとともに、自らを
含めて社内規定に従い厳正な処分を行う。また
違反行為に関する報告や事情調査に協力した
者が、不平等な扱いや不利益を被らないよう最
善の注意を払う。

※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

■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

監査

連携

連携
選任選任

助言

報告

報告

報告

報告

報告 業務執行
指示

指示

監視

監視

監査

株主総会

各部門・子会社等

監査役会 顧問弁護士会計監査人

内部監査室

執行役員会

内部統制委員会
コンプライアンス部会

CSR委員会
人事政策委員会
重要案件審議委員会

選任

申請
報告

報告

代表取締役社長

経営会議

取締役会

答申

指示

諮問



三井製糖がめざすべきCSRのかたち
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。

お砂糖ができるまで

FSSC22000認証取得

神戸工場リニューアル工事

新たな価値の創造をめざして

事業継続のための取り組み

P.07

P.09

P.11

P.13

P.14

「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。

お客さまのために

1階

徳之島での生物多様性保全活動

環境マネジメント

環境活動報告

お砂糖のプロ育成

お砂糖を通じた教育活動

社会貢献活動の取り組み

P.15

P.17

P.20

P.23

P.24

P.25

「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。

社会のために

2階

「SPOON　HOUSE」の土台と
なる基礎、それは三井製糖の“行
動基準”です。
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。

三井製糖  行動基準

基礎

社会的責任を果たす組織であるために P.04
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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

旗じるし

「SPOON HOUSE」

「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、より活き活きと躍動感を
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。

社員とともに

住人＝社員

より良い三井製糖をめざして P.27
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お客さまのために

1階 SPOON 
HOUSE お砂糖ができるまで

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んで
反応させ、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

原料糖と蜜を練り合わせて、原料
糖の表面についている不純物や
色素を取り除きます。その後、先
糖分離機で再び結晶と蜜に振り
分けます。表面がきれいになっ
た原料糖は、温水に溶かして糖
液となります。

原料糖表面の
不純物の除去

製糖工場から送られてきた原料
糖は当社の原糖倉庫に搬入され、
精製工程へと送られます。

原糖倉庫での管理

お砂糖の精製工程

て沈殿することで、糖液から不純て沈殿することで、糖液から不純て沈殿することで、糖液から不純て沈殿することで、糖液から不純て沈殿することで、糖液から不純て沈殿することで、糖液から不純て沈殿することで、糖液から不純て沈殿することで、糖液から不純て沈殿することで、糖液から不純て沈殿することで、糖液から不純て沈殿することで、糖液から不純て沈殿することで、糖液から不純て沈殿することで、糖液から不純て沈殿することで、糖液から不純て沈殿することで、糖液から不純て沈殿することで、糖液から不純て沈殿することで、糖液から不純
物が取り除かれます。物が取り除かれます。物が取り除かれます。物が取り除かれます。物が取り除かれます。物が取り除かれます。物が取り除かれます。物が取り除かれます。物が取り除かれます。物が取り除かれます。物が取り除かれます。

サトウキビを
栽培する

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。

1 サトウキビから
“原料糖”をつくる

収穫したサトウキビは、製糖工場で圧搾し、
得られた糖汁から不純物を除去した後、結
晶化して、“原料糖”をつくります。

2
グループ会社・取引先農家
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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

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。

結晶を取り出し
乾燥させてお砂糖に

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
さらに濃縮します。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

糖液を骨炭塔（こったんとう）
に通してろ過します。骨炭は多
孔質のため、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。

ろ過を繰り返し
澄んだ糖液をつくる

大きくします。大きくします。大きくします。大きくします。大きくします。大きくします。大きくします。大きくします。大きくします。大きくします。大きくします。大きくします。

  Mitsui Sugar  Sustainability Report

“原料糖”を精製して
“お砂糖”をつくる

原料糖には、まだ不純物が含まれており、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。

3 安全・安心な食材として
お客さまのもとへ

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。

4
三井製糖のしごとは

ここから
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お客さまのために

1階 SPOON 
HOUSE

FSSC22000

ISO

HACCP
危害分析および重要管理点

食品安全
マネジメントシステム

※食品に関わる全ての組織向け

ISO22000

前提条件プログラム
（一般衛生管理や設備の基準）

※食品加工業者向け

ISO/TS 22002-1
（旧 PAS220）

追加要求事項

規制要求事項、
サービスに関する規定、要員の監督

　FSSC2 2 0 0 0 は、Food Safety System 
Certifi cation 22000 の略であり、食品製造組織
向けの新しい食品安全システムで、右図のように
ISO22000 と、ISO/TS22002-1 および追加要
求事項から成り立っています。ISO22000 には

FSSC22000とは

2012 

TOP  CS

食品安全システムの確立のために

―FSSC22000認証取得―
HACCP手法が取り入れられており、製品を分析
して良否を判断するだけでなく、製造途中で危害
の発生が考えられる工程を重点的に管理する方法
が定められています。しかしながら、ISO22000
は農家、輸送業者、レストランなど食品に関わるど
のような組織でも取得できるように汎用的に定め
られているため、衛生管理や設備などについて詳
しく要求されていません。そこで、FSSC22000は、
食品加工業者向けに、一般衛生管理、設備の基準、
バイオテロ対策等、食品を製造する上での前提を詳
しく定めた ISO/TS22002-1と、さらに追加要求
事項として、規制要求事項、サービスに関する規定、
要員の監督について規定した内容を合わせて構成
されています。

FSSC22000認証取得

　昨今、世界的に食品安全ニーズが高まり、食品
への顧客要求も厳しくなる中、国際規格の食品安
全マネジメントシステムである「ISO22000」をさ
らに発展させた食品安全システム「FSSC22000」
が2010年に発行されました。
　三井製糖においても、この世界的な食品安全規
格に沿ったシステムを導入し、お客さまからより
信頼される企業となるべく、2012年4月に千葉
工場、福岡工場、生産統括部、品質保証部、東部
営業部、九州営業部で、2012年10月に神戸工
場と関西営業部で認証を取得しました。
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※各営業部は販売管理課が認証範囲　※岡山工場はFSSCの認証範囲外

神戸工場
関西営業部

岡山工場

食品安全・
品質事務局

内部監査委員食品安全・
品質推進会議

（各工場長、部長）

食品安全チームリーダー　兼　品質管理責任者

砂糖生産本部長（トップマネジメント）

福岡工場
九州営業部

千葉工場
東部営業部

本社
（生産統括部・
品質保証部）

　三井製糖は、既に品質マネジメントシステムの
ISO9001を取得し、砂糖の生産本部長をトップ
とした本社（生産統括部・品質保証部）と各工場（千
葉・神戸・岡山・福岡）の5拠点体制がありました。
これに加えてFSSC22000ではユーザーに納品
するまでを管理する各営業部（販売管理課）を新
たに加えた体制となりました。

品質保証体制と
食品安全・品質方針 認証取得に向けての取り組み

基本理念

食品安全・品質方針

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。

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。

　三井製糖は、2011年6月よりFSSC22000の
取得に向けて取り組みを開始しました。まず、各
拠点の従業員に、「FSSC22000とは」から教育し、
製品に危害がおよぶ可能性がある箇所・工程の洗
い出しから始めました。各工場では、既存の
ISO9001の文書をベースに、主に危害分析表や
バイオテロ対策など新しい文書を作成しました。
各営業部は、一から物流会社や営業倉庫向けのガ
イドラインを作成しました。
　衛生面では、従来から衛生区域として区分けして
いた包装室に加え、製造エリアのゾーニングも新た
に設定し準衛生区域と一般区域に分けました。ま
た、それらの区域の出入箇所に清潔度に合わせて、
抗菌マット、毛髪・塵

じんあい

埃除去機などを設置しました。
　さらに、バイオテロ対策として、以前からの守衛
の常駐ならびに工場外周センサーによるセキュリ
ティーに加え、外来者の入門チェックについて、ネー
ムプレートや腕章で区別するなど厳しくしました。
　三井製糖は、このように FSSC22000 の運用
を通じて、より一層、食品危害の発生の可能性の低
減に努め、安全・安心の製品をお客さまのもとに
お届けしてまいります。

■ FSSC22000／ ISO9001組織図

取締役常務執行役員　
砂糖生産本部長　

野村 建夫

　近年、食の安全や品質に対する消費者の関心が一層高まる中、当社
においても食品安全に対する、より確固とした仕組みを構築しようと
いう機運が高まり、今回、従来から取り組んでいるISO9001と併用
する形でFSSC22000の認証取得に取り組みました。この取り組み
のポイントは、食品安全に関わる全ての組織を対象としており、営業
部や協力会社も巻き込んだ取り組みであることです。FSSC22000
推進チームには、精糖３工場や品質保証部、生産統括部に加えて営業
部や協力会社からもメンバーが参画しています。今後、このシステムを
運用していく中で、品質保証部を中心に生産、営業、協力会社が、より
一層意見を交わし一体となって食品の安全と品質の維持・向上に取り
組んでまいります。

FSSC22000/
ISO9001
トップマネジメント
の声
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総ステンレスとなったバルク車積込み場

お客さまのために

1階 SPOON 
HOUSE

　これまで、食品業界では食品の衛生・安全性・
品質の管理に取り組んできましたが、昨今は生産、
加工および流通の履歴が明確である食品の供給な
らびに安全確保対策の一層の充実や強化が求めら
れてきています。
　三井製糖の神戸工場は、かつて4,500ｔのグラ
ニュ糖を貯蔵できる巨大なコンクリートサイロを有
していましたが、製品のトレーサビリティの確実性
が乏しいことや、製品包装の多様性・効率性をめ
ざして、このたびグラニュ糖の包装設備のリニュー
アル工事を実施しました。
　また、2012年10月に岡山工場の精糖部門を神
戸工場に集約することが決定され、上白糖の小袋
包装能力の増強のために、新たに包装設備を新設
することになりました。
　2010年10月から2013年1月にかけて行われ
た、この神戸工場のリニューアル工事では、新たに
3号館（グラニュ糖専用）と4号館（上白糖専用）
の2つの包装館が建設されました。

　3号館は、グラニュ糖製品のあらゆる出荷形態（小
袋、大袋、フレキシブルコンテナ、バルク）に対応し
たグラニュ糖専用の包装館です。
　食品安全マネジメントシステムである FSSC
22000の要求事項に適応できる設備をめざして、
サイロ、ビン、輸送機など製品に直接接触する部分
はもちろんのこと、製品への混入が考えられる部
分には塗装を施さず、無垢のステンレス材料を採用
しています。とりわけ、バルク積込み場においては
室内の天井、壁にいたるまで総ステンレスのエリア
となっており、従来の半屋外の設備に比べ、積込み
場の衛生環境は格段に向上しています。

神戸工場リニューアルの背景

2012 

TOP  CS

安全安心の砂糖を供給するために

―神戸工場リニューアル工事―

衛生管理を徹底した 3号館
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3号館の見学室から見たグラニュ糖小袋包装室 4号館の見学室から見た上白糖小袋包装室

　4号館は、上白糖の小袋製品の包装に特化した
包装館です。3号館と同様に、製品の安全、安心に
対する考え方はFSSC22000に対応した設備と
なっています。特筆すべきところとしては、製品の
検品作業において画像処理装置を導入したことと、
包装室内の湿度制御システムが上げられます。
　画像処理装置については、肉眼では見落としが
ちな色の薄い蜜玉も検出できるようになっていま
す。今まで、画像処理装置を砂糖の検品に活用し
た例はなく、世界で初めての試みです。包装室内
の湿度管理については、従来はスチームによる加
湿方式を行っていましたが、ミストを用いた自動調
湿機に変更することで、よりシビアな湿度管理が可
能となっています。
　見学室は包装室を真横から見られる位置になっ
ており、大型のガラス越しに、包装機を間近に見る
ことができます。

　フレキシブルコンテナ包装室においても製品への
異物混入防止対策を高めるために、パレットや包
装材料を包装室に搬入する際には、エア・カーテン
やエア・シャワーを通して異物、塵

じんあい

埃を除去すると
ともに、包装室内に外気が流入しないよう、二重の
シートシャッターの開閉にインターロックを介入
させています。
　また、小袋・大袋の包装室においてはフラット
な天井仕上げに埋め込み式の照明、壁材には防塵
処理を施したクリーンクロスを採用し衛生的な環
境を確保しています。輸送については密閉式の振
動コンベアや空気輸送システムを採用しました。金
属異物対策には輸送経路に電磁石式のマグネット
を採用の上、包装品は一袋一袋、金属異物の有無
を確認しています。
　3号館は見せる工場をコンセプトとしており、サ
イロや包装ビン周辺の床にはエキスパンドメタルを
使用し、大型装置が見通しやすく、形状が把握し
やすい工夫をしています。見学室からは小袋（紙袋、
ポリ袋）包装機や大袋包装機を高い位置から見下
ろすことができます。

最新鋭の技術を導入した 4号館

上席執行役員
砂糖生産本部　神戸工場
工場長

野村 淳一

　神戸工場のリニューアル工事は工事期間2年3ヶ月を費やし、2013
年1月に完成いたしました。第１期工事はグラニュ糖専用の3号館、第
2期工事は、赤い「スプーン印」でお馴染みの上白糖小袋製品
の包装設備である4号館です。食品安全マネジメントシステムの
FSSC22000の要求に合わせた品質優先の設備になっているだけで
はなく、包装効率性、トレーサビリティも配慮した包装設備となってい
ます。見学フロアも広く、製品の説明と砂糖の歴史や特徴などを紹介
して「食育」にも力を入れています。ここに岡山工場の精糖部門を引
き継いだ神戸工場は、その使命をしっかりと感じ、お客さまに「安全と
安心」を「安定供給」できますよう、全員一丸となって邁進してまい
りたいと思っております。

工場長の声
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お客さまのために

1階 SPOON 
HOUSE

　光合成で、1日・1平米あたり18～40gも乾物を
作り出すサトウキビ。地球温暖化の原因“二酸化
炭素”を葉から吸い込んで糖に変えていく。荒れ
た土地でも育ち、葉を土に返して土を豊かにするこ
とができるサトウキビ。こんなに環境に優しい植物
を新しい事業に繋げられたら。そんな想いで研究
開発に取り組んでいます。
　サトウキビからの最も大きな恵みは約14%含ま
れるお砂糖です。これをより多くのお客さまに望
まれる形にするため商品開発をしています。皆さ
まにおなじみのスプーン印家庭用製品以外にも、
食品産業を支えるさまざまな業務用砂糖製品とし
て、最近では沖縄産原料だけを使った、ダマがなく
ミックス粉用途でも混合しやすい「国産粉末加工
黒糖」や、素材の味を活かして、すっきりとしたコ
クをつける「焙焼こくシロップ」などを開発して
います。
　砂糖を原料として作られる「パラチノースⓇ」は、
ゆっくりと吸収される、体に優しい次世代の糖質で
す。その機能性から流動食の用途で高い評価を得

開発するほどに環境を良くしていく…

ています。現在は、より溶け易く、使いやすいタイ
プのパラチノースの開発を進めています。
　中国では漢の時代から「酒の毒を解す」とされ、
インドでは「免疫を高める」といわれて、古くから
薬として使われてきたサトウキビ。当社はサトウキ
ビの砂糖以外の成分も研究し、「さとうきび抽出物」※

という形で製品化しました。これは飼料や食品に
使用されており、ゆくゆくは健康食品素材にも展
開させたいと考えています。
　さらにはサトウキビの搾りかす「バガス」の活用
にも取り組んでいます。バガスは木質といわれる木
のようなもの。このバガスを糖へと変え、さらに化
学品原料へと活用していく研究を開始しました。
　こうした様々な研究開発で、サトウキビから新しい
事業を生み出していきながらも、その環境に優しい
サトウキビを増やすことで環境が良くなる。そんな
理想の世界をめざして、研究開発を続けています。

新たな価値の創造をめざして

国産粉末
加工黒糖

焙焼こく
シロップ

さとうきび
抽出物

沖縄産原料だけを使い、
ダマがなく、ミックス粉用途でも

混合しやすい
「国産粉末加工黒糖」

素材の味を生かして、
すっきりとしたコクを付ける
「焙焼こくシロップ」

サトウキビの
砂糖以外の成分を活用した
「さとうきび抽出物」

2013年3月には神
戸工場で開催。省
エネ・創エネのため
の新技術開発や新
設備導入による品
質向上策などの研
究テーマに対し、活
発な意見交換がなさ
れました。

研究成果発表会の開催

　三井製糖では、工場にて2～3年に一度、TI（Technical 
Innovation）発表会という、各工場や生産統括部、商品
開発部のスタッフによる研究発表会を開催しています。
これは新しい技術の開発や、今ある作業工程の改善案など、
各部門で取り組んだ研究成果を発表するもので、20年以
上継続して行っています。

※「さとうきび抽出物」には、豚や鶏のエサに配合し、飼料要求率や生存率など
の畜産成績を向上させる「飼料用」の他、食品の嫌な味を抑える「食品用」、タバ
コの臭いなどを消す「環境用」などがある。
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お客さまのために

1階 SPOON 
HOUSE

パッケージ（統合型基幹業務パッケージ）を導入
することでシステムを統合し、財務会計・販売・物
流・人事などデータの一元管理、システムのバー
ジョンアップや保守管理の容易化、リアルタイムな
データ参照等を実現しました。また、導入過程に
おいて全社的な業務改善・効率化が図られました。
　新基幹システムが稼動したことによりさらなる
業務改善の基盤ができあがりました。今後は別プ
ロジェクト（部門BPR、業務集約）によってさら
なる改善を図っていきます。

　当社製品のほとんどは、砂糖をはじめとする各
種食品素材です。これらは日常生活に欠かせない
ものであり、当社製品の供給停止が食品のサプラ
イチェーンに大きく影響するものでもあります。
当社は、これら製品をいかなる時も安定して供給す
ることが自らの社会的責任であると考え、東日本
大震災、タイ洪水などの大規模災害の経験を踏ま
えて一層注目されるようになったBCP（事業継続
計画）活動に取り組んできました。
　当社は、従業員や来訪者の安全を確保すること、
供給責任を果たすことなどを基本方針に掲げ、リ
スク発生時に優先して継続すべき重要業務の選定、
重要業務の継続に必要な重要資源の代替策の検討、
災害発生時の初動対応や復旧対応のマニュアル整
備などを進めてきました。また、2012年11月には、
BCPの見直し、BCPの浸透、初動対応の確認など

を目的に、グループ企業も参加し災害対策本部の
立ち上げ訓練を行いました。
　これからも、教育、訓練・演習、定期的な見直し
作業などを通して、BCPの継続的改善（事業継続
マネジメント：BCM）に努め、災害等に対する当社
レジリエンス（リスクに対する強靭性）の一層の向
上を図っていきます。

緊急時の事業継続のための取り組み

事業継続のための取り組み

　2010年10月に基幹システム刷新および、全社
的業務の効率化（BPR）の２つの課題を同時に解
決するためにMACS（Mitsui sugar Active action 
Create System）プロジェクトが発足しました。
　従前、当社のシステムは部門ごと別々に構築され
ており、また業務も合併や製糖業界の特殊性によ
り複雑化していたため、全社レベルでは非効率の
状態となっていました。
　新基幹システムは2012年4月より順次リリース
され、2013年2月28日に当初予定の全ての機能
が完成しました。今回の新基幹システムでは、ERP

第一回 BCP訓練の様子

基幹システム刷新による業務効率化の取り組み

ビート糖の製造、販
売を行う北海道糖業
（株）の株式を2012
年6月27日付けで
取得。子会社化し
ました。写真は同社
の北見製糖所。

北海道糖業（株）との連携強化

　お砂糖は、サトウキビだけでなくビート（さとう大根）
からもつくられます。2012年6月、当社はビートから砂
糖を生産している北海道糖業（株）を子会社化し、北海道
から九州まで全国をカバーする生産体制となりました。
安定供給への体制づくりを強化していくとともに、あらゆ
る分野で連携を深めていきます。
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NPO法人徳之島虹の会の活動

　徳之島虹の会の「ニジ」は島の方言で、「仲間」という
意味です。また、虹には「未来、夢、繋がる」などのイメー
ジがあり、環境保全保護活動や青少年健全育成活動を中
心として、人と人、暮らしと自然、過去と未来、徳之島と
世界が、繋がる喜びを分かち合い、大切にし、伝える活動
を行っています。
　徳之島は生物多様性の本来的保全にとって、もっとも
重要かつ意義深い自然生息地を含んでいるとされ、国際
的にも貴重な希少種の生息地となっており、世界自然遺
産登録をめざしています。
　そのような中、徳之島虹の会では、自然保護と子ども達
を含めた島民全体の意識向上を目的とした、絶滅危惧動
植物の調査、盗掘パトロール、世界自然遺産登録に向けて

　三井製糖は、2012年度より新たな中期環境マ
スタープランの重点項目として「生物多様性保全
活動の確立」を掲げて取り組みを開始しました。
　砂糖産業の中で日本の「サトウキビ事業」は、沖
縄、鹿児島の島々で行われています。これらの島々
は、豊かな自然がいまだに残り、砂糖産業との共生

社会のために

2階 SPOON 
HOUSE

が深い場所です。当社グループ会社の南西糖業（株）
が所在する鹿児島県徳之島でも、国内有数の動植
物の貴重な固有種が今なお数多く生息しており、
現在、「奄美・琉球」として世界自然遺産登録をめ
ざして、活動を進めているところです。
　当社は、この基幹産業のサトウキビと島の自然と
の「共生」が重要なテーマと位置づけ、徳之島の
生物多様性の保全活動に取り組むことにしました。

の講演会開催、子どもを対象とした自然体験学習や出前
授業、国定公園等の清掃活動などを行っています。授業、国定公園等の清掃活動などを行っています。授業、国定公園等の清掃活動などを行っています。

2013年3月、井之川岳の
登山道入り口から頂上に
至るゴミの多さが問題と
なっていたため、広く島民
に呼びかけ清掃大作戦を
企画しました。春爛漫の
井之川岳には、小学生か
ら70代までの住民をはじ
め、13団体から約90人が
参加し、清掃作業に汗を流
しました。

徳之島の基幹産業と自然との
「共生」をめざして

NPO法人徳之島虹の会の詳しい活動内容については、
ホームページ（http://www.shimaniji.net/）をご覧ください。

貴重な固有種が
数多く生息するサトウキビ産地

徳之島での生物多様性保全活動

2012 

TOP  CS
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多くの方々にご来場
いただきました

徳之島文化会館での
写真展入口

徳之島虹の会／
元南西糖業（株）
徳之島事業本部長

鈴木 章氏

　徳之島には南西糖業の事業本部長として赴任し、住み始めて
から3年半ほどになります。昨年の11月に退任し、その後は本拠
である千葉に帰らず、島内で自由気ままに暮らしています。在任
中にNPO法人「徳之島虹の会」を知り、さまざまな活動に参加
させてもらいました。
　徳之島虹の会は設立後2年余りで、まだまだ未熟な組織ですが、
その活動は徳之島で、いや鹿児島で一番活発だと考えます。
　いよいよ徳之島も世界自然遺産登録に向けた動きが始まりま
したが、行政・住民の盛り上がりは今一歩で、ハードルはかなり
高いと考えています。図鑑作り、その他の活動を通じて、そのハー
ドルを少しでも低くできるよう共に活動してゆきたいと思います。

関係者の声

　まずは、島の環境保全に取り組んでいるNPO法
人徳之島虹の会と行政との対話会やエコツアーへ
の参加など、徳之島の現状を知ることからはじめ
ました。
　その中で、ゴミのポイ捨てや不法投棄、希少植物
の盗掘などが頻繁に起こっており、島民の環境意
識の向上が一番の課題であることを認識しました。
島の生物多様性を守っていくためには、島民や子
どもへの「環境教育」が重要であるという結論に至
り、生物多様性の環境教材として、徳之島の動植
物図鑑の発刊をめざすことにしました。

　「島民の皆さんに読んでもらえるような、徳之島
の動植物図鑑を作ろう」という想いから始まった
図鑑作りですが、“専門書”になってしまっては敷
居が高すぎて誰にも手に取ってもらえません。ど
のようなものを作れば多くの人に興味を持っても
らえるのかは、図鑑を製作する上での大きな課題
でした。そのような中で案として上がったのは、図
鑑に載せる写真を島民自らの手で撮影してもらう
こと。それもコンテスト形式にして、優秀者の写真
は図鑑に掲載されるという形にすれば、島民の方々
にも興味を持ってもらえるのではと考えました。
　そのような想いから開催した写真コンテストは、
予想を上回る応募数となりました。さらに集まっ

地元NPOと協力した
「環境教育」の取り組み

島民の皆さんとともに
つくりあげた写真展

た写真を島民の方々にも見てもらいたいと、コンテ
ストで優秀賞に選ばれた作品の写真展「いのちつ
ながる徳之島～生物の多様性を見る～」を島内3
つの会場で開催しました。こちらも大変好評で
2,000人以上の方にご来場いただきました。「あら
ためて徳之島の環境の素晴らしさを実感した」「こ
の素晴らしい自然を守り続けていくために、自分
ができることをしていかなければいけないと思っ
た」「絶滅が危惧されている動植物が大変多く、驚
き、気の引き締まる思いがした」「カメラを通した
自然の美しさに、我が島とは思えない感動を覚え
た」など多くの感想が寄せられ、島民の方々があら
ためて身近にある自然の素晴らしさを知るきっか
けとなったのではないかと思います。徳之島の動
植物図鑑は、2013年度の発刊に向けて鋭意製作
中です。
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社会のために

2階 SPOON 
HOUSE

　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

環境方針とマネジメントシステム

環境マネジメント①

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。

■ ISO14001推進組織図（2013年3月31日現在）

ISO14001 事務局環境会議

環境管理責任者

各拠点環境推進委員（ワーキングメンバー）

代表取締役社長

拠点 1

拠点環境
責任者

拠点 2

拠点環境
責任者

拠点 3

拠点環境
責任者

拠点 4

拠点環境
責任者

拠点 5

拠点環境
責任者

拠点 6

拠点環境
責任者

拠点 7

拠点環境
責任者

拠点 8

拠点環境
責任者

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 商品開発課
関西営業部

名古屋営業所
岡山営業所

（2008年10月1日制定）

基本理念

三井製糖環境方針

行動指針

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。

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。
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分類 重点項目 2012年度目標 2012年度実績 判定 2012年度活動総括

環境教育
環境教育の
推進

eco検定合格者
全社員の50％以上

eco検定合格者
全社員の50％ ○ 全社員380名の内、190名が合格（2012年

度は23名が合格）。

地球温暖化
防止

精製糖工場 2011年度比1％削減
6.13GJ/t- 原料糖

4％削減
5.87GJ/t- 原料糖 ○

2011年度と比較して原糖品質の良化により、製
造工程への負荷が低減し、一方で不良率の発生
を抑制できたことにより削減。

長田工場 2011年度比1％削減
17,115GJ

28％削減
12,283GJ ○ 色素製造の一部を外部に移管したことにより

削減。

物流部門 2011年度比1％削減
7.00kL/千t-輸送量

1％削減
6.91kL/千t-輸送量 ○ 輸送ロットの大型化やモーダルシフトの推進によ

り削減。

オフィス部門
（本社・関西営業部・

商品開発部）

2011年度比1％削減
4,883GJ

10％削減
4,417GJ ○ 本社および関西営業部の移転に伴い、電力量が

大きく削減。

廃棄物
削減

生産拠点の
廃棄物削減

リサイクル率向上

総廃棄物量
2011年度以下

15,636ｔ
リサイクル率
95％以上

総廃棄物量削減
14,656ｔ

リサイクル率向上
98.4％

○ 副資材の使用量減少により廃ケーキ量が削減。
神戸工場の汚泥のリサイクル率が1.1％向上。

オフィスの
廃棄物削減

廃棄物削減
2011年度比5％削減

41t
92t × 総廃棄物量は、本社・関西営業部・商品開発部

の移転に伴い増加。

紙の使用量削減
（A4用紙換算）

全社紙購入量
7％削減
253万枚

全7％削減
231万枚 ○ 千葉工場、岡山工場、長田工場が2011年度と

比べ約半分削減。

技術開発

原料の有効活用 開発実施 開発実施 ○
さとうきび抽出物の色素画分の免疫賦活効果に
ついて、免疫調整機能のメカニズムや機能成分
を解明中。

自然エネルギー
への転換

開発実施 開発実施 ○ 精製糖の排水処理の省エネ化に向けパイロット試
験を実施、検証中。

グリーン
購入

グリーン購入の
推進

グリーン購入比率
各拠点で

2011年度以上
8拠点中5拠点で達成 △ 全社平均で見るとグリーン購入率は約70%。

コミュニ
ケーション

環境・社会
報告書発行

環境・社会報告書
発行 環境・社会報告書発行 ○ 2012年度環境・社会報告書を発行、購読者向

けアンケート実施。

ステークホルダー
との関わりと
連携の確立

対話実施 対話実施 ○ 関連会社への環境取り組みの報告や、NPO 法人
と行政関係者と環境について対話会実施。

包装資材
環境配慮型
包装資材の追求

大袋30kg包材
規格統一 バイオ包材の検討実施 △

大袋30kg 包材規格統一はコストメリットがなく
中断中。サトウキビ由来ポリエチレンを用いたバイ
オ包材の検討実施。

生物多様性
生物多様性
保全活動の
決定・実施

活動内容決定 活動内容決定 ○ 「徳之島　動植物図鑑」を製作していく方針に決
定。また、徳之島にて写真展を開催。

環境目標と実績（2012年～ 2014年度中期環境マスタープラン）
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社会のために

2階 SPOON 
HOUSE

三井製糖のエコバランス（2012年度）

OUTPUT

 105 109 t-CO2
大気排出

 35 34 t廃棄物

 83 103 t-CO2
大気排出

 8 58 t廃棄物

 74 71 t-CO2
大気排出

 511 497 t-CO2
大気排出

 9,625 9,020 t-CO2
大気排出

 1,927 1,866 千m3

 23 12 t
 138,383 

大気排出
 102 58 kg

 103 35 kg

廃棄物

排水

CO2

NOx

SOx

排水量

COD

 15,636 14,656 t
廃棄物量

 15,211 14,427 t
リサイクル量

 97.3 98.4 %
リサイクル率

2011年度 2012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）

INPUT

 216 222 千kWh
電力

 59 35 千枚コピー
用紙

 32 31 ｋＬガソリン

 1,038 937 千kWh電力

 3,630 3,416 ｋＬ軽油

 60,266 60,130 千kWh
買電

 11,232 4,514 千kWh
発電

 21,983 21,393 千m3
都市ガス

 12,304 5,001 ｋＬ重油

 270 296 千ｔ蒸気

 1,416 775 ｋＬ灯油

 2,760 2,460 千m3
用水

 2,262 2,220 t
包装資材

 23 18 t
 235 213 千個

 335 240 千kWh
電力

 2,474 2,312 千枚コピー
用紙

精糖

営業車

食品素材（岡山）

食品素材（長田）

2011年度 2012年度

119,898t-CO2

環境マネジメント②
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社会のために

2階 SPOON 
HOUSE

　三井製糖がISO14001を認証取得してから、3年
が経過しました。日々の業務の中での環境活動も定
着し、従業員の環境意識も年々高まりつつあります。
この意識づけをより確実に深いものにするために、
全社的にさまざまな取り組みを行っています。

環境意識の向上のために

eco検定の受検推進

ISO14001内部監査員研修

　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。年に２回各
拠点から受験者を募集し、受験料やテキストを会
社側が全額負担していますが、推進開始当初から
多くの応募があり、現在では全社員の50%にあた
る190名が合格しています。

　年に２回、外部講師を招いてISO14001の内部監
査員研修を実施しています。この研修は、実際の内
部監査で監査員として活動することを目的としてい
るだけでなく、ISO14001の基礎知識から学ぶことが
できるため、環境教育の場としても活用されています。
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e-ラーニングシステムによる環境教育
　社内イントラネット上の e- ラーニングシステム
を使用して、ISO14001の知識や各種環境問題な
どについて学ぶことのできる教育プログラムを展開
しています。このプログラムは「学習パート」と問
題形式の「テストパート」に分かれており、難易度
はさほど高くはないものの、普段の業務で ISOの
文書類などを見る機会の少ない従業員にとっては、
貴重な学びの場となっています。

環境推進便りの発行

グリーン電力証書の購入
　発電の際に環境に負荷を与えない風力、太陽光、
バイオマスなどの自然エネルギーから発電した電力
をグリーン電力と呼びます。このグリーン電力を「グ
リーン電力証書」という形で購入することで、環境
に負荷を与えない電力を使用していると“みなす”
ことができます。三井製糖では、サトウキビのバガ
ス（搾りかす）によるバイオマス発電のグリーン電
力を購入し、株主総会や IR説明会などのイベント
の会場電力や、会社案内や社内報などの印刷電力に
利用しています。今ご覧の「社会・
環境報告書2013」の印刷電力も、
このグリーン電力でまかなわれて
います（この報告書の裏表紙に右
図と同じマークがついていますの
で、ご覧ください）。

　2ヶ月に1度のペースで、ISO14001の事務局
より環境推進便りを発行しています。内容は環境
内部監査や外部審査などの ISO14001関連活動
の案内から、eco検定受験者の募集、各拠点の取り
組み紹介など多岐
にわたり、拠点間
の情報共有のツー
ルとなっています。

■ eco検定合格者数の推移

内部監査員研修グループワークの様子

環境活動報告①
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　環境負荷の低減や環境意識の向上のために、各
拠点で実際に行っている取り組みをご紹介します。

各拠点の取り組み

　本社では、複合機に“IC認証サービス”を導入し、
コピー用紙の使用量削減に取り組んでいます。IC
認証により個々人の出力枚数の管理が可能となり、
出力ミスも軽減できるようになりました。現在、印
刷量が増加傾向にあり両面印刷を推奨しています
が、今後は利用状況の把握と社員への報告を行い、
社員が状況把握しながら取り組めるよう改善して
いきます。

　福岡工場では毎年、ISO・FSSC 全体集会を実
施しています。2012年度も5月に関連会社を含
めた工場で働く全従業員を集めて、品質・環境・
食品安全に関する2011年度の取り組み実績を報
告し、2012年度の課題と目標を周知することで福
岡工場の関係者全員がしっかり取り組み内容を認
識し、活動していけるよう教育を実施しました。

　千葉工場は、年間330日操業の工場であるため、
操業中の設備保全活動が重要です。そこで、安定
した生産体制を維持・強化するために、TPM（Total 
Productive Maintenance）活動を導入しています。

「TPM」とは、生
産システム効 率
化の追求をする
企業体質づくり
を目 標として、
安 定 操 業、コス
ト削減をめざし
た全員参加型の
活動です。

　長田工場では、排水処理の負荷が高かった色素
製造の一部を外部に移管したことにより、今回あ
らためて工場排水を調査しました。その結果、こ
れまで工場の処理設備を通してから排水していま
したが、工場で処理をせずとも、そのまま下水放流
できる基準内に収まっていたことが明らかになり
ました。無駄な排水処理をやめたことにより大幅
な電力削減（約18％）につなげることが出来ました。
電力（単位:kWh）
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TPM キックオフ大会

工場の食堂で行われた全体集会の様子

紙削減の取り組み（本社）

ISO・FSSC全体集会（福岡工場）

TPM活動（千葉工場）

排水処理設備の改善（長田工場）

環境活動報告②

　神戸工場の給油所にて、「給油途中であることを
忘れた運転手が車を発進させ、漏洩した軽油に引
火した」との想定で、運送を担う関係会社台神商
運（株）と合同で緊急事態対応訓練を実施しました。
火災に対する訓練は、その発生から周知、通報に始
まり、初期消火と鎮火後の処置までの手順を、また
鎮火後は新たな漏洩がないこと、オイルマットや土
嚢の設置、軽油で汚れた材料などが新たな汚染源
とならないように、その回収方法や仮置場を設置
して保管するまでの手順を確認しました。

緊急対応訓練（神戸工場）
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　三井製糖では、ISO14001内部監査の指摘事項
およ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。
　2012年度の内部監査は、危険物・薬品管理お
よび廃棄物管理や法規制の順守状況、ならびにア
クションプランの活動について重点的に監査し、以
下のような指摘がなされました。　

精糖部門の閉鎖によって産業廃棄物置場
を移設した際に、表示を設置していな

かったため、産業廃棄物置場に表示するとともに、
表示（廃棄物処理法法律施行規則 第８条）につ
いて、社員に教育しました。

ISO14001内部監査

設備更新にともなって、行政の手続きはし
ていましたが、法規制一覧表を改訂してい

なかったため、該当箇所を修正しました。

商品開発部の拠点を移転した際に、医薬
用外劇物の保管場所に表示をしていなかっ

たため、保管場所に表示を行うとともに、医薬用
外劇物の表示（毒物および劇物取締法第12条）
について社員に教育しました。

改善策

改善策

改善策

指摘を受けた保管庫 医薬用外劇物保管庫である旨の表示
添付後

表示をしていなかった産業廃棄物置
場

新たに設置された産業廃棄物置場の
表示板

「危険物・薬品管理」（商品開発部）

「廃棄物管理」（岡山工場）

「法規制の順守状況」（神戸工場・本社）

「アクションプランの活動」（岡山工場）

指摘内容  医薬用外劇物の保管場所に表示がない。

指摘内容  廃棄物置場に表示がない。 期中に精糖部門がなくなり、食材事
業のみのアクションプランとなったが、CO2削減
の目標値などが見直しされておらず、明確では
なかった。

指摘内容

これまで精糖部門と共用でエネルギーを
使用しており、かつ精糖部門のエネルギー

が大部分を占めていたことから食材事業につい
て再度目標値を見直す必要がありました。目標
値については、利益計画のエネルギー原単位を参
考として再度設定しました。

神戸工場の法規制一覧表において、
屋外給油所の貯蔵量（ 19,200L）が、現場表示

（21,000L）と異なるところや、廃止している設
備（灯油タンク）がまだ記載されており、更新す
る必要がある。

指摘内容

本社の産業廃棄物について、委託内
容どおり廃棄物が処理されているか適切に確認
できるようにマニフェストの返却日時等を一覧
表で管理したほうがよい。

指摘内容

本社移転に伴って、自社で産業廃棄物を
取り扱うようになり、マニフェストを交

付し、処理することとなりました。マニフェスト
の数は多くないものの、いつ処分されたか現状の
管理ではわかりにくいことから、工場のマニフェ
スト管理票を参考に、交付年月日、交付番号、取
引業者、運搬業者、処分業者（最終処分業者）、
B2票、D 票、E 票の戻り年月日などが分かる一覧
表を作成し、管理することとしました。

改善策

改善策
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　お砂糖の正しい知識を広めるためには、外への積
極的な発信も重要であると考えています。三井製
糖では、これからの食文化を担っていく人材が集う
製菓学校への講師の派遣や、サトウキビや砂糖のこ

とをもっと知ってもらいたい、という熱い想いを込
めた雑誌への支援などを通じて、正しいお砂糖の
姿を伝えています。

　お砂糖には、単に甘さを出すだけでなく、食感や
風味、色合い、品質の安定性を良くするなどさまざ
まな機能がありますが、あまり知られていません。
一方で、砂糖に対する誤解やいわれのない有害論
も根強くあります。これはフードファディズムと呼
ばれ、私たちは、そうした有害論が出てきた背景や
正しい砂糖と健康の関係について、全社員を対象
にｅ-ラーニングを利用した教育訓練を実施してい
ます。さらに教育機関での講義やイベントなどを通
じ、砂糖の機能や正しい知識の普及に努めています。

社外への発信

お砂糖のプロ育成

お砂糖の正しい知識を広めていくために

フードファディズムとは、「特定の食品を万能薬のように
扱ったり、有害物であるかのように排斥したりすること」
です。砂糖には、骨を溶かす、肌が荒れる、糖尿病のもと
であるなど、さまざまな有害論がありますが、国内外の研
究機関により科学的な根拠がないことが明らかになって
います。食品には、絶対的に良いもの悪いものというも
のはなく、いろいろな食品をバランスよく摂取することが
最も大切です。

フードファディズムとは？

製菓学校への講師派遣
　製菓･製パン･栄養士の専門学校での授業を毎
年実施しています。講義内容は、砂糖の基礎知識（種
類や製造法、種類別使い分け）、甘くする以外の利
用効果、砂糖以外の甘味料の特性、健康関連情報、
表示に関する法的規制などです。その他にも要望
に応じて、市民講座や、料理学校や家庭科の教師
向けの勉強会などで講演を行っています。昨今で
は、砂糖や食品に関する誤った情報も氾濫してお
り、消費者だけでなく栄養士や学識者の方々にも、
“砂糖･甘味料の正しい知識”の普及･啓蒙活動
をすることは、大変意義あること、と勤しんでいま
す。授業や講義では、休憩時間や講義後にも質問
攻めにあって
控室に戻れな
いこともあり、
食知識への関
心の強さを実
感しています。

雑誌「さとうきび」発行支援　
　紀元前から歴史のあるサトウキビをもっと身近に
感じ、その良さを知ってほしい、という想いから、き
び仲間と雑誌「さとうきび」を創刊しました。で
きるだけ幅広い人たちに読んでいただけるよう専
門知識から文藝作品まで、間口を広げたサトウキビ
専門誌です。元々は自主出版を検討しておりまし
たが、資金的に苦しかったところ、三井製糖より支
援をいただき、発
行することができ
ました。多くの方
に「さとうきび」を
通じて、正しい砂
糖の知識を伝えて
いきたいと思いま
す。

社員の
声

関係者の
声

編集者
河合俊和

品質保証部 お客様サービス課
阿部陽子
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参加者の

お砂糖を通じた教育活動

　三井製糖は、2011年度より若手社員が中心と
なって高校生を対象とした出前授業を実施してい
ます。2012年度は、東京都新宿区にある都立戸
山高等学校のSSH（スーパーサイエンスハイスクー
ル）※クラスの1年生19名を対象に、『三井製糖実
験教室 -SPOON LAB- 未来をつくる、砂糖の研究
に挑戦！』と題した特別授業を実施しました。
　この授業は「糖」というテーマを通じて、「新し
いことを知り、考え、人や地球に貢献するものを生
み出すことの魅力を知る」ことや、自分の将来を
決めるための岐路に立っている高校生に、社会人
そのものや実際の仕事に触れることにより、具体
的な自分の将来のイメージを描いてもらう、視野を
広げてもらうことを目的に行いました。

三井製糖実験教室 ーSPOON LABー

声

食品パッケージの
食品表示欄から糖
の表示を探す生徒

サトウキビの抽出
物が強いにおいに
どのような効果を
与えるか検証

黒糖から有効成分
を抽出する実験

糖について
の講義

　高校生には黒糖を使用した有効成分の抽出や、
実際の商品開発の過程の体験など、学校では教わ
らない企業の研究開発のプロセスに触れてもらい
ました。また最後には、今回の授業に携わった当
社スタッフから高校生へメッセージを発信する時
間を設け、それぞれが考えた高校生に伝えたいこと
や、自分の将来を考える上でのアドバイスを贈りま
した。
　本業を通じて、子どもたちが自分の将来を考え
る上で少しでも役に立つことができるのなら、これ
ほど嬉しいことはありません。三井製糖はこれか
らも、「糖」という本業を通じて、子どもたちの未
来を応援していきます。

私は将来の夢はまだ漠然としか決まっていないし、まだ
変わるかもしれないけど、最終的には皆さんのように、自
分のやりたい道を歩んでいくことができるよう努力した
いです。

今回の実験授業で、将来へのイメージが少しながらわかっ
たような気がします。民間企業の研究はどのように行わ
れているのか、またどのような雰囲気なのかを知ること
ができてよかったです。

普段の実験は目の前の謎について追っているだけですが、
商品開発は現実にその商品ができた時のことを多角的に
考えて問題点を見つけることが求められるため、新鮮で
楽しかったです。知らないところでこうしたことが行わ
れているから、快適な生活が送れているのだとあらため
て思いました。

商品開発のプロセスについていろいろ学びましたが、これ
は他の実験などにも応用できると思ったので、いろいろ
試していきたいです。

※SSH（スーパーサイエンスハイスクール）：文部科学省より指定を受けた、先進
的な理科教育を受けることを目的とした高等学校。
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　企業も社会における一市民であるという「企
業市民」という考え方のもと、当社は創立記念日
のある11月を「市民活動強化月間　–Action in 
November–」と定め、各拠点それぞれが一企業市
民として独自の社会貢献活動を行っています。
　2010年から始まった「Action in November」
も2012年で3回目を迎え、各拠点が身の丈にあっ
た“自分たちにできること”を実践しています。

Action in November

　東北営業所では、協賛している「がんばっぺ東
松島 こどもまつり」でわたあめの出店を行いまし
た。イベント開始直後から子どもたちの行列は途
切れることなく、参加した社員は額に汗しながらお
砂糖がなくなるまでわたあめを作り続けました。
　震災後、学校でも家庭でも落ち着ける環境では
なかったと思いますが、お祭りに目を輝かせている
子どもたちの笑顔が被災地を明るくしていること
を実感しました。

「がんばっぺ東松島 こどもまつり」（東北営業所）

　岩手県大槌町のショッピングセンターで、「スプー
ン印の秋まつり」と称したイベントを行いました。

「甘いものを食べて笑顔に！」というスローガンの
もと、黒糖を使った大学芋を無料で振る舞ったほ
か、わたあめを自分で作ったり、べっこうあめに飾

「スプーン印の秋まつり」（本社）

りつけしたりできる体験コーナーも設けて、震災
後に遊び場が減ってしまった子どもたちにも楽し
んでもらえるよう工夫しました。
　イベント自体は9時から16時という短い時間で
はありましたが、多めに見積もった材料を全て使い
切ってしまうほどの盛況ぶりでした。どれだけの
ことができたのかはわかりませんが、イベントを通
じて実際に地元の皆さんとお話をしたり触れ合え
たりしたことは、少なくとも意味があるものだった
と思います。

　大阪城で行われる OBC ラジオ祭りに毎年参加
し、砂糖販売コーナーなどの出店を行っています。
今回は食育も兼ねて子どもたちに無料でキャラメ
ルポップコーンを配布しましたが、ポップコーンが
できる様子を不思議そうに見つめる子どもたちが
印象的でした。
　売上は前年に引き続き、東日本大震災の義援金
として、日本赤十字社に全額寄付しました。

「OBCラジオ祭り」（関西営業部）

べっこうあめに飾りつけをする子どもたち

東松島こどもまつりに参加した社員

キャラメルポップコーンを配布する社員

社会貢献活動の取り組み

東日本大震災被災地復興支援活動
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　千葉工場では、普段より排出物削減行動の一環
および、CSR の観点から「エコキャップ運動※」を
行っていますが、2012年11月には“回収強化キャ
ンペーン”を実施しました。ペットボトルキャップ
回収専用ボックスを工場内の４箇所に設置して、
１ヶ月で9.1㎏（ 4,136個 ）を回収しました。これ
はポリオワクチン約5.2本分に相当する量です。

「エコキャップ運動」（千葉工場）

　長田工場では、県内の中学２年生を対象として
神戸市が実施している職場体験学習「トライやる・
ウィーク」に協力をしており、2012年11月には
3回目となる中学生の受け入れを行いました。品質
管理業務を中心に、当社の製品であるゲル化剤を
使用したゼリーの試作や強度測定などを体験して
もらいました。

「職場体験学習トライやる・ウィーク」（長田工場）

　福岡工場では、秋の火災予防運動の一環として
福岡市東消防署より工場での大規模な訓練の要請
を受け、事業所と消防機関の合同消防訓練を実施
しました。今回は逃げ遅れた人をストレッチャー
に収容して3階屋上よりロープで救助する訓練な
ど、普段とは違った体験をすることができました。

「消防機関との合同消防訓練」（福岡工場）

合同消防訓練の様子

※エコキャップ運動：ペットボトルキャップを回収・リサイクルした収益で開発途
上国にポリオワクチンを届ける運動。

　神戸工場では、毎月第三水曜日に神戸工場のあ
る食品コンビナート内で清掃活動（クリ－ンデイ）
を実施していますが、2012年11月には通常より
人員を増員、時間を延長し、「拡大クリ－ンデイ」
として美化活動を実施しました。木枯らしの吹く
中、構内協力会社の方にも参加いただき、工場周
辺のゴミや枯葉を一掃することができました。

「クリ－ンデイ活動」（神戸工場）

　岡山工場では、爽やかな秋空の下、工場周辺
400m の道路清掃を行いました。きれいな街づく
りに繋げようと、20名の社員が参加しました。

「道路清掃活動」（岡山工場）

職場体験中の中学生

道路清掃の様子

社会とのコミュニケーション

1ヶ月で集まったエコキャップ
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社員とともに

住人 SPOON 
HOUSE

働きやすい職場環境づくり

　三井製糖は、2012年7月にワンフロア化を目的として
本社を移転しました。旧本社では各部門のフロアが上下
や別棟に分かれていましたが、移転によるワンフロア化の
実現により、椅子から立ち上がれば全職場が見渡せる、他
部門と顔を合わせる機会が増えたなど、部門間の距離感
が一気に縮まったため社内コミュニケーションが促進さ
れています。隅田川周辺を一望できる景観も加わり、移
転目的の一つであった働きやすい職場環境づくりに好結
果を与えています。

　三井製糖は、「企業が競争優位性を保ち永続的に
成長することを可能にするのは人材である」との
認識に立ち、2012年度からスタートした第4次中
期経営計画において「ビジョンを達成させる人を
育てる土壌“SOIL”づくり」をキーワードに、企
業価値を高め社会に貢献し続けるための人事戦略
を積極的に進めています。

人を育てる土壌“SOIL”づくり

隅田川に面したリ
バーサイド読売ビル。
三井製糖が入ってい
るのは12階のため
景色も良く、開放感
のある明るいフロア
となりました。

理念、ビジョン浸透の徹底化S pirit

個の能力を活かすチームを牽引するL eadership

個の能力、専門性、スキルを伸ばす仕組みI ndividual’s specialty & skill

整合性のある人的配置、処遇、評価O rganization

2012 

TOP  CS

より良い三井製糖をめざして
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広がるコミュニケーションの輪

　本社と千葉工場では、相談や雑談といった自発的なコ
ミュニケーションから生まれる連帯感や一体感づくりが
モチベーションや仕事に対する積極性を後押しすると考
え、2012年10月から本社では「おやつの時間」、千葉
工場では「和み」と称した場を設定し、経営陣から一般
社員まで参加してコミュニケーションの輪を広げていま
す。その他、本社フロア各所に気軽に打合せができる小単
位のミーティングスペースも確保して、自由で率直な意見
が出し合える働きやすい職場環境の維持に努めています。

部長を対象としたフューチャーエグゼクティブワークショップ

　三井製糖は、1947年創立後、合併を繰り返して
きた企業であり、その都度、互いの理念や慣習を認
め合いながら融和と競合の精神で企業の仕組みを
整えてきました。また、砂糖業界は景気動向に左
右されない安定企業であるとのイメージが定着し
ていますが、これからは内外の急激な環境変化に
スピード感を持って対応しなければ企業を永続的
に成長させることはできません。
　役職員個々人が、自分が持つ既成概念や業界常
識をも超えて「自己を変革する」という意識のもと、
さまざまな仕事に挑戦し新たな世界を創り出す気
概を持って自分の役割や能力を最大限発揮できる
よう、“SOIL”をキーワードとした人材育成策に取
り組んでいます。具体的には、新入社員から次世
代経営幹部をめざす部長職まで、役職や資格等級
別に実施する階層別研修を主体に、自己啓発的な
教育支援制度も整備しています。
　階層別研修については、役割認識や能力開発、
スキルの向上等を目的とした外部研修に偏重せず、
ビジョンの徹底化など当社独自の課題にテーマ性
を絞った人事部手づくりの内製型集合研修を実施
しています。研修形態を受動型ではないワークショッ
プ形式の全員参画型としているため、意見交換や
プレゼンテーションが活発化され、本来的な目的と
は別に、問題意識の共有化や横断的な連携強化と
いう副産物も生まれています。
　また、自己啓発的な教育支援制度として、145講
座からなる広い範囲を網羅した通信教育制度やグ
ローバル化への意識の醸成を目的とした語学講習
補助制度を設け、人材の育成強化を行っています。

人材育成の強化

　三井製糖は、人材育成の強化を図るとともに、「役
職員のやる気」「会社への貢献意識」といったモチ
ベーションを高めるため、目標管理と評価システム
を整えた人事考課制度を設けています。
　目標管理については動機付けを明確にするため
経営目標から部門・課・個人の目標の関連性に重
点を置き、評価については公正性や整合性を高め
るため、目標に対する実績・成果に加えて成果に
至る職務行動も合わせて評価する仕組みとしてい
ます。加えて、目標設定時と評価時に納得性を高
めるために上司が行う面談は、指導・助言や結果
のフィードバックなど、貴重な社内コミュニケー
ションツールとして機能しています。
　また、役職員が現職でのやり甲斐を振り返る場、
どういう仕事でどのように働きたいかを考え自律
的に自己の将来のキャリアデザインを考える機会、
経営への率直な提言の場などをつくるために自己
申告制度を設けています。この自己申告において
も上司との面談を行う仕組みにして、社内コミュ
ニケーションの深化を図っています。

働きがいを求めて

本社「おやつの時間」
の様子。普段なかな
か仕事で話す機会
のない人とも気軽に
コミュニケーション
が取れるということ
もあり、毎回大盛況
です。
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食卓ですっかりお馴染みの小袋や低カロリー商品
などをそろえた家庭用から、多様化するニーズに多
彩なお砂糖でお応えする業務用商品まで。「スプー
ン印」は、暮らしのさまざまなシーンでおいしさと
安心を守り続けている信頼のブランドです。

砂糖
SUGAR

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、日本
で使われているお砂糖
の約半分は上白糖です。

上白糖

WHITE
SOFT
SUGAR

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、菓子にも広く使
われています。外国では最
も一般的なお砂糖です。

グラニュ糖

GRANULATED
SUGAR

上白糖を主原料に高甘味度
甘味料をプラスしました。
半分の使用量で砂糖そのま
まのおいしさをお楽しみい
ただけます。

spoon next 
1/2 上白糖

1/2 WHITE
SOFT SUGAR

日本で初めて開発された、
コーヒー専用の砂糖です。
高純度の糖液にカラメル
を溶け込ませて、ゆっく
りと琥珀色に結晶させま
した。

ロザッティ 

ROSATI

紅茶、レモネードにぴった
りのレモン風味の砂糖で
す。1袋にレモン 2個分のビ
タミン Cが入っています。

レモンシュガー
LEMON SUGAR

食品加工の用途に合わせ
て各種砂糖を取りそろえ
ています。徹底した品質
管理のもと、安定した製
品をお届けいたします。

業務用大袋

MANUFACTURING 
PACK

「糖からの広がり」をキーワードに、機能性甘味料
やサトウキビに含まれる有用物質、食品を彩る天然
色素、あらゆる食感を表現できるゲル化剤などの商
品化に取り組んでいます。さまざまな技術やノウハ
ウを結集して、心と身体の健康と安全を探求し、新
たな素材の可能性をご提案しています。

食品素材
FOOD INTEGRENT

寒天は、テングサやオゴノリなどの海藻
から作られた食物繊維が豊富な天然素
材です。各種用途に応じたさまざまな
寒天製品を取りそろえています。

スプーン寒天
SPOON AGAR

食感を引き立たせるほか、
ゲル化・増粘・分散安定・
保水・結着等、さまざま
な機能や用途の商品提案
を行っています。

スプーンゲル
SPOON GEL

食品に豊かな彩りを添え
る、カカオ色 素、クチナシ
色素などの豊富な天然系
色素を取りそろえています。

スプーンカラー
SPOON COLOR

柑橘系の天然製油や果汁
を中心にした香り立ちに
優れた粉末香料です。食
品の香り付けや味付け、
そして風味の改善にご利
用いただけます。

スプーンフレーバー

SPOON 
FLAVOR

砂糖から作られる二糖類
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®

PALATINOSE®

砂糖を原料にした低カロ
リーの甘味料です。世界
の有名な菓子ブランドで
多く使用されているほか、
国内でも食品分野で幅広
く利用されています。三
井製糖は、ドイツのベネ
オ・パラチニット社の日
本代理店です。

パラチニット®

ISOMALT

主要商品のご紹介
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　三井製糖の社会・環境報告書2013の発行に際し、
第三者意見を述べさせていただきます。三井製糖
は2011年に、業界初の環境報告書を発行され、
2012年には、社会貢献に関する記述を充実された
環境・社会報告書を発行されました。それぞれに
第三者意見を申し述べる機会をいただきました。
　社会・環境報告書2013 は、三井製糖がめざす
CSR のかたちを「SPOON HOUSE」という建物
に表し、お客さまのために（1階）、社会のために（2
階）、社員とともに（住人）として、その建物の構
成にしたがって紹介するという工夫が施されてい
ます。わかりやすい試みです。
　三井製糖では、毎年、新しい取り組みにチャレン
ジされています。今年のトピックスとしては、食品
安全システム「FSSC22000」の認証が、千葉工場、
福岡工場、神戸工場（各営業部含む）と本社（生
産統括部・品質保証部）で取得されたことが取り
上げられています（P.9-10）。食品添加物・食品
素材を製造する長田工場と、精製糖部門を神戸工
場に集約したため甘味料の生産のみとなっている
岡山工場は対象外となっていますが、精製糖を行
う三つの工場はすべて対象となっています（この
旨の記述が本文中にあった方がわかりやすいです）。
　また、2012年度～ 2014年度の中期マスタープ
ランにおいて、生物多様性保全については、期間内
に活動内容を決定するとされていましたが、今年の
報告書では、徳之島の環境 NPO と協働して生物多
様性保全活動を進めることとした旨が報告されて
います（P.15-16）。

　このように、本報告書から、新しい取り組みが着
実に進展していることがわかりました。
　環境報告書では、新しい取り組みがトピックス的
に取り扱われることも重要ですが、取り組みの成果
を定量化し、経年変化を追える形で、毎年、収録す
ることも重要です。この点では、三井製糖の社会・
環境報告書は、まだ、改善の余地があります。
　エコバランスの数値について、前年度と比較でき
るように記載している点は評価できますが、大きく
動いている数値について説明が不足している部分
があります。たとえば、生産部門での重油や灯油が
45～60％削減されています。NOx や SOx も大幅
に減少しました。おそらく精製糖工場の集約や神
戸工場のリニューアルが関係しているのではないか
と思いますが、報告書の中で説明されるとわかりや
すいと思います。
　また、昨年の報告書から報告対象に組み入れら
れた社会性報告についても、経年変化を追って報
告すべき内容を拡充した方がよいと考えます。今
年の報告書から eco 検定の合格者数の経年変化が
記載されるようになりました（P.20）。全社員の
50％が合格しているという非常に優れた取り組み
ですが、ワーク・ライフ・バランス、メンタルヘルス、
障害者雇用、防災などの項目についても、経年的に
報告できる指標を拡充してはいかがでしょうか。
　製糖業界のリーディングカンパニーである三井製
糖での CSR の取り組みがひきつづき活発に続けら
れ、社会・環境報告書がさらに充実したものにな
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。

　倉阪先生には、昨年に引き続き本報告書
に対してご意見を賜り、この場をお借りして
厚く御礼申し上げます。
　当 社は、めざすべき CSR のかたちを

「SPOON HOUSE」という家にたとえ、お
砂糖を安定供給するという、“本業”の部分
から、地域とのコミュニケーションといった
活動まで、すべてが「三井製糖のCSR」で
あると考えています。その中でよりCSR を
深化させるべく毎年新たな取り組みに着手
し、本報告書でもご紹介しております。しか
しながら、先生のご指摘のとおりまだ経年

変化の報告にまで至っていない点もあり、今
後の課題として着実に取り組みを積み重ね
ていきます。
　トップメッセージにもあるとおり、当社の
第4次中期経営計画も2年目を迎えました。
キーワードである「未来への変革・挑戦・
創造」は、将来の三井製糖のあるべき姿を
実現する上で最も重要です。中期経営計画
も含め、当社の活動すべてが CSR の想いの
実現にもつながっていきます。これからも社
員一人ひとりが一丸となって、三井製糖らし
い新たな価値の創造をめざしてまいります。

第三者意見

三井製糖株式会社
経営企画部長
環境管理責任者 

小塚 智広

第三者意見を
受けて
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