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　「食」のあり方も、世の中やライフスタイルの変化と
ともに変容を遂げつつあります。その一つが、高齢化
社会の到来です。齢を重ねるのは素晴らしいことですが、
加齢により食物を飲み込むチカラが弱まると食事の内容

すべての人に健康と食の楽しみを
お届けします

の特徴に合わせて使い分けられています。
　このように砂糖は日本の食文化に深く根付いてきた
食材でありながら、昨今ではさまざまな病気の原因で
あるといった間違ったイメージが流布していることを
残念に思います。食の正しい知識を伝えていくこと、
とりわけ若い世代への啓蒙を図っていくことは、私たち
の使命であり、また食文化の継承の一つであると考え
ます。誤った情報により食の楽しみが覆い隠されてしま
うことのないよう、今後も積極的な情報発信を行って
まいります。

　2013年に和食がユネスコの世界無形文化遺産に
登録されました。一汁三菜を基本とした栄養バランスの
良さや、四季の移ろいや自然の美しさの表現、年中
行事とのかかわりなどが評価されてのことですが、砂糖
はこの和食をつくる上でも欠かせない食材であり、上白
糖や三温糖、ザラメ糖など、多くの種類の砂糖が料理

食文化と正しい知識を
継承していきます

　「食」は、生きる上で欠かせないものであり、人生に
おいて大きな割合を占めるものであり、そしてまた
大きな楽しみや喜びを与えてくれるものでもあります。
三井製糖グループは、その「食」に携わる企業である
という矜持を役職員一人ひとりが持ち、これまで安全で
安心なお砂糖や食品素材をお客さまにお届けしてまいり
ました。
　昨今、世界的に食品の安全や品質に対する関心は
高まっており、当社にいただくご要望も、よりレベルの
高いものになりつつあります。当社では2014年度より
事業の要である砂糖の品質管理の強化を全社的なプロ
ジェクトとして改めて取り組んでおります。さらに進歩
した品質保証体制をめざすと同時に、役職員が安全で
安心なお砂糖を製造・販売することを自らの使命である
と再認識することで、これまで以上に質の高い製品や
サービスをご提供できると自負しております。

誇りと自信を持って
さらなる進歩をめざします

に制限が出てきてしまい、本来の食の楽しみが減り
かねません。当社グループではこの課題にも着目し、
食べ物を飲み込みやすくする嚥下サポート食品や栄養
補助食品の製造・販売も事業範囲に含めました。
　また最近では、食事のカロリーの量を調節する従来
の考え方から、食べ方や体への吸収のされ方などに
着目して健康を維持する考え方が広まってきています。
　食物をゆっくり吸収することは太りにくい健康な体
づくりへと繋がりますが、当社ではこの考え方を「スロー
カロリー」と呼び、このスローカロリーを実現することの
できる「パラチノース®」という天然の糖質の販売を通じ
て、健康な生活への働きかけを続けています。
　私たちがめざすゴールは、誰もが等しく食の楽しみを
享受できる世界です。そのためにアンテナを大きく広
げて、世の中の声にしっかりと耳を傾け、新しいものや
良いものがあれば積極的に取り入れていく、挑戦の
精神で邁進してまいります。

スプーン一杯の安全・安心を、
健康な笑顔がいっぱいの社会に
繋げてまいります

PRE S I D E N T ' S 　M E S S A G E

代表取締役社長　飯田 雅明

CSR報告書2015　トップメッセージ
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　「三井製糖 CSR報告書2015」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。各ペー
ジではなるべく平易な言葉を用いた説明を心がけた
ほか、担当社員の顔や声を多く掲載し、ステーク
ホルダーの皆さまに当社の活動をわかりやすくお伝え
できるような工夫をこらしております。また「社員と
ともに」のページにおいては定量的な情報も掲載し、
前年度以上に透明性の高い報告書をめざしました。
　また今回より報告書のタイトルを「社会・環境報告
書」から「CSR報告書」へと変更致しました。今後は
三井製糖単体としてのみならず、グループ全体で
CSRを捉え、これまで以上にお客さまのため、社会
のための活動に取り組んでいくとともに、積極的な
情報発信を行ってまいります。

対象期間　2014年度（2014年4月～ 2015年3月）
対象組織　当社全組織を対象としています。
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社会のために
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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。

社員とともに
27

三井製糖がめざすべきCSRのかたち
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の特徴に合わせて使い分けられています。
　このように砂糖は日本の食文化に深く根付いてきた
食材でありながら、昨今ではさまざまな病気の原因で
あるといった間違ったイメージが流布していることを
残念に思います。食の正しい知識を伝えていくこと、
とりわけ若い世代への啓蒙を図っていくことは、私たち
の使命であり、また食文化の継承の一つであると考え
ます。誤った情報により食の楽しみが覆い隠されてしま
うことのないよう、今後も積極的な情報発信を行って
まいります。

　2013年に和食がユネスコの世界無形文化遺産に
登録されました。一汁三菜を基本とした栄養バランスの
良さや、四季の移ろいや自然の美しさの表現、年中
行事とのかかわりなどが評価されてのことですが、砂糖
はこの和食をつくる上でも欠かせない食材であり、上白
糖や三温糖、ザラメ糖など、多くの種類の砂糖が料理

　時代とともに、企業が直面する課題や果たすべき
責任は多岐にわたってきています。これから先もスプー
ン印のお砂糖を皆さまにお届けしていくためには、昨日
までと同じことをすれば良いのではなく、自己変革意識
を持って業務に取り組んでいかなければなりません。
この意識を、中期経営計画「Mitsui Sugar Revolution」
として当社グループ役職員に提示し、各種課題の実現
に向けて取り組んでおります。　　
　砂糖業界は長年にわたり内需型産業ではありました
が、この先も成長し続けていくためには、海外も事業
エリアとして見据える必要があり、グローバルな視点を
持った人材の育成が急務です。当社では、国際会議へ
の参加や海外研修、語学学習のサポートなどを通じて、
自然にグローバル化への障壁を取り払えるような環境
づくりをめざしております。また、さまざまなミッション
を成功に導いていくためには、強いリーダーシップと
高いマネジメント能力を兼ね備えた人材が欠かせま
せん。早い段階からその素養を伸ばしていくことが肝要
であり、若手社員のうちからプロジェクトや研修に参加
させることで、当社の将来を担っていける人材の磨き
上げも図ってまいります。
　変わることを恐れていては、日々刻々と変わりゆく
価値観や世の中から取り残されてしまいます。いつまで
も変わらずステークホルダーの皆さまから信頼され続け
るために、変革の加速と実現にこだわり、これからもリー
ディングカンパニーとして業界を牽引してまいります。

人材とともに変革していける企業を
めざします
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三井製糖グループの事業概要

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

「トップブランドへの信頼に応える」

　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事業を中心とした事業の多角化に取り組んでおり、
社有地の有効活用として土地・建物の賃貸事業、食品流通に寄与する倉庫業
を展開しています。

砂糖
事業

三井製糖

不動産
事業

フード
サイエンス
事業

■ 主要商品

沖縄産の原料糖から
作ったまろやかな甘さ
のお砂糖です。コクの
ある甘さで料理をおい
しく仕上げます。

国産さとうきび糖
しっとりとして使いやす
く、コクのあるやさしい
風味が特徴の、上白糖
と同じように日本特有
のお砂糖です。

三温糖

クセのない淡白な甘さ
を持つサラサラしたお
砂糖で、コーヒー、紅茶
などの飲み物やお菓子
づくりに使われます。

グラニュ糖
しっとりとソフトな風味
が料理、菓子、飲み物
など何にでも合う、国内
で最も多く使われている
日本特有のお砂糖です。

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

スローカロリーシュガー

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

パラチニット

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

パラチノース

　「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。三井製糖グループ全体で、さまざまな技能やノウハウを集結し、心と身体の
健康と安全を探求し、新たな素材の可能性を提案しています。

「新たな素材の可能性を広げる」

「地域社会への貢献をめざす」

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

※原料糖：サトウキビの搾り汁から砂糖を結晶化したもの。
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● 三井製糖の事業所
● 関係会社

事業所・関係会社

グループ企業
三井製糖会社概要

商 号

本社所在地

代 表 者
設 立 日
資 本 金
発行済株式総数
上場証券取引所
主 要 事 業

年間売上高

従 業 員 数

三井製糖株式会社
（Mitsui Sugar Co., Ltd.）
東京都中央区日本橋箱崎町
36番2号（リバーゲート）
代表取締役社長 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
精製糖並びに砂糖関連商品の
製造、販売
（連結）96,114百万円
（2015年3月期）
（単体）66,602百万円
（2015年3月期）
346名（2015年3月31日現在）

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

（株）タイショーテクノス

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

ニュートリー（株）

　砂糖事業においてリーディングカンパニーとしての
地位を維持するとともに、フードサイエンス事業では、
機能性甘味料から食品添加物、介護食分野まで業容の
拡大を図り、三井製糖グループは、「砂糖・機能性
甘味料メーカー」から「すべての人に食べる喜びを提供
するメーカー」への成長と発展をめざしています。

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

スプーンシュガー（株）

　道内3か所でてん菜の栽培から原料糖および砂糖の製造・
販売を行っています。またバイオ事業や農業機材の開発・
製造・販売なども行い、道内の地域経済に貢献しています。

北海道糖業（株）

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

生和糖業（株）

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

2015年3月31日 現在

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）

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）

ニュートリー（株）

南西糖業（株）
生和糖業（株）

宮古製糖（株）

本社・商品開発部
（株）タイショーテクノス

関西営業部
（株）平野屋

サクラ食品工業（株）

新中糖産業（株）
（株）りゅうとう
北部製糖（株）
翔南製糖（株）
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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。

P.09
P.11

お客さまのために
安全・安心な食材の安定供給

お客さまのために
1階

P.15
P.17

P.23
P.25

社会のために
2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.21一歩進んだ環境活動をめざして

三井製糖がめざすべきCSRのかたち

三井製糖  行動基準

基礎

P.07三井製糖 行動基準

「SPOON HOUSE」の土台となる基
礎、それは三井製糖の“行動基準”。
行動基準には、コンプライアンスや
食の安全・安心の確保など、企業
市民、三井製糖の一員として守るべき
規範や、想像（Imagination）と創造
（Creation）の精神を大切にし、豊かな
社会と生活に貢献するという使命を
掲げています。三井製糖の社員一人
ひとりが行動基準をしっかりと実践
することで、基礎を固め、その使命
（社会的責任）を果たしていきます。

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

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

旗じるし

「SPOON HOUSE」
社員とともに

住人＝社員

P.27
P.29

社員とともに
人材育成制度

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

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。
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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 行 動 基 準基 礎

SPOON
HOUSE

　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、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。

三井製糖社員の
行動基準1

　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。

※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。

自然のめぐみに育まれた
おいしさを届けるために

サトウキビは、国内
では沖縄県や

鹿児島県の南西諸島
で、海外では

ブラジルやオースト
ラリア、タイ

などで栽培されていま
す。

サトウキビを栽培する●❶

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し、経済社会
の発展に持続的に努めていくことを当社の第
一義的な社会貢献とする。また「良き企業市民」
として、積極的に社会貢献活動にも努める。
（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。当社の行動が環境
に与える影響を十分に配慮し、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）反社会的勢力との決別
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。
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　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。

社会的責任を果たす
組織であるために2

　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およ
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。

コーポレート・ガバナンスの基本的考え方

コーポレート・ガバナンスおよび内部統制

三井製糖の
主要事業

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
品質保証委員会

■ 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

2015年4月1日 時点

収穫したサトウキビは
、製糖工場で

搾り、得られた糖汁
から不純物を

取り除いた後、結晶
化して、“原料

糖”をつくります。

サトウキビから
“原料糖”をつくる●❷

原料糖には、まだ不純物が含まれ
ており、さらに精製して、お砂糖
（上白糖、グラニュ糖、三温糖など）
をつくります。

“原料糖”を精製して
“お砂糖”をつくる●❸

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

安全・安心な食材としてお客さまのもとへ
●❹
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お 客 さ ま の た め に
SPOON HOUSEという建物にとって、最も大切な1階部分は“お客さまのために”という想い。
三井製糖の使命は、人々の暮らしに欠かせないお砂糖や食品素材を供給し続けることです。
お客さまに安全・安心な食品を安定的に供給し、ニーズに応えていくために、
さまざまな取り組みを行っています。

1 階

SPOON
HOUSE

三井製糖クオリティチェーン

安全
安心
高品質

お客さま

製造

販売開発

調達 物流

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

　工場の製造工程では安全性を確保するための自主
管理システムを構築して、確認ポイントごとに基準値を
細かく定めて管理しており、品質基準に合致している
ものだけが出荷されます。

「製造」の取り組み3

　お客さまの声に真摯に耳を傾け、
ご要望をしっかりと受け止めて
お客さまに喜ばれる新商品をつく
り上げます。また、原料調達部門
や製造部門と協力しながら開発
段階で品質管理基準を定め、安全
な商品づくりにつなげています。

「開発」の取り組み1

　原料の調達に当たっては品質と安全性について厳密な
チェックを行っています。 サトウキビの主要生産地の
一つであるタイでは、現地の関係会社に当社の社員が
常駐し、周囲のサトウキビ農家と協力しながら品質改善
を進めています。

「調達」の取り組み2
▶ 関連情報 P.13 お客さまのニーズに応える新商品「ミネラルうれしいお砂糖」発売

▶ 関連情報 P.11 神戸工場のご紹介▶ 関連情報 P.14 原料調達における安定供給のための取り組み
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▶ 全社品質保証体制（TASQ）
　 構築への取り組み

　全社品質保証体制（TASQ）構築プロジェクトは、
工場だけでなく、商品開発部門、営業部門、物流
部門などを含む全社的な品質保証体制を構築し、
顧客満足の実現とクオリティチェーン（品質に関係
する部門の連携）の強化をめざすプロジェクトです。
2014年2月に開始してから、まず社内でのヒア
リングを行い、そこで抽出された課題を検討・解決
するためのプロジェクトを立ち上げました。また
品質保証委員会と品質保証会議という部門横断的
な会議を設置し、事業分野の枠を超えた改善を
進めていきます。

▶ 三井製糖のBCP
　 （Business Continuity Plan）

PICKUP

　大規模災害などにより砂糖が供給できなくなった
際に、どのように製造・販売などを継続、再開する
かを定めたBCPを策定しています。
　「①従業員およ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つを目的とし、顧客への供給
責任においては、「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、毎年
模擬訓練を実施し、実効性の向上に努めています。

　商品をお客さまに安全にお届けするために、商品を輸送
する段階においても厳しい品質管理を行っています。 
　商品の輸送を委託している輸送業者とも共同で品質
管理体制を構築し、輸送中の品質劣化を防ぐとともに、
安全で正確な輸送を徹底しています。

「物流」の取り組み4

　より多くのお客さまに商品を手に取っていただける
よう、さまざまな情報提供などの取り組みを行っており
ます。また、商品やサービスに関してお寄せいただいた
お客さまの声はデータベース化し、品質やサービスの
改善に役立てています。

「販売」の取り組み5

▶ 関連情報 P.13 安定的に高品質な製品をお届けするための物流改善

▶ 関連情報 P.14 お客さま・お取引先とのコミュニケーション

　各工場で、自社の安全基準を徹底するとともに、ISO
などの国際的な品質管理規格の認証を取得し、高レベル
の品質管理・衛生管理を実施しています。

三井製糖の各工場における品質マネジメント
神戸工場
千葉工場
福岡工場
岡山工場
長田工場

精製糖（上白糖、グラニュ糖など）
精製糖（上白糖、グラニュ糖など）
精製糖（上白糖、グラニュ糖など）

甘味料など
食品添加物など

ISO9001、FSSC22000
ISO9001、FSSC22000
ISO9001、FSSC22000

ISO9001
食添GMP

工場 製造品目 取得済み認証

ISO9001

FSSC22000

食添GMP

ISO（国際標準化機構）が定めた品質マネジメントシス
テムの国際規格。

食品安全認証財団FFSC（Foundation for Food 
Safety Certification）が開発・運営している食品
安全のための国際認証規格。

日本食品添加物協会が制定している「食品添加物の
製造管理及び品質管理に関する自主基準」の略称。

■ 食品の品質に関する第三者認証
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　おもに家庭用のお砂糖や食品メーカー向けの業務用製品をつくって
いる神戸工場。国内有数の設備を誇るこの工場では、1日約700t
のお砂糖が生産されており、その製造現場ではお砂糖のプロフェッ
ショナルである従業員が、日々、安全・安心な製品の安定供給に
取り組んでいます。

砂糖生産本部
神戸工場
管理課長

石川 貴雄

砂糖生産本部
神戸工場
総務課長

檀上 隆生

安全・安心な食材の安定供給

　原料糖はその多くが船で輸入されてくる
ために天候などの事情で予定通りに入手でき
ない場合もあります。ご家庭や食品メーカー
などに欠かすことができないお砂糖を安定
的に供給し続けるために、神戸工場は最大
4万tの原料糖を保管できる巨大な倉庫で
リスクに備えています。

原料糖の仕入れ・保管●1

　原料糖を溶かした糖液のろ過を繰り返し
不純物を取り除いています。効率化のため
に24時間動き続けるろ過工程では、3時間
おきに糖液のサンプルを採り検査を実施
しています。

不純物の除去●2 殺菌処理●3

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

このひと山で
約1万7千tあります！

分
析室

でサ
ンプルをチェック

!

Check
!

各工程の

サンプル
を採取

糖液に紫外線を照射し、
万が一の微生物混入対策も

行っています。

神戸工場では、
サトウキビ・てん菜から搾った
お砂糖のもと「原料糖」を
精製しています。

ここでは、
精糖の主な工程を
ご紹介します。

神戸工場の
ご紹介

砂糖生産本部
神戸工場
管理課長

石川 貴雄

サトウキビ・てん菜から搾った ここでは、
精糖の主な工程を
ご紹介します。

砂糖生産本部
神戸工場
総務課長

隆生

サトウキビ・てん菜から搾った
お砂糖のもと「原料糖」を
精製しています。

サトウキビ・てん菜から搾った
お砂糖のもと「原料糖」を
精製しています。

精糖の主な工程を

お砂糖ができるまで
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　神戸工場は、1973年に建設された、当社３工場で
は最も歴史のある工場ですが、2012年度に岡山工
場を閉鎖して生産設備を統合する際に3号館、4号
館の2つの包装館を新設し、最新の品質基準を備え
た設備にリニューアルしました。異物混入の可能性
を徹底的に排除した設備や品質保証カメラを多数導
入するなど、より“安全な工場”をめざ
して日々お砂糖を生産しています。
　また、設備の充実のみならず
FSSC22000やISO9001といった
ソフト的手法も取り入れて品質の
向上に努めています。

より“安全な工場”をめざして

　ろ過を繰り返して無色透明になった糖液を濃縮した後、
真空結晶缶で煮詰めてお砂糖の結晶をつくります。
できあがった結晶を糖液と分離し、
乾燥させると白いお砂糖に。真っ白
に見えるお砂糖は、実は透明
な糖液を結晶化したもの
なのです。

　完成したお砂糖は衛生管理を徹底した部屋（グループ
会社であるスプーンシュガー管轄）で包装されます。
ここには画像検出器や金属検出器が
備わっており、製品に異物混入などが
ないことを確認しています。

包装製品は必ずサン
プルを保管し、分析
室で検査を実施して
います。

砂糖生産本部 神戸工場長

齊藤 高志

お砂糖をパッケージ●5

糖液を焚き上げ、お砂糖の結晶に●4

中央制御室では各工程の
監視から結晶缶内のカメラ
による結晶サイズの監視
まで行っており、異常が
あればすぐに検知します。

できあがった結晶を糖液と分離し、
真っ白 いよいよお砂糖の

完成です!

分析
室で包

装製品をチェック
!

ないことを確認しています。

包装製品は
プルを保管し、分析
室で検査を実施して

中
央
制
御室

から全工程をチェック！

Check
!

Check
!います。

ChecChecChec

完成！

1袋ずつ厳しいチェックを
実施して出荷しています!

工場長インタビュー

を徹底的に排除した設備や品質保証カメラを多数導
入するなど、より“安全な工場”をめざ
して日々お砂糖を生産しています。
　また、設備の充実のみならず
FSSC22000やISO9001といった

的手法も取り入れて品質の
向上に努めています。

砂糖生産本部 神戸工場長

高志
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社員インタビュー

　当社は、2012年度の神戸工場リニューアル、
2013年度のロジスティクス統括部の新設による
物流業務の一元管理化や、2014年度の製品倉庫
の新設などを経て、現在神戸工場を起点とした
関西圏の物流体制の構築に取り組んでいます。
この新たな物流体制により、コストの削減はもと
より、効率的な保管管理や荷役作業の迅速化
など、製品をより安定的に供給することが可能に
なります。
　“食”の物流は、安全はもちろんのこと品質に
も十分に配慮した取り扱いが欠かせませんので、
物流のパートナー企業との連携を重視しています。
関西地区のパートナー企業から成る「関西物流
スプーン会」では、定期的に品質管理や物流問題
をテーマとした研修会を開催し、ノウハウの共有
と関係強化に取り組んでいます。
　また、環境負荷の軽減をめざし、より効率的
な配送網の構築やモーダルシフト（トラック輸送
から、比較的CO₂排出量の少ない船での輸送）
にも取り組んでいます。

安定的に高品質な製品を
お届けするための物流改善

　いくら良い製品をつくっても、
品質を保ったままお客さまの手元
に届かなければ意味がありませ
ん。物流の果たす役割と責任は
重大であると認識し、継続的な
改善に取り組んでいます。

　黒糖に「ミネラルが豊富」と
いうイメージを持つ消費者が
多くいるのですが、「ミネラル
うれしいお砂糖」はその何倍も
のミネラルを含むことに成功し
ました。開発段階では多くの
苦労がありましたが、今まで
世の中になかった商品なので
バイヤーの反応は良く、発売
後すぐにたくさん店頭に並べて
いただけました。

　商品開発部門を持ち新
商品を継続的に開発して
いるのは、国内砂糖メーカー
の中で当社だけの特長と
言えます。今後も三井製糖
ならではの技術力を活か
した商品開発に取り組んで
いきたいです。

神戸工場の敷地内に最大6千
トン収容できる倉庫を新設。
より管理の行き届いた製品の
保管と配送が可能になった。

「ミネラルたっぷり」と謳うには、
健康増進法で定められた数値
以上のミネラルを各種含むこと
が必須条件。「ミネラルうれしい
お砂糖」は、その条件をすべて
満たした初めてのお砂糖。

　当社は、2015年4月に日本人に不足しがちな
ミネラル5種類（カルシウム、マグネシウム、鉄、銅、
亜鉛）をバランスよく配合したお砂糖「ミネラル
うれしいお砂糖」を発売しました。
　お客さまのニーズに即した商品をお届けする
ために、当社では定期的に消費者調査や販売
データの研究を実施しています。「ミネラルうれ
しいお砂糖」はそれらの調査によって得られた
「ミネラルの補給ができる食品への高い関心」と
いう結果を踏まえて、従来の砂糖製品にはなかっ
た新ジャンルの商品として開発されました。

お客さまのニーズに応える新商品
「ミネラルうれしいお砂糖」発売

商品開発部 開発推進課

井上 裕介

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

シュガービジネス統括本部 
ロジスティクス統括部
関西物流課長

凪 啓治

開発

物流
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　お砂糖は、天候という予測の
できない条件の下で1年以上の
時間をかけて育てていただいた
サトウキビやてん菜がなければ
つくれません。その努力へのリス
ペクトを欠かさないことが原料
調達先との良好な関係を築く
ために大切だと考えています。

　B to Bの分野では、当社
からの供給が止まればお客
さまの工場も止まってしまい
ます。自社工場を3つ持って
いるのは国内メーカーでは
当社だけなので、その強みを
活かしてお客さまに安心し
ていただける安定供給を続
けていきます。

　食の安全に関わるお客さま
からのご要望やお問い合わせ
は年々増えています。当社の
お砂糖を安心して口にしていた
だけるよう、できるだけ早く
正確な情報をお伝えすることを
心がけています。

　お砂糖づくりのもととなる原料糖は、海外では
タイやオーストラリアから、国内ではグループ
会社である北海道糖業（北海道）、生和糖業（鹿児
島）、南西糖業（鹿児島）、宮古製糖（沖縄）から
買い付けています。
　外国産糖と国産糖の比率は7：3程度で、日本
でお砂糖を安定供給するためには、海外から安定
的に原料糖を調達してくることが欠かせません。
　海外からの調達では、日本の商社を経由して
買い付けを行いますが、海上輸送中のトラブル・
天候悪化による到着の遅延など、当社の工場に
原料糖が届くまでの間にはさまざまな不可抗力
の事態が起こりえるので、自社工場間での原料
糖の移動や同業他社との連携（一時的な原料
糖の貸し借り）など、常に対処方法をシミュレー
ションしリスクに備えています。
　また、安全で安定した品質の原料糖を確保
するために、事前にサンプルを入手してチェック
することはもちろん、残留農薬の検査や日本に
届くまでに経由する工場、港、船などの定期的な
視察を行っています。

原料調達における
安定供給のための取り組み

　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（B to C）ほか、お菓子や
飲料の原料として食品メーカーなどでもご利用
いただいています（B to B）。
　B to Cの分野の場合、お砂糖は地域ごとの
特約店（問屋）を経由して各地の小売店に届け
られているので、特約店と友好な関係を築き、
当社製品の情報をしっかりと小売店まで届けると
ともに、小売店や消費者の声を逃さずくみ上げ
られる体制をつくり上げています。
　B to Bの分野の場合、主に食品や飲料の
工場で使用されるため、当社の営業担当者が
できるだけお客さまの工場に直接足を運び、
現場ユーザーのニーズに即した製品開発やサポー
トに取り組んでいます。

お客さま・お取引先との
コミュニケーション

シュガービジネス統括本部 
シュガービジネス推進部
原料・海外課長

石井 祐吏

砂糖営業本部 東部営業部 
営業1課

砂川 晋平

砂糖営業本部 東部営業部 
営業2課

佐川 雄介

販売

調達
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安全・安心な食材の安定供給

SPOON
HOUSE 1 階 お 客 さ ま の た め に



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。

社 会 の た め に2 階

SPOON
HOUSE

「 環境 」の取り組み1

　当社は、貴重な固有種が数多く生息する鹿児島県の
徳之島で、地元のNPO法人「徳之島虹の会」と協力
しながら、島民の環境教育を主とした生物多様性保全
活動に取り組んでいます。徳之島は、当社の砂糖事業
に関係の深いサトウキビ産業があり、産業と共生した
徳之島の自然を守ることが、当社の社会的責任の一つ
であると考えています。

　2014年度は、「徳之島虹の会」と協働で鹿児島市内
での写真展「いのちつながる徳之島～生物の多様性を
見る～」の開催、ならびに徳之島でのボランティア清掃
活動（ポイ捨てゴミの回収や外来植物アメリカハマグルマ
の抜き取り、アマミノクロウサギ生息調査（糞を数えて
モニタリング調査））を行いました。

地元NPO法人と協働した徳之島での
生物多様性保全活動

三井製糖が社会のために取り組む3つのこと

経営企画部 経営企画課長

太田 信之

鹿児島市内のかごしま県民交流センターにて開催した写真展

世界自然遺産登録実現に向けた重要保護区である
徳之島の天城岳の林道「山クビレ線」での清掃活動

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

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

人々の暮らしを支えるお砂糖や食の
正しい知識を広めていくことは、当社
の責務であると考え、幅広い世代
に向けた食育活動を行っています。
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「 社会貢献 」の取り組み3

「 食 」の取り組み2

▶ 「教育CSR大賞2014」で審査員特別賞を受賞

市原小学校の生徒による千葉工場見学

　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「三井
製糖理科実験授業 SPOON LAB」という出前授業を
行っています。単なる座学ではなく、砂糖や糖を科学
的な視点で学ぶことのできるプログラムとなっており、
糖を使った実験や、実際に企業で行われている商品
開発の疑似体験などを実施しています。また授業を
進める講師やスタッフには高校生と目線の近い若手社員
を多く配置し、“少し早く社会に出た先輩とコミュニケー
ションを取る場”としての役割も担っています。
　2014年度は、東京成徳大学高等学校で授業を実施
しました。班ごとに商品開発を行うパートでは、私たち
が思いつかないような面白いアイデアも多く飛び出し、
高校生の発想の伸びやかさを実感しました。これからも
積極的に若い世代への啓蒙活動を行っていきます。

三井製糖理科実験授業 SPOON LAB

　優れた教育CSR活動を行っている企業に贈ら
れる、教育CSR大賞2014（（株）リバネス主催）
において、当社の理科実験授業プログラムが

「審査員特別賞」を受賞
しました。授業内で行う
商品開発体験などが
「キャリア教育の観点
からも有意義」との評価
を得たようです。

砂糖生産本部 千葉工場 
総務課

藤原 敬己

工場入口にて記念撮影

少人数の班ごとに行う実験

授業後の記念撮影

商品開発部 食材開発課

村田 晋一

PICKUP

身近な砂糖を“科学的に”学ぶ

　工場や事業所が位置する地域社会や住民と交流を図る
ことは、社会の一員としての大切な役割の一つです。
　千葉工場では、近隣の小学校を対象に工場見学を受け

入れており、6月には市原市立市原小学校3年生35名
の生徒さんが工場見学に来られました。どの生徒さん
も砂糖についてよく勉強してきており、少し難しい話も
真剣に聞いてくれたほか、質問もたくさんでました。
　工場見学では大きな機械を見て驚いていましたが、
砂糖の製造現場はとても暑かったのか、仕事の大変さ
を感じている様子で、社会を経験する良い機会となった
と思います。
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基 本 理 念

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

三井製糖環境方針

　三井製糖では、ISO14001に基づいた環境マネジメントシステムを運用
しています。2009年の認証取得から6年が経過していることから、各
事業所においても取り組みや意識は定着化してきており、今後は単なる
環境負荷の低減のみならず業務の効率化なども目標として掲げ、より高い
レベルでのマネジメントの運用をめざしてまいります。

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

定期的に社内のISO14001の取り
組みや環境情報を発信する「環境
推進便り」。役職員一人ひとりが常に
環境活動について意識するための
ツールとして活用している。

ISO14001の取り組み

事業活動における環境への配慮

（2008年10月1日 制定）
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分類 重点項目 2014年度目標 2014年度実績 判定 2014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60％以上

eco検定合格者
全社員の59％ × 全役職員383名の内、227名が合格

（2014年度は30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3％削減
6.13GJ/t-原料糖

12％削減
5.41GJ/t-原料糖 ○

2012年度に岡山工場の精糖部門を神戸工場に
生産集約した後、効率的な運転に努めたことに
より大きく削減。

長田工場の
総エネルギー削減

2011年度比3％削減
17,115GJ

38％削減
10,557GJ ○ 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3％削減
7.00kL/千t-輸送量

6％削減
6.58kL/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3％削減
5,071GJ

24％削減
3,866GJ ○ 事務所移転や縮小に伴い、電力量が削減。

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

総廃棄物量削減
12,443t

○ 総廃棄物量は、ろ過助剤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

リサイクル率向上
98.0％

オフィスの
廃棄物削減

廃棄物削減
2011年度比10％削減

41t

24％削減
30t ○ 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
10％削減
253万枚

26％削減
192万枚 ○ 両面印刷、システム導入による

ペーパ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油脂抗酸化評価を検討。
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 ○ 精製糖排水の省エネ化として工場で

メタン回収・発電のテスト実施中。

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

2013年度以上
7拠点中5拠点で達成 ○ 全社平均のグリーン購入比率は76％で

2013年度（77％）とほぼ同じ。

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 ○ 関連会社への社会・環境報告書の配布や
愛媛どんぐりポイントプロジェクトへの参加。

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

大袋30kg包材
規格統一 ○ 上白糖およびグラニュ糖の大袋30kg包材

規格の統一決定。

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 ○ 鹿児島市にて写真展を開催。

徳之島にてボランティア清掃活動を実施。

2014年度環境目標と実績（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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 三井製糖のエコバランス（2014年度）

I N P U T OU T P U T

大気排出

廃棄物

大気排出

廃棄物

大気排出

大気排出

大気排出

大気排出

廃棄物

排水

101▶

21▶

121▶

5▶

64▶

427▶

8,245▶

 1,855▶

8▶

111,841▶

19▶

0▶

 13,463▶

 13,260▶

98.5▶

CO2

NOx

SOx

排水量

COD

廃棄物量

リサイクル量

リサイクル率

オフィス活動
本社
関西営業部
各営業所

営業活動

所有ビル

物流

商品開発

（特定荷主）

230▶

21▶

27▶

813▶

3,101▶

60,236▶

653▶

20,315▶

105▶

352▶

441▶

2,294▶
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139.9

2011年度
（集約前）

120.8

2012年度
（10月集約）

111.8

2013年度
（新・神戸工場）

105.5

2014年度

98.0

2014年度

97.3

2011年度

98.4

2012年度

98.5

2013年度2014年度

91

2013年度

101

2012年度

109

2011年度

105

　当社では、2012年度より3カ年の中期環境マスター
プランを策定し、商品の品質の維持・向上を図りながら
CO₂排出量の低減、廃棄物の削減・再資源化、さらには
製品の効率的な配送システムの構築など、地球環境に
与える負荷を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。

廃棄物削減・再資源化の取り組み

　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。2014年度の廃棄物量は、工程で用いられる
ろ過助剤の使用量を抑制することによって、前年度比で
7.6%削減することができました。一方、再資源化では、
一過性の糖液の廃棄物が発生したことなどが影響し、
前年度比で再資源化率が下がり、98.0％となりました。

2012～2014年度 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

■ 精糖部門CO₂排出量の推移

■ 物流部門CO₂排出量の推移

9.6

2011年度

9.0

2012年度

8.2

2013年度

7.5

2014年度

10.0

9.0

8.0

7.0

0

■ 廃棄物量・再資源化率の推移
●再資源化率
■廃棄物量
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■ オフィス部門電気使用量・CO₂排出量の推移
●CO₂排出量
■電力量

（千ｋWh）
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CO₂排出量の削減

1. 精糖部門
　2012年10月に生産効率の合理化と品質向上を図る
べく岡山工場の精製糖部門を神戸工場に集約後、全
工場の生産バランスの最適化と、神戸工場の安定操業
ならびに効率的な運転に取り組んできました。その結果、
2014年度のCO₂の排出量は、105.5千トンとなりました。

2. オフィス部門
　ノー残業デーの導入や、不使用時の消灯の徹底、クール
ビズやウォームビスの実施などの従来の取り組みに
加え、2014年度は業務効率化も目標に掲げて取り組み
ました。関西営業部の事務所縮小や名古屋営業所の
移転に伴う電力量の削減も影響し、CO₂排出量を漸減
することができました。

3. 物流部門
　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、トレーラーの多用化などに
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、トラック輸送よりも環境負荷の低い船舶
輸送や鉄道輸送を優先的に使うモーダルシフトの推進
などです。2014年度は、神戸工場に新製品倉庫が完成
し、物流の効率化が図れました。その他にも関係会社
との連携により、2014年度の輸送に伴うCO₂の排出
量は、前年度比で8.9%削減することができました。

5.6%
前年度比

削減

8.9%
前年度比

削減

（千t）
140.0

130.0

120.0

110.0

100.0

0

（千t）

12.415.6 14.7 13.5169191240375

※商品開発部門除く。
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スコープ3

スコープ1、2
33.9%

66.1%

　経済産業省が実施する「どんぐりポイント※」キャン
ペーンの一つとして「愛媛どんぐりプロジェクト」に協賛
し、カーボンオフセット（CO²排出量の削減努力を行い、
削減困難な量については、削減・吸収量を購入し埋め
合わせる仕組み）を普及・促進する活動に参画しました。
これは、愛媛県内のスーパー「マルナカ」にて、どんぐり
ポイントを付与した対象商品を期間限定で発売するもの
で、当社はスティックシュガーを販売しました。なお、
当社商品スティックシュガーの製造などにかかるCO₂
は、松山銀天街第一商店街振興組合（愛媛）でのLED
導入で削減されたCO₂クレジットを購入してオフセット
し、集められたポイントは愛媛の森林（もり）基金に寄付
されました。

　砂糖事業に関わるCO₂排出量について、自社の企業
活動による排出（スコープ1、2）だけでなく、サプライ
ヤーや顧客などの活動による排出（スコープ3）を含んだ
バリューチェーン全体の排出量を算定しています。
　この算定によりスコープ3におけるCO₂排出量が
全体の65%以上にあたることや、スコープ3の中では
原料や包装材、副資材等の購入にかかる排出量が大き
な比率を占めることが明らかとなりました。従来は見え
なかった数字を“見える化”した成果を活用し、今後、
バリューチェーン全体を意識してCO₂削減に取り組んで
いきます。

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

バリューチェーン全体におけるCO₂排出量算定の取り組み

どんぐりポイントプロジェクトへの協賛

　役職員の環境意識の向上のため、東京商工会議所が
主催するeco検定（環境社会検定）®の受検推進を行って
います。2014年度末時点での合格者数は227名で、
これは全役職員の59%にあたります。
　昨今の気候変動や世の中の流れに従って、必然的に
試験範囲は年々増えつつありますが、受検者募集の
たびに多くの役職員から応募があり、毎回高い合格率
となっています。

eco検定®の受検推進

一歩進んだ環境活動をめざして

2014年度

202
227

2013年度

190

2012年度

167

2011年度2010年度

121

■ eco検定®合格者数の推移
（人）
250

100

150

200

50

0

「どんぐりポイント」キャンペーン：経済産業省が2013年11月より開始した、
カーボンオフセットを普及・促進する活動。
※

輸送、配送（上流）　4.20% 0.04%

0.09%

0.04%

1.60%

0.60%

スコープ1、2に含まれない
燃料およびエネルギー活動

3.70%
資本財　4.80%

購入した製品・サービス
51.10%

事業から出る廃棄物

出張

雇用者の通勤

輸送、配送（下流）

販売した製品の廃棄

59%
全役職員の内

合格

2013年度 実績
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　当社では砂糖の製造工程で出るバガス（サトウキビの
搾りかす）を発電に利用することで環境分野への有効
活用をめざしているほか、バガスから糖類などの有価
物を回収し、さらに高付加価値物質へ変換する研究を
行っています。

　長年の研究を経て、2014年度にはさまざまな分野
で実証試験など事業化に向けた取り組みがスタートして
おり、代表的なものは、東レと協業したバイオマス有効
活用の研究、NEDO※との調査事業などが進行して
います。

サトウキビから新たな価値を

社員インタビュー

商品開発部
開発推進課長代理

水 雅美

　サトウキビは紀元前から食用に活用されている植物
ですが、科学的な研究が少なく、まだまだ発見されて
いない有効活用の方法があると期待されています。
　三井製糖の技術開発は、お砂糖をつくる際に捨てて
しまっていた、サトウキビが持つお砂糖以外の成分
にも実は高い価値があるのではないかということで
研究がスタートし、これまでに、製糖工程の副産物
から得られる「さとうきび抽出物」を家畜の飼料や健康
増進剤、消臭剤の原料などとして活用してきました。
皆さまの身近でも、化粧品や消臭剤などで原料に
「さとうきび抽出物」と書かれているものは三井製糖で
つくられたものが使われているかもしれません。

　サトウキビは砂糖を得ることはもちろんのこと、砂糖
から石油に替わるエネルギーであるバイオエタノール
や、さらにはそのエタノールからバイオプラスチックな
どの化学製品をつくることができます。一方で、サトウ

キビの搾りかすであるバガスは、バイオマス燃料とし
て活用されていますが、バガスに含まれる有効成分の
活用はこれまで殆どなされてきませんでした。最近の
当社の研究で、このバガスに含まれる糖類やポリフェ
ノールなどの有効成分の効率的な抽出方法が見出され
たことから、これらの有効成分を有価物に変換すること
で、さらなる高付加価値商品を提供することができない
かを研究テーマとして掲げています。

　同面積からの収穫量増加や農作業の負荷低減によっ
て生産性を高める「サトウキビ増産プロジェクト」も、
我々の取り組む技術開発テーマに含まれています。
　サトウキビは他の植物に比べて多くのCO₂を吸収
するほか、水の利用効率にも優れた植物です。また枝
葉や糖分の少ない部分は畑に還元されるので、やせた
土地を豊かな土地に変えることができます。地球の緑
化や食料生産量を増やすという観点から、世界的にも
未利用地や荒れ地にサトウキビを植えていこうという
取り組みが進んでいます。

1. さとうきび抽出物の活用

2. バイオマス資源の有効活用

3. サトウキビ増産プロジェクト

※NEDO：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の略称。

バイオ
エタノール化

製糖工場の
燃料

有価物
抽出

■ 多くの可能性を持つサトウキビ

土壌の
改良

緑化

食料

・多くのCO₂を吸収
・水の利用効率が良い

■ サトウキビの特長

お砂糖 さとうきび
抽出物

搾り汁から生産 増産によるメリット

バガス（搾りかす）の利用
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　料理をする楽しみや食の正しい知識を育むことを目的
として、小学生を対象とした「親子クッキング教室」を
毎年実施しています。講師として料理研究家のコウケン
テツさんを招いて、2014年度は大阪・東京・福岡の
3都市で開催しました。当日はご応募いただいた中から
抽選で選ばれた親子約30名が参加し、「しっとりチキン
＆ふんわりオムレツのロールパンサンド」「ふんわりチー
ズクリーム＆パリパリキャラメルアーモンド」の2品を
つくってもらいました。

　チーズクリームに入れる生クリームは、お砂糖を入れる
ことで泡立ちが良くなってなめらかな食感になり、チキン
はこんがりと焼き色を付けた後、他の調味料の前に
お砂糖をからめることによって香ばしく柔らかくなる
など、それぞれのメニューには砂糖が力を発揮する
ちょっとしたコツが隠されており、参加した皆さまには
料理をつくりながらお砂糖の知識を深めてもらうことが
できました。
　食の楽しさや大切さを多くの人に感じてもらうべく、
これからも楽しみながら学ぶことのできるイベントを
企画していきます。

親子クッキング教室 和食給食推進事業への協賛

　甘いお砂糖はお菓子やジュースなどに使われる印象
が強いかもしれませんが、料理の「さしすせそ」に含まれ
ていることからもわかるように、和食をつくる上でも欠
かすことのできない食材です。当社は2014年度より、
農林水産省が主導する「和食給食推進事業」（青少年
への日本食や食文化に関する理解向上や普及を目的と
した取り組み）に協賛しています。
　その取り組みの一環として、都内の小学校にて「和食
と砂糖」というテーマの食育授業を実施しました。「和食
に砂糖を使うことでどんな効果があるの？」「一年で食べ
る砂糖の量は？」といったクイズを織り交ぜたり、実際に
砂糖の原料であるサトウキビを齧ってもらったりしな
がら、砂糖について学んでもらいました。授業後に砂糖
を使った献立の給食を生徒に食べてもらいましたが、お
菓子ではない普通の食事にたくさんの砂糖が使われて
いることに驚きつつ、「美味しい！」と言いながら多くの
生徒がおかわりの列に並んでいました。
　世界にも注目されつつある和食の魅力を、まずは
日本の若い世代に知ってもらえるよう、今後も積極的な
情報発信や取り組みを行っていきます。

東京会場の参加者全員で記念撮影

和食と砂糖の関係に真剣に聞き入る子どもたち

食〈お砂糖〉の正しい知識を広めるために

一生懸命パンを仕上げる子ども 今回のメニュー

当日の献立。ご飯と牛乳以外のすべてのメニューにお砂糖が使われている
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　ゆっくりとした消化吸収速度で血糖値やインスリンの変化がゆるやかな
機能性甘味料パラチノース®の認知を広めるために「スローカロリープロジェ
クト」を立ち上げて啓発活動を行っています。本プロジェクトに賛同する企業
よりパラチノース®を配合したロゴ入りの商品を販売いただいています。
　2015年2月には医師や大学教授から成る「一般社団法人スローカロリー
研究会」が発足し、ゆっくり消化吸収されることの
意義が各種メディアで取り上げられるなど盛り
上がりを見せています。

スローカロリープロジェクトとスローカロリー研究会

社員インタビュー

商品開発部　
食材開発課長

奥野 雅浩

　一般的に糖を摂取する場合、健康のために糖を摂り
過ぎないようにする･･･つまり、糖の“量”に目を向けがち
です。市場には糖質ゼロや糖質カットといった商品が
溢れているので、糖は少ないほど健康に良いもの･･･と
考えてしまう人も多いのではないでしょうか。しかし、
糖には単なる甘味やエネルギーとしての機能以外にも
豊かな食文化を彩る重要な機能があり、バランス良く
摂取することで健康的な生活を送ることができます。
　そんな糖を“量”ではなく“質”の面から見て、ゆっくりと
時間をかけて消化吸収しようという考え方が「スロー
カロリー」です。スローカロリーは生活習慣病の予防
だけではなく、満腹感の持続、集中力の持続、さらには、
スポーツのパフォーマンスUP、といった“積極的な”
健康機能が得られることが、さまざまな研究により明らか
になってきました。
　スローカロリーを実現することができるパラチノース®
は蜂蜜に含まれる天然の糖であり、そのエネルギーは

砂糖と同じ4kcal/gながら、消化吸収速度は砂糖の
1/5程度であることが特長です。さらに、パラチノース®
と砂糖を混ぜると砂糖の消化吸収速度も抑えられる
ことがわかっています。当社では砂糖とパラチノース®を
ミックスした「スローカロリーシュガー」を販売しています。
　人生において、食の楽しみはとても大きなものです。
私たちがめざしているのは、“誰もが罪悪感なく甘い
ものを楽しめる世界”をつくることです。その世界が
10年後も100年後も続いて
いくよう、このスローカロリー
という考え方を一過性では
なくしっかりと世の中に広め
ていきたいと考えています。

スローカロリーの普及に向けて

▶ 楽しみながら学ぶ「血糖コントロール」の勉強会を開催

　2015年2月に当社の商品開発部ラボにて、インスリン欠損症（1型
糖尿病）患者と家族の会「つぼみの会」とともに第8回『おさとうの会』を開
催しました。「つぼみの会」から27名にご参加いただき、「スローカロリー
シュガー」を使用したバレンタインスイーツのデモンストレーションやケーキ
づくり、試食会を行い、血糖コントロールについて学んでもらいました。

PICKUP

一般社団法人スローカロリー研究会第1回講演会の様子

チョコレートプチケーキをつくる子どもたち
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当社では、毎年11月を「Action in November（企業市民活動月間）」と
定め、拠点ごとにオリジナルの社会貢献活動を行う取り組みを2010年度
から実施しています。このページでは、2014年度の各拠点の取り組みを
写真でご紹介します。

　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。2014年度は前年に続いて「スプーン印の秋
まつり」と称したイベントを開催し、子ども向けにべっこうあめや
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。

スプーン印の秋まつり2014

べっこうあめ体験コーナーで地元の子ども達とふれあいました

Action in November
企業市民活動月間

福岡工場

　福岡市の東保健所と中央保健所の合同
企画として「食のちょい勉講座～見て、
聞いて、ちょこっと学ぼう食品衛生マメ
知識～」を開催しました。これは、講義や
施設見学を通して食品衛生や食品に関する
知識について気軽に勉強していただく
講座で、継続的に実施していく予定です。

食品衛生を学ぶ「食のちょい勉講座」

神戸工場

　各地に料理教室を展開している（株）ホーム
メイドクッキング社の講師ご一行を迎えて
工場見学会を実施し、兵庫県・大阪府・
京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県の各
教室よりご参加いただきました。

料理教室講師ご一行を迎えた工場見学会

長田工場

　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。
2014年度は神戸市立吉田中学校の生徒
3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」

岡山工場

　三井製糖岡山工場の社員、
スプーンシュガー（株）岡山事業
所のスタッフ総勢22名で、工場
周辺の清掃活動を行いました。

工場周辺の清掃活動

社会貢献活動

Mitsui Sugar CSR Report25



　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あると考えます。
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。

思いをつなぐ～ベルマーク運動

見本

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。2014年度も大盛況で、
用意していたお砂糖は完売となりまし
た。売上金は広島で発生した土砂災害へ
の義援金として日本赤十字社に全額寄付
しました。

「ラジオ祭り」での売上金を義援金へ

千葉工場

　近隣の小学校の工場見学受け入れとし
て、市原市立戸田小学校３年生42名の
生徒さんに千葉工場に来ていただき、お
砂糖のことや仕事の内容などを学んで
いただきました。

近隣小学校の工場見学受け入れ

東北営業所

　東日本大震災の被災地である宮城県
岩沼市で開催された「いわぬま復興夏
祭り」に参加し、無料で綿菓子の配布を
行いました。当社ブースの前に並んだ
子どもたちの行列は途切れることなく、
綿菓子を作り続けなければならないほど
盛況な賑わいになりました。

「いわぬま復興夏祭り」に参加

本社

　本を送ると、その本の買取り
額相当が東日本大震災の被災
地支援金として寄付される
「BOOKS FOR JAPAN」に
209冊の本を寄付しました。
「BOOKS FOR JAPAN」を主
催している（株）バリューブックス
を通じて5,800円が日本赤十字
社に寄付され、被災地支援の
ために役立てられました。

東日本大震災の
被災地支援金の寄付
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92%
在籍率合計

新入社員数48人内
離職者数4人

　三井製糖にとって最も重要な経営資源は人材であり、
すべての人材に自身を高めながら能力を発揮し会社に
貢献してもらいつつ、個人としても自己実現を図って
もらうためには、長いスパンで会社と社員が密に関わっ
ていくことが大切だと考えています。
　三井製糖の将来を託すべく、柔軟性がありチャレン
ジングなメンバーが毎年5～10名程度入社し、海外を
含めたさまざまな部署で活躍しています。社員の平均
年齢は約42歳で勤続年数は約20年、三井グループに
共通する「人を大切にする文化」が根付いており、各
年齢層が機能的に融合し会社を皆で支えています。

人を大切にする文化1

■ 新入社員数と新入社員に対する離職者数の推移

●新入社員数/9人　  ●離職者数/0人

2014年

●新入社員数/6人　  ●離職者数/0人

2013年

●新入社員数/6人　  ●離職者数/0人

2012年

●新入社員数/10人　●離職者数/3人

2011年

●新入社員数/17人　●離職者数/1人

2010年

「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。

社 員 と と も に住 人

SPOON
HOUSE

　食品メーカーである三井製糖では、女性の感性や
視点が欠かせません。
　現在、女性比率は社員の約25％、管理職の比率は
6％ですが、多様な市場に対応し、イノベーションを
生み出すため、多様な視点を持った社員が活躍できる
会社をめざし、女性の活躍意識の向上と活躍機会を
増やすことと、男性の意識改革などダイバーシティーの
推進に努めています。

　障害者の雇用については、常時採用活動をしており
ますが法定雇用率に未達の状況にあります。
　ミスマッチなく三井製糖で「働きがいのある仕事が
できること」を第一義に考え、引き続き障害者の雇用
促進に努めていきます。

ダイバーシティーの推進2

2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度

（人）
10

7
8
9

5

3
2
1

4

6

0

■ 障害者雇用者数と雇用率の推移 ●法定雇用者数（法定雇用率）
●当社雇用者数（雇用率）

2015年5月に開催された精製糖技術の国際会議「SIT（Sugar 
Industry Technologists）」では、ホスト国として多くの海外のお客
さまをお迎えした。本社・工場含め女性従業員も数多く参加し、当社や
日本の魅力を積極的に伝えた。

9 9
888

7 7
666

（2.0％） （2.0％）
（1.8％）（1.8％）（1.8％）

（1.57％） （1.61％）
（1.33％）（1.32％）（1.35％）
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　良い人間関係と働きやすい職場環境があってこそ、
三井製糖社員としての誇りと働きがいを持つことができ
ると常に考えています。多様な生活スタイルや働き方を
尊重し、時代に合った職場環境づくりに努めています。
　ここ数年間に組織やシステムの統合、BPR※の実践に
より業務効率化を推進、中身の濃いメリハリのある仕事
で労働時間の低減に努めてきました。
　有休取得率の向上については努力する余地があり
ますが、125日以上ある年間休日と有休休暇を上手に
活用できる環境を整え、さらなるワークライフバランス
の充実を図っていきます。

　仕事と育児の両立をめざす支援として、「育児休業
制度、育児短時間勤務制度」を整備しています。
　育児休業については、原則満1歳6ヶ月に達するまで
に加え、特別な事情がある場合の延長措置を労使で
決定しました。育児短時間勤務については、小学3年生
終了まで1日1.5時間を限度に短縮
できる制度を導入し、育児休業から
復職したほとんどの社員は短時間
勤務制度を活用しています。

　会社が支援する各事業所の社員親睦会（スプーン
クラブ）では、さまざまなイベントを企画し多くの社員が
参加しています。また、本社では就業中に「おやつの
時間」と称し、部署や役職の垣根のない交流できる場を
提供しています。

　全社員のココロとカラダの健康を維持・向上する
ためさまざまな取り組みを行っています。
　定期健康診断に加え、歯科検診、インフルエンザ予防
接種を実施し、メンタルヘルスに関しては、従業員支援
プログラムのシステムを導入し、ストレス検査の実施、
健康情報の提供、個別カウンセリング、全社員への
研修を実施しています。

メンタルヘルス研修

社内コミュニケーションをはかる「おやつの時間」

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

34.1%

45.1%

39.6%

33.8%

43.7%

38.9%

33.2%

47.7%

40.8%

32.9%

46.6%

40.9%

31.2%

44.5%

39.0%

本社管轄

工場

全社

■ 有給休暇取得率の推移

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

19.9

 2024.2

17.9

1992.3

18.7

2009.4

19.6

2020.2

17.8

1991.1

時間外労働時間数
（月平均残業時間数）

年間総労働時間

■ 従業員一人当たりの労働時間の推移

時代に合った働きやすい
職場環境づくり3 コミュニケーションの場づくり4

100%
育児休業
利用者復職率

過去5年以上

BPR：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す。

※

※正社員、 嘱託社員、パート社員の合計。

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 合計
461 468 462 455 446

0

0

0

0

0

2

0

1

0

1

0

2

0

2

0

3

0

3

0

4

0

8

0

10

男性

女性

男性

女性

従業員数

育児休業
制度利用者数

育児短時間勤務
制度利用者数

■ 育児休業制度、育児短時間勤務制度利用者数の推移
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　三井製糖では「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」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。
　自己を変え、周囲を変える意識を醸成する階層別研修と個のスキルアップ
を図るため自主的に学べる環境を整えています。特に通信教育は全従業員
の延べ60％が受講し、自己研鑽に励んでいます。

階層別研修受講者の声

人を育てる土壌 “SOIL” づくり

　誰かを動かすためには理屈で納得してもらうことが最善
と思っていたが、想いや熱意を込めていくことも大切なの
だと気付いた。相手に伝わるよう言葉を使い分けること、言わ
ないと相手には伝わらないんだということに改めて気づいた。

▶ ２級レベルアップ研修

　部門を越えて抱えている問題・悩みが共通しているこ
とがわかった。また、問題のほとんどすべてがコミュニケー
ション不足により発生しているということが発見だった。
自分の立場が管理職でもなく新人でもないため宙ぶらり
んになることがあったが、今回の研修で立場がわかって
参考になった。

▶ ３級リーダーシップ研修

　目標設定の重要さに気づいた。また、知らなかったマネ
ジメント側の考え方を学びマネジメントについて初めて考え
た。係長業務８年目で資質には自信を持っていたが、自己
診断ツールの結果では総合力が相当低くショックを受けた。

▶ ４級マネジメント基本研修

pirit

rganization

ndividual's specialty & skill

eadership

「理念、ビジョン浸透の徹底化」

「整合性のある人的配置、処遇、評価」

「個の能力、専門性、スキルを伸ばす仕組み」

「個の能力を活かすチームを牽引する」

●

●

●

●
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新任評価者研修

4級研修

階層別階層 外部研修 eラーニング グローバル人材強化 各部門固有 メンタルヘルス 自己実現支援
■ 人材教育体系図

人材育成制度

※1 FEW：フューチャーエグゼクティブワークショップの略称で、部長が対象。　※2 MMW：ミドルマネジメントワークショップの略称で、主に次長、課長が対象。
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第 三 者 意 見

　三井製糖のいわゆる非財務情報の開示に関しては、
昨年2014年までは、社会・環境報告書2014という
形で、ステークホルダーに示されてきましたが、本年
2015年からは、装いも新たにCSR報告書へと進化を
遂げました。これは、「CSR=本業そのものであり、
三井製糖で行われる活動全て」というトップの強い意志
が反映されたものと推察します。今後ますます報告書の
内容に関して期待を持つことができるのではないで
しょうか。
　変わらない点としては、昨年同様SPOON HOUSE
で、CSRの全体像を可視化し、親しみが湧くイメージを
確保し、ここを起点に報告書全体にわたって読みやすさ、
わかりやすさへの工夫が随所に見られ、本年も社員の
顔がよく見えるつくりになっています。わかりやすさの
一例をあげるなら、今年は三井製糖グループの事業
概要が見開きの一覧で整理され、事業全体を俯瞰する
には大変見やすくなりました。ただし現状、報告範囲は
単体ベースのようですが、できる限り速やかに連結ベー
スに移行されることが望まれます。
　内容に関してさらに見て行くと、「お客さまに安全・
安心な製品をお届けするためのクオリティチェーン」は、
お客さまに製品が届くまでをわかりやすく活写しており、
よい取り組みです。しかしながら9-10ページで示され
た見取り図で出てくる各段階が、11-14ページでは
順序が入れ替わっており、少し読みづらかったです。
ここは、デザイン・レイアウト上の工夫の余地があった
のではないでしょうか。
　食という産業に携わっておられる上で、そのベースと
なる環境が適切に保全されない限り、安定したビジ
ネスを営むことができないのが、三井製糖の置かれて
いる基本スタンスです。そうした認識の下では、環境

活動にはいっそう力を入れて取り組んで頂きたいです。
環境教育では、全体で唯一目標未達ではありながら、
eco検定合格者が全役職員の59%にのぼるというの
は、他にあまり類を見ない素晴らしい成果だと思います。
こうした地道な努力、成果をぜひ今後もコツコツと継続
されて下さい。「一歩進んだ環境活動を目指して」では、
バリューチェーン全体におけるCO₂排出量算定の取り
組みが印象に残りました。こうしたサプライチェーン
全体を通した環境負荷の正確な把握とその削減は今後
ますます重要になってくるのは間違いありません。生物
多様性は、徳之島の地道な活動は評価できますが、
この問題の深刻さを考えるとき、ぜひさらに踏み込んだ
取り組みを期待します。
　「住人・社員とともに」では、昨年の報告書での第三
者意見を受け止めて頂き、人事関連の諸データが充実
してきました。人事も含めて、ともすれば環境指標に比
べて、開発が遅れがちである社会指標全般に関して、
今後さらに記述を充実させていってほしいと思います。
　最後に、トップメッセージで、高齢化社会の到来とい
う社会的課題に対する事業に言及されておられました。
今年は国連ミレニアム開発目標の後継となるSDGsが
正式発効されますが、世界ではまだまだ持続可能な
社会への道遠しといった課題が山積しています。ぜひ
今後、事業＝CSRを通して、そうした世界の諸課題の
解決に力を発揮して頂きたいと願い、結びとさせていた
だきます。

第三者意見を受けて

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

多田 博之 氏

活動報告についてはまだ当社単体のものであり
ますが、今後はグループ全体でCSRを捉えていく
べきと認識しております。CSRの考え方をグループ
内に如何にして広げるかを真剣に考えつつ、グルー
プシナジーを最大限に発揮することで、さらなる
企業価値の向上をはかり、これからもステークホル
ダーの皆さまから信頼される三井製糖グループで
あり続けてまいります。

　多田先生には、昨年に引き続き本報告書へのご
意見を賜りまして、厚く御礼申し上げます。本報告
書は今回より、「CSR報告書」にタイトルを変更致し
ました。当社のCSRのあり方をさらに深化させたい
との考えによるものであり、今後も役職員一丸となっ
て、本業を通じた社会参加を実現してまいります。
　また今回は、冒頭で三井製糖グループの事業
概要をご説明しております。ご指摘にもある通り、

三井製糖株式会社
経営企画部長

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

発行元

本報告書に関するお問い合わせ先

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

三井製糖株式会社　経営企画部経営企画課

■ 本報告書の情報はホームページでもご覧いただけます。

URL／http://www.mitsui-sugar.co.jp/ 
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