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代表取締役社長　飯田雅明

三井製糖は「アジアにおけるプレゼンス向上」
を2022年のあり姿に掲げ、それを達成するために、
第5次中期経営計画「Mitsui Sugar Revolution 
Phase2」（三井製糖2022 への道）を策定いたし
ました。これは二年前に策定し、実行してまいり
ました第4次中期経営計画の考え方を踏襲し、さ
らにドライブをかけていくことを念頭に「変革の
加速と実現」をスローガンとして実行から実現に
こだわって取り組むものであります。

国内市場における砂糖のニーズは漸減傾向にあ
り、砂糖事業が80% 以上を占める当社が永続的に
発展し続けていくためには、国内の競争力の向上
のみならず、世界的には成長産業である海外砂糖
市場への進出や第二の柱である食品素材事業のす
そ野の拡大を図っていく必要があります。加えて
第三、第四の新規分野への挑戦を果たしていくな
ど、大きく舵を切っていかなければならない時期
に来ており、より一層先を見据えた経営をめざし
てまいります。

一方で、事業の拡大を図っていくためには既存
事業においても盤石な基礎を築くことが大前提で
ありますが、当社にはその確固たる基礎が既に存
在しています。お客さまに安全で安心な食品を安
定的にお届けすること、お客さまのニーズにお応え
して、新たな価値をもつ商品を生み出すこと、また
単に商品やサービスを生み出すだけでなく、その過
程で発生する地球環境への影響を勘案すること、
一企業市民として地域社会へ報いていくこと。ど
れも当たり前のことではありますが、その当たり前
を1% の信頼も揺るがすことなく実現していくこ
とこそが、当社の責務であり、今後も社会におい

て必要とされる企業であるための必須要件です。
当社は製糖業界のリーディングカンパニーとして、
ステークホルダーの皆さまからの信頼にこれから
もしっかりとお応えしてまいります。

既存事業のさらなる発展や、第5次中期経営計
画の各種施策をしっかりと実現していくためには、
社員一人ひとりが自己変革力と高い志を持って、
各々の課題やミッションに取り組んでいく必要が
あります。そのためにも当社では、各社員が自己
変革意識を持って三井製糖人として持つべき一段
レベルの高いマインドを「Mitsu i  Sugar  Qual i ty

（ MS クオリティー）」と名付け、このマインドが自
然と一人ひとりの中に根づいて醸成されていくた
めの土壌を創造していきたいと考えております。
また個の成長、チーム力の発揮、グローバル人材育
成、戦略的な人員配置と人材活用、ワークスタイル
の変革など、『人財』育成を強化し、社員それぞれ
が自らの強みを最大限に発揮していけるような企
業文化をめざしてまいります。

三井製糖のブランドであるスプーン印は、日本国
内における認知度は90% 以上とのこと。これだけ
多くの皆さまに広く知られているブランドを有し
ていることは、誇るべきことであり、同時に社会か
らの期待や、寄せられている信頼も非常に大きい
と言えます。社員一人ひとりがこのことをしっか
りと自覚し、一丸となってこのスプーンブランドの
価値向上を図ることで、いつまでも皆さまから愛
される企業であり続けてまいります。

食卓を支えるスプーンブランドの
価値の向上を、
これからもめざしてまいります。

社会・環境報告書 2014 
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対象期間

2013年度（2013年4月～2014年3月）

対象組織

当社全組織を対象としています。

　「三井製糖 社会・環境報告書2014」では、
わたしたちがめざすべき CSR（企業の社会
的責任）のかたちである「SPOON HOUSE」
に沿って、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
カテゴリーに分けてページを構成していま
す。三井製糖の各活動が、この「SPOON 
HOUSE」上のどこに当てはまるのかが一目
でわかるように、各カテゴリーの冒頭に見開
きのページを設け、Q&A 形式でわかりやす
く紹介しております。また今回は「顔が見
える報告書」をテーマとし、三井製糖の活
動がどのような社員によって取り組まれて
いるのかをステークホルダーの皆さまにお
伝えするべく、多くの社員の顔や声を掲載
しております。
　三井製糖は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、これからも
積極的な情報発信につとめてまいります。

編集方針

三井製糖がめざすべき
CSRのかたち
「SPOON HOUSE」

P.03

目次

第三者意見P.30
P.29 会社概要／主要商品のご紹介

三井製糖がその使命
（社会的責任）を果たすための
行動基準についてご紹介します。

三井製糖 行動基準
P.05

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.13

P.25
社員とともに
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。

SPOON HOUSEの1階

SPOON HOUSEの2階

SPOON HOUSEの住人

SPOON HOUSEの基礎



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。

お客さまのために

安全・安心な食材の安定供給

P.07

P.09

「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

社会のために

事業活動における環境への配慮

食（お砂糖）の
正しい知識を広めるために

社会貢献活動

P.13

P.15

P.21

P.23

「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

三井製糖 行動基準 P.05

三井製糖がめざすべきCSRのかたち
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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。

社員とともに

住人＝社員

社員とともに
いきいきと働ける環境づくり

P.25
P.27

SPOON HOUSE 04



三井製糖 行動基準
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つの項目で表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。

SPOON 
HOUSE 基礎

　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。」に表されてい
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。

自然のめぐみに育まれた

おいしさを届けるために 1

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。

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。

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。

サトウキビから“原料糖”をつくる

※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

  Mitsui Sugar  Sustainability Report05



三井製糖の主要事業

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。

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。

“原料糖”を精製して“お砂糖”をつくる 安全・安心な食材としてお客さまのもとへ

● 社会的責任を果たす組織であるために

　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。
　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、事業、
資産のリスク管理に努めています。さらに監査役

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。
　内部統制委員会の下部組織にはコンプライアン
ス部会を組織し、当社グループ全体の遵法意識を
高めるべく、コンプライアンス研修をはじめ各種
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。

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。

コーポレート・ガバナンスの
基本的考え方

■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

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・子会社など

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

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

CSR委員会
人事政策委員会
重要案件審議委員会

コーポレート・ガバナンス
および内部統制
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お客さまのために

三井製糖は社会の中で
どんな役割を果たしているの？

SPOON HOUSEという建物にとって、もっとも大切な 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。

　太陽の光を浴びて育つ、自然の恵みであるサトウキビや

てん菜。この自然の恵みを、安全安心でおいしく、心と

身体の健康に寄与する「食」としてお届けするのが当社

の使命です。三井製糖は、「スプーン印」で50年以上愛さ

れる砂糖のトップブランドとして、砂糖の製造販売はもと

より、砂糖をつくる際に生まれる副産物やその他天然素

材を用いた食品素材の分野で事業を展開し

ています。

SPOON 
HOUSE 1階

A.
　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、つねにより良い商品を
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も努めています。

▶ 砂糖事業

　「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。

▶ 食品素材事業

Q.

品質保証部　
品質保証課長
藤井 一太

材を用いた食品素材の分野

ています。す。す

“食の安全”への関心が高まっていますが、
三井製糖ではどんな取り組みをしていますか？

　当社では、ISO9001やFSSC22000など

の国際的な品質管理規格に基づいて高レ

ベルの品質管理、衛生管理を実施してい

ます。また、それだけではなく、社会に

大きな衝撃を与えた冷凍食品への農薬混

入事件を受けて、当社工場でも「フード

ディフェンス」と呼ばれる意図的な異物

A.

Q.

混入への対策強化に取り組むなど、常に

安全な食品をお届けするための努力を続

けています。

　2013年度からは、従来の製造部門を主

とした管理体制のみならず、営業部門や

物流部門も含めた全社的な品質保証体制

構築の取り組みもはじめました（P.09参照）。

執行役員　
経営企画部長
小塚 智広 さとうきび抽出物

パラチニット®と
パラチノース®

品質保証課長品質保証課長品質保証課長品質保証課長品質保証課長品質保証課長品質保証課長品質保証課長品質保証課長品質保証課長品質保証課長
藤井 一太藤井 一太藤井 一太藤井 一太藤井 一太藤井 一太藤井 一太藤井 一太藤井 一太藤井 一太

など、常に

安全な食品をお届けするための努力を続

年度からは、従来の製造部門を主

とした管理体制のみならず、営業部門や

品質保証体制

（P.09参照）。
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MACS
プロジェクト とは？

A.

BPRって何ですか？　
具体的にはどんな効果が得られるの？
　現在、当社では MACS、MILSといったシステム構

築プロジェクトによって全社的な BPRに取り組んでい

ます。BPRとはBusiness Process Re-engineeringの略

称で、業務の流れや組織構造を分析し最適化して組み直

すことを指します。

　当社は複数の会社が合併してきた経緯もあり、複数の

システムが併用されていたことや、そのためにシステム

制約が多かったことなどにより業務が非効率となってい

ました。BPR及びシステム統合による業務効率化によっ

てさまざまな面で省力化が進みます。その結果、工場コ

ストの削減はもちろん、エネルギー削減による環境負荷

低減にも貢献することが期待できます。

　また、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MILSシステムは品質保

証施策も含んでおり、安全・

安心な製品の提供にも寄与

していきます（P.10参照）。

Q.

人々のくらしに欠かせないお砂糖は
安定的に供給することが重要ですよね？

　当社は、消費者の需要動向に対応すべく

綿密な生産計画を立てて千葉・神戸・福岡

の 3工場でバランスよく生産することによ

り、国内での安定供給を果たしています。

　2013年度にはロジスティクス統括部を

A.

Q.

MILS
プロジェクト とは？

綿密な生産計画を立てて千葉・神戸・福岡

の 3工場でバランスよく生産することによ

り、国内での安定供給を果たしています。

　2013年度にはロジスティクス統括部を

シュガービジネス統括本部　
ロジスティクス統括部次長　
田中 明雄

設置し、これまで複数部署で行っていた

生産計画の立案業務や製品保管、在庫管理、

オーダー受注、配車、出荷、配送、請求といっ

た一連の物流業務を一元管理することが可

能な体制となりました。これにより、さら

なる安定供給と物流品質の向上をめざして

います。

　Mitsui sugar Act ive act ion Create 
System（三井製糖の積極的な行動で創造する
システム）の略称。全体最適の見地から業務改
善を行いつつ、基幹システム（財経・販売・原
料仕入・人事システムなど）の再構築を行う取
り組み。2013年3月に完成し、データ一元化
による高度な情報共有、承認プロセスの省力化
などを実現した。

　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。合併前はそれぞれ別会社の工場で
あった千葉・神戸・福岡の3工場の生産管理分野の業務を
標準化しつつ、システムによる自動化・省力化を実施し、
工場の原料受け入れから製造過程、出荷、製品物流までの
流れを大胆に革新する取り組み。

総務部次長 兼 
情報システム課長　
中田 修裕

受発注

物流政策

生販運営

■ 営業系
「MACS」システムに
よる営業業務の
全国一元化

■ 生産系
「MILS」システムによる
「製造工程の見える化」

3工場を1工場の
3ラインのように

千葉
工場

神戸
工場

福岡
工場
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原料糖表面の
不純物の除去

原糖倉庫での
管理

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。　三井製糖の主な事業は、サトウキビからつく

られた原料糖を精製し、皆さまのよく知って
いるお砂糖や、飲料などに使われる糖液を生
産することです。
　また、お砂糖の製造過程でつくられる副産
物や、さまざまな天然原料から機能性甘味料
をはじめとした食品素材も生産しています。

自然のめぐみに育まれた

おいしさを届けるために 2 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
り除いた後、洗糖分離機
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。

安全・安心な食材の安定供給お客さまのために
SPOON HOUSE 1階

食品をお届けする私たちにとって、「安全」「安心」
「高品質」を追求し続けることはもっとも重要な
テーマです。当社では、ISO9001やFSSC22000
などの国際的な品質管理規格に基づいて高レベル
の品質管理、衛生管理を実施しています。

全社的な品質保証体制
再構築の取り組み

役員と各部門のマネジメント層が参加して実施された品質保証検討会

執行役員　
品質保証部長
川上 昌之

当社では砂糖が売上の8割を占めることから、従
来は精糖工場を中心とした品質管理体制でした。
今後、TPPの問題など外部環境の変化によって精
糖業界は厳しい競争にさらされていきます。当社
も砂糖だけでなく機能性甘味料の強化を図っていく
必要があります。また、食の安全への関心の高まり
といった社会的背景も踏まえて、2013年度から全
社的な品質保証体制の構築に取り組んでいます。
これは生産工場における品質管理だけの話では
なく、商品開発、原料調達、製造、物流、販売の全
ての工程で品質重視の姿勢を再度明確にするため
の取り組みでもあります。具体的には、2013年度
に各部門への問題点のヒヤリングを行い、2014年
度はそれを基に品質保証体制を検討、マスタープ
ランを策定。中長期的な視点を持って課題ごとに
改善・改革を進めていきます。

将来にわたって安全・安心な食品を提供し続けるための体制づくり品質保証部長インタビュー
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結晶を取り出し
乾燥させてお砂糖に

糖液を濃縮して
結晶をつくる

ろ過を繰り返し
澄んだ糖液をつくる

糖液から
不純物を取り除く

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。

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。
残った糖液は繰
り返し結晶づ
くりに再活用
されます。

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。
残った糖液は繰
り返し結晶づ
くりに再活用
されます。

かれます。

現在構築に取り組んでいるMILSプロジェクトに
は、品質保証体制の強化に関する施策も含まれて
います（P.08参照）。MILS では、それまで各工場・
各部署に点在していた情報をデータ化し集積する
ことにより、品質情報の管理精度を向上させます。
これにより、①トレーサビリティの迅速化 ②出荷
判定精度の向上 ③製品分析表発行の効率化 ④製
品規格書関係業務の再整備 ̶を図ります。

トレーサビリティや出荷判定精度向上に
寄与するMILS

どの分野においても日本の食品メーカーの品質
管理は世界的に見てもかなりレベルが高いと言え
ます。それでも、残念ながら食に関する事故は起
きています。当社がどれだけ厳密な管理体制を築
いても、万一の事態への備えを欠かすことはでき
ません。そういったリスクに備えて、正確な情報を
迅速に公表するためのメディアトレーニングや、具
体的な事故発生を模したシミュレーショントレーニ
ングにも取り組んでいます。

万一の事態に備えた
危機管理体制の強化

食品を扱う企業にとって「安全」はもっとも大
切なものです。こういった全社的な品質保証体制
構築の取り組みを通じて「三井製糖のクオリティ
チェーンの各段階で一人ひとりが品質への責任を
果たすことで、はじめてお客さまに自信を持って商
品をお届けできる」という基本姿勢をあらためて
全従業員に伝えていきます。

クオリティチェーンのすべての段階で
品質への責任を果たす

■ 三井製糖 クオリティチェーン（Quality Chain）

お客さま

物流 調達

販売

製造

安全
安心
高品質

開発

INTERVIEW
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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）

タイ
タイ

中国

タイ

三井製糖の事業所は青文字で、関係会社は黒文字で表示しています。事業所・関係会社

神戸工場
長田工場
甲南ユーテイリテイ（株）
スプーンシュガー（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

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
サンエイ糖化（株）

南西糖業（株）
生和糖業（株）

宮古製糖（株） 新中糖産業（株）
（株）りゅうとう
北部製糖（株）

本社・商品開発部
（株）タイショーテクノス

安全・安心な食材の安定供給お客さまのために
SPOON HOUSE 1階

● 関係会社との連携強化による業務効率化の取り組み

当社では、国内外において、原料
糖、加工糖、食品素材の製造・販
売などさまざまな事業で、関係会
社と連携した取り組みを行ってい
ます。つねに「連結経営」を念頭に
おき、三井製糖グループにおける
事業ポートフォリオを明確化して、
経営資源の効率化を進め、関係会
社とのバリューチェーンの構築によ
りグループ全体の付加価値の向上
をめざしています。また、関係会社
と緊密にコミュニケーションをとり、
技術・品質・生産性の向上に積極
的に取り組むことにより、グループ
全体としての成長と発展をめざし
ています。

子会社4社との連携強化

生和糖業はサトウキビから粗糖（原料糖）の生産を
行う、鹿児島県喜界島に工場を置く国産糖会社で
す。離島に欠かせない基幹作物を生産することで、
地域経済に貢献するとともに、同社との連携を強
化することで、当社は海外からだけでなく国内から
も粗糖を調達することができるため、原料の安定
供給につながっています。

生和糖業（株）

北海道糖業は道内3拠点でてん菜栽培に関与し、
これを原料として砂糖の生産を行い、全国で販売し
ています。農業と製糖業で地域との強い繋がりを
持つとともに、当社とは原料供給面や販売面で連
携を行い、共同でエリア戦略の立案や効率的な販
売を行うことで、両社の生販バランスの最適化と物
流費、CO2削減などに取り組んでいます。

北海道糖業（株）

タイショーテクノスは天然系着色料、品質改良剤、
日持向上剤、保存料などの食品添加物の製造・販売
を主要事業とする100%子会社であり、当社製品で
あるさとうきび抽出物の拡販や、テクノス製品の改良
を当社で行うなどのシナジー効果が発揮されています。
また2014年4月には業務の効率化とさらなる事
業拡大を図るため、当社のハイドロゲル・色素事業
の承継を実施しました。

（株）タイショーテクノス

スプーンシュガーは加工糖を専門に製造していま
す。スティックシュガーや角砂糖が代表的ですが、
低カロリー甘味料や機能性を持つ商品も多く製造
しています。消費者ニーズの変化をつかみ迅速な
商品化を行うために、両社の連携を強化し、製造
の効率化と徹底した品質管理を行っています。

スプーンシュガー（株）
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● BCPの取り組み

東日本大震災などの大規模災害の教訓を背景に、
災害などにより事業停止に見舞われた際に重要業
務をどのように継続、再開するかを定めた手順書・
BCP（Business Continuity Plan）の策定が多くの
企業で進められています。
当社のBCPは、目的を「不測事態発生時に　①従
業員及び来訪者の安全を確保する　②顧客への供
給責任を果たす　③従業員の雇用を守る　④地域
の生活と経済の復旧のために協力を惜しまず貢献
する」の4つに定めています。
顧客への供給責任を果たすための方針は、当社の
中核事業（砂糖事業）に係る商品を供給できなく
なる事態が発生した時点から「2日以内に目標復旧
時間を取引先に連絡」「4日以内に出荷再開」と設定
しています。

● 顧客満足度向上のために

当社では、商品に関するご意見 ･ご質問を受け
付ける窓口として、フリーダイヤルとメールでご利用
いただけるお客様相談窓口を設けています。
2013年度には第三者機関によるミステリーコー
ル※で当社の対応力を調査するなど、お客さまの声
を真摯に受け止め、ご満足いただける対応ができ
るよう日々向上に努めています。

また、BCPを単なる文書ではなく実行可能なもの
として維持、向上するために、社員の安否確認シス
テムの導入（2013年7月）、千葉工場や本社が被災
したという想定の模擬訓練の実施（2013年11月）
など、継続的な改善に取り組んでいます。

品質保証部　
お客様サービス課長
出嶋 由美子

　当社のお客様サービス課は品質保証部に属しており、

お問い合わせには品質保証部の社員が対応にあたります。

そのためミステリーコールによる調査の結果、商品知識の

面では十分な対応ができているという評価を得られました。一方で言葉

遣いへの配慮が少し足りないという指摘もありました。この結果を踏まえ、

今後は担当者の個別研修を実施するなどさらなる対応力の向上に努めてい

きたいと考えています。

　当社からお客さまへの最大のメッセージは商品そのものです。お客様サー

ビス課は“物言わぬ商品に成り代わり、お客さまに安全・安心をお伝え

する”ことをモットーに仕事に取り組んでいます。

物言わぬ商品の代わりに、
安全・安心をお伝えする仕事

※ミステリーコールとは、お客さまを装った調査員が
　実際に電話相談を利用して評価する、顧客視点に
　よる調査手法の一つ。

BCP模擬訓練の様子
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環境

社会のために

「中期環境マスタープラン」のひとつ
「生物多様性保全活動」とはどんな活動？

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。

　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。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、2011年度から保全活動を開始しました。

　2013年度は、前年の徳之島での開催に引き続き、東京で写真展「いのちつながる徳之島～生物の多

様性を見る～」を開催し、徳之島の自然を守ることの意義を多くの人に知っていただきました。さらに、

当初より作成を支援してきた、住民の皆さまの手による動植物図鑑が完成しました。

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。

環境
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。

社会貢献
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、食品企業と

して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。

食

SPOON 
HOUSE 2階

経営企画部 
経営企画課　
松本 範正

A.

　徳之島の生物多様性を守るために重要なのは「島民の
皆さまや子どもたちに環境を守ることの大切さを知って
いただくこと」との考えから、動植物図鑑づくりは島民
の皆さまから写真を募るかたちで制作されました。多く
の素晴らしい写真が集まり、2013年12月に図鑑「いの
ちつながる徳之島」が発刊されました。

▶ 図鑑づくりと写真展の意義

　島の宝である自然環境や伝統
文化の魅力と知識の普及を図り、
地域社会の健全な発展および生
活と文化の向上に寄与すること
を目的としたNPO法人。活動
内容が評価され、2014年5月には、環境省「みどりの日　自然環
境功労者環境大臣表彰」の環境保全活動部門を受賞しました。

　写真展「いのちつながる徳之島～生物
の多様性を見る～」は約2週間の開催で
延べ2,000人以上の方にご来場いただき
ました。写真集も写真展にご来場の方々
に計260冊ご購入いただきました。

▶ 大盛況となった東京での写真展

徳之島
虹の会 とは？

Q.
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A.

「社会貢献活動」は
具体的には何をしているの？
　各拠点で、それぞれで考えた独自の地域貢献活動や、

社会貢献活動を行っています。

　神戸工場では、近隣にある兵庫県立東灘高等学校で

開催される文化祭において、1年生が近隣企業を調査し

展示する企画があり、生徒の皆さんが見学に来られました。

　製造・包装工程の見学では、原料糖の大きな山と結晶缶前の暑さに驚き

の様子でした。

　文化祭での展示品は、お砂糖の特性を正

しく理解していただき、高校生の目線から

よくまとめ上げられていました。展示品を

通じ、文化祭に来られた保護者の方々にも

お砂糖を正しく理解していただける良い機

会になったと思います。

A.

シュガービジネス統括本部
シュガービジネス推進部

商品戦略課
平手 実香

「お砂糖の正しい知識を広める活動」とは
具体的に何をしているの？
　2013年度の取り組みとしては、お子さまが料理をする体験を通して

食に対する興味や正しい知識を育むことを目的とした「親子クッキング

教室」があります。料理研究家コウケンテツさんを講師にお招きしたこ

のイベントではお砂糖を使ったレシピなどを通じて、楽しみながら「お

砂糖の正しい知識」を知ってもらっています。

砂糖生産本部
神戸工場　総務課
富山 明美

食

社会貢献

Q.

Q.
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　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。

事業活動における環境への配慮社会のために
SPOON HOUSE 2階

● 環境方針とマネジメントシステム

■ ISO14001推進組織図（2014年3月31日現在）

ISO14001 事務局環境会議

環境管理責任者

代表取締役社長

拠点環境
責任者

拠点 7
関西営業部

名古屋営業所
岡山営業所

（2008年10月1日制定）

拠点環境
責任者

拠点 6

長田工場

拠点環境
責任者

拠点 5

福岡工場
九州営業部

拠点環境
責任者

拠点 4

岡山工場

拠点環境
責任者

拠点 3

神戸工場

拠点環境
責任者

拠点 2

千葉工場

拠点環境
責任者

拠点 1
本社

東北営業所
商品開発部

各拠点環境推進委員（ワーキングメンバー）

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 2013年度目標 2013年度実績 判定 2013年度活動総括

環境教育
環境教育の
推進

eco検定合格者
全役職員の55％以上

eco検定合格者
全役職員の53％ × 全役職員382名の内、202名が合格（ 2013

年度は11名が合格）。

地球温暖化
防止

精糖工場の
エネルギー
原単位削減

2011年度比2％削減
6.13GJ/t- 原料糖

9％削減
5.58GJ/t- 原料糖 ○ 2012年度に岡山工場の精糖部門を神戸工場に

生産集約した効果により大きく削減。

長田工場の
総エネルギー削減

2011年度比2％削減
17,115GJ

35％削減
11,086GJ ○ 色素製造の一部を海外に移管したことにより、

排水施設がなくなり電力が大幅に削減。

物流部門の
エネルギー
原単位削減

2011年度比2％削減
7.00kL/千t-輸送量

2.7％削減
6.81kL/千t-輸送量 ○ 輸送ロットの大型化やモーダルシフトの

推進などにより削減。

オフィス部門の
総エネルギー削減

2011年度比2％削減
5,071GJ

17％削減
4,193GJ ○ 2012年度の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

総廃棄物量
2011年度以下

15,636ｔ

総廃棄物量
13,473ｔ

○ 総廃棄物量は、副資材の使用量減少により
廃ケーキ量が削減。

リサイクル率向上 リサイクル率95％以上
リサイクル率
98.5％

オフィスの
廃棄物削減

廃棄物削減
2011年度比8％削減

41t

36％削減
26t ○ 分別の徹底により目標達成。

紙の使用量削減
（A4用紙として）

全社紙購入量
8％削減
253万枚

11％削減
226万枚 ○ 両面印刷、システム導入によるペーパーレス化な

どにより削減。

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抗マラリア試験および糖尿病
性慢性炎症の動物試験を実施。

自然エネルギー
への転換

開発実施 開発実施 ○ 精糖排水処理の省エネ化として工場でメタン回
収・発電を検討中。

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

2012年度以上
7拠点中4拠点で達成 ○ 全社平均のグリーン購入比率は77％で2012年

度と比べると、9％向上。

コミュニ
ケーション

社会・環境
報告書発行

社会・環境報告書
発行 社会・環境報告書発行 ○ 2013年度社会・環境報告書を発行、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法人とともに行政関係者と環境についての
対話会実施。

包装資材
環境配慮型
包装資材の追求

サトウキビ由来ポリエ
チレン包材の検討

サトウキビ由来ポリエ
チレン包材の検討実施 ○ 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
活動の確立

活動実施 活動実施 ○ 東京にて写真展を開催。
「いのちつながる徳之島」を発刊。

● 環境目標と実績（2012年～2014年度中期環境マスタープラン）

＊ GJ：熱量（エネルギー換算）
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OUTPUT

 109 101 t-CO2
大気排出

 34 21 t廃棄物

 103 121 t-CO2
大気排出

 58 5 t廃棄物

 71 64 t-CO2
大気排出

 497 427 t-CO2
大気排出

 9,020 8,710 t-CO2
大気排出

 1,866 1,855 千m3

 12 8 t
 119,898 

大気排出
 58 19 kg

 35 0 kg

廃棄物

排水

CO2

NOx

SOx

排水量

COD

 14,656 13,463 t
廃棄物量

 14,427 13,260 t
リサイクル量

 98.4 98.5 %
リサイクル率

2012年度 2013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

 220 230 千kWh
電力

 35 21 千枚コピー
用紙

 31 27 ｋＬガソリン

 937 813 千kWh電力

 3,416 3,278 ｋＬ軽油

 60,130 60,236 千kWh
買電

 4,514 653 千kWh
発電

 21,393 20,315 千m3
都市ガス

 5,001 105 ｋＬ重油

 296 352 千ｔ蒸気

 775 441 ｋＬ灯油

 2,460 2,294 千m3
用水

 2,220 2,239 t
包装資材

 18 16 t
 213 220 千個

 240 191 千kWh
電力

 2,312 2,244 千枚コピー
用紙

精糖

営業車

食品素材（岡山）

食品素材（長田）

2012年度 2013年度

112,490t-CO2

事業活動における環境への配慮社会のために
SPOON HOUSE 2階

● 三井製糖のエコバランス（2013年度）
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● 中期環境マスタープランに沿った環境負荷低減の取り組み（生産部門）

当社では、2012年度より中期環境マスタープラ
ンを策定し、燃料や電気の使用量の削減、排水負荷
の軽減、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
る負荷を少しでも減らすべく、さまざまな取り組み
を進めています。

　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。2013年度の廃棄物量は、岡山工場
の精糖部門の終了に伴い排水処理汚泥が減少した
ことや、精糖工程で用いられる濾過助剤の使用量を
抑制できたことによって、2011年度比で13 %削減
することができました。一方、再資源化率は、岡山
工場の廃包材である廃プラの再資源化などにより、
前年比0.1％向上の9 8.5％となりました。

廃棄物削減・再資源化の取り組み

　2012年10月に生産効率の合理化と品質向上を
図るべく、岡山工場の精糖部門を神戸工場に集約し
ました。これにより、当社のエコバランスは大きく
変化しました。
　岡山工場の精糖工程で使用していた灯油および
自家発電ボイラーの重油・発電がなくなり、それに
伴って NOxや SOx の排出もなくなりました。一方、
神戸工場の生産量増加に伴って、外部のユーティリ
ティー会社から供給している蒸気や電気が増加しま
した 。CO2排出量においては、神戸工場のユーティ
リティー会社でボイラーにバイオマス燃料として木
屑を一部使用していることから、CO2排出量の削減
に大きく貢献しました。
　神戸工場の集約前（2011年度）と比べると、集約
後（2013年度）は生産効率が格段に向上したことに
より、化石燃料由来のCO2排出量を約31.4千トン
削減することができました。

神戸工場の生産集約化による
エコバランスの改善

　千葉工場では、都市ガスを燃料としたボイラーが
あります。2013年度は、この都市ガス使用量を約
810千m3削減しました（ 2012年度比削減率約4％）。 
　これは、これまで煎糖（糖液を煮詰めて糖を結晶
化させること）に追従して常時、貫流ボイラー4基
を暖缶運転していたところを、中央制御室に遠隔操
作盤を設けて、煎糖のタイミングに合わせて起動停
止できるように改良したことで、この暖缶運転時に
使用される燃料の無駄を削減しました。

千葉工場の業務改善による
都市ガス消費量の低減

49.6

神戸工場

2011年度
（集約前）

2012年度
（10月集約）

2013年度
（新・神戸工場）

0

60.0

50.0

40.0

30.0

70.0

80.0

90.0
（千トン）

岡山工場
■ 精糖部門のCO2排出量推移

31.5

81.1

21.4

59.6

38.2

49.7

2011年度 2012年度 2013年度0

18,000

18,500

19,000

19,500
（千m3）
■ 千葉工場の都市ガス使用量推移

19,148 19,211

18,399

2011年度 2012年度 2013年度0 0

97

98

99

100

12,000

10,000

8,000

6,000

14,000

16,000

（%） （t）

■ 廃棄物量・再資源化率の推移
再資源化率 廃棄物量

98.5

97.3

98.4

15,636 14,656
13,463



社会のために
SPOON HOUSE 2階

　当社では、輸送に伴う CO2 の排出量を毎年1%
以上削減することを環境目標として取り組んでい
ます。目標達成のための実施項目は、トレーラー
の多様化などによる配送ロットの大型化、配達先
の組換えなどによる積載率の向上、環境負荷の低
い船舶輸送や鉄道輸送を優先的に使用するモーダ
ルシフトの推進などです。
　また、2012年度に神戸工場へ生産集約したこ
とにより、あらためて中四国地域の供給エリアを
見直して一部を福岡工場から配達するなど物流の
効率化を図りました。その結果、2013年度の輸
送に伴う CO2 の排出量は、前年比で3.4% 削減す
ることができました。 ※ Eco-Eco活動：Ecology（環境貢献）とEconomy（経営貢献）を両立させた活動

　生産部門だけではなく、オフィス部門でも CO2

削減への取り組みを進めています。これまで、ノー
残業デーの導入や、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などを推進してきま
した。2013年度は、2012年度に実施した本社ビ
ルならびに関西営業部の事務所の移転によって、
電力量が大きく削減でき、電力の CO2排出係数が
原子力問題で上昇する中でも、CO2排出量を削減す
ることができました。今後は、これまでの取り組み
を継続するとともに、本業の改善や業務効率の向上
を環境改善につなげる Eco-Eco 活動※を推進して、
CO2削減に努めていきたいと考えています。

2011年度 2012年度 2013年度0

8,000

9,000

10,000
（t）
■ 物流部門CO2排出量推移

9,625
9,020 8,710

2011年度 2012年度 2013年度0 0

200

250

300

350

400

100

110
（千ｋWh） （t）

■ オフィス部門電気使用量推移
CO2排出量 電力量

105
109

101

375

240
191

サトウキビは環境問題にも大きく貢献
　サトウキビは、石油に替わるエネルギー「バイオエタノール」の原料と

しても注目されていますが、サトウキビの環境への貢献はそれだけではあ

りません。

　サトウキビは、多くの植物に比べ効率よくCO2を吸収します。また、

植物が育ちにくいといわれる半乾燥地域でも丈夫に育ち、砂糖の製造

過程でサトウキビの枝葉や糖分の少ない部分は畑に還元されるので、サ

トウキビ栽培がやせた土地を豊かな土地に変える一助ともなっています。

　砂糖の製造過程で糖汁を搾った茎の残りの繊維質は「バガス」とよ

ばれ、工場を動かすための燃料として使用されます。製糖工場では石

油のような化石燃料はほとんど使用されず、余ったバガスで発電し地域

に電力を供給しています。

　このようにサトウキビは、皆さんの食生活を豊かにするだけでなく、

地球環境問題の解決にも大きく貢献しています。

栽培 収穫

地域への
電力提供

圧搾

原料糖 精製糖

CO2吸収
サトウキビが
CO2を吸収

CO2の排出量が非常に少ない

サトウキビを搾り、
糖液とバガスに
分ける

化石燃料をほとんど使わない
製糖工場

工場のエネルギー

製糖
工程

サトウキビの
搾り汁から砂糖の
結晶をつくる

バガス
蒸気・発電の
燃料として使用

事業活動における環境への配慮

● 中期環境マスタープランに沿った環境負荷低減の取り組み（物流・オフィス部門）

物流部門における
CO2排出量削減の取り組み

オフィス部門における
CO2排出量削減の取り組み
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● ISO14001内部監査員研修

ISO14001マネジメントシステムを維持する上で、
PDCA サイクルの C（Check）にあたる内部監査
を有効に実施することは非常に重要です。当社で
は毎年外部の講師を招いての内部監査員研修を実
施しており、現在内部監査員の資格を有する従業
員数は125名にものぼります。2013年度は、よ
りレベルの高い監査をめざして、既に内部監査員
の資格保有者を対象に監査員のスキルアップ研修
を行い、研修後に早速内部監査を実践しました。

● 緊急事態対応訓練の実施

工場で地震や洪水などの天災や、思わぬ事故など
に見舞われると、単に操業がストップしてしまうば
かりでなく、環境にも多大な影響を及ぼす可能性
があります。当社では、そもそも事故などが引き起こ
されないようリスク管理を徹底しているのはもちろ
んのこと、万に一つ災害や事故によって環境に悪影
響を与える事態が発生した場合に備えて、工場ごと
で緊急事態の際の対応マニュアルを作成し、定期的
に訓練を実施しています。 岡山工場における毒劇物漏洩を想定した訓練

　スキルアップ研修では、工場に対する監査手法を
学びました。福岡工場での内部監査を担当しました
が、環境マネジメントシステムはほぼ完成されてい
るため、アクションプランに対する監査がメインと
なり、監査の難しさを実感しました。
　今後も内部監査や日常の業務を通じて見識を深
め、監査側・被監査側の工場にとってプラスになる
内部監査をめざしていきたいと思います。

社員の声

● 従業員の環境意識向上のために

当社は ISO14001 を取得して4年となり、環境配
慮意識は既に社内でも根づいていますが、意識の持
続とさらなる向上のために、さまざまな取り組みを
行っています。

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。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で全額負担しており、2014
年度末までに全従業員の60%が合格することを目
標としています。

また2か月に一度のペースで「環境推進便り」を
発行し、社内の ISO14001活動の状況や、各拠点の
取り組みなどを紹介しています。環境関連のニュー

スやトピックスなどをわかりやすく掲載することで、
少しでも環境活動に興味関心を持ってもらえるよう
努めています。

2013
年度

2012
年度

2011
年度

2010
年度

2009
年度

2008
年度

0
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100

150

200

（人）
■ eco検定合格者数の推移

39

79

121

167

190
202

砂糖生産本部神戸工場　管理課　山本 将久
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食（お砂糖）の正しい知識を広めるために社会のために
SPOON HOUSE 2階

● お料理やお菓子づくり体験を通じた食育の取り組み

当社では、食や砂糖を通じて子どもの興味関心
の醸成や、夢を応援する取り組みを行っています。
2013年度は、料理研究家のコウケンテツさんと子
どもたちが砂糖に関するさまざまな体験を行う「コ
ウケンテツさんと行くゾ！お砂糖体験隊」という
企画を展開しました（雑誌オレンジページ（（株）
オレンジページ発行）の誌面上に掲載）。
「さとうきび畑編（沖縄でサトウキビを収穫）」「砂

糖工場見学編（お砂糖ができるまでを見学）」「料
理教室編（お砂糖でお菓子づくり）」という全３回
の企画を通じて、子どもたちに普段はできないよ
うな体験をしてもらい、お砂糖の秘密や面白さを

伝えました。
また、「親子クッキング教室」を東京と仙台で開

催し、コウケンテツさんを講師として招いて、料理
の楽しさや砂糖の特性を親子で楽しみながら学ん
でもらいました。

さらに当社では、「小学生パティシエ選手権」と、
パティシエをめざすチャレンジド※の方々の就労支
援を行う「神戸スウィーツ・コンソーシアム」に協賛
し、砂糖を通じて、パティシエを夢見る皆さんの支
援を行っています。

● 三井製糖理科実験授業 SPOON LAB

これからの未来を担う若い世代に、お砂糖の面白
さや奥深さを伝えたいという思いから、高校生を
対象とした食育授業「三井製糖理科実験授業 
SPOON LAB」という取り組みを2011年から行っ
ています。この取り組みは単なる座学の授業では
なく、砂糖や糖を科学的な視点で実習や実験など
を通じて学ぶことのできるプログラムとなってお
り、実際に企業で行っている商品開発の疑似体験
なども行います。

2013年度は私立相模女子大学高等部にて開催
し、栄養に興味関心を持っている生徒が多かった
ことから、既存のプログラムに加えて、砂糖と体と
の関係や他の甘味料との違いといった栄養面にも
焦点を当てた授業を実施しました。

お砂糖体験隊「さとうきび畑編」 小学生パティシエ選手権 神戸スウィーツ・コンソーシアム

3〜4人の班に1人
の社員がアシスタン
トとして付き、一緒
に実験を行う

講師を務める若手
社員

私立相模女子大学
高等部の皆さんと
三井製糖メンバー

※ チャレンジド…「 障害を持つ人」を表す新しい言葉である「the challenged（挑戦
　　　　　　　　するチャンスや資格を与えられた人）」を語源とする呼称。
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食（お砂糖）の正しい知識を広めるために

● お客さまや製菓学校への出張講演

当社では要請に応じて、製菓学校などの教育機
関や、管理栄養士、会社員向けのセミナーや勉強
会などを実施しています。砂糖はただ食品に甘み
を持たせるだけでなく、食品を腐りにくくしたり、
パンをつくる際などに発酵を促進したり、美味しそ
うな焼き色や香りをつけたり（メイラード反応）
するなど、実にさまざまな効果をもたらします。
当社ではこのような外部向けのセミナーや勉強会
を通じて、お砂糖の正しい知識を世の中に広める
取り組みを行っています。

● スローカロリープロジェクト

　当社の食品素材事業では、天然の糖質“パラチ
ノース ® ”が健康に及ぼす影響を研究・啓蒙する「ス
ローカロリープロジェクト」を2007年から推進し
ております。パラチノース® は、蜂蜜中にも含まれ
る天然の糖質であり、砂糖を原料として製造され
ます。パラチノース® は、砂糖に良く似たすっきり
とした甘みを持ちなが
ら、ゆっくり消化吸収さ
れる（＝スローカロリー）
という特徴があります。

　スローカロリーな食生活を続けることで、糖尿
病や高血圧といった生活習慣病の予防につながる
ことが、数多くの研究により明らかになりました。
現在、医療分野でスローカロリーの意義が認められ、
流動食の多くにパラチノース® が配合されるよう
になっています。特に、糖尿病の分野では、スロー
カロリーの認知が広がっており、医療従事者によ
る自発的な勉強会やセミナーも行われています。

医療分野での反響

　スローカロリーは、肥満予防、満腹感持続、集中
力持続、スポーツ時のエネルギー源に適している、
といった効果も確認されており、医療分野だけで

はなく、健常者が日頃から取り入れていくべき考
え方です。今後の高齢化社会では、ますますスロー
カロリーのニーズは高まると予想されます。
　スローカロリーは砂糖とパラチノース® の組み合
わせでも実現することが可能です。当プロジェク
トの賛同企業から、さまざまなスローカロリーコン
セプト商品が発売されており、今後さらに幅広い
分野での商品化が期待されています。
　昨今の糖質カット食品や糖質制限食ブームの中、
当社は、砂糖メーカーとして、スローカロリーの考
え方を通じて健康面での糖質の存在意義を世の中
に提案し、美味しさと健康を享受できる未来を創
造したいと考えています。

スローカロリーの可能性

スローカロリー賛同商品

後送

■ 2013年度に実施した講演一覧

対象者・開催地

株式会社銀座コージーコーナー社員さま向け勉強会

テックデザインセミナーでの講師

大阪都島区病院栄養士会向けの勉強会

大阪都島区食育推進ネットワーク向けの勉強会

国際製菓専門学校での講師（東京都立川市）

国際フード製菓専門学校での講師（神奈川県横浜市）

22SPOON HOUSE： 2 階



トを開催し、子ども向けにべっこうあめやわたあめの
体験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
ミニクッキングショーを
開催しました。

社会のために
SPOON HOUSE

● Action in November（企業市民活動月間）

イベントに参加するため、全国から集まった社員

　東日本大震災の被災地支援の一環として、2011
年より本社の従業員を中心に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。
2013年度は「ス
プーン印の秋まつ
り」と称したイベン

2階

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、2013年度の各
拠点の取り組みを写真でご紹介します。

べっこうあめ体験コーナーでの地元の子ど
もとのふれ合い

● スプーン印の秋まつり 2013

地元小学生向けの工場見学受け入れ
 千葉工場

社会貢献活動

『コウケンテツさんと行くゾ！
お砂糖体験隊』工場見学受け入れ

 神戸工場

　P.21でご紹介した子ども向け食育企画の工場見
学を、神戸工場で実施しました。精製前の茶色の原
料糖の山が、真っ白なお砂糖になるまでの工程を見
学してもらいましたが、子どもたちにとっては驚き
の連続だったようで、お砂糖のことをもっとよく知っ
てもらう良い機会になったのではないかと思います。

　食育活動の一環として、市原市内の小学校3年生
を対象とした工場見学を受け入れています。今期は
戸田小学校の皆さんが見学に来てくれました。砂糖
の製造について勉強してもらうと同時に、砂糖は人

が生きていく上で必要な栄
養素であること、脳を働かせ
るエネルギーであることなど
についても理解を深めても
らいました。児童代表の挨
拶では、「今日学んだことを
お家の人やお友達にも教え
てあげます」という力強い
言葉をいただきました。

OBCラジオ祭り
 関西営業部

　毎年大阪城公園で行われている
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。2013年度は快晴のもと、多くの方が
当社のブース前に来てくださいました。終了時間の
1時間前には用意していた砂糖が全て完売となり、
過去最高の82万円の売上となりました。売上は伊
豆大島の台風26号での災害義援金として日本赤十
字社に全額寄付いたしました。

　毎年大阪城公園で行われている　毎年大阪城公園で行われている

神戸工場
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当社がベルマーク運動に参加したのは、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）時代であり、それから50年間、途切れ
ることなく「協賛会社」として日本の学校教育の
充実化に陰ながら寄与してきました。商品につい
ているベルマークをはさみで切り取り集めて送る
という、非常に古典的で、昨今のCSRの流れから

見ると「古い」イメージのある活動ではありますが、
子どもたちのために、援助を必要としている方々
のために長きにわたって貢献してきたという事実
は、一企業として誇れることではない
かと思います。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。

見本 見本

● ベルマーク運動

　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
イベントに参加しています。2013
年度は神戸市立吉田中学校の生
徒2名を受け入れて、工場見学の
後に品質管理や出荷業務を体験
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

 長田工場

　NGO団体に寄付するための、
使用済み切手の仕分け会を実施し
ました。3日間の日程でのべ20名
ほどの方にご参加いただき、最終
的に寄付できる切手は2,173gも
集まりました。

使用済み切手の仕分け会
 本社

　福岡工場、九州営業部、九州物流
課、さらに関係会社であるスプーン
シュガーも含めた総勢30名で、工場
外周の清掃を行いました。工場周辺
の美化をめざし、今後も継続的に活
動していく予定です。

工場外周の清掃活動
 福岡工場

　工場外周400メートルの清掃を
行い、きれいな街づくりに貢献し
ました。今後も継続的に活動して
いく予定です。

工場外周の清掃活動
 岡山工場

工場外周の清掃活動
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社員とともに

三井製糖では、
どのように人材育成に取り組んでいますか？

「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行っています。

　当社では、2012年度から「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」という目標を掲げ、人を育てる土壌“SOIL”をキーワードに人材育成

に力を入れています。私の所属する人材開発課は、その流れの中で2013年度に新設された課で、

研修制度や語学講習補助制度などの企画・運営を担当しています。

　これまで当社にはしっかりした研修制度がなかったので、まだ試行錯誤しながら取り組みは

じめたばかりですが、2013年度には

全階層に対して階層別研修を実施しま

した。これはそれぞれの階層にいる人

材に「自分の果たすべき役割は何か」

を再認識してもらうための研修で、と

くに中堅クラス以上の社員には大きな

効果があったのではないかと考えてい

ます。

SPOON 
HOUSE 住人

A.

Q.

人事部　
人材開発課長　
坂野 みゆき

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

▶ 人を育てる土壌“SOIL”づくり

　新入社員から管理職までを6つの階層に分け、
階層別研修を実施。受講者への意識調査では全
階層で参加後の受講意欲が大きく上昇するなど、
モチベーションアップの効果も見て取れました。

▶ 階層別研修

　英語、中国語、タイ語の語学講習
を最大10万円まで補助する語学習
補助制度を本格的にスタート。通信
教育は語学の他にグローバルビネ
スを学ぶコースを取り入れ、SOILス
タート前の2.3倍の受講者数を実現
しました。

▶ グローバル人材育成
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A.

従業員のワークライフバランスや
メンタルヘルスにはどう取り組んでいますか？
　古くから“人の三井”と言われるように、三井グループにはもともと人を大切にする文化が

あります。当社は平均勤続年数が約20年と長く働ける職場であり、それは従業員を大切にし

てきたひとつの成果と言えるかもしれません。一方で、近年は業務のスピード化や自己変革を

求められますが、それを実現するためにも良い人間関係、働きやすい職場環境は大切なので、しっ

かりと目的を持って従業員のワークライフバランスやメンタルヘルスに取り組んでいます。

　2013年度は新たな取り組みとして、メンタルヘルスに関する従業員支援

プログラムを導入しました。健康に関する情報提供や、専門家によるカウンセ

リング、ストレス検査の実施などを組み合わせたプログラムで、パートタイ

マーを含む全従業員と、同居のご家族にご利用いただいています。

A.

人事部 
人事課長　
花岡 伸年

人事制度において、従業員の期待や社会の
要請に応えるための取り組みはありますか？
　今後、日本では人口減少によって労働力が減っていく中、誰もが働きやすい社会を

実現するために女性や高齢者の活用、育児・介護休暇などの充実が求められてきます。

当社でもやる気・能力のある女性には積極的に活躍の場を与えていこうという方針の

もと、2013年度は新たに3名の女性管理職が登用されました。

　育児休業などについての利用者はまだ女性社員だけですが、対象となるほとんどの

人事部 
人事課　
佐藤 奈緒子

Q.

Q.

　2012年から、本社では「おやつの時間」と称
した社内コミュニケーションの場を設け、部署や
役職の垣根をなくした円滑な人間関係の構築に
取り組んでいます。

▶ 社内コミュニケーション

方が制度を利用し復職されています。また、復職後も最長小学校 3年生までの短時間

勤務制度がありますので、勤務を継続する環境も整っていると思います。とはいえ、

当社の育児や介護についての制度は、まだ十分とはいえない部分もあ

ると思いますので、世の中の動きや利用者の声も取り入れながら、制

度の改善を図り、より働きやすい環境を整えていきたいこと、併せて

活用する意義をよく理解してもらうことも大事だと思っています。

　定年再雇用率（5年間の平均で約 84％）については、世間との比較では高いようですが、

65歳迄のやりがいと処遇面のバランスをうまくとっていくことが課題でもあります。
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いきいきと働ける環境づくり社員とともに
SPOON HOUSE

住人

企業が事業を通じて社会に貢献し続けるために
は、企業自体が永続的に発展していく必要があり
ます。それを可能にするのは、もっとも重要な経
営資源である人材です。つまり企業の人事政策は
経営戦略と合致している必要があります。経営陣
が掲げているビジョンを実現するために必要な人
事制度や人材育成制度を確立していくこと。これ
が人事部の役割だと考えています。
また、すべての人材にその能力をよりよく活用し
会社に貢献してもらうこと、個人としても自己実
現を図ってもらうことを考えると、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です。そ
れを支援するための制度を整備することも人事部
の重要な役割だと考えています。

人事政策に求められる
経営戦略との合致

国内環境に目を向けると、継続的な少子高齢化・
人口減少傾向によって食品市場が縮小していくこ

厳しさを増す国内環境と、
チャンスが広がる海外環境

執行役員　
人事部長
金山 謡一

とは明らかです。エネルギーコストの上昇という
懸念もあり、食品メーカーにとっては厳しい環境
が続いていくことが予想されます。また、TPP の
趨勢によっては砂糖に限らず他の競合甘味料の関
税が下がるなど、価格競争が激しくなっていくこ
とも考えられます。
一方で、海外に目を向けると人口は右肩上がり
で増え続けていますし、新興国と言われる国々の
生活レベルも上がっています。それによって世界
の食糧需要は右肩上がりで増え続けています。当
然、砂糖や甘味料を中心とした食品素材など、当
社が扱う品目の需要も増えていきます。そこには
チャンスが大きく広がっていると言えます。

当社が永続的に発展していくためには、こういっ
た外部環境の長期トレンドの変化を機会と捉え事
業領域を広げていくことが必要です。そのために
必要な人材が今までと同じ人事政策で確保できる
かというと、そうではありません。また、従来の領
域においても仕事が高度化、複雑化していく中で、
現状維持を目的とせずに自分たちの考え方、やり
方を変えていかないと変化には対応できません。
こういった考えから、当社では「自己変革力」
に焦点を当てて人を育てていく必要があると考え
ています。そこから導き出されたキーワードが
SOILというもので、社員一人ひとりはその能力、専
門性、スキルを伸ばしていくことが求められています。

三井製糖の人材育成テーマは
「自己変革力」

2013年度は、これまで体系的な研修制度がな
かったということもあり、非常に基本的な「各階
層の役割」を身につけてもらうための研修を行い
ましたが、2014年度以降はさらに個やチームの力
を伸ばすためにはどのような研修が必要か、前回
の研修を次にどう活かしていくのかという課題が

2013年度の人材育成の取り組みと
今後の課題

人材マネジメントサイクルの全体最適化によって人材を育てる人事部長インタビュー
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いきいきと働ける環境づくり

あります。
本格的な人材育成制度には取り組みはじめたば
かりなので、目に見える具体的な成果はまだあり
ませんが、会社が全社員に対する研修にしっかり
と投資をしている、しかも人材開発課という専門
部署を新設して取り組んでいる。こういう姿勢を
明確に社内外に示せたことが現時点までのひとつ
の成果と言えるかもしれません。会社が本気で人
材育成に取り組んでいるとわかれば、社員のやり
がいにも繋がります。現に、さまざまなところから
階層別研修をはじめとした人材育成制度の導入を
喜ぶ声が届いています。

最初に人事政策は経営戦略と合致している必要
があるという話をしましたが、そのためには採用か
ら退職に至るまでの教育、配置、評価、処遇を関連
づけて、経営戦略と合致した一本の筋を通すこと
が必要です。人事部では、新しい研修を導入した
というような何かひとつの取り組みに満足するの
ではなく、採用から退職までの全ての人材マネジ
メントサイクルを有効に機能させることを意識し
て、福利厚生や健康管理も含めた全体最適の追求
をめざしています。
「自己変革力」に焦点を当てていくのであれば、
そういった人を育てる研修だけでなく、そういう力
を持った人にそれなりの評価、処遇を与えて、自ら
が成果を出せば会社は応えてくれるという信頼を
社員に持ってもらうことが大切なのです。

人材マネジメントサイクルの
有効機能をめざす

当社にとって、グローバル人材の育成は直近の大
きな課題です。
当社は50年以上前からタイの製糖事業に携わる
など、海外での仕事をしてきていますが、これから
海外の新しい市場で当社の商品を売っていこう、

三井製糖の人事政策を考える上での
今後の課題

事業を展開していこうという時に必要な人材は、
従来とは異なるはずです。どういう能力や資質を
持っていればいいのか「当社にとってのグローバ
ル人材とは何か」を整理していく必要があります。
もうひとつ、現在当社が力を入れているテーマ
に女性の活躍推進があります。
会社の体制面として考えなければならないのは、
出産・育児といったライフイベントが起きたとき
のことです。その場合は、社員が職場から離れる
期間が生じることになりますが、育児休業の取得
率は女性の方が圧倒的に多い現状にありますので、
女性が長く活躍するためには休業後円滑に職場復
帰ができ、復帰後もモチベーションを高く維持し
たまま働くことができる、そんな仕組みづくりも課
題の一つです。

これまで説明してきたように、外部環境や経営
戦略の変化に伴い当社の「求める人物像」をより
明確化する、あるいは見直す時期に来ているので
はないかと考えています。人事部としては今、求
める人物像をしっかりとつくりあげて、一本の芯
を通した人事制度にしていきたいということを大
きな、長期的なテーマとして取り組んでいます。
そしてもうひとつは、福利厚生や心身の健康管
理に関する制度も含めて、働きがいやいきがいが
得られる制度にしていくこと。これは短期的スパン、
長期的スパンの両方で取り組んでいかなければな
らないテーマです。期間を決めて今ある人事制度
を客観的に見直してみる。変えるべきところがあ
れば変える。そういう取り組みもしていきたいと
考えています。
必要であれば、制度を変えることを恐れはしませ
ん。むしろ現状維持でいいという気持ちを社員から
取り除いていくような考え方が人事制度にも必要だ
と考えています。

これからのテーマは
「芯の通った人事制度の確立」

INTERVIEW
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東京都中央区日本橋箱崎町36番2号
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
東京証券取引所第１部
356名（2014年3月31日現在）

（連結）96,891百万円（2014年3月期）

（単体）69,851百万円（2014年3月期）

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

96,89196,213

80,04980,720
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（百万円）

0 0
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60,000
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100,000
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8,000

経常利益売上高
■ 売上高・経常利益推移（連結）

9,2099,2099,209

6,1816,181

6,9636,963

6,2106,210

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

会社概要
三井製糖に
ついて

主要商品の
ご紹介

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。

三温糖に、牛乳生まれの乳清
焼成カルシウムをたっぷり配
合。さらに当社独自の素材「焙
焼蜜」をプラスして、コクのあ
る砂糖に仕上げました。

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。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

spoon next 
1/2 上白糖

1/2 WHITE
SOFT SUGAR

国産
さとうきび糖

BROWN SUGAR

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

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®

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

かしこい
かあさんの三温糖

CALCIUM RICH
BROWN SOFT SUGAR

沖縄のサトウキビでつくっ
た原料糖から、まろやかな
甘さのお砂糖に仕上げまし
た。コクのある甘さで、お
料理をおいしく仕上げます。

  Mitsui Sugar  Sustainability Report29



三井製糖社会・環境報告書2014を、過去の環
境報告書2011から時系列順に、さかのぼって比較
しながら、今に至る道筋をなぞりつつ、通読させて
頂きました。当初は環境活動報告が過半を占めて
いたものが、徐々に社会性報告の記述が増え、
2012年からは、この会 社のCSRの骨格を示す
SPOON HOUSEの概念が登場し、本年の報告書
へとつながっています。時系列でのタテの比較可
能性が担保されていることが確認できました。

SPOON HOUSEは、三井製糖がめざすCSRの
かたちを、視覚的にわかりやすく表現したもので、
家の基礎が行動基準であり、１階はお客様のために、
２階は社会のために、そして肝心の住人は社員であ
り、さらに旗印に企業理念を掲げています。私見で
は、家の基礎の部分は、行動基準に留まらず、コー
ポレート・ガバナンスも含まれるのではないかと感
じますが、いずれにしても、CSRの全体像を読者に
わかりやすく提示するすぐれた工夫だと思われます。

本年の社会・環境報告書の大きな特徴は、編集
方針にもあるように、数多くの住人が登場し、社員
の顔がよく見える報告書に仕上げた点にあると考
えます。その多くが、Q/A 方式で質問に答える形で
登場しているため、シンプルでわかりやすく、透明
感が増しています。反面、情報の網羅性という観点
からは、果たしてこの回答だけでよいのだろうかと
いう疑問も残り、今後はこのバランスをどう保つか
が課題と思われます。

社員に関してさらに言及するなら、毎年eco 検
定合格者の奨励を会社として行っているのは、地
味ではありますが、地に足のついた立派な活動と評
価できます。さらに社員とともにでは、人事部長

インタビューに紙数が割かれ、会社としての考え方
はよくわかります。しかしながら一方で、障がい者
雇用やワークライフバランス、安全衛生などの定量
的な情報の開示がなされておらず、この点は今後の
課題ではないでしょうか。

本年の報告書で最も気になった点は、個々の理念
や目標の連動性です。具体的に言うなら、企業理念、
行動基準、想像と創造、Mitsui Sugar Quality、SOIL、
第５次中期経営計画、中期環境マスタープラン、こ
うした個々にはたいへんすぐれた取り組みが、CSR
の枠組みの中で、お互いどのように有機的につな
がっているのかが、残念ながらわかりませんでした。
ぜひ次回はこれらがどう連携しているのかを体系
的に示して頂けたら、読者はより大きな納得感を得
られると思うのです。

最後に、トップメッセージで、製糖業界のトップ
ブランドとして信頼に応えることに言及されていま
す。まさにその通りですが、CSRの神髄はステーク
ホルダーと連携し、信頼関係を構築しながら、社会
全体を持続可能な方向へと転換させることにあり
ます。ぜひ三井製糖が考える持続可能な社会像を
可視化され、そこへの道筋をより鮮明に描いて見せ
ることを祈念しています。

多田 博之氏

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。

　多田先生には、お忙しいところ忌憚のな
いご意見をいただき、誠に有難うございます。
今回は、「社員の顔が見える報告書」をテー
マとし、皆さまに当社についてより理解を深
めていただくことを目的に編成致しました。
一方で、わかりやすさを追求するあまり、網
羅性という観点がやや不足しており、次回
以降は全体のバランスを考慮のうえ充実し
た報告書をめざしてまいります。

　当社は、『変革の加速と実現』をスローガ
ンに第5次中期経営計画をスタート致しま
した。新たに全役職員の高い志を具現化す
るものとして Mitsui Sugar Quality の創造に
取り組むことを掲げております。どのように
位置づけ浸透させていくかが今後の課題で
ありますが、議論を重ね、目指すべきゴー
ルに向けて邁進していきたいと考えており
ます。

三井製糖株式会社
執行役員
経営企画部長
環境管理責任者 

小塚 智広

第三者意見

第三者意見を受けて
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