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編集方針
伊藤園では2001年4月に「社内用環境報告書2000」

度版）」に従いながら、よりわかりやすい報告書を

として社員向けの環境報告書を発行しました。「環

目指し、伊藤園が環境面での重点課題に具体的にど

境報告書2002」は、社員だけでなく社外の皆様に

のように取り組んでいるのかを製品のライフサイク

も広く伊藤園の環境保全活動をご理解いただくこと

ルにあわせてご紹介しています。また取組みがどの

を主眼においています。

重点課題に対応しているのか一目でわかるように項

環境省発行の「環境報告書ガイドライン（2000年

目ごとにインデックスをつけています。

報告書の対象範囲
対象範囲

株式会社伊藤園の事業活動を対象

対象期間

2001年5月1日から2002年4月30日までの活動を対象（次回の発行予定は2003年8月頃です）

新俳句大賞の紹介
伊藤園が世界で初めて緑茶の飲料化に成功して五周年にあた
る1989年に始めた、消費者の創作応募型キャンペーンです。
日本の文化の一つである緑茶を現代の形にした「お〜いお茶」

俳句界、作家や演劇家、コピーライターなどの第一人者が広
い視点から審査をおこない、優秀作品は「お〜いお茶」製品の
パッケージに掲載されます。年々応募数が増加し、今では
120万句を超えるほどになりました。
2002年に発表された「第13回お〜いお茶新俳句大賞」の

は、季語や定型などにとらわれない自由な短文表現である「新

中から自然を謡った句を選んで欄外に掲載しました。お楽しみ

俳句」に通じることから、この企画が生まれました。

ください。
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会社概要
伊藤園は、日本の伝統飲料である緑茶の製造および販売を主たる目的として、1966年8月に創立いたしました。
以来、茶葉製品・緑茶ドリンク製品のトップメーカーとして経営の基盤を着実に築き上げる一方、
「お客様第一主義」
に徹し、お客様のご要望に迅速に対応できる体制づくり、ご満足いただける製品開発に取り組んでいます。

売上高の部門別構成比（単体）

会社概要（2002年4月30日現在）

その他 1.4％
その他（ドリンク）3.2％

茶葉（リーフ）13.7％

炭酸（ドリンク）1.1％
紅茶（ドリンク）2.8％
コーヒー
（ドリンク）7.5％
果実（ドリンク）4.8％
野菜（ドリンク）13.6％

日本茶（ドリンク）43.2％
中国茶（ドリンク）8.7％

代表的な製品
飲料（ドリンク）製品

売上高の推移

（単位：億円）
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経常利益の推移
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10店
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1店

兵庫県
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2001 年度
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南東北地区（10拠点）
埼玉地区（8拠点）
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（11拠点）
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（5拠点）
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甲信地区（5拠点）

神奈川東地区（5拠点）
神奈川西地区（6拠点）
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トップコミットメント

日本の喫茶の起源は約1200年前とされていますが、

21世紀は全産業が率先し、持続可能な社会の形成を

本格的にお茶が日本に広まったのは約800年前、禅僧

推進しなければなりません。事業活動における究極的

栄西が中国から茶の種子を持ち帰り、栽培してからです。

な目的である利潤の追求と、地球環境の保全を統合し

爾来、永い歴史のなかで日本の風土に合った製法が確

た経営が求められています。

立され、品種の改良が進み、地域の嗜好性が生まれ、

伊藤園では、2000年12月にISO14001の認証を

日本の食文化の一つに定着していきました。もはやお

取得し、環境マネジメントシステムに沿った環境保全

茶は、私たち日本人にとって欠かすことのできない飲

活動を推進しています。経営資源を有効活用し、効率

みものとなり、日本人の遺伝子に組み込まれている、

的で無駄のない経営を追求することが、企業体質の強

といっても過言ではありません。

化に繋がり、企業と社会との永続的発展を遂げるもの
と確信します。

伊藤園は日本茶から始まり、その後、ウーロン茶を
日本に広め、無糖茶飲料を創造し、飲料メーカーとし

伊藤園の環境保全活動はまだ歩き始めたばかりですが、

て確固たる地位を築いてきました。2002年4月期に、

経営方針にある「みんなで環境を考える」を社員一人

創業以来初めて売上高が2000億円を突破し、同時に、

ひとりが実践し、一歩ずつ確実に前進させるよう努力

海外進出の基礎を作りました。2005年には2600億円、

していきます。

2012年にはグループ全体で5000億円を目標として

この度、初めて環境報告書（2002年度版）を作成

います。そのときは、原材料の調達、生産、販売など

しました。伊藤園の環境問題に対する取組みをご理解

あらゆる面で世界を対象にしたグローバル企業であり

いただくとともに、忌憚ないご意見、ご指導を頂戴で

たいと思っています。

きれば幸いです。

伊藤園が扱う原料の多くは農産物であり、水や自然

株式会社伊藤園 代表取締役社長

の恵みを大いに受けています。しかしいま、その水や

本庄八郎

自然が、地球規模で、温暖化現象、オゾン層破壊によ
る強烈な紫外線、多量の酸性雨、水質汚濁、土壌汚染
など、様々な環境破壊に侵されています。生態系にも
影響が及んでいます。
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2002年9月

伊藤園 環境基本方針

【環境基本理念】
株式会社伊藤園は、
「お客様第一主義」に基づ

【環境行動指針】

1. 環境に配慮した製品製造、製品開発、研究
に努めます

き、すべてのお客様の共有財産である地球環境
を守り、次世代に継承することが最重要課題で
あることを強く認識し、あらゆる事業活動にお

2. 省資源化・省エネルギー化を推進します
3. 排出物の抑制、適正処分・リサイクルを推
進します

いて自主的・継続的に環境保全に取り組むとと
もに、自然と調和した食文化の発展に貢献いた
します。

4. 地球温暖化・大気汚染の防止に努めます
5. 社員全員が地球環境への認識を高め、環境
保全活動を日常から意識して行動します

環境保全活動の歴史
1991年 8月

●容器の内面にPET樹脂をラミネートしたスチール缶を採用

1996年 9月

●PETボトルのリサイクル素材を使用したユニフォームを採用

1997年 5月

●広報室に生活環境課を設置し、環境保全活動を推進

1998年 5月

●経営方針に『みんなで環境を考える伊藤園』を追記
●環境担当役員の就任、環境委員会の設立
●営業車に天然ガス車を採用

1998年 10月

●ITOEN環境NEWSを発刊

1999年 2月

●パック茶包装資材をPET系樹脂素材に順次変更

1999年 5月

●全車両を対象にしたエコドライブ運動を実施

1999年 8月

●自動販売機の空容器回収用に脱臭効果のあるポリ袋を採用

2000年 5月

●品質管理部に環境管理係（生産本部環境委員会事務局）を設置

2000年 6月

●PETボトルのリサイクル素材を使用した空容器回収ボックスを採用

2000年 10月

●古紙100％使用のコピー用紙を全社に導入

2000年 12月

●静岡相良工場と中央研究所でISO14001の認証取得

2001年 3月

●環境保全に関する環境方針を制定

2001年 4月

●社内用環境報告書を発行

2001年 11月

●浜岡工場、福島工場、神戸流通センターでISO14001の認証取得

2002年 4月

●グリーン購入基本方針を制定
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環境保全の取組み

環境保全の取組み概要
茶葉製品、飲料製品を製造・販売する当社事業活動

それぞれの事業活動において調達・使用したものを INPUT、

における「製品開発」
「原料・資材調達」
「製造」
「物流」
「販

排出したものを OUTPUT としています。環境保全の具

売」
「リサイクル」のプロセスと環境負荷の関係をフロ

体的な取組み内容はご案内のページに記載しています。

ー図で表しました。

飲料製品の製造委託について
茶葉は製造工程で選別された粉や茎
売上の約85％を占める飲料製品の製造は、すべ
て外部に委託しており、伊藤園は製品開発および原
料調達をおこないます。しかし、伊藤園が委託し製

までもが、「粉茶」「茎茶」として製品
化され、廃棄物は一切排出しません。
また、近年注目さ

造した結果として排出される環境負荷の低減につい

れている健康飲料と

ても、今後の大事な課題であると考えています。
現在は年1回、主要な委託工場に環境保全活動に
関する調査の回答を依頼しており、改善を要する事
項がある場合は是正を促し、環境に配慮した製造を
お願いしています。
また全国を5つのブロックに分け、できる限り生

しての効能だけでな

ご存知ですか？
お茶の素晴らしさ

く、その成分は環境
保全に有効に作用す
る面も持ち合わせて
います。

産と消費を近づけることで物流効率を高めるブロッ

伊藤園は緑茶業界

ク生産・ブロック物流をおこない、環境負荷を低減

のリーディングカンパニーとしての自

しています。
2002年4月末現在、飲料製品の製造委託先は、
全国26社41工場になります。
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覚を持ち、緑茶と地球環境の関係を見
つめ、様々な取組みをおこなっています。

自動
販売機

ナチュラルスイーパーの開発
液晶パネルの製造時の洗浄工程において、

ダイオキシンの抑制作用

化学物質の吸着作用

1999年12月、神戸大学農学部

私たちの住まいには接着剤、

1995年以前はフロンが使われていましたが、

との共同研究により、緑茶に含まれ

防虫剤など多くの化学物質を含

オゾン層を破壊するという理由で使用できな

るカテキン成分に、ダイオキシンが

んだ住宅建材が使用されていま

くなりました。その代替洗浄剤として主に使

持つ強い毒性の発生を抑える効果が

す。なかでも合板の接着剤であ

用されている石油系合成洗剤も環境にやさし

あることを確認し、発表しました。

るホルムアルデヒドのアレルギ

いとはいえません。そこで伊藤園は茶抽出物

ーにより多くの人が苦しんでい

のタンニンを活用した天

ます。茶殻にはホルムアルデヒ

然素材系洗浄剤「ナチュ

ドの吸着効果があり、拡散を防

ラルスイーパー」を開発

止することが知られています。

しました。天然素材を原

また、茶殻には殺菌作用や消

料とするため、環境破壊

臭作用もあります。臭いのする

がほとんどなく、使用上

引出しや戸棚の中に、使い終わ

の人体への影響もない地
球環境配慮型製品です。

ったティーバッグ1〜2個を置
中央研究所

いておくと効果的です。
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環境目標と達成状況

環境目標と2001年度達成状況
環境行動指針に沿って環境目標を定め、取組みを推進しています。
原単位とは…茶葉を 1 t 生産するために必要とする量

重点課題

2001年度成果

・契約茶園農家との環境保全型茶栽培の推進
・環境負荷の少ない製品開発の推進
・リサイクルし易い容器包装類の開発・採用

・全社の備品・文具類のグリーン購入比率（金額
換算）の向上

2

グリーン購入
の推進

・生産本部のグリーン調達管理規定を満たす供給
先25社、品目数50品目
・再生PET樹脂利用製品を15品目採用
・適正で効率的な廃棄物処理システムの構築
〈再資源化率〉
・静岡相良工場の廃棄物再資源化率100％
・浜岡工場の廃棄物再資源化率100％
・福島工場の廃棄物再資源化率80％
・神戸流通センターの廃棄物再資源化率80％
・本社、西新宿ビルの事業系廃棄物の再資源化率
85％
・廃棄茶葉製品の再資源化率の向上
〈電力〉
・静岡相良工場、浜岡工場、神戸流通センターの
電力使用量（原単位）を1999年度比2％削減

・中央研究所第一研究棟のLPG使用量（原単位）を
1999年度比23％削減
・中央研究所第二研究棟のLPG使用量（原単位）を
2002年度比3％削減
・全車両1台あたりの燃料使用量の削減

・産業廃棄物処理システムの構築（廃棄物処理台
帳の整備）
〈再資源化率〉
・静岡相良工場の廃棄物再資源化率77％
・浜岡工場の廃棄物再資源化率99％
・福島工場の廃棄物再資源化率20％

P.8
P.10

P.18

P.11
P.12

・本社ビルの事業系廃棄物再資源化率35％

〈電力〉
・静岡相良工場の電力使用量（原単位）4％増
・浜岡工場の電力使用量（原単位）20％削減
・神戸流通センターの電力使用量（原単位）15％削減
・福島工場の電力使用量（原単位）11％削減

・本社ビルの電力総使用量7.5％削減
〈燃料〉
・静岡相良工場の灯油使用量（原単位）45％削減
・静岡相良工場のLPG使用量（原単位）39％削減
・浜岡工場のLPG使用量（原単位）5％削減
・福島工場のLPG使用量（原単位）24％削減
・神戸流通センターのLPG使用量（原単位）12％削減
・中央研究所第二研究棟の暖房用ボイラー燃料に
LPGを使用
・中央研究所第二研究棟に電熱交換装置を設置

P.13
〜

4

省資源、
省エネルギー
の推進

・福島工場の電力使用量（原単位）
を2000年度比2％削減
・中央研究所第一研究棟の電力使用量（原単位）を
1999年度比11％削減
・中央研究所第二研究棟の電力使用量（原単位）を
2002年度比2％削減
・本社ビルの電力総使用量を1999年度比で10％削減
〈燃料〉
・静岡相良工場の灯油使用量（原単位）を1999年
度比31％削減
・静岡相良工場、福島工場、浜岡工場、神戸流通
センターのLPG使用量（原単位）を1999年度
比10％削減

・グリーン購入基本方針、購入基準の策定
・備品・文具類の環境配慮品の優先購入システム
の構築
・生産本部のグリーン調達管理規定を満たす供給
先43社、品目数41品目
・再生PET樹脂利用製品を15品目採用

関連
ページ

〜

3

廃棄物、
副産物の
再資源化の
促進

・PETボトル、缶容器の軽量化
・着色PETボトルを透明ボトルに切替え

評価

〜

1

環境配慮型
製品の開発

中期目標（2004年度）

P.15

・省エネルギー型自動販売機導入率の向上

・自動販売機や販売店から回収する空容器類のリ
サイクルシステムの構築
・自社回収の空容器類の再資源化率100％

・リサイクル処理委託業者の見直し

6

容器包装の
リサイクルの
促進

7

・ISO14001認証取得事業所の拡大
環境
・環境会計の導入
マネジメント
・社内啓発システムの充実
システムの構築

P.16
P.18

・全生産工場でISO14001認証を取得

P.19
〜
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P.15

〜

ほぼ目標達成しました。

・天然ガス車13台導入（累計24台）

P.13
〜

・静岡相良工場の二酸化炭素排出量（原単位）を
1999年度比で15％削減
・低公害車導入の推進
・天然ガス車導入の推進

・静岡相良工場の二酸化炭素排出量（原単位）を
1999年度比で20％削減

5

二酸化炭素
排出量の
抑制

P.21
目標達成が80〜50％です。

目標達成が不十分であり、今期の重点課題とします。

環境に配慮した製品づくり

1 2 3 4 5 6 7

製品開発の基本理念
自然

自然のもの を 自然のままに
―それが、製品の開発コンセプトです。
伊藤園は日本の伝統飲料である緑茶の製造・販売業

健康

として、1966年に創立以来、自然の素材を生かした

製品開発
5つの
コンセプト

製品を提供し続けています。
自然

健康

安全

良いデザイン

おいしい

おいしい

の5つの製品開発コンセプトは、製品づくりのみならず、

安全

原料調達においても活かされています。

良い
デザイン

原料・資材調達についての考え方
製品づくりは、良質の原料を調達することから始ま

また、「お〜いお茶」の原料である茶葉の流通システ

ります。伊藤園では、原料・資材調達に関する「生産

ムは複雑ですが、「生葉」、
「荒茶」、
「ドリンク原料茶葉」

部門 グリーン調達管理規定」を設け、環境に配慮した

のいずれの段階でも、環境に配慮されたものの調達を

製品づくりを推進しています。原料・資材そのものが

心掛けています。

環境に考慮しているかということのみでなく、取引先
の環境に対する取組み姿勢も選定基準としています。

さらに、残留農薬については自社と外部の検査機関等で
食品衛生法に準拠しているか定期的に検査しています。

茶葉製品・茶系ドリンク原料ができるまで
生産地ごとの
栽培基準を満たした
肥料、農薬

電力 186,825 kwh
A重油 217,100 L
原料
984ｔ LPG
8,589 m3
用水
1,637 m3

生葉栽培

荒茶加工

電力 3,860,879 kwh
灯油
6,200 L
原料
14,459ｔ LPG
83,462 m3
用水
22,168 m3

荒茶の取引

仕上げ加工・包装加工

茶
葉
製
品

販売店、
消費者

加工工場

浜岡工場
荒茶生産量 213ｔ

廃棄物
25.6 t

静岡相良工場
仕上茶生産量 10,250ｔ

加工工場

CO2 118ｔ
NOｘ 0.1ｔ

廃棄物
1,066.1 t
茶業界は歴史が古いため、

原茶
料系
ド ドリンク
リ
ン 製造工場
ク

CO2 2,032ｔ
NOｘ 2.5ｔ （数値は2001年度実績）

荒茶は、形状が不揃いで水分含有

国内の茶葉の生産は、沖

緑茶は生葉摘採後、でき

縄県から秋田県まで広く栽

るだけ酸化させずに乾物状

荒茶の流通は、旧来からの

量も多いため、製品としては流通で

培されています。

態にします。この工程を荒

形態と新たな形態が混在し

きません。商品価値を高めるため、

近年、チッソ肥料や農薬

茶加工といいます。水分含

複雑です。大きくは、各地

仕上げ加工をおこないます。

の過剰散布による土壌・水

有率を5％程度にするため

の茶市場を通して取引する

仕上げ加工では、荒茶の選別・切

質汚染が問題視されていま

の乾燥等の工程で、主にA

場合と、全国に8,000以

断や、香りを引き出すための火入れ、

す。伊藤園では、各産地ご

重油とLPGを燃料として

上あるといわれる荒茶加工

様々な茶葉のブレンドなど多種の工

との栽培基準を基に契約生

使用します。

工場から直接、購入する場

程があり、多くのエネルギーを必要

合があります。

とします。

産農家と協力のうえ、地球

浜岡工場では、2001

環境に配慮した茶園栽培を

年11月にISO14001を

なお、2001年度の国

静岡相良工場では、2000年12

促進しています。

取得し、効率的なエネルギ

内荒茶生産量は90,371t

月にISO14001を取得し、設備の

ー使用に取り組んでいます。

で、そのうちの約16％を

アイドリングの短縮など、エネルギ

伊藤園が購入しています。

ー効率の高い製造に努めています。
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茶園栽培に関する取組み

栽培指導および管理規定

緑茶飲料の台頭により緑茶の消費量は年々増加して
います。しかし、化学肥料や農薬の過剰使用による土

伊藤園では、環境保全型茶園農家の育成を目的として、

壌汚染・水質汚染問題や相場の乱高下などの経営不安

肥料・農薬・農業資材の適正使用の基準を設けています。

による就農人口・茶園面積の減少など対処しなければ

契約茶園に対しては、「作業計画」「使用する肥料の
種類や量、施肥時期」「使用する農薬の種類や量、使用

ならない問題もあります。
伊藤園は茶の総合メーカーとして、緑茶業界が活性

時期」を一覧にした年間栽培計画書の作成を依頼し、

化し、常に良質の緑茶を消費者の皆様にお届けできる

効果的で無理のない栽培を指導しています。同様に年

よう、茶園農家の方々とともに茶産地育成事業に取り

間の実績を記した栽培管理記録書の作成も依頼しており、

組んでいます。

伊藤園の産地担当者が直接赴き、それらを基に指導お
よび管理をおこなっています。

都城農協との提携事業

＜農業資材の使用に関する指導内容＞
（１）肥料

2001年1月、宮崎県都城地区での茶産地育成事業に
関する協定を、都城農協との間で締結しました。都城
地区にて2001年度から茶園の造成を開始しており、
将来的には100ha規模の茶園となる計画です。
茶園の造成、栽培管理および荒茶加工は都城農協が
主体となっておこない、伊藤園が品種の選定から栽培
や加工についての生産技術の提供を担っています。
現在、土壌改良のために施用する堆肥に、自社飲料
製品の製造委託工場から排出される茶殻を利用する、
完熟堆肥供給システムを検討しています。生産した茶
葉は相場に関係なく、伊藤園が全量を買い取るため、

○肥料の施用量は、各府県の栽培技術指針の施肥基準
に従う。
○肥料は、成分が一時期に流出しにくい緩効性肥料、
被覆肥料、有機質肥料を優先して使用する。
○堆肥は、完熟なものを使用する。
（２）農薬
○農薬散布は、各府県の栽培技術指針の病害虫の防除
基準に従っておこなう。
○病害虫発生予察にもとづいた効率的防除をおこなう。
○天敵を活用する。
（３）その他
○原材料、内容成分が不明な資材は使用しない。

安定的かつ計画的な経営に取り組むことができます。
都城農協と協力のうえ、機械化による効率化・コスト
削減はもとより、肥料・農薬投与基準の設定など、環

茶葉の契約栽培

境に配慮した持続的茶園経営の展開に取り組んでいます。

伊藤園
産地担当者
（農業技術部）

都城地区での茶園造成風景
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栽培
計画書
栽培
管理
記録書

契約茶園
農家

●産地当県の栽培管理の指導指針に基づいた、
栽培技術指導
●環境保全型農業の技術等の情報提供

環境に配慮した製品づくり

環境に配慮した容器・包装の採用

缶容器

容器包装物の選定の際、
「リサイクル適性」、
「軽量化」、
「環境負荷の低減」を考慮したうえで、製品設計をおこ

1991年から容器の内面にPET樹

なっています。また、飲用後の分別排出を容易にする

脂をラミネートしたスチール缶を積

ために「資源有効利用促進法（リサイクル法）」に沿っ

極的に使用しています。

た容器包装識別マークの表示を2001年4月から実施し

従来のスチール缶は、製造工程で
多量の潤滑油を必要としていたのに対し、伊藤園が採

ています。

用している缶は、廃油、廃水量を大幅に削減しました。
さらに、製造工程の簡略化を実現し、総エネルギー量

PETボトル容器

の軽減を図っております。
PETボトルリサイクル推進協議会が定めた「第二種

以前、缶容器から「外因性内分泌撹乱物質（環境ホル

指定PETボトルの自主設計ガイドライン」を遵守し、

モン）」が溶出するという報道がありました。当時の缶

リサイクルに適したPETボトルを使用しています。

容器でも環境ホルモンの溶出はごく微量で、人体に影

緑茶飲料製品に使用していた緑色の着色PETボトルは、

響を及ぼす量ではありませんでしたが、さらにPET樹

品質保持の問題を解決したうえで、リサイクルしやす

脂でラミネートすることにより、その数値は検出限界

い透明ボトルに変更しています。

点以下（現在分析可能な最低値5ppb以下）まで低減し

また、ボトルの軽量化にも取り組んでおり、「お〜い

ています。

お茶500mlPETボトル」では従来から約20％軽量化
したボトルを使用しています。

その他容器・包装、販促ツール
ほかにもカートカンや古紙包装材など、環境に配慮

■PETボトルのキャップをアル
ミ素材からプラスチック素材
に変更しています（1997年〜）

した容器を積極的に採用しています。
また、販売促進ツールであるPOPやパンフレットな
どの紙類にも再生紙を採用しています。なかでも販売

■消費者が分別廃棄の際、ラベ
ルを剥離しやすいようにミシ
ン目を入れています（1998
年〜）

店の店頭で商品を積み上げる際に使用するスタッキン
グトレーは、成型メーカーと協力して再生PET樹脂を
使用したものを開発し、使用しています。

茶葉製品包装材

6缶パックの包装材や茶葉製
品ギフトの包装材に再生紙を
使用しています。

塩ビ系の包装資材は焼却時にダイオキ
シンが発生する恐れがあることから、
1999年より全茶葉製品を対象に、包
装資材の内面フィルムを塩化ビニリデン
からPET系樹脂フィルムに変更しました。
また、廃棄物の減量化やリサイクルの
容易性を考え、過剰包装をやめ、できる

牛乳パックと同じ様にリ
サイクルできるカートカ
ン入りの「充実野菜」

だけ単一素材を使用するようにしていま
す。

再生PET樹脂の
スタッキングトレー
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資源・エネルギーの有効利用

廃棄物の減量・再資源化について
自然が育てた農作物を製品原料とする食品会社にと

静岡相良工場の廃棄物排出量と再資源化量の推移
t
1,600

って、原料を有効活用することは最も重要なテーマです。
茶葉を主な原料として使用している伊藤園も、無駄を
できるだけ出さない生産活動に取り組んでいます。

1,200

%
発生量（t）

100

再資源化量（t）
再資源化率（%）
75

800

50

400

25

発生した廃棄物・副産物は「再利用」「リサイクル」
に取り組み、廃棄処理せざるを得ない場合には、廃棄
物処理法を遵守した適正な処理をおこなっています。

静岡相良工場

敷地面積
製造製品
生産量

0

1997

1998

1999

2000

2001 年度

生産量の増加に伴い、廃棄物の排出総量も増加しています。今後は再資源
化率の向上とともに、生産量あたりの排出量の削減目標を定め、取組みを
推進していきます。2001年度は前年比20％削減しました。

主要工場の概要

住所

0

浜岡工場

福島工場

静岡県榛原郡相良町 静岡県小笠郡浜岡町 福島県福島市荒井字
女神21
新野3406-4
河原畑6番1
2

34,600m

2

4,272m

荒茶

茶葉製品

213トン

663トン

茶葉製品、原料茶葉、
コーヒー原料

18,525トン

2

7,722m

廃棄物の排出容量を約50％減容する
廃棄物圧縮装置を導入

主要工場の再資源化率目標
静岡相良工場

浜岡工場

福島工場

2001年度
再資源化率実績

77％

99％

20％

2004年度
再資源化率目標

100％

100％

80％

工場内の分別排出

再資源化100％に向けて

静岡相良工場の取組み
静岡相良工場では、廃棄物の再資源化を重点課題とし、
自社焼却炉の使用停止、再資源化を目的とした廃棄物
の分別排出などに取り組んできました。

管理部係長

村松 克則

「静岡相良工場の製造工程で排出さ
れる廃棄物・副産物を100％リサイク
ルしよう」という目標を立てたのが
1999年5月。それまで「適正・安全」
「低コスト」

2001年度は、全事業活動で排出する廃棄物の77％

を重要な課題ととらえていた廃棄物処理に対して、

を再資源化しており、製造工程で排出される廃棄物は

「リサイクル」という意識を持つようになりました。

再資源化率100％を達成しています。
2004年度までに静岡相良工場の全事業活動で発生
する廃棄物の再資源化率100％達成を目標とし、さら

なかでも製造工程で粉塵として排出する茶粉は、
何としても堆肥肥料として活用したいと考え、堆
肥業者と協力し「茶殻堆肥」を開発しました。ま
た、伊藤園は飲料製品の製造を外部に委託してい
ます。廃材の排出責任は委託した製造工場になり

なる「減量化」
「リサイクル適性のある資材の選択」
「適

ますが、処理方法を確認し、適正な処理をおこな

正な再資源化処理業者との協力」
「分別排出」を推進し

うための協力をさせていただいています。

ています。

製造工程から排出される廃棄物・副産物のリサ
イクル100％は1999年に達成しました。現在は、
工場から排出されるすべての廃棄物をリサイクル
できるよう取組みを推進しています。
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1 2 3 4 5 6 7

静岡相良工場の製造工程で排出される廃棄物・副産物の再資源化率100％を達成
お茶は、製造工程で選別された粉や茎までもが「粉茶」

％を達成しています。

「茎茶」として製品化される、非常に無駄の少ない農作

以下に茶葉製品、コーヒー製品の製造工程（加工・

物です。茶葉製品、コーヒー製品の製造をおこなって

包装）で排出される廃棄物・副産物とそれらの再資源

いる静岡相良工場では、排出される一部の原料や包装

としての活用方法をご紹介します。

材に付加価値を見出し、1999年から再資源化率100

再資源化のフロー
加工工程
製
造
工
程

原料
茶葉

包装工程

コーヒー
生豆

投

整選

入

形別

仕上
茶葉

︵
異金
物属
除探
去知
︶

火︵
入焙
れ煎
︶

茶葉製品

コーヒー
豆

合

投

組

入

異
物
除
去

（※1）

コーヒー豆
製品

包

検

出

装

査

荷

木 箱
大海（※2）
ビニル袋

固形燃料 粉茶・茎茶

原料販売 異物（鉄粉）

再生鉄

段ボール

再生紙

掃き寄せ

段ボール
有機
特殊肥料 包装フィルム

再生紙

結束ヒモ

産
業
廃
棄
物

リ
サ
イ
ク
ル
用
途

掃き寄せ（※3）
段ボール

再生紙

コーヒー粉

有機
特殊肥料

掃き寄せ

有機
特殊肥料

クラフト紙

紙ヒモ

コーヒーかす

不良資材
異 物

固形燃料

アルミ内袋
麻 袋

車の
防音材

豆 皮

大 海

土壌
改良材

車の内壁の防音材

ビニル袋
有機特殊肥料

固形燃料 ※1 合組：茶葉をブレンドする工程

：茶葉の包装袋
※2 大海（ダイカイ）
※3 掃き寄せ：各工程でごく微量に
発生する微粒子状の茶粉

結束ヒモ

茶殻リサイクルの研究開発
茶殻の有効利用について

飲料製品の製造は全国の製造委託工場に委託してお

開発部課長

り、茶系飲料の製造工程で排出される茶殻は、年間約
20,000トンになります。
このうち約90％がリサイクルされています。ほと

増田 信義

抽出後に残る茶殻にはタンパク質や
茶特有のカテキンなど有効成分が多く
含まれており、様々な形で有効利用さ

んどが堆肥として農地の土壌改良のために利用され、

れることが期待できます。2001年3月には、農

一部が家畜の飼料として活用されています。今後さら

林水産省草地試験場（現、畜産草地研究所）との

に各製造委託工場との協力のもと、茶殻の100％リ
サイクルを目指していきます。
また、社内での研究開発も積極的に進めており、有
機肥料化だけでなく、貯蔵飼料にリサイクルする「茶

共同研究で貯蔵飼料「サイレージ」の醗酵原理を
活用した茶殻の飼料化技術を開発しました。現在、
実用化に向け取り組んでいますが、飼料にはタン
パク質やカロチン、ビタミンEだけでなくカテキ
ンも多く残存しており、動物腸内改善効果が認め
られています。

殻のサイレージ化（飼料貯蔵容器に密封し、乳酸菌を

また、肥料化や茶殻を廃材木チップに混合した

利用する醗酵原理により飼料化する方法）」などに取

「茶配合ボード」（特許申請中）など様々な形で

り組んでいます（特許申請中）。

の茶殻のリサイクル製品化を研究しています。
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資源・エネルギーの有効利用

エネルギーの有効利用
エネルギーの効率利用は、環境負荷の低減と同時に、

動を推進しています。なかでも、地球温暖化の原因で

利益を生み出す経営体質への改善につながります。伊

ある二酸化炭素の排出抑制につながる取組みは、重点

藤園では重要課題と捉え、中長期的な視野に立った活

的に推進しています。

静岡相良工場のエネルギー使用量
静岡相良工場では、電力、燃料使用量の原単位の削
減目標を設け、製造工程の効率化による資源の有効利
用を推進しています。また、二酸化炭素の排出量につ
いては総量削減を重要な課題として取り組んでいます。

静岡相良工場のエネルギー使用量の削減目標
電力使用量

2004年度

2％減（1999年度比）

燃料使用量

2004年度

10％減（1999年度比）

CO2排出量

2004年度

15％減（1999年度比）

※いずれも原単位（茶葉1t 生産するのに必要な量）

電力使用量
kwh

燃料使用量
kwh/t

電力使用量
原単位

m3

燃料使用量
原単位

m3/t

400

120,000

3,000,000

300

90,000

15

2,000,000

200

60,000

10

1,000,000

100

30,000

5

4,000,000

0

0

1997

1998

1999

2000

1998

1999

2000

2001 年度

CO2排出量

m3

m3/t

水道使用量
原単位

4
3

12,000

2

6,000

1
0

0

1998

1999

2,100
1,800

18,000

1997

0

1997

水道使用量
24,000

0

2001 年度

20

2000

2001 年度

1,500

tCO2

tCO2/t

0.14
0.12

CO2排出量
原単位

0.10

1,200

0.08

900

0.06

600

0.04

300

0.02
0

0

1997

1998

1999

2000

2001 年度

ボイラー使用燃料の転換

製造工程の効率化

中央研究所では、2001年4月にＬＰＧを燃料とする

静岡相良工場では、製造の効率化に取り組んでいます。

空調用ボイラーを導入しました。従来の軽油を燃料と

具体的には、製造ラインごとに稼働時間を記録し稼

した場合に比べ、二酸化炭素の排出量が大幅に削減さ

動効率を向上したり、製造設備のアイドリング短縮、

れています。

定期的なメンテナンスによる設備改善などに努めてい
ます。また、茶葉1t生産するのに使用したエネルギー
使用量をグラフ化し掲示することで、全社員が常に現
状を把握し、改善意識を持つように啓発しています。
静岡相良工場だけでなく、浜岡工場、福島工場でも
同様な改善に取り組み、全工場でエネルギー使用に対

LPG燃料ボイラー
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する生産効率が向上しています。

環境に配慮した物流・販売

物流・販売における取組み

1 2 3 4 5 6 7

エコドライブ運動の推進

伊藤園は、全国にある営業拠点から販売店や自動販
売機などに、社員が直接納品するルートセールスを販
売の基盤としており、地域社会と密着した事業活動を
展開しています。その一環として、自動販売機に空容
器回収ボックスを設置し、空容器の散乱防止に努める
など地域社会の環境保全を意識した取組みに力を入れ

1999年5月から「地球温暖化や大気汚染の防止」
「燃
費の向上を目指し、エコロジーとエコノミーを追求する」
「運転の安全性の向上」を目的とした「エコドライブ運
動」を推進しています。
具体的には、「不要なアイドリングのストップ」「急発
進・急加速の禁止」「車両整備の徹底」をおこない、社

ています。
また、2,500台以上を保有している営業車両、約8万

員の意識づけと社外へのＰＲのため、車両の後部と車

台の自動販売機の使用は、事業活動の中でも大きな環

内にステッカーを貼付しています。また、運転席を離

境負荷を生み出しているため、
「エネルギー使用量の削減」

れるときのアイドリング・ストップを徹底するため、

「温室効果ガスの排出抑制」
「大気汚染物質の排出抑制」

キー抜きロープを使用しています。

を課題に重点的に取り組んでいます。

エコドライブステッカー
キー抜きロープ

低公害車の導入
環境にやさしい車両の導入は地球温暖化・大気汚染
の抑制に非常に効果的であり、環境省が指定する4車種
と7都県市指定低公害車および京阪神6府県市指定低
NOx車を対象に、積極的に導入を推進しています。

天然ガス車の導入状況
25 台

24

20
15

特に、1998年から導入している圧縮天然ガス車（CNG

11

10

車）は2002年4月末までに24台になりました。今後
も天然ガス供給スタンドの普及状況などを踏まえなが

4

5

1998

1999

5
0

ら積極的に導入していきます。

2000

2001 年度

天然ガスを燃料とする天然ガス車

天然ガス車
とは

は、二酸化炭素排出量をガソリン車
の25％、ディーゼル車の12％削
減でき、浮遊粒子状物質（SPM）
を一切排出しない環境に優れた車両
です。

導入した天然ガス営業車
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環境に配慮した物流・販売

省エネ型自動販売機、代替フロン使用自動販売
機の採用
自動販売機は国内で約250万台稼動しており、飲料
メーカーの重要な販売チャネルです。しかし、消費エ
ネルギーや冷媒で使用するフロン問題など地球環境に

空容器散乱の防止対策
空容器散乱の防止対策として、自動販売機1台ごとに
空容器回収ボックスを設置し、社員による空容器の回
収をおこなっています。
また、自動販売機には（社）食品容器環境美化協会の「統
一美化マーク」を貼付することで、お客様へのご理解と

及ぼす影響も見逃すことができません。
伊藤園では約8万台の自動販売機を保有していますが、

ご協力をいただいております。

省エネルギー対策としてピーク時（夏場の午後1時から
4時）の消費電力を削減するピークカット機を、新規採
用機種のすべてに導入しています。また、オゾン層破
壊や地球温暖化などの影響が少ない代替フロンを冷媒
に使用している機種への切替えも進めています。

統一美化マーク

自動販売機の適正処理
使用できなくなった自動販売機は、廃棄物処理法に
基づいた「自販機の適正廃棄マニュアル」
（全国清涼飲
料工業会・日本自動販売機工業会等発行）を遵守し適

「ニカド電池」「紙幣・硬貨選別機」を取り外すなど、
適正な処理のできる業者に委託しています。
また、フロンガスの処理については、2002年4月に
施行されたフロン回収破壊法に沿って適正に処理して

正な処理をおこなっています。
自動販売機は約70％が鉄でできており、再生資源と

います。

して回収されています。その際、
「フロンガス」「蛍光管」

自動販売機の処理の流れ
ITO EN

●電池類／蛍光管の取り外し
1

リ
サ
イ
ク
ル
へ

●フロンガスの回収
2

3

●本体はシュレッダーで粉砕
●フロンガス処理
専門業者に委託

鉄くずに

加工用の鉄くずに
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フロンガス破壊装置

フッ化カルシウムに

フロンガスは完全に無害化され、埋立処分へ

自動販売機の
リサイクル率は
約70％です。

製品・容器リサイクルの推進

1 2 3 4 5 6 7

社員による空容器の
回収風景

製品・容器リサイクルの取組み
伊藤園では、容器のリサイクル促進に力を入れてい
ます。自動販売機の脇に設置した空容器回収ボックス
や販売店から排出された空容器は社員自ら回収し、営
業拠点に設営してある空容器回収倉庫に持ち帰ります。
回収した空容器は、当社基準を満たした業者に委託し
リサイクルしています。
賞味期限切れなどの理由で廃棄処理される飲料製品は、
内溶液と容器類を分別したうえで、堆肥化や飼料化す
るなど、リサイクル業者との協力のもと有効利用に取
り組んでいます。

営業拠点ごとに「廃棄物処
理台帳」を管理し、適正な
処理をするための社内規則
を全社員が遵守しています。
また回収した空容器リサイ
クルの流れをお客様にご説
明し、ご協力をお願いして
います。

空容器類のリサイクルの流れ

再生アルミ材

ITO EN

アルミ

ITO EN

再生鉄鋼材

伊 藤 園

スチール
PET

再生PET樹脂

アルミ
スチール
PET

焼却・埋立

営業員

営業拠点

収集・運搬業者

中間処理業者

廃棄物

最終処理業者

オゾン脱臭装置

営業部門環境委員会の基本方
針である「地域をおもいやる営

自動販売機など
から回収した
空容器の臭気対策

業活動」の一環として、自動販
売機から回収した空容器による
臭気の対策には、特に力を入れ
て取り組んでいます。自動販売
機の脇に設置した空容器回収ボ
ックスのごみ袋には「脱臭ごみ
袋」を使用し、また営業拠点の
空容器回収倉庫には「オゾン脱
臭装置」を設置するなど、臭気
の拡散を防止しています。

脱臭ごみ袋
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製品・容器リサイクルの推進

国内の飲料容器リサイクルの現状
スチール缶

スチール缶のリサイクル率の推移

2001年度のリサイクル率は82.9％です。
スチール缶リサイクル協会を中心に教育・啓発活動が
おこなわれており、建設用の鋼鉄材などにリサイクルさ
れています。

t

%
生産量（t）
100
缶屑使用量（t）
リサイクル率（%）

1,600,000

1,200,000

75

800,000

50

400,000

25

【目標】2002年度のリサイクル率 85％

0

0
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001
年度

アルミ缶

アルミ缶のリサイクル率の推移

2001年度のリサイクル率は82.8％で、前年度から2.2

生産量（t）
回収量（t）
リサイクル率（%）

t
300,000

％増加しました。

%
100

アルミ缶リサイクル協会を中心に教育・啓発活動がお

240,000

80

こなわれており、再びアルミ缶にリサイクルする「CAN

180,000

60

to CAN」率は67.8％にのぼります。

120,000

40

60,000

20

【目標】2006年度のリサイクル率 85％

0

0
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001
年度

PETボトル

PETボトルのリサイクル率の推移

2001年度のリサイクル率は40.1％です。回収量は前年
度に比べ、約4万トンも増加しています。スチール缶や
アルミ缶のリサイクル率と比較すると低率ですが、容器
包装リサイクル法の施行からまだ数年しか経っておらず、

t

40.1

生産量（t）
回収量（t）
リサイクル率（%）

400,000

%
40

300,000

30

200,000

20

100,000

10

現状の数字のみの単純な比較はできません。
実際、1997年の施行以来、ＰＥＴボトルリサイクル推
進協議会を中心とした活動により、リサイクル率は飛躍
的に伸びており、2002年度には50%のリサイクル率が見

0

0
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001
年度

込まれています。
【目標】2004年度のリサイクル率 50％

一般廃棄物の6割（容量比）を占める容器包装

容器包装
リサイクル法

容器包装、ガラス製容器、ＰＥＴボトルを対象

排出物のリサイクルを促進するため、1997年

とし、
『消費者』
『市町村』
『事業者』のリサイク

4月に一部施行、2000年4月より完全施行さ

ル促進のための役割を明確にすることで、資源

れた法律です。プラスチック製容器包装、紙製

循環システムを構築する仕組みとなっています。
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グリーン製品の積極購入

1 2 3 4 5 6 7

グリーン購入基本方針の制定
伊藤園では、2002年4月から「グリーン購入基本方
針」と「グリーン購入ガイドライン」を制定し、環境
に配慮した原料・資材・什器・事務用品などを優先的
に購入しています。

再生PET製品の導入
グリーン製品のなかでも、再生PET樹脂を使用した
製品は積極的に採用しています。
全営業員が着用している、PETボトル4本分（現在は、
10本分）使用の長袖シャツは1996年9月に飲料業界に
先駆けて採用しました。現在では、シャツの購入枚数
は延べ3万5千枚となり、採用品目もジャンバーやスラ
ックスなど15品目に拡大しています。
再生PET製品の活用は飲料メーカーの責務であると
考え、今後も推進していきます。

伊藤園
グリーン購入
基本方針

環境保全活動の一環として、原材料・
資材・什器・備品・自動販売機・車輌・
設備などの調達にあたり、環境負荷の少な
いグリーン製品の購入を積極的に推進します。こ
れにより、環境にやさしい製品やサービスを提供していきます。
①「地球環境への気遣い」が基本にあります。
◆本当に必要なモノだけを購入します。
◆購入に際し、環境情報を吟味してから購入します。
◆必要な量だけを購入します。
◆Long-Life設計のモノを最優先に購入します。
◆購入したモノは、正しく、大切に、永く使用します。
②グリーン製品の購入基準を設けます。
◆環境汚染物質等を使用していないもの。削減の工夫がされ
ているもの。
◆再生・再利用や分別排出・分別廃棄が容易にできるように、
素材の組み合わせや組み立てに配慮しているもの。
◆再生原料の含有率の高いもの。
◆省エネルギー・省資源設計のもの。
◆業者による修理体制が整っているもの、交換部品の調達が
容易なもの。消耗品は、「使い捨て」よりも「詰め替え」
が可能であるもの。
◆ISO14001の認証を取得している事業者、環境保全活動に
高い意識で取り組んでいる事業者により製造、販売された
もの。
③この基本方針は広く「お客様」に公表し、徹底します。

伊藤園 グリーン購入基準（2001年度）

素材の約90％に着色ＰＥＴボトルの再
生樹脂を使用した空容器回収ボック
スを開発し、導入しています。
再生PETシャツ

中央研究所の駐車場
にPETボトル再生樹脂
を使用した路面建材を
採用しています。

文具類購入システムの導入
グリーン購入基本方針の公表にあわせて、2002年
4月からオフィスにおける文具類の購入を、環境委員会
で採用した環境配慮型の文具類を優先的に購入する一
括購買システムに切り替えました。これにより、事業
所ごとにグリーン購入比率が把握できるようになり、
グリーン購入比率の向上とともに、文具類の購入を通

紙類
1）
コピー用紙・ＯＡ用紙
●古紙含有率100％、
かつ白色度70％程度であること。
2）印刷物
●製作する印刷物は再生紙を使用すること。
文具類・事務用品
1）共通
●エコマーク認定製品であること。
●グリーン購入法の特定調達物品基準に該当すること。
●グリーン購入ネットワークの購入ガイドラインに該当すること。
OA機器類
1）パソコン、 2）
コピー機・プリンタ・ファクシミリ
●使用時の消費電力の少ない「国際エネルギースタープログラム」の認
定製品であること。
●廃棄する際、部品の再利用や材料リサイクルがし易いように設計され
ていること。
●梱包材がリサイクルし易い素材、
もしくは総量削減がされていること。
社用車
1）営業用車輌、 2）
その他車輌
●東京都及び7都県市等の指定する「指定低公害車」を基準とする。
什器
1）
自動販売機
●ピークカット機能があること。
●冷媒に代替フロンを使用しているか、
ノンフロンであること。
2）空容器回収ボックス
●再生ＰＥＴ樹脂を使用していること。
制服・衣類
1）営業部門用制服、 2）生産部門用制服
●再生ＰＥＴ樹脂を製品全体重量比で30％（ボタン・ファスナー・縫糸・
肩パット等を除く）以上使用していること。
●着用時の省エネルギーにつながるように、素材・デザイン面に配慮され
ていること。
原料・資材
1）原料・資材
●生産部門グリーン調達管理規定に準ずること。

じての社内啓発が促進されています。
ITO EN Environmental Report 2002 18

環境マネジメントシステム

環境マネジメントシステムの構築

PDCAサイクル

あらゆる事業活動において環境保全に関する課題を

Plan

見つけ、継続的に改善していくために環境マネジメン

Action

トシステムを導入しています。
また、経営方針の一つである「みんなで環境を考え

（見直し）

Check

る伊藤園」を実践するため、1998年5月に「環境委員

（点検）

Do

会」を設立し、その下部組織として「生産部門環境委

（実施）

員会」、
「営業部門環境委員会」、
「本社部門環境委員会」

Plan
（計画）

を設置して、実務的な立場からの問題の抽出と対策を

PDCA（Plan−Do−Check−Action）サイクルで、
活動のレベルアップを図っています。

おこなうことのできる全社的な体制を築いています。

環境保全推進組織図
（2002年4月30日現在）

『みんなで環境を考える伊藤園』
経営執行会議
環境委員会
委員長 川相 貴由
（取締役広報部長・環境担当役員）

環境委員会事務局
（広報部生活環境室）

生産部門環境委員会

営業部門環境委員会

本社部門環境委員会

専門部会

委員長 大島 博
（生産本部副本部長）

委員長 笠原 政博
（広域量販二部長）

委員長 相田 五郎
（総務部長）

グリーン購入推進部会
省エネルギー推進部会
廃棄物減量化推進部会
車両環境改善部会
自販機環境改善部会
教育・啓蒙部会
環境情報管理部会
環境会計構築部会
容器包装等製品開発部会

部門テーマ

『環境に負荷の
かからない商品づくり』
役割

環境に配慮した
製品製造・開発

部門テーマ

部門テーマ

『地域をおもいやる
営業活動』

『環境を思う
仕組みづくり』

役割

役割

環境保全活動の
情報収集・実践

環境保全活動の
政策立案・啓発

伊藤園全社員

部門別環境委員会の取組みについて
生産部門環境委員会
委員長

大島 博

生産部門では、「環境
に負荷のかからない製品
づくりを通して環境保全
に貢献する」を基本理念
に、全工場・研究所でISO14001を取
得しました。省資源・省エネ活動、廃
棄物の削減とリサイクル、グリーン調
達、適切な化学物質の管理を重点施策
に掲げ、PDCAサイクルに基づいた運
用を従業員全員で推進しています。
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営業部門環境委員会
委員長

笠原 政博

ルートセールスが基盤
の営業部門は、約3,000
人の社員、178拠点、約
2,500台の営業車、約
80,000台の自動販売機を有する大所
帯です。一つの施策が大きな活動を生
み出します。地域社会との共存を常に
意識し、背伸びをせずに、できること
からしていきたいと思ってます。

本社部門環境委員会
委員長

相田 五郎

環境保全活動は継続した取
組みが重要です。本社部門で
はグリーン購入やエコドライ
ブ運動、適正な廃棄物処理の
徹底等、多岐にわたる環境保全活動を、全社
員が日常業務の一環として取り組む仕組みづ
くりを推進しています。同時に、日常生活の
中でも当たり前のこととして実践できるよう
な啓発活動を続ける必要性を感じています。
また、環境報告書や環境会計など環境情報
を開示する重要性も認識しており、今期の重
点課題として取り組んでおります。

1 2 3 4 5 6 7

生産本部での ISO14001 取得状況
「環境に負荷のかからない製品づくりを通して環境保
全に貢献する」事業活動を目指し、緑茶・ウーロン茶
などの茶葉製品および茶系飲料原料の製造工場である
静岡相良工場と、中央研究所において2000年12月に
ISO14001を認証取得しました。
環境マネジメントシステムの構築は、社内の環境委
員会を中心に社員独自で取り組み、産業廃棄物の削減
静岡相良工場

やリサイクルの推進から、茶園農家への指導システム
の確立など、茶業界のリーディングカンパニーとして
幅広い取組みをおこなっています。
茶の総合メーカーとしては、国内初のISO14001認
証取得であり、2001年11月には全工場でISO14001
（認証登録機関：（株）日本環境認証機構）
の認証を取得しました。

全社員が環境方針カードを携帯しています。

ISO14001認証取得事業所
取得事業所

取得年月

事業内容

静岡相良工場
中央研究所
浜岡工場
福島工場
神戸流通センター

2000年12月
2000年12月
2001年11月
2001年11月
2001年11月

茶葉製品・コーヒー原料の製造、包装
お茶に関する研究、開発、品質管理
荒茶の製造
茶葉製品の包装
茶葉製品・飲料製品の物流業務

ISO14001認証登録証

危機管理の仕組み

法規制遵守について

生産工場では、人為的なミス、設備の老朽化、整備

法律や条例で定められた公害規制については、その

不良が大きな被害につながる恐れがあります。そのよ

すべてに規制値より厳しい自主基準値を設定し、環境

うな緊急事態への対応として、「緊急事態対応規定」が

汚染のリスクを低減し

あります。また、事故発生時の連絡通報ルートを徹底

ています。また、水質、

するため、定期的な社内訓練をおこなっています。

ばい煙、振動、騒音に

化学物質の管理は、試薬類管理システムを導入し、
購入量・使用量はもとより、使用時刻・使用者まで記

関する監視測定を定期
的におこなっています。

録するようにしています。使用する化学物質量が一定
量に満たないため、PRTR法の対象となる事業所はあり

浄化槽にはＰＨ測定値を設置

内部監査の実施

ませんが、廃棄処理
時の手順書を遵守す

ISO14001の環境マネジメントシステムに沿った業

るなど管理体制を強

務を適切におこなうために、社員の内部監査員が年2回

化しています。

監査を実施し、改善を促進しています。監査の際、問題
のある業務内容には早急な是正を促し、
「是正確認報告書」
を提出することで改善を徹底しています。
2002年4月末現在、13名の社員が内部環境監査員
燃料タンクと緊急セット

の資格を有しています。
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環境コミュニケーション

環境コミュニケーションについての考え方
経営方針に「みんなで環境を考える伊藤園」を掲げ、

1 2 3 4 5 6 7

お客様とのコミュニケーション
お客様からのお問合せやご提案にお答えする窓口と

全社員で環境保全活動に取り組んでいます。また、グ

して「お客様相談室」を設置しています。2001年度

ループ経営理念「お客様第一主義」のもと、お客様（消

は21,626件のお問合せを頂き、そのうち41件が環境

費者の皆様、株主の皆様、販売先の皆様、仕入先の皆様、

問題に関する内容でした。

金融機関の皆様）との関係を大切にし、ともに地球環境
を考えていく姿勢を大切にしたいと考えています。

また、伊藤園では「STILL NOW」（今でもなお、お
客様は何を不満に思っているか…を考える）精神を全
社員が実践しています。社員が日々の業務の中でお客

社員への教育・啓発

様から得たご意見や、アイデアは社内提案システム

月刊で「ITOEN環境NEWS」を発行し、伊藤園の事
業活動に関連する環境保全情報を定期的に提供してい
ます。2001年4月には社内用環境報告書を作成しまし
た。また静岡相良
工場では環境掲示

「Voiceシステム」を通して改善案を検討します。
お客様相談室やVoiceシステムを通じて得た課題は、
製品開発や販売促進など全社的な取組みにつながり、
当社の事業活動に活かされています。

お客様から得たご意見・ご提案の流れ

板を設置し、社員

製品価値として、
お客様に提供

の環境問題への意

ご指摘、
ご意見

識向上を図ってい

お客様

ます。

提案

お客様
相談室

検討・

関連部署 決定・
実施

回答

環境ニュース、社内用環境報告書

ご指摘、
ご意見

オフィスでの分別排出

改善提案
報告

本社ビル、静岡相良工場等で事業系廃棄物の再資源

回答

調査・

全社員

Voiceシステム
提案

化を目的とした、9分別排出に取り組み、環境保全活動

マーケティング部 検討・
Voiceスタッフ 企画

を推進するとともに、社員の啓発に努めています。特
に本社ビル等では、社員の机の脇に紙類分別ボックス

お客様からのご質問と回答事例

を取り付け、従来は可燃ごみとして廃棄していた紙類

Q

を分別排出し、リサイクルしています。また、2000
年10月から、
「使用済み割り箸回収箱」を社内各フロア
に設置しています。回収した割り箸は大手製紙工場で
パルプ材に生まれ変わります。

オフィスの再資源化率目標
静岡相良工場

2004年度

本社ビル

2004年度

100％
85％ ＊

＊東京都事業系一般廃棄物ガイドラインにおけるＡランク基準

容器のデポジット制度についてどうお考えですか？

A

スチール缶、アルミ缶はすでにリサイクル市場が確立
しており、PETボトルのリサイクル率も年々向上してい
ます。これは、容器包装リサイクル法（容リ法）が施行され、
消費者、市町村、事業者の役割分担が明確になり、果たされて
いるからです。構築されたばかりのリサイクルシステムとは別
の回収システムを導入することは社会全体のトータルコストを
考えると非効率です。現在は容リ法に従い、リサイクルシステ
ムの円滑な運営を推進することが重要だと考えています。

Q

PETボトルを分別して出すとき、なぜキャップを
外す必要があるのですか？

A

排出されたPETボトルを効率よくリサイクル工場まで
運ぶためには、容器を潰し、できるだけ多くの量をトラ
ックに積み込む必要があります。その際、キャップがついてい
ると中の空気が抜けず潰せません。収集運搬を効率的におこな
うために、キャップは必ず外してください。なお、キャップ開
封時に切り離されるリングは、リサイクル工程で自動選別でき
ますので、ボトルに装着したままで問題ありません。

分別排出の様子
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お客様相談室（TEL）
：03−5371−7110
（受付：平日9時〜17時）

第三者意見
社団法人 日本消費生活アドバイザー・
コンサルタント協会

株式会社日本環境認証機構（JACO）

理事 環境委員会委員長

認証本部 環境認証部 副部長

辰巳菊子

加藤恵治

静岡相良工場を見学し、入

伊藤園の静岡相良工場は、

り口でまず目についたのは、

2000年12月に茶の総合メー

環境ニュースなどを社内外の

カーとして初めてISO14001

人に伝えるための環境掲示板でした。また工場では

に準拠した環境マネジメントシステム（EMS）の認証

身近な製品に対する品質への配慮や環境への取組み

登録をされ、本格的な環境改善活動を推進されてい

を間近にみることができました。
中央研究所の中では、商品開発にあたり、実際の
充填工程の試作ラインを設置し、飲料製品の生産委
託工場で、品質を維持した生産が可能かチェックし
ておられ、「商品企画から最終製品まで一貫して責任
を持つ」という伊藤園の姿勢がよくわかりました。
工場では、製造工程における廃棄物の100％再資

ます。わたしはJACOの審査員として2001年11月
の定期サーベランスを担当いたしました。
このたび、貴社が環境報告書を作成され、お客様
をはじめとする世間一般の方々に向けて、幅広く環
境情報の公開を実施されることに対し、深く敬意を
表します。

源化など、資源やエネルギーを有効に使うために努

静岡相良工場を中心とする研究・製造部門の環境

力されていました。茶殻をリサイクルした茶殻ボー

保全活動を拝見しますと、サイト内での省エネルギ

ドの開発など、ユニークな取組みもありました。し

ー対策や廃棄物の削減は当然のことながら、JACOが

かしながら、こうした情報を一般消費者が知る機会

重視しています間接影響とその改善に関してもいち

がまだまだ少ないと思われます。今回初めて社外向

早く取り組まれています。特に製品の環境影響評価

けに環境報告書を発行されますが、さらにさまざま

では、お客様の手に渡ってからの「容器の廃棄」を

な形で消費者とのコミュニケーションを深めていか

クローズアップし、PETボトルのラベルへのミシン

れることを期待いたします。

目対応など、容器リサイクルのための改善を当初か

特に製品を買う者は、原材料や安全性に強く関心
があります。今後は農薬や添加物に関する情報もぜ
ひ公開していただきたいと思います。
工場にはお茶のよい香りがたちこめ、お茶に癒さ
れる気分になりました。自然からのいただき物を原
料とする茶製品を扱う伊藤園だからこそ、ぜひこれ
からも茶農家や取引先、さらには消費者をもリード
する形で、環境への取組みをいっそう進めていただ

ら推進してこられました。今回発行する報告書からも、
様々なアイデアによる改善事例とともに、容器のリ
サイクルを最優先課題として積極的に推進されてい
ることが読み取られます。
今後は、製造部門だけではなく、本社・営業部門
へもEMSを拡大され、業界・行政とも連携されて、
容器包装リサイクル法の遵守はもとより、循環型社

きたく思います。社内での取組みによって社員一人

会に対応する容器リサイクルシステムの推進先駆者

ひとりの環境意識が高まり、それぞれのご家庭にも

となられることを期待いたします。

波及されれば、その社会的貢献度は非常に大きいも

さらには、影響を及ぼしうる範囲の製造委託業者

のでしょう。伊藤園の皆さまのさらなるご努力に期

をも巻き込んだ環境改善活動の一層の拡大と世間一

待いたします。

般の方々への環境情報の開示を切望いたします。

環境報告書2002の発行に寄せて

ネスブルクで開催された「持続可能な開発に関する世界首

川相貴由

脳会議（環境開発サミット）」では、環境と経済両立のた

取締役広報部長・環境担当役員

めの行動計画が宣言されたように、21世紀は全産業が率
弊社の環境報告書をご高覧賜りまして、
誠にありがとうございました。
弊社は製品をはじめとして自然の恵み
を大受している企業であり、自然の大切さ、偉大さを認識

先して環境負荷の低減と環境保全に継続的に努め、持続可
能な社会の形成を推進しなければなりません。今世紀、環
境経営は最も重要な課題です。
弊社の環境対策は、まだ満足できるものではありません。

しています。しかし今、その自然が地球規模で破壊されて

社内で定めた「環境基本理念」
・
「環境行動指針」に従い、

います。環境破壊は、私たちに恵みを与えてくれる資源の

社員一人ひとりが企業活動においても日常生活においても、

損失を招くことであり、さらには、生物の存続そのものに

着実に実践できるよう一歩ずつ努力したいと考えています。

係る問題でもあります。2002年8月に南アフリカのヨハ

皆様方のご指導、ご鞭撻を心よりお願い申し上げます。
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「伊藤園 環境報告書2002」を
お読みいただき、
ありがとうございました。

この報告書は、伊藤園の環境への考え方と取組みにつ
いて、社外の皆様に広くお知らせし、ご理解いただく
ために作成いたしました。
伊藤園の環境への取組みは始まったばかりであり、環
境報告書の発行も今回が初めてです。まだまだ不十分
な点が多いかと思いますが、お読みいただいた皆様か
らのご意見やご提案を、今後の取組みや報告書づくり
に活かしていきたいと考えております。

どうか忌憚のないご意見をお寄せくださいますよう、
よろしくお願い申し上げます。
2002年9月

FAX：03（5371）7184
株式会社伊藤園 広報部 生活環境室
〒１５１
‐
８５５０ 東京都渋谷区本町3丁目47番10号
TEL：03（5371）7185

E-mail : eco@itoen.co.jp

伊藤園 環境報告書2002 アンケート

ご意見・ご感想をお寄せください。
株式会社伊藤園

広報部生活環境室宛て

FAX：03‐5371‐7184

Q1

本報告書をお読みになり、どのようなご感想をもたれましたか？
とてもわかりやすい

どちらともいえない

とてもわかりにくい

□ ・ ・ ・ □ ・ ・ ・ □ ・ ・ ・ □ ・ ・ ・ □

Q2

伊藤園の環境に対する取組みについてどのようにお感じになられましたか？
かなり評価できる

評価できる

評価できない

□ ・ ・ ・ □ ・ ・ ・ □ ・ ・ ・ □ ・ ・ ・ □

Q3

本報告書を読まれて印象に残ったこと、興味を持ったこと、より詳しく知りたいとお感じになられた内容
をお選びください。（複数回答可）

□会社概要
□トップコミットメント
□環境保全の取組み
□環境目標と達成状況

□環境に配慮した製品づくり
□資源・エネルギーの有効利用
□環境に配慮した物流・販売
□製品・容器リサイクルの推進

□グリーン製品の積極購入
□環境マネジメントシステム
□環境コミュニケーション
□第三者意見

Q4

ご意見やご感想、またはご提案やご要望をご自由にお書きください。

Q5

伊藤園の環境保全活動に対して、今後どのようなことを期待されますか？

Q6

この報告書をどのような立場でお読みになりましたか？

□消費者
□伊藤園株主
□環境NPO
□報道機関
□伊藤園社員または家族

□取引先
□政府・行政機関
□その他（

□金融・投資関係
□研究・教育機関

□企業・団体の環境担当者
□学生
）

ご協力ありがとうございました。差し支えない範囲で下記にもご記入ください。
ご年齢（

お名前
ご住所 〒
ご連絡先 TEL（
ご職業（勤務先）

）

−
部署・役職

E-mailアドレス
次回発行の環境報告書の送付を希望されますか？ （ は い ・ いいえ ）

歳）

◎この報告書に関するお問合わせ先
広報部 生活環境室
〒151‐8550 東京都渋谷区本町3丁目47番10号
TEL 03（5371）7185 FAX 03（5371）7184
E-mail:eco@itoen.co.jp
http://www.itoen.co.jp
発行 2002年9月
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