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第三者意見

会社概要（2008年4月30日現在）
会社名

株式会社 伊藤園

英文社名

ITO EN, LTD.

本社所在地

東京都渋谷区本町3丁目47番10号

設立

1966年8月22日

資本金

19,912百万円

従業員数

5,223名

支店・営業所・出張所

全国31地区

直営店
（専門店）

全国159店舗

工場

静岡相良工場（静岡県牧之原市女神21）

203拠点

浜岡工場（静岡県御前崎市新野3406-4）
福島工場（福島県福島市荒井北1-2-9）
沖縄名護工場（沖縄県名護市伊差川112）
研究所

中央研究所（静岡県牧之原市女神21）

主な事業

茶葉および飲料製品の製造、販売

伊藤園グループ主要各社

伊藤園産業 株式会社
株式会社 沖縄伊藤園
株式会社 伊藤園関西茶業
タリーズコーヒージャパン 株式会社
株式会社 日本廣告社
伊藤園・伊藤忠ミネラルウォーターズ 株式会社
ITO EN
（North America）
INC.
ITOEN
（USA）INC.
寧波舜伊茶業有限公司
福建新烏龍飲料有限公司
ITO EN AUSTRALIA PTY. LIMITED
Mason Distributors, Inc.

売上高・営業利益
■ 売上高（単位：百万円）
283,790
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■ 経常利益（単位：百万円）
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経営理念

お客様第一主義
経営方針

新創業期
積極、スピード、チームワーク、教育

Ⅰ. みんなでつくる新しい伊藤園
Ⅱ. 優良企業になろう

編集方針
伊藤園が社会から信頼していただける企業になるため、事業活動
を通じて行っている活動を中心に報告しています。

参考にしたガイドライン
GRI「サステナビリティ ･ レポーティング ･ ガイドライン第 3 版」
環境省「環境報告ガイドライン（2007 年版）」

2008 年度は、ステークホルダーの方々に「伊藤園に対して期待
すること」についてヒアリングを実施。さまざまなご意見をちょう
だいしました。また、立教大学 高岡美佳准教授にヒアリング結果

報告書の対象範囲

をお伝えしたうえで、ステークホルダーを代表して大分県の産地育

対象組織

株式会社伊藤園 単体

成事業、茶葉生産農家、静岡相良工場、浜岡工場、飲料製造委託先、

対象期間

2007 年 5 月 1 日〜 2008 年 4 月 30 日

社員の取材に同行いただき、各地で伊藤園の担当者、関係者と対話
をしていただきました。その結果を特集として紹介しています。

（一部、対象期間以前、もしくは以後の活動内容も含まれます）
対象分野

持続可能性にかかわる、伊藤園の経済・社会・環境の３側面

本誌後半部分では、各支店での社会貢献活動や、社員のエコ活動
などを紹介。日々の一人ひとりの活動の積み重ねが、大きな信頼関
係構築の第一歩と考えています。

発行月と次回発行予定
発行日

2008 年 9 月

次回発行予定

2009 年 9 月

お問い合わせ先
株式会社 伊藤園
環境部

eco@itoen.co.jp

〒 151-8550
TEL

http://www.itoen.co.jp

東京都渋谷区本町 3 丁目 47 番 10 号

03-5371-7213

FAX

03-5371-7184

アンケート用紙はホームページに掲載されていますので、お手数ですがダウンロードのうえ、ご記
入いただき、上記へお送りいただくか、ホームページでご回答いただき送信ください。
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社長メッセージ

社員一人ひとりが社会からの声を聞く姿勢を持ち、
伊藤園への期待に誠実に応えていきます。
安全な製品をお客様に提供するために

させることができます。このような農業の新しいビジネス
モデルが定着すれば、日本の農業が元気を取り戻し、ひい

伊藤園は、安全で品質のよい製品づくりに創業以来一貫
して取り組み続けてきました。飲料製品の原料である茶葉
などのトレーサビリティの確保や、製造委託先との協力に

ては地域社会、日本全体の活性化、食料の国内自給率の向
上などにつながるのではないかと期待しています。
また、農業の機械化、IT 化をさらに進めていくことで、

よる厳しい品質管理体制、流通・販売過程における品質保

誰でも農作業が簡単にできるようになり、高齢者や都会の

持などです。

働いていない若者に、元気に働く場や働く喜びを提供でき

伊藤園の品質管理の基本にある考え方は「安全である

ればと考えています。農業のように植物や自然を相手に働

か、そうでないのか確認がとれていないものは使わない」

くことで、何か得るものが必ずあると思うのです。その機

ということです。例えば、飲料製品の原料になる野菜など

会を伊藤園が提供できれば素晴らしいですね。

も、安全性が確認されている方法で品種改良されたものし
か使いません。また、お客様に安心して伊藤園の製品を味
わっていただくため、「充実野菜」などの野菜飲料を中心

お客様とともに取り組む地球温暖化抑制

に、原材料の野菜・果物の原産地の表示も始めました。「お
〜いお茶」などの緑茶飲料は 100％国産茶葉を原料として

この春のテレビ CM では茶園が持つ CO2 固定効果に触

いますが、お客様の強い国産志向を受け、今後は野菜飲料

れ、伊藤園の地球温暖化抑制の活動について紹介しました

などについても国産原料を増やしていく計画です。

が、伊藤園の環境への取り組みはもちろんこれだけではあ
りません。2008 年度中に全営業拠点で ISO14001 認証を
取得。消費電力の少ない最新のヒートポンプ型の自動販売

日本の農業を活性化するために

機や LED 照明の導入、緑茶飲料の製造によって出た茶殻
を利用したリサイクル製品の開発など、CO2 排出量削減

安全な国産の農作物を調達するためには、農業とのかか

や廃棄物の有効利用にも引き続き積極的に取り組んでいき

わりを考えていくことが重要です。農業に携わる方々の高

ます。また、テレビ CM や印刷物などを通して、伊藤園の

齢化や後継者不足、それらが原因の一つと考えられている

環境に対する取り組みを紹介していくことで、お客様一人

耕作放棄地の問題、伊藤園ではこれらの問題の解決につな

ひとりの環境への意識啓発を行い、社会全体の環境問題へ

がる「産地育成事業」に 2001 年から取り組んでいます。

の取り組みの促進にも貢献していきたいと考えています。

全国で約 39 万ヘクタール（埼玉県とほぼ同じ広さ）あ
ると言われる、耕作放棄された農地をなんとか有効利用で
きないかと始まったこの事業ですが、茶園として現在宮崎、

伊藤園社員に望むこと

鹿児島、
大分の 3 県で約 540 ヘクタールが開発されており、
2012 年には 1,000 ヘクタール以上にすることを当面の目

これらの伊藤園の活動を支えているのは社員です。伊藤

標としています。また茶園とは別に、宮崎では「充実野菜」

園ではルートセールスを担当する社員が圧倒的に多数なの

の原材料として伊藤園が品種改良したニンジン「朱衣」や、

ですが、直接お客様と接することで、伊藤園が何を求めら

モロヘイヤの栽培も開始しました。

れているかを敏感に感じ取り、それに誠実に応えていって

大規模な茶園・農園では、機械化を進めることによって

ほしいと考えています。そういった社員一人ひとりの行動

栽培にかかる労力やコストを下げることができ、伊藤園が

が、最終的には社会からの信頼につながります。伊藤園は

全量買い取る契約栽培であることから、農家も経営を安定

創業当初から年功序列ではなく実力主義をとっており、学

3
S-book

社会・環境報告書 2008

歴や性別での区別はありません。社員にはぜひ、自分の個
性を活かして能力を発揮し、これからの伊藤園を支えて
いってほしいと思います。
そのためにも、私は伊藤園のトップとして、会社の考え
方や進む方向性について、社内外に向けて明確なメッセー
ジを打ち出していくとともに、社員がいきいきと活躍でき
る会社の仕組みづくりに注力していきます。

社会に伊藤園独自の新しい価値を提供
伊藤園は「お客様第一主義」を経営理念として掲げ、こ
の考えのもと、事業活動の基本である市場調査（お客様を
知ること）、商品化計画（お客様に添うこと）、販売（お客
様にサービスすること）、販売促進（お客様を魅きつける
こと）、広告宣伝（お客様に知らせること）を行ってきま
した。これらは、マーケティングにおいてのみ必要なこと
なのではなく、社会から信頼される企業になるにも重要な
ことだと考えています。
これからも社会からの声に耳を傾け、皆様と共存共栄の
関係を築きながら、伊藤園だからこそできる新しい価値を
提供し続けていきます。
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特

集

社会から信頼していただける企業になるために
社会から信頼していただける企業となるために「伊藤園は社会から何を期待されているのか」
。
伊藤園は、社会からのご意見、ご要望に耳を傾け、真摯に応えていくことが大切だと考えています。
その試みの一つとして、本報告書ではステークホルダーを代表して 4 名の方からご意見・ご要望を伺い、一部ではあ
りますが、それに対する伊藤園の考え、活動を報告しています。また、S-book 2007 で第三者意見をいただいた、
立教大学 高岡美佳准教授に、ステークホルダーの皆様からいただいた声をお伝えしたうえで、それぞれの現場で実地
取材をしていただきました。

本報告書編集の流れ
2008 年 3 月〜 4 月

2008 年 5 月〜 8 月

2008 年 8 月

消 費 者、 農 業 関 係 者、NPO、

いただいたご意見に対し、伊

実地取材をもとに、高岡准教

それぞれを代表して 4 名の方々

藤園の活動の一部を、立教大

授と伊藤園社長が意見交換。

から「伊藤園に期待すること」

学 高岡美佳准教授とともに取

高岡准教授による「第三者意

についてヒアリング、伊藤園

材（大分、静岡、東京）
。現場

見」執筆。

担当者との意見交換を実施。

では、現場担当者との対談を
行い、
「伊藤園が社会から期待
されていること」をお伝えい
ただき、伊藤園の課題、今度
の取り組みについてのアドバ
イスもちょうだいしました。

社会が伊藤園に期待すること
消費者、農業関係者、NPO の立場を代表して 4 名の方々に、伊藤園の事業活動、社会・環境活動のご説明をさしあげたうえで、
「伊
藤園に期待すること」についてご意見をいただきました。S-book2007 で高岡准教授にいただいたご指摘についても、ここで併せ
てご紹介します。

永由 文江さん

中部 万里子さん

消費者

消費者

伊藤園の品質管理について教えてくださ

伊藤園はトレーサビリティに取り組むこ

い。海外から輸入している原料の残留農

とによって、安全な茶葉・飲料を私たち

薬が心配です。輸入原料についての生産

消費者に提供してくれています。緑茶飲

履歴の把握、品質管理はどのようにして

料業界トップシェア企業だからこそでき

いますか。

た、トレーサビリティの市場普及と品質

また、伊藤園が取り組んでいる緑茶の成

への責任について詳しく教えてくださ

分の機能性研究に期待しています。緑茶

い。これからも、私たちに「変わらない

の持つ健康機能が科学的根拠で裏付けされることによって、ま

安心感」を与え続けるとともに、海外に対しても、「日本の古

すます緑茶に対する消費者の関心が高まると思います。

き良き文化」を発信してほしいと思います。

佐藤 文彦さん

深津 学治さん

農業生産法人 有限会社三穂グレイン

グリーン購入ネットワーク

伊藤園の農業への積極的な取り組みは、

環境配慮の観点から、飲料容器の環境負

同じく農業に携わるものとしてとても嬉

荷を減らしてほしいと思います。伊藤園

しく思います。伊藤園のように企業と農

のリサイクルへの取り組みを教えてくだ
さい。
新しい取り組みとしては、リキャッ

日本の農業の活性化に大きく寄与するの

プなどの利便性を残しつつリサイクル率

ではないでしょうか。緑茶という日本が

を上げられる、蓋付きアルミボトル缶へ

世界に誇れる農作物の栽培に携わってい

の移行などにもチャレンジしてほしいで

るのですから、ぜひ、日本の風土を活かし、自然環境に配慮し

す。また、社会への意識啓発の意味も込めて「お〜いお茶新俳

た農業に取り組んでほしいです。

句大賞」にエコ部門をつくってはいかがでしょうか。

特

家が共生する新しい農業の形は、今後、

集

P7-10
P11-12

安全な製品をお客様にお届けするために
高品質な茶葉の安定調達と農業の活性化に向けて

P13

社員一人ひとりの取り組み

P14

容器包装を通じての環境保全

高岡 美佳准教授

立教大学
第三者の立場から伊藤園の農業とのかかわり、品

また、2007 年度 S-book の第三者意見で指摘し

質管理についての取り組みを以下の現場を実地取

ました女性社員比率の低さについて、社員の働く

材することにより、検証していきます。

現場を実地取材し検証することによって、その改

社会が伊藤園に期待すること

次ページから、いただいた意見に対しての伊藤園の活動と、伊藤園が大切だと考える活動についてご紹介します。

善点などを提案していきます。
●大分県臼杵市、杵築市の産地育成事業
●静岡県茶葉生産農家
●株式会社 伊藤園

浜岡工場、静岡相良工場

●株式会社 ホテイフーズコーポレーション
（飲料製造委託先）
6
S-book

社会・環境報告書 2008

安全な製品をお客様にお届けするために
伊藤園の考え方
伊藤園は、安全でおいしい製品をお客様にお

ます高まっています。そのような中、お客様か

届けするため、創業以来一貫して厳しい品質管

らの高い期待と信頼にお応えできるよう、生産

理活動に取り組んできました。

農家や調達先、製造委託先と協力して、原料調

近年、食の安全を脅かす事件・事故が続発し、
食品の安全性についての社会からの要求はます

達から製造、流通のすべての過程において、製
品の安全性確保に努めています。

伊藤園の取り組み
特

製品の原料となる茶葉や野菜・果実は、農薬
や肥料が法令に則って適正に使用されているこ

農薬などの検査を経て、品質と安全性が確認さ
れたものだけが製品になります。

集
安全な製品をお客様にお届けするために

とを書面で確認するとともに、調達もしくは品

製品は伊藤園の品質管理基準を満たす工場で

質管理の担当者が産地に赴いて、栽培・加工・

製造されています。委託製造の飲料製品では、

管理が書面どおり適切に行われているかを確認

伊藤園の品質管理部と工場の品質担当者の両者

しています。

が、毎日厳しい基準に基づき製品サンプルの検

調達された原料は、味や香り、微生物や残留

■ 微生物検査

査を行って、品質と安全性を担保しています。

■ 残留農薬検査

伊藤園の品質管理（検査）
農作物・飲料原料
・官能検査（形状、色つや、
香り、水色検査）
・微生物検査
・理化学検査（残留農薬、
成分分析）

水
・水質検査（50 項目）

7
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伊藤園と製造委託先によるサンプル検査
・官能検査（味、香り）
・理化学検査（農薬）
・微生物検査

社会からのご意見＆ご質問
伊藤園が構築しているトレーサビリティはどのようなものでしょうか？
国産の緑茶原料の場合、まず茶生産家に茶の栽培管理記録を

緑茶飲料用原料になります。その際も製造管理記録や出荷記録

とっていただきます。特に残留農薬に関する安全性確認が目的

がとられ、その後、飲料製造委託先で飲料製品へと加工されま

のため、農薬に関する部分を重要視します。

す。飲料製造委託先においても製造管理記録や出荷記録をとっ

荒茶工場では、どの生産家が、どの茶畑で栽培した生葉を、
どれだけ使用し、どれだけの荒茶を製造したかが分かるよう製

ていただきます。
以上の仕組みにより、飲料製品にスタンプされた情報から、

造管理記録をとっていただきます。あわせて茶生産家に提出い

飲料になるまでの各製造段階での管理記録を遡ることが可能で

ただいていた栽培管理記録をチェックし、農薬使用状況の確認

あり、最終的には栽培履歴までたどり着くことができます。
さらに伊藤園では、誓約書、保証書、契約書といった取引上

をお願いしています。
加工された荒茶は、仲介者や茶問屋を介し売買され、その履
歴は伝票等で記録されます。飲料用荒茶はほぼ全量伊藤園静

の約束を書類にしたものを取り交わしています。これによりさ
らに安全な原料を供給できる仕組みとなっています。

岡相良工場へ集められ、そこで仕上げ・ブレンド加工されて、

伊藤園のトレーサビリティの取り組み（緑茶飲料の基本的な流れ）

生葉生産家

生産する荒茶の安全性に対する誓約書
生産した荒茶の安全保証書
使用農薬リスト
（茶期ごと荒茶工場ごとに使用した農薬のリスト）
荒茶製造管理記録
生産者情報
（荒茶工場に生葉を納める生産家のリスト）

集

※生葉生産家が生葉を納める荒茶工場は概ね固定されています。

伊藤園静岡
相良工場

飲料工場

伊藤園に販売する茶の安全性に関する契約書
荒茶工場情報
（茶の問屋、仲介業者が、伊藤園の要求する必要条件に適合した荒茶工場であるか、事
前に確認したリスト）
製造管理記録
（購入した荒茶を加工し、飲料用原料に加工する際の記録）
製造管理記録
（伊藤園より有償支給した飲料用原料茶で、
緑茶飲料を製造する際の記録）

小売店

お客様

安全な製品をお客様にお届けするために

茶の問屋
仲介業者

特

荒茶工場

適正な農薬を適正な使用法に従って使用することを明記した誓約書
栽培している茶園の情報
（所有する茶園のリスト）
栽培記録

STORE
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社会からのご意見＆ご質問
海外から輸入している原料の品質管理はどのように行っているのでしょうか？
海外産原料の品質管理
野菜飲料の原料となる果実・野菜や、ウーロン茶・ジャスミ
ン茶などは、海外で生産されたものも調達しています。海外で
も、
取引先に「品質保証書」の提出を求めて、トレーサビリティ
を確保するとともに、日本の法律に準拠して肥料・農薬を使用
していることを確認しています。具体的には、各国の取引先に
あらかじめ「品質保証書」をもとにした使用農薬の一覧を提出
してもらい、日本の法令に違反していないかのチェックを行い
ます。その後、該当の農産品が輸入された段階で残留農薬の検
査を行い、一覧にないものが使われていないか、規定以上に残
留していないかを検証します。さらに製品になった段階でも再
度検査を行って、安全な製品だけを出荷しています。
なお、主力製品の原産地については、製品パッケージおよび
ホームページで公開していますので、ご覧ください。

■ 製品パッケージ

■ 伊藤園ホームページ

http://www.itoen.co.jp/csr/quality/production/index.html

中国での茶栽培
術の指導や栽培管理記録
表に基づいて適切に農薬

を設立。日本と同じように厳しい品質管理のもと緑茶の生

が管理されているか、散

産、出荷を行い、年間 130 トンの荒茶を伊藤園に送り出

布方法・時期などを確認

しています。これらはすべてインスタント製品やティー

します。茶葉が生産家か

バッグ製品の一部に使われています。

ら納品された後には、伊

特

無農薬、有機農法、低コストの緑茶生産を目的として
1994 年に、合弁会社 寧波舜伊茶業有限公司（社員 20 名）

集
安全な製品をお客様にお届けするために

契約生産家には、日本向け輸出用に設けた「肥料・農薬

藤園品質管理部が農薬の

の適正使用基準」に基づき、栽培管理記録を提出していた

分析検査を実施し、その結果を生産家に報告して、おいし

だきます。生産時期には担当者が生産家を訪問し、栽培技

く安全な茶葉づくりにともに取り組んでいます。

調達先への現地訪問
飲料用の果実、野菜加工原料は、主に日本をはじめ約 13 ヵ

ます。また、定期的に各メーカーにおける品質保証体制の確認

国から調達しています。購買担当者や品質管理担当者は、原則

やトレーサビリティシステムの構築精度の確認を行うと同時に

として 2 年に 1 回以上現地を訪問し、供給者より提出される「原

農業生産団体や生産家を訪問し使用農薬の実態把握に努め安全

料仕様書兼保証書」の記載内容と合致しているかを確認してい

な原料を確保しています。

■ トマトの収穫
原料収穫地の確認
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■ トマトの工場への搬入
原料流通の確認

■ トマトペースト加工工程の視察
製造工程の確認

社会からのご意見＆ご質問
伊藤園は飲料の大部分を委託先で製造していますが、製品の安全性についてどのようにチェッ
クしているのでしょうか？
製造委託先と共同で取り組む品質管理
伊藤園では、ほとんどの飲料製品を製造委託しています。委
託先には、衛生管理や環境への配慮などの基準を満たすことを
お願いしており、年に 1 回の監査を実施しています。
製品は、すべての製造ごとのサンプルについて、伊藤園の品
質管理部と工場の品質担当者の両者が、人の五感を使って味や
香りを調べる官能検査と、機械を使って成分を分析する理化学
検査を毎日行って、最終的な品質をチェックしています。
製造委託先とは、日頃からお客様からの要望などの情報を共
有するとともに、年 3 回、全国の製造委託工場の担当者と品
質会議を開き、各社の改善事例やクレーム、事故事例を水平展
開して、製造委託先全体のレベル向上を図っています。

製造委託先の声
株式会社 ホテイフーズコーポレーション

小山 将博 様

伊藤園さんの安全と味を重要視する姿
勢から、多くのことを学ばせてもらっ

特

ています。自分の家族にも安心して飲
んでもらえるような、安全な製品をつ

集

くりたいと常に考えながら仕事をして
います。これからも協力してお客様の

伊藤園担当者から

品質管理部

絹村 真也

飲料メーカーとしてお客様に安全な製品を
お届けするのは当たり前のことですが、その

管理記録をとり、トレーサビリティを確保することが茶業界全体の
当たり前となりつつあります。

当たり前のことを実現するためには、それぞ

今後はより高いレベルの安全を「当たり前」にするために、栽培

れの工程において安全のための作業を一つ一

管理記録書の書式の統一やデータベース化によって、より精度の高

つ確実に行い、何重ものチェックによって事

いトレーサビリティ体制の構築を進めていくことを検討しています。

故を未然に防ぐ必要があります。私たちはそ

また、お客様にとって当たり前の「安全・高品質」から、さらにも

のための体制づくりと日々の作業の積み重ね

う一歩進んだ価値を提供するために、トレーサビリティによって得

によって、製品の安全・高品質を守っています。

られた原料情報の積極的な開示や、環境に配慮した軽量 PET ボトル

2002 年に伊藤園が緑茶原料のトレーサビリティの構築を宣言した

の導入、CSR に配慮した調達など、生産者や取引先、製造委託先な

ときは、生産農家や製茶業者に対し、その必要性を説明し、時間を

どとも協力しながら、お客様からのさまざまな要望にお応えできる

かけて理解してもらうところからのスタートでしたが、今では栽培

よう取り組んでいきたいと考えています。

安全な製品をお客様にお届けするために

要望に応えていきたいですね。
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高品質な茶葉の安定調達と農業の活性化に向けて
伊藤園の考え方
現在日本では、緑茶飲料市場の拡大などから
茶葉の需要が増え続ける一方、国内における就

（ha）
1,200

1,175
985

1,000

農者の高齢化・後継者不足の影響で、茶園栽培
面積・茶生産農家戸数は年々減少しています。
「お

800

〜いお茶」の原料を 100％国産と定める伊藤園で

600

は、産地育成事業や茶生産農家との契約栽培な

400

809
655
543
474

どを通じて、高品質な茶葉を安定的に調達する
200

とともに、生産農家の安定経営に寄与し、持続

特

可能な日本の茶農業育成に貢献していきます。
現在は、緑茶飲料の原料生産先として九州を

0

'07

'08

'09

'10

'11

'12（年度）

■ 産地育成事業での茶園面積の現状と予測

集

主体に宮崎、鹿児島など 9 県にある茶園と契
約しており、将来的には 1,000ha 規模まで拡大

高品質な茶葉の安定調達と農業の活性化に向けて

することを計画しています。

産地育成事業の取り組み
産地育成事業は、2001 年から伊藤園が推進
する大規模な茶園造成事業です。農業振興を検
討している行政、農業協同組合、農業生産法人
の方々に、耕作放棄地を活用した事業を提案し、
伊藤園は品種選定から栽培、収穫、加工に至る
まで技術を提供するとともに、生産された茶葉

産地育成事業の理念
緑茶原料の安定調達と生産の効率化、
生産農家の育成のために、国内外で
大規模茶園事業を積極的に展開します。

をすべて買い取ります。
これにより伊藤園は高品質な茶葉を安定して
調達することができ、生産者は大規模経営に
よってコスト抑制と生産性向上を両立させ、市

事業方針

場の価格変動の影響を受けない長期的な経営計

品質向上と低コスト化

画を立てられるようになります。このような茶
生産者の経営の安定を支援することで、地域農
業の振興や、後継者の定着にも貢献していきた
いと考えています。
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農業の安定経営と原料の安定調達
環境と共存する茶園経営の推進

社会からのご意見＆ご質問
茶産地とは、具体的にどのようにかかわっていますか？
大分県の産地育成事業の現場を訪問しました

大分県杵築市での産地育成事業
行政（大分県）

大分県には、農業の生産性を上げ、形態を大規模農業に転換

事業の推進・栽培指導

したいという要望と、県内の耕作地 約 6 万 ha 中、8 千 ha を占

伊藤園

める耕作放棄地の有効活用という課題がありました。産地育成

地元企業（カヤノ農産）

事業がこれらの目的と合致し、2006 年 9 月、大分県および県

茶園の造成や管理・荒茶加工

栽培品種の選定や技術提供
摘み取られた茶葉の全量を
買い取り

内 2 市（臼杵市、杵築市）と伊藤園の間で協定を締結。現在ま
でに臼杵地区で 16ha、杵築地区で 7ha の茶園が作られ、2011

大分県農林水産部

高山 精二 様

年までに合計 100ha の造成を目標としています。
ここに参入したのが地元の土木建設業者 昭和建設工業がつ

大分県では伊藤園さんとの協定をきっかけに、

くった農事組合法人 カヤノ農産です。農業に参入した背景に

農業関連企業からの問い合わせが増え、2007

は、公共事業の発注減少や、建設業の閑散期に社員の雇用が確

年度には約 12 社を誘致しました。伊藤園さん

保できる仕事を求めていたことなどがあります。産地育成事業

が地元農業の活性化に果たす影響はとても大

は、長期的に安定した収益が見込めることと、農作業時期の 4

きなものです。3 者がともに納得し、信頼で

月〜 10 月が繁忙期と重ならないことが参入の決め手になりま

きる関係を築いて、大分県全体の農業活性化

した。カヤノ農産の持つ土木業でのノウハウと重機類により、

につなげていきたいと考えています。

長期間放置され、雑木林となっていたかつての桑畑は短期間で
整備されつつあります。ここに伊藤園の指導のもと、緑茶飲料

農事組合法人

カヤノ農産

河野 杉雄 様

に適した品種の茶樹を植え付けていきます。2007 年から現在
カヤノ農産で茶栽培の経験者は私だけなので、

見込みです。

ほかの社員に栽培方法を伝えているところで

集

す。この事業を通して、茶農業の後継者を育

特

までに 7ha を造成、2009 年の春までには 17 〜 20ha に広がる

てることができれば嬉しいですね。

産地育成事業における大規模経営の生産者だけでなく、契約

浜岡工場の茶葉生産家

村松 洋子 様

栽培を通じた既存の個人生産農家とのかかわりも大切にしてい
ます。

おいしいお茶をお届けしたくて、丹精込めて

顔を合わせて直接コミュニケーションをとることは、信頼関

茶葉を育てています。伊藤園さんとのお付き

係を築くうえで重要なことだと考えています。そのため、茶葉

合いは、もう 25 年になりますが、契約で収入

を納入していただいている個人生産農家には、担当者が定期的

が安定することで、安心して茶栽培に取り組

に赴き、
茶葉の状態を見ながら、お互いの要望や意見を話し合っ

むことができます。

ています。

伊藤園担当者から

農業技術部

荒井 昌彦

緑茶の産地育成事業は今までの生産・流

この先日本の茶農業が、安価な外国産の茶葉と対抗できる国際

通形態とは全く違うため、事業開始当初は

的な競争力を持つためには、高品質・低価格を実現しなくては

行政や農業協同組合、生産家の方々に内容

なりません。その意味で、私たちが取り組んでいる高品質かつ

を理解してもらい、信頼関係を築くまでに

高収量、低コストの生産技術への取り組みは大きな意味を持つ

時間がかかりました。今は各地で収穫が始

と考えています。

まり、実績をもとに話ができるので、だい
ぶ受け入れてもらいやすくなりました。

高品質な茶葉の安定調達と農業の活性化に向けて

個人生産農家とのかかわり

今後も伊藤園の持つ農業技術を提供しつつ、持続可能な日本
農業の育成に貢献していきたいと考えています。
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社員一人ひとりの取り組み
社会からのご意見＆ご質問
伊藤園の社員は、日ごろどのようなことを心がけて仕事をしているのでしょうか？
社員が担う社会・環境活動
伊藤園への社会からの期待に実際に応えていくのは、社員一

動し、お客様や社会との間に小さな信頼を積み上げていくこと

人ひとりです。「お客様第一主義」の理念のもと、それぞれの

が、伊藤園に対する社会からの大きな信頼を築き上げることに

社員が、日々の業務を通じて、環境への配慮や社会への貢献に

つながっていくと考えています。

取り組んでいます。一人ひとりが伊藤園の代表として誠実に行

伊藤園の顔としてお客様・お取引様との信頼関係を築いています。 高井戸支店 渡辺 幹男

特

ルートセールスを担当しています。担

問題はお客様の関心も高く、伊藤園への

当のお客様にとっては私が会社の顔です

期待も大きいと感じています。厳しい品

から、気持ちのよい応対や、小さな約束

質管理を経てつくられた製品をお客様に

でもきちんと守ることで、安心してお取

安全にお届けするため、賞味期限切れや

引していただけるように心がけていま

加温による品質劣化が起こらないよう、

す。また、常にお客様の期待に応えてい

特に気をつけています。また、毎日トラッ

くために、お客様が何を求めているのか、

クを運転するため、アイドリングの停止

日々アンテナを張って業務に取り組んで

や、無駄のないルートを選ぶことで、環

います。その中で、特に食の安全や環境

境に配慮しています。

集
社員一人ひとりの取り組み

出社

拠点朝礼 営業開始

ルートセールス

帰社

一日の流れ

事務作業と
翌日の商品確認

退社

仕事を通じて自己実現するとともに、会社と一緒に成長していきます。 商品企画本部 管理部 益子 妙
商品や、広告・販売促進の企画をする

土のある伊藤園は、社会の課題解決に大

部署の裏方として、一緒に働く社員がよ

きく貢献できると思います。社員全員男

り良い仕事ができるように環境を整えた

女問わず、生活を充実させながら、個性

り、お客様・お取引先との信頼関係を築

や能力を活かし仕事の成果も上げてい

くために、電話などでは、誠実で気持ち

く。その中で、地球環境に配慮し、社会

のよい応対を心がけています。2 児の母

にも貢献していく。そんな人が社内に増

である私にとって環境問題とワーク・ラ

えてほしいと思っていますし、私自身も

イフ・バランスはとても大きなテーマで

そうありたいと思っています。

す。こうと決めたら素早く行動できる風

出社

一日の流れ

担当役員のスケジュール確認
会議の日程調整など
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昼休み

経理処理
接客対応など

退社

容器包装を通じての環境保全
社会からのご意見＆ご質問
飲料容器はどのようにリサイクルされているのでしょうか？
伊藤園の考え方・取り組み

飲料容器のリサイクル率（2006年度）

伊藤園は、商品を安全に守るための容器を、使用後も資源と
して考え、リサイクルを推進しています。商品開発時、使用後

アルミ缶

スチール缶

PETボトル

90.9%

88.1%

66.3%

の空き容器に対して、以下の取り組みを行っています。
●商品開発時
・PETボトルの薄肉化、軽量化への取り組み

70

・環境負荷の少ない缶の採用拡大

60

PETボトルのリサイクル率の推移

72.2
65.6

●日本の回収率

66.3
61.7

●日本の新回収率
回収率

・茶殻リサイクルダンボールの採用拡大
・商品ダンボールの印刷面積と色数の削減

（%）

●使用後の空き容器

50
40

●米国の回収率
●欧州の回収率
36.8

30
23.5

・適正なリサイクル業者の選定・管理

20

・住宅街にある営業拠点での保管時には、悪臭対策のため

10
0

「オゾン脱臭装置」を設置

97

・業界団体と連携して、リサイクル、分別収集の推進と啓発

98

99

00

01

02

03

04

05

06

自治体

分別
排出

分別
回収

製品製造工場

処理工場

容器包装を通じての環境保全

家庭

集

PETボトルリサイクルの流れ

マテリアルリサイクル
成型品、繊維、シートなど

伊藤園

自主
回収
営業
拠点へ

特

出典：PETボトルリサイクル推進協議会
※2007年度から回収率定義の改訂が実施され、2005、2006年の新回収率が公表され
ています。

選別

圧縮

ボトルtoボトル
PETボトル

委託回収業者

※アルミ缶やスチール缶は溶解して、
それぞれ素材として再生されます。

皆様へご協力のお願い
に、容器包装を廃棄物とするのでは

アルミ

スチール

限りある資源を有効活用するため
なく、貴重な資源としてリサイクル
を進めることが大切です。そのため
に、分別排出など皆様のご協力をお
願いいたします。

キャップとラベルを
外してください。

中身は残さず、軽く
すすいでください。

押しつぶしてから出し
てください。

排出方法は各自治体の
指示に従ってください。

※空きPETボトルには、タバコの吸殻や薬剤などを入れないようにご協力お願いします。
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マネジメント

コーポレートガバナンス・リスクマネジメント
経営の透明性、健全性、遵法性の確保や迅速かつ適切な情報開示等を実践することにより、企業価
値の向上を目指します。

社会性報告

発展と企業価値を高めるために、国・地域社会、消費者、

コーポレートガバナンスに対する
考え方

株主、販売先、仕入先、金融機関などと協調して企業の社

伊藤園グループは、
「企業価値の向上」を図るために、コー

環境報告

ポレートガバナンス※の充実を経営上の最重要課題の一つ

会的責任を果たし、すべてのステークホルダーの信頼に応
えるための経営体制を確立することを掲げています。

であると位置付けています。内部統制の仕組みの強化や、
情報開示体制の確立に取り組むことで、経営の透明性を確
保し、健全な経営システムのもとで事業活動を継続してい
くことが、社会における責任を果たすうえで重要であると

リスク管理体制
伊藤園グループは、リスク担当部署を設け、規程やガイ
ドラインを策定し、組織横断的なリスク管理体制を構築し

考えています。
※コーポレートガバナンス：企業を健全に運営するための仕組み

て対応の強化に努めています。事業活動を遂行するうえで
のリスクについて、以下のように認識しています。

コーポレートガバナンス体制

①コンプライアンス上のリスク

伊藤園は監査役設置会社です。社内監査役 1 名、社外

ス教育を実施、推進しています。

観的かつ公平に監査意見を述べるとともに、監査役会での

②情報セキュリティー上のリスク

監査方針に従い、取締役の業務執行を監査しています。

個人情報保護方針を定め、個人情報の漏洩を未然に防止す
るとともに、コンピューターのセキュリティーを強化して

株主総会
選任・解任

選任・解任

取締役会
【経営・監督】
選任・監督

不正アクセス等を防止しています。

選任・解任

監査役会
【経営監視】
監査

③品質および環境上のリスク

監査

製品管理基準ガイドラインを定め、品質や製造物責任の対

代表取締役
【内部統制】

内部監査室

経営執行会議

第 回

各種専門委員会
・予算
・長期経営計画
・人事制度改善

・内部統制推進
・環境
・PL推進
・車両安全管理

助言・指導

コンプライアンス室
内部統制部

会計監査人

監査
【経営執行】

社外弁護士等

百才の笑みこぼしつつ星祭る
19

コンプライアンス室が中心となり全社的なコンプライアン

監査役 4 名が取締役会に毎回出席し、個別案件ごとに客

他

応も含め、組織的な管理体制を構築しています。環境リス
クに関しては、環境マネジメントシステムの管理手法によ
り、全社的な問題として取り組んでいます。
④債権回収上のリスク
債権管理基準に従い、与信管理および債権回収管理を徹底
し、貸倒損失発生の未然防止に努めています。
⑤災害および事故のリスク

■ コーポレートガバナンス体制

安全衛生委員会・防災管理委員会において災害発生時の対
処方法および緊急マニュアルを策定し、被害を最小限にと

内部統制システム
伊藤園は、内部統制の仕組みを構築する目的を以下のよ

新俳句大賞

うに考えています。
（１）事業活動における業務の有効性・効率性の向上

どめる体制を整えています。

情報開示 (ディスクロージャー)
伊藤園グループでは、ディスクロージャーポリシーに

文部科学大臣賞

（２）企業の財務報告の信頼性の確保

沿って情報の開示を行っています。ディスクロージャーポ

（３）事業活動にかかわる法令その他規範の遵守

リシーの中では、情報開示の基本姿勢を掲げており、情報

（４）正当な手続きおよび承認による企業資産の保全

の開示に関して、金融商品取引法および東京証券取引所の

これらを達成することと、2006 年 5 月に施行された新
会社法への対応を目的に内部統制システムの基本方針を定
めました。この中では、情報管理や実効的な監査のための
体制、業務運営の基本方針などが定められています。
業務運営の基本方針では、長期にわたり永続的な成長・
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定める適時開示規則に従っています。
また伊藤園を理解していただくために、公平性、迅速性
の観点から積極的に情報開示に努めています。

すべての社員が法令および企業倫理を遵守し、
「コンプライアンス企業・伊藤園グループ」の実現
を目指します。

社会性報告

た。また、短時間教育資料「わたしたちのコンプライアン

コンプライアンスに対する考え方

マネジメント

コンプライアンス

ス」を毎月発行し、各部署、拠点における社員教育に役立

企業経営や業務遂行の適法性および適正性を確認し、消
ださるすべての皆様の期待を真摯に受け止め、誠実に対応
していくことがコンプライアンスの基本理念であると考え
ています。

てています。
※ 同冊子は伊藤園ホームページからダウンロードできます。
http：//www.itoen.co.jp/csr/compliance/index.html

環境報告

費者、投資家、地域の方々など伊藤園グループを支えてく

伊藤園グループ行動規範
１ 私たちは、全てのお客様に対し、卓越した技術に基づいた自然・健康・
安全・良いデザイン・おいしい商品を提供いたします。
２ 私たちは、全ての取引に際して対等、公正な取引を誠実に行います。

コンプライアンス体制

３ 私たちは、皆様の理解と評価を得るため、適時・適切な情報を提供します。
４ 私たちは、継続的に企業価値の増大に努め、魅力ある企業を目指します。

2004 年度に取締役会の諮問機関として「コンプライア
ンス委員会」を設置。審議結果は取締役会に答申していま
では、内部通報等で把握した事案をコンプライアンス委員
会に報告するとともに、顧問弁護士などと連携をとりなが
ら事案の処理にあたっています。2007 年 5 月にはコンプ

６ 私たちは、環境問題に積極的に取り組みます。
７ 私たちは、法令・企業倫理を遵守し、企業市民として健全かつ正常な関係
を維持・確立します。
８ 私たちは、伊藤園グループ社員の一人として、国際貢献を視野に入れ
て行動するとともに地域社会の発展に寄与します。
９ 私たちは、お客様から安心、満足、信頼を得られるように全員が心を
一つにして最大の努力をします。

ライアンス室として独立させ、人員の充実を図り、体制を
強化しました。

企業倫理ホットライン（内部通報制度）
取締役会

内部通報の受理窓口として「企業倫理ホットライン」を

コンプライアンス委員会

設け、社内の法令違反や不正行為に対し、迅速かつ適切な

企業倫理担当役員
企業倫理担当部署
コンプライアンス室

や秘密保持は、公益通報者保護法に基づく「内部通報内規」

19

により厳守されます。通報内容は厳正に調査し、結果を通
社外

コンプライアンス
担当者（各部署長）

通報

伊藤園各部署

内部通報

社長・各部長

イアンス室と顧問弁護士 2 名が受理窓口となり、面談、電
話、郵送、FAX、e-mail で受付けています。通報者の保護

グループ企業連絡会
伊藤園グループ

措置をとることができる体制を構築しています。コンプラ

第 回

調査担当部署
中立的な立場による内部監査
外部監査

顧問弁護士

満月を抱えて父が帰宅した

す。また、同年に法務部内に設置したコンプライアンス室

５ 私たちは、お互いに基本的人権を尊重し、働きやすい環境の確保に努めます。

報者に連絡するとともに、コンプライアンス委員会にも報
告され、再発防止に役立てています。

伊藤園グループ全社員・クローバー※およびお客様
※クローバー：パート・アルバイト

コンプライアンス強化への取り組み

個人情報の保護
伊藤園では、お客様の個人情報については、「個人情報
の保護に関する法律」などを遵守し、適正な保護・維持・
管理をしています。個人情報は適正な方法で取得し、利用

指し、グループ企業を含めた全社員のコンプライアンス意

する場合は利用目的を特定して公表・通知し、法令に基づ

識を高めるために社員教育に力を注いでいます。その結果、

く場合を除いて第三者には提供しません。また、情報の漏

2007 年度のコンプライアンス社員教育・研修の実施結果

洩防止のため、適切な安全措置を講じています。ホームペー

は、145 回、受講者数 2,794 名に達しました。

ジを通して取得した情報は「伊藤園ホームページ

全社員が携行する「伊藤園手帳」には「伊藤園グループ

プライ

バシー・ポリシー」に基づき厳正に管理しています。
伊藤園ホームページには「個人情報保護方針」、「プライ

イント」を掲載しています。さらに 2007 年度は、教本の

バシー・ポリシー」、「『個人情報の保護に関する法律』に

｢伊藤園グループ ･ コンプライアンス ･ 行動基準の手引※」

基づく公表事項」を掲載しています。

「行動基準 Q&A」の改訂版を作成し、全社員に配布しまし

幼児含む︶

基本綱領」
、
「伊藤園グループ行動規範」、「行動チェックポ

大賞︵小学生の部

「コンプライアンス企業・伊藤園グループ」の実現を目

新俳句大賞

■ コンプライアンス体制
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マネジメント

社員とのかかわり
いきいきと働ける職場環境の整備と社員の能力向上に取り組んでいます。

社会性報告

人事と雇用に関する考え方
伊藤園は創業以来、
「人を人として遇する」の理念のもと、

しなどの納品業務を行うルートセールスを主体とした営業形
態のため、まだまだ男性社員の比率が高いのが現状ですが、

環境報告

学歴や性別にかかわらず誰にでも平等にチャンスが与えら

今後は職種の拡大や能力発揮の機会を増やすなど、女性がい

れ、公正に評価される「実力主義」を採用しています。ま

きいきと働くことのできる職場づくりを推進していきます。

た社員一人ひとりがいきいきと働くことのできる職場環境
を、さまざまな制度でサポートしています。

男女別社員数（2008年4月末）

社員の能力向上のため、海外研修や資格取得、社外研修
制度などの教育制度を充実させ、知識や技術の取得を支援
しています。その顕在化した実績や能力の発揮度合いを評

性

女

性

４,７８１名（91.5%）
４４２名（8.5%）

価する人事評価は、自己評価と直接・間接の上司による多

合計社員数

段階評価で実施しています。結果は本人にフィードバック

男女別指導職・管理職者数（2008年4月末）

するとともに、
次年度の個人目標設定に反映させています。

男

性

女

性

2007年度は、
60歳で定年を迎える社員の退職日を誕生日

三日月に腰かけたがる秋の虫
第 回
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男

から半期末日・年度末日の2日に集約しました。長年培った

５,２２３名

２,０３７名（98.7%）
２７名（1.3%）

合計

経験や豊富な知識を有した人材を大切にすることで、理念

２,０６４名

採用数（2008年4月新卒者実績）

の継承と後継者育成を図り、より良い企業づくりを目指し
ていきます。

男

性

２８２名（86.5%）

女

性

４４名（13.5%）

合計

人権尊重への取り組み

３２６名

人権を守ることは社会の基本ルールです。伊藤園では、
基本的人権の尊重を明記した、行動規範と行動基準を策定
し、これらをもとに、セクシャルハラスメントやパワーハ

障がい者雇用の推進
常用雇用者数 5,882 名
（2008 年 4 月現在出向社員を含む）

ラスメントの根絶や、性別・年齢・宗教・人種などによる

のうち、87 名が障がいを持つ社員です。障がい者雇用率

差別を排除した、働きやすい職場環境の整備に取り組んで

は 1.87％※と、法で定められた雇用率（1.8％）を上回って

います。また、企業倫理ホットライン※を設置し、内部通

います。

報や相談、質問などを受け付けて、問題点の改善・再発防
止を図っています。
※企業倫理ホットラインについてはP.16をご覧ください。

また、障がい者の営業支店での職場実習を実施し、職場
への定着を促進するとともに、
働く場を提供する事により、
就職に向けた支援を行っています。
※政令の定めにより重度障がい者はダブルカウントしています。

新俳句大賞

多様性のある職場づくり
伊藤園は、
社員の採用、昇進、昇格においては、性別、年齢、

（%）
2.5

2.0

学歴、国籍、障がいの有無等に関係なく、機会を与え、徹

1.8

大賞︵中学生の部︶

底した実力主義のもと公平な処遇を行っています。

1.5

男女機会均等

1.0

2007 年度の全社男女比率は男性が 91.5％女性が 8.5％と
2006 年度より女性社員比率が 0.7 ポイント増加しました。

0.5

また、2008 年 4 月における女性新卒社員数の採用も昨年度
より 21 名多い 44 名と増加傾向にあり、今後ますます女性
の活躍が期待されています。営業社員が自ら商品の積み降ろ
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0.0
ʼ01

ʼ02

■ 障がい者雇用率の推移

ʼ03

ʼ04

ʼ05

ʼ06

ʼ07（年度）

マネジメント

ワーク・ライフ・バランス（社員の仕事と生活の調和）

社会性報告

ワーク・ライフ・バランスの推進

ティーテイスター制度
伊藤園の社内制度に「ティーテイスター（茶資格）」制
度があります。これは茶を扱う伊藤園独自の取り組みで、
緑茶・紅茶・ウーロン茶に関する高い知識と技術を持つ社

た。扶養人数の制限を撤廃したうえで、子どもが増えるに

員に資格を付与します。この制度によって、茶に関する知

従って増額する扶養手当の導入や、法令よりも３ヵ月長い

識の向上、社内外への茶文化および正しい知識の普及など

介護休業制度などがその一例です。

を目指しています。現在、全社員の約 17％が資格保有者で、

2007 年度は、福利厚生施設の契約を 17 施設増やし、社

環境報告

を推進するため、伊藤園は常に制度の拡充を行ってきまし

毎年職種や部署を問わず多くの社員が挑戦しています。

員と家族の余暇の充実を図るとともに、全社で「ノー残業
デー」の実施をスタートし、時間外労働の削減による社員
の健康維持を推進しています。

人材育成
の根幹は「自己啓発」であると考えています。そのため、
社員が働きながら知識や能力の向上を図ることのできる
「伊藤園大学」や「ティーテイスター制度」などの社内制
度を開設しています。
伊藤園大学
営業の基礎から応用、また財務関連、マーケティン

お茶の知識を増やして営業活動に
活かせないかと思い、ティーテイス
ター 2 級に挑戦しました。受験に向
けて、緑茶・烏龍茶・紅茶の味や香り、
形状などを、仕事から帰って何度も
練習して覚えました。
普段の営業活動では商品提案やお
茶の説明に勉強した知識を活用して
います。
「お茶の伊藤園」ならではの、
とても良い制度ですので、ぜひ営業
職の若い社員の方にもどんどんチャ
レンジしてもらいたいです。

卑弥呼でも私でも吐く白い息

伊藤園では、最も大切な財産は「人」であり、社員教育

ティーテイスターに聞きました 調布支店 鹿野 清和

グ、組織管理など豊富なカリキュラムを用意しています。
2007 年度は全10コースを実施し、社員自身が自分のキャ
リア形成に活かせるコースを選択して受講しました。受講
己啓発に取り組みます。学んだ内容は、自分の業務に対す
るスキルアップ、将来のキャリア形成に役立てることがで
きます。

第19期 伊藤園大学コース一覧（全10コース）

すべての社員が健全な心身を保持し、安全に働くことが
できる職場環境づくりに努めています。
全社員対象の健康診断では法律で定められている項目の

第 回

者は通信教育・スクーリング・卒業論文など一年間かけて自

労働安全衛生

19

ほかに、生活習慣病健診で 9 項目、人間ドックで 22 項目
をそれぞれ追加し、年齢に合わせた健診を全額会社負担で
行っています。2008 年 4 月から導入された「特定健診・
特定保健指導」においても、40 歳以上のすべての社員に

② 組織活性コース

対し、メタボリックシンドロームに着目した情報提供と階

③ 生産物流コース

層化された指導を行い、予防を支援しています。また、定

④ 国際ビジネスコース

意識の向上や家族を含めた健康管理に役立つ情報の発信も
行っています。

⑥ 営業実践コース

今後は産業医のカウンセリングによるメンタルヘルス

⑦ 営業基礎コース

制度の充実を図り、精神面のケアも強化していきます。

⑧ 財務アドバンスコース

2007 年度の労災発生件数は 109 件でした。

⑨ 財務ベーシックコース
⑩ マーケティング実践コース

大賞︵高校生の部︶

⑤ 提案創造コース

期的に安全衛生委員会や衛生委員会を開催し、社員の安全

新俳句大賞

① 経営資源活用コース
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マネジメント

地域・社会とのかかわり
社会を構成する企業市民として、各事業所でさまざまな取り組みを行っています。

社会性報告

伊藤園は、地域社会の一員として明るく住みやすい社会を、地域の方々とともに築いていくことが社会への貢献であると
考え、活動しています。公共の場所における清掃活動だけでなく、スポーツや文化面においても事業活動を通した各種活動
に積極的に取り組んでいきます。

環境報告

アダプトプログラム（まち美化運動）

に参加いただき、当社が寄付した「茶殻入りゴミ袋」を使
用して、トラック 5 台分のゴミを回収しました。

事業所の地域周辺の住みよい環境づくりのために、清掃
活動をしています。2007 年 3 月に開所した台東浅草ビル
では、8 月より台東区の「まちの美化里親制度」に登録し、

沖縄名護工場
沖縄県清涼飲料協会が実施している
「空き缶回収キャンペー

毎週木曜日の夕方に社員が当番制で、被災時緊急避難場所

ン」に毎年参加しています。2007 年度は、名護港や周辺ビー

である近所の公園の清掃を行っています。また、関係会社

チなどを約 20㎞にわたり、空き缶やゴミの回収をしました。

であるタリーズコーヒージャパン (株)も2007年12月より、
牛込神楽坂の本社ビル前、新大久保通りのアダプトプログ

夏雲に負けぬ白さにシャツ乾く

ラムを始めました。
今後も多くの事業所でアダプトプログラム活動を実施し
ていきます。
その他の定期活動事業所：
本社ビル、西新宿ビル、関西本部・
（株）伊藤園関西茶業

支店での取組み
北海道地区
2008 年 4 月に、社団法
人 食品容器環境美化協会
が開催した、北海道洞爺
湖サミット歓迎イベント

第 回

19

工場での取り組み
静岡相良工場

「おもてなしクリーンアッ
プデー」に社員が参加し、
札幌市の大通公園 5 丁目広場の清掃活動を行いました。

地域社会との親睦や近隣の
お取引先との交流、社員とそ
の家族との懇親を目的に、毎

青森支店
協同組合青森総合卸セ

新俳句大賞

年工場祭を開催しています。

ンターが主催する地元の

2007 年 度 は、10月13日に 約

問屋町一帯の合同清掃に

1,500 名の方々にご参加いただき開催。バザーやオークショ

参加しています。
毎月1回、

ンで得た収益金はすべて地元の福祉施設に寄付しました。

約30分間、
ごみ拾いなどを

また 9 月 29 日に牧之原市、
「大井川の清流を守る研究

大賞︵一般の部Ａ︶

協議会」
と協力し、

行ってから営業活動に出
ています。

相良海岸清掃活動
を実施しました。

春日部支店

活動には社員とそ

年 2 回、工業団地内を

の家族、近隣の関

他企業の社員の方と一緒

連企業の社員など

に清掃活動を行い、交流

100 名以上の方々

を深めています。
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マネジメント

伊藤園レディスゴルフトーナメント

1966 年 の 設 立 以 来、

第23回伊藤園レディス
ゴルフトーナメントを

金 を 行 っ て い ま す。 集

2007 年 11 月 9 日 か ら

まった募金で、希望され

11 日までの 3 日間、千

る品物を福祉施設や養護

葉県長南町のグレート

施設などへ寄贈していま

アイランド倶楽部で開

す。2007 年度は、約 33

催しました。この大会

万円相当の品物を寄贈しました。

は、2003 年よりボラン

2003

寄贈先

寄贈品

茨城県立こども福祉医療センター

港区社会福祉協会
2004
「たんぽぽ」

環境報告

社員で年末チャリティ募

年度

社会性報告

チャリティ募金

■ 黄色のジャンパー着用がボランティア
の方々

ティア団体「伊藤園グ

車椅子
サッカーボールほか

リーンクラブ」が中心となって運営しており、地域密着と

ステンレスボード
エプロンほか

す。第 23 回大会では、地元千葉県在住の方 563 名を含む
になりました。

社会福祉法人
文京槐の会

40 型液晶テレビ

2006

老人保健施設
大泉学園ふきのとう

介護用品一式

2007

港区立特別養護老人ホーム
白金の森

車椅子 2 台

628 名の方々にご参加いただき、延べ参加者数は 1,296 名
この大会は、トーナメント開催中に着用するジャンパー
とキャップの 売上金と、ギャラリー入場料の全額を寄付す
ることで、参加いただいた方や観戦いただいた方にもチャ
リティにご協力いただけるという仕組みになっています。

お〜いお茶新俳句大賞

第 23 回大会では約 617 万円を千葉県の社会福祉事業に
寄付しました。

皆様に親しまれ、
「伊
藤園お〜いお茶新俳句大

一筆のこけしの口の寒さかな

2005

チャリティによる社会貢献の充実を目的に推進していま

賞 」 は 2007 年 で 19 回

第 回

目 を 迎 え ま し た。 今 回
は 1,635,460 句もの応募

19

をいただき、三年連続で
160 万句を超える応募数

■ 最終審査会の様子

となりました。第 1 回目
からの累計応募作品数は
16,098,516 句となってい
「伊藤園お〜いお茶新

寄贈先
長南町

寄贈品
防災車兼防犯パトロール車

千葉県こども病院

パルスオキシメーター

俳句大賞」は、季語や五・

千葉県袖ヶ浦福祉センター

システムプール

七・五の定型などにとら

社会福祉法人嬉泉

3 原色貼り絵

新俳句大賞

ます。

大賞︵一般の部Ｂ︶

われず自由な感性を楽しむ「新俳句」であることが特徴です。
また、新俳句は学校教育でも取り入れられ、子どもたち
の表現力の育成、情緒教育に適した題材として評価されて
います。
幅広い年齢層の方々から応募いただいたたくさんの作品
は、厳正な審査を行い、入賞作品は順次、
「お〜いお茶」シ
リーズのパッケージに掲載しています。
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マネジメント

お客様とのかかわり
経営理念である「お客様第一主義」に基づき、お客様のご意見・ご要望に真摯に耳を傾け、双方向
のコミュニケーションを図ることで、より良い信頼関係を築いていきます。

社会性報告

お客様満足についての基本的な考え方

今後は、調査期間、実施回数を増やし、アンケート結果を
活用することで、お客様のさらなる満足向上を目指します。

伊藤園の基本は「お客様第一主義」です。お客様から、
電話、

環境報告

手紙、e-mail 等で寄せられるお問い合わせやご意見・ご要望
は、私たちにとって貴重な情報であると考えています。
日々の営業活動においては、お取引先様からいただくご
意見・ご要望を、営業員が一つ一つ丁寧に、そして真摯に

その他 11.9%
感想・提案 0.6%

産地・農薬 19.4%

営業関連 2.9%
価格・種類・発売日
2.9%
その他商品関連
3.3%

対応するように心がけています。
また、お客様の専用窓口として開設している「お客様相
談室」では、常にお客様の立場に立って、誠実かつ迅速に

広告・販促
関連 4.0%
購入希望 14.5%
使用方法 4.9%

対応する体制を整えています。

北極の氷思ってテレビ消す

品質規格 5.8%

お客様からいただいたご意見・ご提案の流れ
回答

製品への指摘 7.4%

お客様

報告

お客様
相談室

社員

報告

関連部署

報告

指導

お客様とのコミュニケーション
伊藤園では、お客様と双方向のコミュニケーションをと

改善指示

全役員
情報の共有化

第
回
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容器包装 7.6%

■ お客様相談室へのお問い合わせ内容（2007年度）

回答

ご意見
ご提案

ご意見・ご提案

製法・配合・成分 8.7%

賞味期限 6.1%

■ 社内体制図

ることによって、信頼関係を構築し、皆様に親しんでいた
だける企業を目指しています。また、お客様の声を積極的
に取り入れることで、より良い商品を提供していきたいと
考えています。
2007 年度は、伊藤園の野菜果汁飲料の原料となる「こ

お客様相談室へのお問い合わせ
2007 年度よりお客様相談室の専用回線をフリーコール

新俳句大賞

に変更し、より多くのお客様からのお問い合わせ、ご意見・

だわりにんじん」のネーミングを一般募集しました。その
結果、10,488 件のご応募をいただき、厳正なる審査のうえ、
朱色の衣をまとっているという意味の「朱衣」に決定しま
した。

ご要望にお応えさせていただき、情報受理件数は、前年度
比 36％増加しました。またお客様からのご指摘への対応
の進捗状況を確認できるシステムを構築しました。

優秀賞︵小学生の部

お客様相談室 電話番号 0800-100-1100（フリーコール）
2007 年度は、お問い合わせ対応終了後、お客様に満足
度調査（アンケート方式：調査期間 3 ヵ月 、調査対象者
数 50 名）を実施しました。
アンケートでは、「お問い合わせをいただいた時の相談

幼児含む︶

室の対応はどうだったか」、「お客様へのご報告内容は分か
りやすかったか」など、お客様からのお問い合わせ受付時
からお客様へのご報告まで、各段階での対応についての満
足度を調査しました。

21
S-book

社会・環境報告書 2008

チルドカップコーヒーの自主回収
2007 年 10 月に製造されたタリーズコーヒーブラ
ンドのチルドカップコーヒーで使用した牛乳に、ブル
セラ病にかかった牛由来の牛乳が混入している可能性
があるため対象となる製品の自主回収をしました。
直ちに公表を新聞やホームページ等で行ったとこ
ろ、ブルセラ病にかかった牛はいなかったことが判明
したため、自主回収を取り下げました。

マネジメント

環境経営
地球環境との調和を考えた経営を積極的に推進しています。

の内部環境監査員により ISO14001 に基づいた監査・是正

経営方針「みんなで環境を考える伊藤園」に基づいた環

を行っています。

に環境委員会を設立し、本社、営業、生産の各部門ごとに、
現場の実務的な立場からの問題抽出と対策を行い、全社で
環境改善活動ができる体制を築いています。2007 年度は、
環境方針をグループ共通のものとして定めました。

沖縄名護工場の汚水処理場から不完全な処理水が排
出され、沖縄県北部保健所より 2007 年 10 月 25 日に
水質汚濁防止法第 22 条に基づき立ち入り検査があり、
指摘・勧告を受けました。

伊藤園グループ環境方針
【環境基本理念】

早急に、原因であった浄化設備の修繕・補修を行い、

伊藤園グループは、
「お客さま第一主義」に基づき、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
いて法規制を遵守し、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。

保健所による確認を受けました。現在では汚水処理場
は正常に稼動しています。
今後の発生防止策として、pH 自動調整機・各種水
質測定器の設置、処理場の委託管理を自社管理として

省資源化・省エネルギー化を推進します
排出物の抑制、適正処分・リサイクルを推進します
活動・製品・サービスにかかわる法規制や協定を遵守し、
環境汚染の予防を推進し、環境マネジメントシステムの継
続的改善を図ります
地球温暖化・大気汚染の防止に努めます
環境に配慮した製品開発、製品製造、研究に努めます
環境に配慮した物品購入と仕組みづくりを推進します
日常から地球環境への認識を高め、グループ内外とのコミュ
ニケーションを推進し、一人ひとりが環境保全活動を意識
して行動します

ます。

環境教育への取り組み
社 会・ 環 境 報 告 書
「S-book」を全グルー
プの社員に配布してい

真っ昼間蝉と妹だけ元気

専属の社員を 2 名常駐させ、管理の徹底を行ってい

【環境行動指針】

4.
5.
6.
7.

沖縄名護工場での行政指導

環境報告

境基本理念、環境行動指針を実践するため、1998 年 5 月

1.
2.
3.

社会性報告

力してます。さらに本社部門と生産部門では、年一回社内

環境経営への取り組み

ます。管理職を中心と
し た 教 育 や、 配 属 前

第

の新入社員教育でも、

経営執行会議

回

「S-book」 を 使 用 し、

環境委員会
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社員の環境意識の向上に努めています。また、本社部門、
環境委員会事務局

本社部門

営業部門

生産部門

【部門テーマ】
環境を思う仕組みづくり

【部門テーマ】
地域を思いやる営業活動

【部門テーマ】
環境を考えた製品づくり
【主な役割】
生産・製品設計から取り組む
環境保全活動

グリーン購入への取り組み
「グリーン購入基本方針」と「グリーン購入ガイドライン」

ACTION

に沿って、原材料から事務用品、自動販売機、車両など環
境に配慮したものを優先的に購入しています。2007 年度
は、グリーン購入システムの構築を推進しました。

■ 環境経営推進体制

伊藤園グリーン購入基本方針

環境関連法令への対応
法律・条例で定められた規制値より厳しい自主基準を設
け、環境汚染の防止に取り組んでいます。また、内部監査

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・車両・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。

室ではチェックリストに基づいて監査を実施し、改善に注

優秀賞︵中学生の部︶

伊藤園全社員

新俳句大賞

【主な役割】
【主な役割】
環境保全活動の政策立案・啓発 環境保全活動の推進・情報収集

生産本部では、外部講師を招いての勉強会や ISO14001 の
内部監査員教育を毎年実施しています。
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マネジメント

環境ISOへの取り組み
全社を挙げての環境経営体制の確立を目指します。

社会性報告

取得事業所

ISO14001の認証取得

取得年

事業内容

静岡相良工場 2000年12月 茶葉製品、コーヒー原料の製造・包装

環境活動の持続的改善に有効な手段として、ISO14001

環境報告

に沿った、
環境経営体制の構築を進めています。生産部門、
本社部門だけでなく、営業部門も 2008 年度内の認証取得
を目指し、取り組みを始めました。

中央研究所

2000年12月 茶に関する研究、開発、品質管理

浜岡工場

2001年11月 荒茶製造

福島工場

2001年11月 茶葉製品の包装

飲料原料部

2003年11月 飲料原料の購買

飲料部

2003年11月 飲料製品・資材の購買

物流部

2003年11月 飲料製品の物流

広島東支店

2006年6月

茶葉および飲料製品の販売

本社部門

2007年4月

茶葉および飲料製品の販売とそれに伴
う管理活動

■ ISO141001 認証取得事業所

各部署での取り組み事例

本社部門、生産部門では、部署ごとに設定した環境目標の達成に向け、日々の業務に取り組んでいます。

浴衣の裾持ち上げ歩く石畳

目標

目標

役員車の燃費向上

蛍光管リサイクルの全拠点実施

【秘書室車輌運行課（現：車輌運行部）】

【地域営業管理部】

役員車の停車時のアイ

事務所や自動販売機で使用した

ドリングストップやエ

すべての蛍光管を、廃棄するこ

アコン不使用などに取

となくリサイクルできる仕組み

り組み、前年比 5％向

をつくりました。

上できました。

■ 廃蛍光管の回収ボックス

目標

目標

IRツール在庫の適正化

茶殻等再利用製品の開発

第

【IR室】

【開発部】

回
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在庫を適正化すること

委託先飲料工場から出る茶殻を

で、印刷部数の見直しを

利用した製品開発に取り組んで

図りました。また 2007

い ま す。2007 年 度 は 10 件 が

年度中間報告書では表紙

製品化されました。

新俳句大賞

に「茶殻リサイクル紙」

目標

目標

優秀賞︵高校生の部︶

環境関連法令の解説資料配布

電力使用量の削減

※茶殻リサイクルシステムについ
ては、P.28 をご参照ください。

を採用しました。
裏表紙拡大図

【法務部・コンプライアンス室】

【第一製造部、第二製造部】

社員の環境教育のため

エコファクトリーへの転換を目

に、環境に関する法律

的に、小集団での改善活動で、

のわかりやすい解説資

各工場で電力や LPG（液化石油

料を作成し、環境意識

ガス）の使用量削減に取り組ん

の向上を図りました。

でいます。

23
S-book

社会・環境報告書 2008

■ 茶殻入りフィルム（ごみ袋）

マネジメント

事業活動と環境への影響
事業活動における環境負荷を把握し、環境負荷低減の継続を目指します。

原

OUTPUT

料

生

産

大気排出

自社の事業所

自社の生産活動から排出したもの

荒茶（緑茶原料）
･･･････ 22,022t

静岡相良工場･･･････････････････････ 23,543t
・茶葉製品、原料茶葉、コーヒー原料

CO2････････････････････ 7,308t
NOx･････････････････････････ 3t
SOx･････････････････････････ 7t

果汁原料等
その他原料････････････ 75,510t

福島工場････････････････････････････････ 760t
・茶葉製品
浜岡工場････････････････････････････････ 178t

資

材

自社の生産活動および
製造委託先で使用したもの

・茶葉

沖縄名護工場････････････････････････ 12,347t
排出物･･････････････････ 1,284t

茶葉製品

飲料製品の原料と製造方法

製造委託先
飲料製品の製造委託について
伊藤園では製品開発および原料調達を行
い、売上の 90% を占める飲料製品のほ
とんどを外部に製造委託しています。

大気排出

物流・販売

エネルギー
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営業拠点 203 拠点

STORE

自動販売機 123,692 台

専門店
（直営）159店舗

荷

PETボトル入り飲料製品･･･････ 2,266 百万本
缶入り飲料製品･･･････････････････ 519 百万本

※大気排出の算出係数は、電力について
は各電力会社の公表している最も新し
い係数を使用し、その他のエネルギー
は、
「環境省地球温暖化対策の推進に関
する法律施行令第三条」に基づき計算
しています。

紙容器入り飲料製品･･････････････ 243 百万本
びん入り飲料製品･････････････････････ 1 百万本
茶葉製品･･････････････････････････ 109 百万本

優秀賞︵一般の部Ａ︶

出

車輌 3,494 台

※数値には、製造委託先における飲料製
品の製造で使用するエネルギーや排出
物は含まれません。また、自動販売機
および直営店舗で使用するエネルギー
など、正確な数量の把握が困難なもの
についても記載されていません。

新俳句大賞

電 力･･････････ 14,876 千 kWh
燃 料（原油換算）
････････ 142 ㎘
軽 油････････････････ 7,992 ㎘
ガソリン･･････････････ 1,522 ㎘
LPG（車輌燃料）
･････ 43,838 ㎥
天然ガス･････････････ 32,456 ㎥
用 水･･･････････････ 75,210 ㎥

回

CO2･･････････････････ 31,571t
NOx･･････････････････････ 161t
SOx･････････････････････････ 2t

第

電 力････････････ 7,510 千 kWh
燃 料（原油換算）
･･････ 1,071 ㎘
用 水･･･････････････ 58,811 ㎥
軽 油････････････････････ 16 ㎘
ガソリン･･････････････････ 16 ㎘

自社の生産活動から排出したもの

・飲料製品

エネルギー
自社の生産活動で使用したもの

廃棄物

銭湯の煙突に見る昭和かな

PET ボトル･･･････････ 69,492t
スチール缶････････････ 15,306t
アルミ缶･････････････････ 755t
その他飲料容器･･････････ 2,135t
ダンボール････････････ 58,966t
茶葉包装資材･･･････････ 3,650t

環境報告

自社の生産活動および
製造委託先で使用したもの

ウーロン茶・紅茶

社会性報告

INPUT
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マネジメント

環境目標
環境方針に沿って、目標を設定し、ISO14001 を通して目標達成に向け、取り組んでいます。
2007 年度中期目標を順調に終了し、新たに 2010 年度への中期目標を設定しました。併せて重点課題も見直し、「３. 廃棄物、副産物の

社会性報告

重点課題
1. 環境配慮型製品の開発

2007 年度中期目標

環境報告

• 環境負荷の少ない製品・容器の継続的開発

2. グリーン調達の推進

2007 年度短期目標

2007 年度成果

• 環境保全型茶栽培の推進と新規定植茶園の拡 • 茶園管理技術の構築、栽培技術試験計画の継 • 試験 1 件実施
• 散布回数 15 回
大
続実施
• 新産地の低農薬栽培の推進（散布回数 12.8 回 • 新規案件推進 4 件
新産地立上げ 1 件、新規定植茶園 1 件
以内）
• 新産地事業の推進
新産地立ち上げ 2 件、新規定植茶園 2 件

• グリーン購入・グリーン調達の推進

• PET ボトルの軽量化
• リーフ資材の軽量化

• PET ボトル製品
1.5ℓ =8.6%、1ℓ =7.3%、930㎖ =9.2％、
500㎖ =1.4% 耐圧 500㎖ =1.6%軽量化
• リーフ製品 7アイテム軽量化

• 茶殻再利用品の開発（4 アイテム製品化）

• 10 アイテムを製品化

• 本社営業部門のグリーン購入システムの構築 • グリーン購入率 65.5%
と購入率向上 50%
• 販促物のグリーン素材使用の促進
テム採用

250 アイ • 471 アイテム

• グリーン調達先の拡大、レベルアップ
3. 廃棄物、副産物の抑制と再 • 廃棄物管理の徹底
資源化の推進

転ぶ児は転ばしておく草若葉

• 原料・資材等の廃棄物発生の抑制
• 全生産工場の廃棄物再資源化率 99.5%達成
• 製造工程の廃棄物再資源化率 100%維持

• 供給者評価 9 件

• マニフェスト伝票の適正な管理と定期チェッ • 拠点に対してのマニフェスト伝票の定期的
クの実施
チェックを行い適正処理済み
• 静岡相良工場と浜岡工場の一般廃棄物のリサ
イクル率 100%実施
• 原料・資材等の廃棄物発生の抑制 [ 生産量原単
位 ] 2004 年度比 5%削減

• 一般廃棄物リサイクル 100%維持
• 原料資材の廃棄物発生 +12%

• 本社、西新宿、台東浅草ビルともに再資源化
• 本社ビルの事業系廃棄物の再資源化率 90%達 • 本社ビルの再資源化率 100%維持
率 100%達成
成
• 西 新 宿 ビ ル、 台 東 浅 草 ビ ル の 再 資 源 化 率
100%達成
• 産業廃棄物の再資源化
4. 省資源、省エネルギーの推 • 全社の電力使用量の抑制
進（沖縄名護工場を除く）
• 全社での省資源、省エネルギー活動の推進

• 蛍光管のリサイクル全拠点実施

• 蛍光管リサイクル全拠点実施

• 全社の電力使用量 [ 売上高 原単位 ]
2004 年度対比 -10%

• 2004 年度対比 -8% [ 売上高 原単位 ]

• ノンフロン・ヒートポンプ自動販売機の積極 • 3,967 台導入
導入 2,000 台
• 省エネルギータイプエアコンの設置推進 17 • 13 拠点
拠点増設
• 全生産工場の電力使用量 [ 生産量原単位 ]
2004 年度比 +3%以下
• 静岡相良工場の電力使用量 [ 生産量原単位 ]
2005 年度比 +12%以下

• 全生産工場の電力使用量 [ 生産量原単位 ]
2004 年度比 +9.9%
• 静岡相良工場の電力使用量 [ 生産量原単位 ]
2005 年度比 +18.1%

• 全生産工場の燃料使用量 [ 生産量原単位 ]
原油換算、2004 年度比 -2%

• 全生産工場の燃料使用量 [ 生産量原単位 ]
2004 年度比 -5%

• 全生産工場の燃料使用量 [ 生産量原単位 ]
2004 年度比 -15.3%

• 全社の二酸化炭素排出量 [ 売上高 原単位 ]
2004 年度比 -10%

• ハイブリッド車の積極導入 50 台
• ハイブリッド車の導入 69 台、稼動 157 台
• 営業車からの排出 CO2 2006 年度比 -1% [1 • 営業車からの排出 CO2 2006 年度対比
台当たり ]
+5.2% [1 台当たり ]

第

• 全生産工場の電力使用量 [ 生産量原単位 ]
2004 年度比 -2%

回
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5. 二酸化炭素排出量の抑制

新俳句大賞
優秀賞︵一般の部Ｂ︶

• 太陽光発電設備の設置

• 2007 年 8 月 池袋支店に設置

• 全社の二酸化炭素排出量 [ 売上高 原単位 ]
2004 年度比 -10％

• 全社の二酸化炭素排出量［売上高 原単位］
-4.4%

• 全拠点での回収空き容器リサイクルの実施

• 全 203 拠点で回収空き容器を 100%リサイク
ル実施

7. 環境マネジメントシステム • 環境経営度の向上

• 全営業拠点 ISO14001 認証取得に向け準備

• 2008 年度取得を目指し、準備中

の構築

• グループ企業での環境経営の推進

• グループ企業全体の環境方針策定

• 2007 年 5 月より「伊藤園グループ環境方針」

8. 社会貢献活動の推進

• 地域への社会貢献活動の推進

• アダプトプログラムの拡大

• 台東浅草ビルにて 2007 年 8 月開始

6. 容器包装の軽量化とリサイ • 拠点での回収空き容器リサイクル率の向上
クル促進

を策定

• タリーズコーヒージャパン株式会社本社にて
2007 年 12 月開始

達成･･･目標を達成しました。
2010年に向けて継続して取り組みます。★★★･･･目標を80％以上達しました。★★･･･目標を80％未満〜50％達成しました。★･･･目標達成率50％未満でした。
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再資源化の推進」に『抑制』を、「６．容器包装のリサイクル促進」に『軽量化』を加えました。

2010 年度中期目標

2008 年度短期目標
• 茶園管理技術の構築 栽培試験 1 件実施
• 農薬指導の実施
• 新規定植茶園の拡大（50ha 拡大）

• 茶殻再利用製品のアイテム増加

• 茶殻再利用製品の開発（ 6 アイテム製品化）

• 有機原料市場の育成・啓発
有機緑茶飲料売上 2 億円
有機緑茶茶葉売上 3.5 億円

• 有機原料市場の育成・啓発
有機緑茶飲料売上 1.5 億円
有機緑茶茶葉売上 2.5 億円

達成
達成

• 販促物のグリーン素材使用率 100%

• 販促物のグリーン素材使用率

• グリーン購入率向上 80%、グリーン調達の推進

• 本社・営業部門のグリーン購入システム導入と購入率向上 75%

80%

達成

• サプライヤーへの環境マネジメントシステム導入支援

• （株）伊藤園関西茶業への環境マネジメントシステム導入検討

達成

• ヒートポンプ自動販売機の稼動台数 30,000 台

• ヒートポンプ自動販売機の積極導入 6,000 台

• 一般廃棄物の分別強化と削減

• コピー用紙など営業拠点独自購入分の把握

• 産業廃棄物の発生抑制と再資源化

• マニフェスト伝票および契約書管理の徹底と収集処分委託先の定期監査実施

的
達成

• ゴミゼロ事業所の維持・拡大準備

• 資材の廃棄量削減、飲料製品仕入金額の 0.033%以下、茶葉製品仕入金額の
0.6%以下

★

• 生産本部において、分別細分化による有価売却推進
• 製造工程の廃棄物再資源化率 100%維持

達成

• 商品廃却損
達成
★★★
達成

2007 年度比 15%削減

• 蛍光管のリサイクル全拠点実施維持
• 生産本部を除く全社の電力使用量の削減［売上高 原単位］2004 年比 -20%

• 生産本部を除く全社の電力使用量の削減［売上高 原単位］2004 年比 -12%

• 環境配慮型機器 ( 設備 PC 等 ) の積極導入

• 省エネルギータイプ空調設備設置

• 新設備導入による、生産効率の向上

• 麦茶ティーバッグの 2 ライン新設 (600 → 1,000 回転 / 分 )
• 高速リーフ包装ラインの検討

• 消費地に近い生産体制の構築による、物流負荷軽減

• 麦茶ティーバッグ生産を東北地区は静岡相良工場から福島工場へ、九州地区
は関西の委託工場から九州の委託工場へ

7 拠点

★★

★

達成

★

• ハイブリッド車の積極導入 150 台、稼動 300 台
• エコドライブ運動の徹底
営業車輌からの排出 CO2 削減 2007 年度比 -1%［1 台当たり］

2007 年度比 -3%［1 台あたり］

• モーダルシフトと積載効率化の推進

• 緑茶・コーヒー飲料原料の輸送方法の変更と委託先拡大 [ 車両→鉄道 ]

• 茶産地育成事業拡大による CO2 固定化の推進

• CO2 固定量の数値化についての試験継続

• 全社での CO2 排出量

2004 年度比 -10%［売上高 原単位］

• 回収空き容器のリサイクル

ク

★★★

対象容器（耐熱 2,000・1,500・500・350

耐圧 500

• 耐熱 2,000=3.0%・耐熱 1,500=0.0%・耐熱 500=1.5%・耐熱 350=2.5%・
無菌 2,000・500）

耐圧 500=0.5%・無菌 2000=2.0%・無菌 500=1.5%

• リーフ資材の軽量化

• リーフ資材の軽量化の研究

• リサイクルしやすい容器の開発

• PETボトルのラベル改良の推進

• 環境教育の推進

• 環境マネジメントシステムの重要性の社員教育実施

• 環境マネジメントシステムの拡大

• 全営業拠点で ISO14001 認証取得

• グループ企業での環境経営の推進

• 環境データの把握促進

• アダプトプログラムの実施拡大

• アダプトプログラム実施場所拡大

• 地域への社会貢献活動の推進

• 交通安全活動への積極参加および交通事故の減少

全事業所実施

審査員賞

達成

• 全社での CO2 排出量 2004 年度比 -9.2%［売上高 原単位］

新俳句大賞

★★★
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• 全営業拠点での回収空き容器のリサイクル化 100%維持

• 2004 年度比で PET ボトル 1 本当たり 3%樹脂量を削減
達成

回

達成

• ハイブリッド車の稼動台数 600 台
• 営業車輌の排出 CO2 削減

第

★

被災地で生まれた兄ちゃん十三才

化

」

環境報告

• 環境保全型茶栽培の推進（効率的な施肥管理、負荷の少ない農薬栽培）
• 新産地事業の推進と新規定植茶園の拡大
★★★

★★★

社会性報告

評価

• 全拠点で、地元の清掃活動等に参加（年 1 回）
• 事務所周辺の美化活動の実施
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マネジメント

省資源活動と容器包装リサイクルの推進
全社員で省資源の取り組みに努めるとともに、製品開発の段階から容器包装の軽量化やリサイクル
のしやすさ、環境負荷の低減を考えて設計しています。

社会性報告

さらにルートセールスマンが自動販売機で交換した廃蛍光

省資源化に向けた取り組みと
2007年度の実績

管のリサイクルも全拠点でできるようになりました。

環境報告

伊藤園は電力や燃料使用量の削減以外に、水について

また、飲料製造を委託している工場から出された茶殻や

も貴重な資源であることを認識し、使用量の削減に努め

コーヒー殻は、2007 年度は 46,646 トンでした。それらを

て い ま す。2007 年 度 の 使
用量は 2006 年より微増し
ま し た が、 茶 葉 1 ト ン 当

（㎥）
15,000

■用水使用量
●使用量/生産量

0.6
12,000

0.60

0.58

た り の 用 水 使 用 量 は 0.52
㎥と 2006 年の水準を維持
し、効率的に水資源を利用
し て い ま す。 な お、 飲 料

（㎥/t）
0.7

0.52

0.52

9,000

殻配合樹脂などに生まれ変わっています。

0.5

0.3

（t）
1,400

0.2

1,200

0.1

1,000

0.0
ʼ07（年度）

800

6,000
14,015

14,196

12,477

12,747

■総廃棄物排出量
●再資源化量/総廃棄物排出量
98.8

97.3

97.7

（t/t）
100

95.0
95

3,000

0
ʼ04

ʼ05

ʼ06

おもちゃ箱整理するたびぬいぐるみの視線

949

※沖縄名護工場を含みません。

46,646t

90

600

22％減少）を使用しました。 ■ 工場の用水使用量の推移

1,089

1,071

1,284

85
■肥料 79.5%
■飼料 4.9%
■建材 0.2%
■燃料化（サーマルリサイクル） 13.7%
■埋立 1.7%

400
80
200

廃棄物の削減に向けた取り組み

0
ʼ04

事業活動を行うにあたって、生産、物流・販売、消費と

ʼ05

ʼ06

75
ʼ07
（年度）

■ 全生産工場の廃棄物の排出量と
再資源化率の推移

すべての過程で廃棄物・副産物が発生しますが、それらを

■ 2007年度飲料製造にかかわる
残渣排出量と処理状況
※ 飲料残渣には茶殻とコーヒー殻
なども含めます。

資源ととらえ、発生量の抑制に努めると同時に効率的な再
利用・再資源化に取り組んでいます。静岡相良工場では廃
棄物量が増えてしまいましたが、生産量原単位では 2004
年度の水準を保ち、効率的な利用を行っております。

容器包装リサイクルに対する取り組みと
2007年度目標と実績
伊藤園は再商品化委託費用を支払うことで、事業者とし
ての役割を果たすとともに、飲料メーカーなどの業界団体

（t）
1,000

■総排出量
●排出量/生産量

（t/t）
0.06

1,284,109t
800
0.05

第
回
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しています。一部は茶殻リサイクルシステムによって、茶

0.4

工 場 で あ る沖縄名護工場
は、
46,064 ㎥（2006 年 度 比

排出物として廃棄するのではなく、肥料などにリサイクル

■古紙（ダンボール、包装紙など）
■アルミ蒸着包装材
■植物性残渣（茶粉・油茶）
■植物性残渣（リーフ製品）
■植物性残渣（茶殻・コーヒー殻）
■廃プラスチック類（紙くず含む）
■金属くず
■繊維くず
■生ゴミ
■その他（ガラス・陶磁器くず・
蛍光管・廃乾電池・汚泥）

53.9％
10.2％
5.1％
3.7％
11.7％
8.5％
3.7％
1.7％
1.3％
0.0％

■ 全生産工場から排出される廃棄物
内訳

600

0.04

0.04

0.04

905

917

862

また 2007 年度は、全 203 拠点での回収空き容器リサイ

0.04

クル実施に取り組み、ルートセールスマンが回収した空き

0.03

容器類は、契約業者によるリサイクル処理がすべての拠点

0.04

1,019

200

動を通してリサイクルに向けた活動を行っています。

0.05

400
948

により設立された PET ボトルリサイクル推進協議会での活

0.02

でできるように契約を変更しました。今後も新設拠点でも
確実に実施し、再資源化率向上に努めます。

0.01

0
ʼ03

ʼ04

ʼ05

ʼ06

0.00
ʼ07（年度）

※伊藤園の容器包装に対する取り組みは、あわせて P.14 をご参
照ください。

■ 静岡相良工場の廃棄物排出量の推移

新俳句大賞

課題と今後の目標
廃棄物の再資源化に向けた取り組み

P E T ボトルの軽量化など製品開発段階の環境負荷低減

審査員賞

2007 年度の生産部門の廃棄物総排出量は 213 トン増加

に、さらに積極的に取り組んでいきます。ほかにも回収空

し、1,284 トンとなりました。2004 年 4 月から沖縄名護

き容器・蛍光管のリサイクル100%実施を達成しましたの

工場が稼動し、廃棄物の量が増えています。再資源化率も

で、今後はその維持に取り組んでいきます。

低下しているため、向上に努めます。本社・西新宿ビル・

また、環境負荷の大きい飲料製品を外部の委託工場で製

台東浅草ビルでは 2006 年度に引き続き、事業系一般廃棄

造しているため、委託先への省資源・省エネルギーの協力

物の分別徹底を行い再資源化率 100％を維持しています。

を積極的に推進していきます。
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伊藤園の茶殻リサイクルシステムは、独自の技術により、水分を含んだまま茶殻を加工するため、
乾燥のための燃料を使用しない環境に配慮した仕組みです。

マネジメント

茶殻リサイクルシステム

社会性報告

茶の機能性を活かしたリサイクル商品づくり
その効果を生活の中で幅広くご利用いただけるよう茶殻配
合製品を開発し、さまざまな機関で高い評価をいただいて

が、茶殻には天然の抗菌・消臭効果があります。伊藤園は

います。

受賞一覧
・第2回エコプロダクツ大賞（エコサービス部門）農林水産大臣賞
・ウェステック大賞2006 環境大臣賞
・第36回食品産業技術功労賞
・平成18年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰
・平成19年度資源循環技術・システム表彰 経済産業省産業技術環境局長賞
・平成19年度循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰

環境報告

茶系飲料の製造時には、急須で入れたお茶と同様に茶殻
が出ます。ほとんどが堆肥や飼料に有効利用されています

2007年11月には、
レンゴー
（株）
様と共同開発した
「お茶入りダンボール」
が異業種の企業同士が
技術と知恵を出し合ってエコロジーを実現した好例として
「新日本様式100選」
に選ばれました。

茶配合樹脂

環境配慮型自動販売機

茶殻を配合することにより紙パルプの使用量
を削減しました。

茶殻とプラスチックを配合した樹脂

茶入り日用品

茶配合ボード

茶殻
含水茶殻の輸送・
保存・配合技術

茶入りボールペン

青春という名の池に今落ちた

茶入り紙製品

MDF（中繊維板）（左）
インシュレーションボード（中）
ハードボード（右）

茶入りせっこうボード

ゼブラ株式会社と共同開発

株式会社北一商店と共同開発

特販三部

中央化学株式会社と共同開発
東海産業株式会社で販売

石田 公男

茶殻リサイクル製品を含めた「茶入りの衣・住製品」拡販の営業をしています。環境に関心を持たれるお
園独自の技術を活かした茶殻リサイクル製品を皆様にご提案できるよう努力していきます。

審査員賞

客様が増え、商品に関するお問い合わせや新商品のご提案をいただけるようになりました。これからも伊藤

19

新俳句大賞

茶殻リサイクル

化粧タイプ（上） 無地タイプ（下）
チヨダウーテ株式会社と共同開発

回

茶入りベンチ

第

さらり畳
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マネジメント

地球温暖化防止への取り組み
全社員が意識向上に努め、地球温暖化防止に取り組みます。

社会性報告

地球温暖化防止に向けた取り組み

（㎘）
9,000

環境報告

全社的にクールビズ、ウォームビズ、エコドライブを推

8,000

進し、
省エネルギー・省資源活動の取り組みを継続して行っ

7,000

ています。

6,000

本社部門では ISO14001 の取り組みの一つとして、不要

■ガソリン使用量
■軽油使用量
●１台当たりガソリン使用量
●１台当たり軽油使用量
3,252
3,131
2,859

3,000

2,683

2,863

2,814

2,500
2,484

2,378
2,000

5,000
4,000

電力の削減に取り組みました。営業部門ではエコドライブ

（ℓ/台）
3,500

7,111

7,322

7,325

7,992 1,500

3,000
1,000

運動を進め、営業員一人ひとりの意識向上に努め、温暖化

2,000

防止に向けた取り組みを行いました。

1,000

500
1,697

1,805

1,426

0
ʼ04

ʼ05

ʼ06

1,522
0
ʼ07（年度）

■ ecoガイド
エコドライブについて

■ 営業車両の燃料使用量の推移

地球温暖化防止に向けた施策一覧
低公害車の導入

電気・燃料の使用量削減
製品のブロック販売（生産−販売の輸送距離短縮）

せみのようにとてもうるさいクラスです

省燃費車両の導入

401 台を導入し、国土交通

エコドライブの実施

（台）
1,800

大臣認定の低公害車基準指

1,600

定 の 車 が 全 車 両 の 45.3 ％

1,400

になりました。また、ガソ

1,200

クールビズ
ウォームビズ

リン車の省燃費車両への入

省エネ型自動販売機の導入
茶殻リサイクル商品の開発

グリーン購入

1,000

■一般の低公害車
■LPG車
■ハイブリット車
■天然ガス車
●低公害車比率

（%）
50
45.3

物流・販売体制の効率化
全国 203ヵ所の営業拠点に配属された営業員と 3,494 台
の営業車両が 123,692 台の自動販売機とお取引様に製品

れ替えとともに、NOx･PM

35
30

24.8
23.2

25

400

台替えを進め、特に規制の

200

厳しい東京・埼玉・千葉・
神奈川はすべて 7 年以内に

20

600

法に基づいて新車への早期

45
40

34.7

800

ブロック物流のエリア

15
702

804

1,182

1,583

10
5

0
ʼ04

ʼ05

ʼ06

0
ʼ07
（年度）

■ 低公害車の導入状況

新車に替えています。

をお届けしています。事業の拡大に伴い車両台数や自動販
売機の保有台数が増加しているため、1 台当たりのエネル
ギー使用の削減と大気汚染物質の排出抑制は重要課題であ

第
回
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2007 年度は、低公害車

ると認識しています。
そのため、低公害車の積極的な導入や、エコドライブ
の推進、営業ルートの効率化に取り組んでおり、全国を 5
つのブロックに分けた飲料製品の委託製造により、運送に
要するエネルギー消費を抑制しています。
今後は、輸送方法を車両から鉄道に変更する「モーダル
シフト」等にも積極的に取り組んでいきます。

チーム・マイナス 6%への参加
伊藤園は、
地球温暖化防止に向けた国民運動である「チー
ム・マイナス 6％」に参加し、昼休みの消灯、省エネルギー
機器の購買など、企業としてできる省エネルギー（CO2
排出量抑制）の取り組みを推進しています。
2007 年 度 は 全 事 業
所 に「 液 晶 温 度 計 ス
テッカー」を配布し、
夏は 28℃、冬は 20℃

新俳句大賞

の室温設定を徹底しま

エコドライブ
2007 年度の 1 台当たりの燃料使用量は、ガソリン車は
減少しましたが、ディーゼル車は増加してしまいました。

審査員賞

個人の意識徹底をさらに強化し、エコドライブ運動を推進
していきます。
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した。
■ 液晶温度計ステッカー

マネジメント

2006 年度に引き続き全

生産部門では静岡相良工場の電力使用量 2005 年度比

社で省エネルギーを推進し

■全営業拠点
■本社ビル
（万kWh） ■研究所
1,600
■神明町ビル
●使用量/売上高
1,400
1,200

ま し た が、 電 力 使 用 量 は

もあり、18%※ 1 増加となりました。全社の電力使用量も

5.6％増加し、売上高原単

800

にとどまりま

位 も 微 増 し ま し た。2008

600

した。全生産工場の燃料使用量は原油換算で 2004 年度比

年度はさらに不要電力の削

400

15.3％※ 1 削減となりました。

減に取り組みます。

200

2004 年比 -10％という目標に対し、-8％

※1
※2

（kWh/百万円）
70
60

55.3

50
49.5

1,000

47.3

48.2

1,409

1,488

30
1,439

1,404

20
10

0

生産工場は生産量原単位
営業・事務・研究部門は売上高原単位

40

環境報告

+12％以下に抑えるという目標に対し、新設備導入の影響
※2

社会性報告

営業・事務・研究部門

2007年度の目標と実績

ʼ05

ʼ04

0
ʼ07（年度）

ʼ06

■ 電力使用量（営業・事務・研究部門）

二酸化炭素
生産部門
2007 年 度 の 排 出 量 は
2006 年度より、7.3%の増

■排出量
（t-CO2） ●排出量/生産量
5,000

4,000

させたため、電力使用量が

0.15

0.15

3,000
0.10
3,420

3,515

3,774
0.05

ものです。飲料生産をして
ʼ04

ʼ05

ʼ06

0.00
ʼ07
（年度）

■ 二酸化炭素排出量（生産部門）

■燃料使用量
（㎘：原油換算） ●使用量/生産量
500

400

19.5

18.5

原単位も 11%減少しまし
ボイラーのほか、夏季に重
油の自家発電設備を稼動し

0

いる沖縄名護工場は 3,535
トンを排出しました。

2006 年度より 9％減少し、
た。なお、沖縄名護工場は

2,000
3,022

生産部門
2007 年 度 の 使 用 量 は

0.13

1,000

燃料
（ℓ/t）
25

20

18.7
16.5

300

15

200

10
453

456

444

404

100

5

たため、667㎘を使用しま
した。

0
ʼ04

ʼ05

0
ʼ07（年度）

ʼ06

■ 燃料使用量（生産部門）

営業・事務・研究部門
新たな自社ビルや拠点の

■排出量
（t-CO2） ●排出量/売上高
40,000

（t-CO2/百万円）
0.15

開設による、エネルギー使
用 量 が 増 え た た め、2007
年度の排出量は 2006 年度

30,000

2007 年度消費電力は、 （kWh/年）
1,800

0.11
0.10

0.10

0.10

28,151

30,474

29,692 31,572

0.05

ʼ04

ʼ05

ʼ06

0.00
ʼ07
（年度）

600

1,680

1,498

1,470

1,415

950

400
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200

■相良工場
■福島工場
（万kWh） ■浜岡工場
600
●使用量/生産量

※ヒートポンプ機：大気中にある ■ 自動販売機１台当たりの年間消費電
熱を圧縮することと、商品冷却
力の推移
時に発生する熱を熱源として 出典：サンデン株式会社
利用することにより、加温にか
かる電力消費を少なくする機
能がついた自動販売機

0
ʼ03

（kWh/t）
300

500

ʼ04

ʼ05

ʼ06

ʼ07（年度）

230.9
219.6

400

ました。これは静岡相良工

300

200

210.0

488

492

522

565

100

100

す。なお、沖縄名護工場は、
0
ʼ04

ʼ05

ʼ06

0
ʼ07（年度）

※二酸化炭素の排出係数のうち、2005年度以降は最新の各電力会社のCO2排出
係数を使用しています。それ以外の係数は「環境省地球温暖化対策の推進に
関する法律施行令第三条」に基づき計算しています。
※生産部門の数値は沖縄名護工場を含みません。

審査員賞

200

199.9

動 し た こ と に よ るもので
186万kWhを使用しました。

800

ています。

2006 年度より 8.2％増加し
場 に お い て、 新 設 備 が 稼

1,000

新俳句大賞

2007 年 度 の 使 用 量 は

1,200

■ 二酸化炭素排出量（営業・事務・研究部門）

します。

生産部門

消費電力の抑制に努め

1,400

回

0

1,600

第

プ機を積極的に採用し、

今後も省エネルギー活動に

電力

幅に低減しています。
伊藤園もヒートポン

10,000

度と同水準を保ちました。
取り組み、CO2 削減を推進

ヒートポンプ機※の数値
のため、消費電力は大

20,000

に比べ 6.3％増加しました。
売上高原単位は、2006 年

0.11

自動販売機の省エネルギー対策

寂しさも愛のかたちと気づく冬

大幅に増加したことによる

0.15
0.14

加でした。これは静岡相良
工場において新設備を稼動

（t-CO2/t）
0.20

■ 電力使用量（生産部門）
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マネジメント

社員の地球温暖化防止活動
地球温暖化防止は、一人ひとりの環境意識向上と行動が大切と考え、環境教育冊子「eco ガイド」を毎月作成・発行し、

社会性報告

身近にできるエコ活動などを社員に紹介しています。また、昨年に引き続き、社員が家庭で実践している地球温暖化防止活動
を全社に募りました。さまざまな活動が集まりましたが、共通しているのはそれぞれの社員が工夫をして、ライフスタイル
を見直していることです。皆様のヒントにしていただければと思い、その一部を紹介します。

環境報告

社員の家庭でのエコ活動

買い物編

室内編

●土日の買い物はマイバッグを持って、健康にも良

●冷蔵庫には必要

いため自転車で行きます。

以上に入れず、一
【川口支店

川口 久人】

週間サイクルで
空っぽに近い状態

●レジ袋を再使用のため持参しています。
【中部量販店部

堀 浩士郎】

にしています。夜
10 時 以 降 は、1
部屋しか電気をつ

編みかけも縫いかけもあり日向ぼこ

●賞味期限が近い食品でも、使用予定があれば選ん

けないようにして

で購入しています。

います。
【秘書室

【お客様相談室

秋田 剛】

児子 健治】

●レジ袋、割り箸、スプーン等はもらわないように

●照明を電球から、

しています。また、包装が多い菓子類は買いません。

発熱量が少なく長

【成田支店

佐々木 純平】

持ちする蛍光灯型
に取り替えていま
す。またエアコン

●旬の食材を買って料理しています。
【広域法人営業部

の温度設定にも気

関根 裕子】

をつけています。
【北支店

●妻と２人で自転

新海 博樹】

車にマイバスケッ

第

トを積んで出かけ

回

19

ます。ガソリン代

●使わない家電は、コン

もかからず、お店

セントを抜いて待機電力

のポイントも貯

を節約しています。

まってお得感倍増

【宮崎支店

國本 祐介】

です。
【広島東支店

清木 達成】

新俳句大賞

●どこに行っても、過剰包装は断り、現品のまま購

審査員賞

入しています。ゴミの分別、トレー回収も徹底的に

●夏は部屋の窓を開け、冬は厚着をして過ごすこと

しています。

によって、エアコンの使用回数を減らしています。
【秘書室
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曽根 丈香】

【成田支店

原 智行】

マネジメント
社会性報告
環境報告

●冬はエアコンをつけず、部屋では靴下を履き過ご

● eco 検 定 ※ を 受 験 す る こ

しています。

とで、環境意識も高まって、
【広島東支店

さまざまなエコ活動ができ

原田 道子】

るようになりました。
【商品部

●夜は早く寝て、電気の使用を抑えています。電気
を使用する際はこまめに消すようにしています。
迫田 憲治】

●ジムに通って筋力が
ついたので、自然発熱
し、冬は暖房なしで過
ごせました。夏は小型

車編

扇風機や、首に凍らせ
たタオルを巻き、冷房
を使用しないように過

●市内の移動は、車の利用を避け、なるべく自転車

ごしています。

で行くようにしています。

【広域法人営業部

林 美左子】

【那須支店

吉野 沙緒利】

コンクリートジャングル枯野より寂し

【北支店

桜田 徳貴】

※ eco 検定
東京商工会議所主催の環境に
対する国民意識啓発のための
検定

●車にガソリンを入れる際、満タンにせず、半分く
●風呂は温め直さなくていいように、家族で順番に

【北支店

関根 宏和】

穂並 雅広】

回

【北支店

第

入ります。残り湯は洗濯に使っています。

らいにして燃費を良くしています。

●運転中は窓を開け、クーラーは使いません。信号

19

待ちでは、エンジンを切っています。
●風呂の残り湯は、翌朝、

【広島東支店

寺崎 悦郎】

ベ ラ ン ダ の 花 の 水やりに

新俳句大賞

使っています。
【小田原支店

茂木 正勝】

後援団体賞
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マネジメント

環境コミュニケーション
積極的に社内外とのコミュニケーションを図り、環境についての意識向上に努めています。

社会性報告

S-bookを使用した拠点教育
港支店では、毎日の朝礼時に、全員で読み合わせを行い

S-book2007のアンケート結果
お客様だけでなく、全社員にこの S-book を配布し、

環境報告

ました。1 回に読む量は少ないですが、声に出して読み、

伊藤園の取り組みへの理解を深めています。配布後は、

支店長が内容の補足説明をすることで理解を深めています。

読後アンケートも実施し、2007 年度は 3,203 名から
回答がありました。その一部をご報告いたします。
設問
「S-book を読んだ理由」
（複数回答可）

Voice制度の活用
社内提案制度で

知識を得るため

1,908 件 59.6％

自分の仕事に活かすため

1,235 件 38.6％

興味があるから

1,133 件 35.4％

社員として当然だから

629 件 19.6％

部・拠点内教育、職位教育があったから 102 件 3.2％
その他

25 件 0.8％

ある「Voice」では、

桜から小さな星がうまれてる

環境面で有効な提

※その他意見には、「お客様との話題づくりのため」

案やコミュニケー

や「環境活動は世界的問題だから」などの積極的な意

ション事例を社員

見が多くありました。

か ら 募 り、 よ い 提
案 は、 社 員 に 紹 介
し、 共 有 化 を 図 っ
ています。

「お客様からのご意見や、関心が高い内容」（自由回答）
空き容器等のリサイクル・処理

39.6%

茶殻リサイクル

22.2%
8.0%

食の安全

茶殻リサイクル製品の活用
第 回

19

設問

茶殻リサイク

回答が多かった内容は、本誌でも掲載しています。
設問

品 を 通 し て、 自

予定の有無。使用したのは、お客様の要望か、自らの

社の取り組みを

意志か？」

もっとよくお客

ある

1466 件

45.8％

様にも知ってい

・お客様の要望

124 件

8.2％

た だ く た め に、

・自分から進んで

625 件

41.5％

業務の中でも積極的に茶殻入り製品を活用しています。そ

・両方 ( 状況に応じて )

756 件

50.2％

後援団体賞

「S-book を営業・販売の際に使用した事、または使う

新俳句大賞

ルシステム製

※茶殻リサイクルシステムについては P.28 をご参照ください。

の一環として、全社員の名刺を茶殻配合紙を使用した「お

ない

817 件

25.5％

茶入り名刺」に変更しました。

無回答

920 件

28.7％

約半数が使用、または使用予定があり、社員から積極的
に、お客様とのコミュニケーションツールとして、紹介
させていただいています。
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第三者意見
今年も、第三者意見をまとめるに先立ち、伊藤園とそれをとりまく人々が働いている現場を訪問して、取材を行いました。
サステナビリティ・レポートの発行主体である企業によって編集されたレポートを読み、それを唯一の判断材料として、
第三者意見を執筆するという行為には、限界が伴います。
「記述されている事柄が、サステナブル社会の形成という観点か
ら評価できるか否か」という点だけでなく、
「記述されている事柄が、そもそも、事実を反映しているか否か」という点に
ついて、同時に検証することができれば、当然、第三者意見の信頼性は高まり、読み手からみたサステナビリティ・レポー
ト自体の信頼性も向上するにもかかわらず、レポートの文面のみから、後者の検証を行うことは困難だからです。
2008 年 6 月から 8 月にかけて、大分県臼杵市・杵築市の茶園（農事組合法人カヤノ農産）
、大分県庁（農林水産部）
、静
立教大学経営学部
准教授

高岡 美佳 氏

岡県の茶葉生産農家、伊藤園浜岡工場および静岡相良工場、株式会社ホテイフーズコーポレーション、そして、伊藤園の
本社および東京にある支店に在籍する社員の方々（高井戸支店営業担当、商品企画本部管理部）を対象として取材を行い
ました。直接会ってお話をうかがい、時には、現場で仕事を体験させていただきました。今回の取材を通じて、多少なり
とも、先に述べた「限界」を超えることができたのではないかと考えます。
上記の茶園や施設への取材・ヒアリング調査の結果および本レポートの内容をふまえて、第三者意見を述べます。

評価できること
•「安全であるか、そうでないのか確認がとれていないものは使わない」という創業以来の信念に従い、生産農家や原料調達先、製造委託先と協力
して、品質管理・トレーサビリティの仕組みを構築している点を高く評価します。個人経営の生産農家が多いことや、飲料用茶葉はブレンドさ
れること、飲料製品の大部分が委託先工場で製造されていることを考えあわせると、茶飲料におけるトレーサビリティは容易ではないでしょう。
それにもかかわらず、生産農家と一歩ずつ信頼関係を築き、システムの試行錯誤を重ねて、現在の仕組みをつくりあげた点に、伊藤園の品質管
理に対する並々ならぬ意欲と社会的責任意識の強さを感じとることができます。
• わが国の農業の活性化と高品質な茶葉の安定調達という二つの目的を達成するため、
「産地育成事業」を積極的に展開している点に好感が持てま
す。現在、
九州を中心とする 9 つの県で、
伊藤園が展開している同事業の契約栽培面積（目標 1,000ha）は、
今年も着実に増大しています。本レポー
トの P.11 〜 P.12で、大分県の産地育成事業の現場が紹介されていますが、この現場では、他業種から農業への参入を希望する地元事業者と行政、
そして伊藤園が協力して、生産性の高い茶園を造成することで、上の二つの目的を果たしたというだけでなく、新規雇用の創出による地域振興
や茶園後継者の育成を通じた持続型農業経営の推進にも、大いに貢献しています。
• 社員が持つ能力を十分に活かして本業を通じた社会貢献を達成するためには、社員のワーク・ライフ・バランスや雇用の多様性（ダイバーシティ）
に配慮することが不可欠です。今年、
新入社員のうち女性が占める割合は上昇し、
障がい者の雇用率は昨年同様に法定雇用率を上回りました。また、
「ノー残業デー」を実施するなど、対応策が徐々に整備されてきた印象を受けます。今年は、私自身が、ルートセールスに実際に半日ほど同行し、
自動販売機への製品搬入作業を体験しましたが、体力差を反映して男性と女性では搬入効率に差が生じることがわかりました。昨年、全社男女
比率の大きな開きについて、より掘り下げた分析・記述がなされることを要望しましたが、来年のレポートでは、ルートセールスとその他の職
種に分けて男女比率を算出し、目標値を定めではいかがでしょうか。
• 伊藤園は、現在、全社的な環境経営体制を確立するために、生産部門、本社部門だけでなく営業部門も 2008 年度中に ISO14001 の認証を取得す
る準備に着手し、コンプライアンス強化のために 2007 年 5 月に法務部からコンプライアンス室を独立させるなど、積極的に体制を整備していま
す。これらの点を、自社の環境目標や経営方針と、推進体制との整合性の観点から高く評価します。

要望したいこと
• ＜評価できること＞で触れたトレーサビリティについてですが、原材料の生産から調達、物流、小売店頭までの一貫した品質管理と同じく、完
全な取り組みとして推進していただくことを期待します。すでに、茶飲料だけでなく野菜飲料にも同様の品質管理概念を適用しているとのこと
なので、今後は、トレーサビリティの対象となる原材料・製品群の拡大や、ＩＴ技術等を駆使したより効率的な品質管理体制の構築に力を注が
れることを大いに期待します。
• 今年、世界は 2050 年に温室効果ガスを大幅に削減するという目標に向けて、大きく動き出しました。この点に関して、伊藤園では、低公害車の
導入や容器包装リサイクルの推進、廃棄物や副産物の再資源化などの努力を重ねていますが、工場レベルでみると、電力使用量を原単位で把握
しているにもかかわらず、必ずしも予定通りに使用量を削減できていない工場が存在するのも事実です（P.25）
。さらに、温室効果ガス排出量を
算出するに当たって、委託製造業者による排出量が明示されていない点も気にかかります（P.24）
。今後の改善が期待されます。

第三者意見を受けて 常務取締役 環境担当役員 川相 貴由
高岡先生から評価・ご指摘いただいた点は真摯に受け止め、今後の事業活動に反映していきます。「環境を考える伊藤園」
として「事業を拡大するうえで、どう環境負荷を低減するか」は重要な課題です。環境目標の達成を目指すのはもち
ろんのこと、製造委託先の環境データや製品にかかる環境負荷の開示なども、社内での検討を開始しました。今後は、
ISO14001 の認証取得を通じて社員一人ひとりの意識向上に努めます。また食品を扱う企業として、
製品の安全性確保をいっ
そう強化し、消費者への情報提供も積極的に行っていきます。環境面などの理由からも、国産原料の使用を拡大していく
予定です。
本報告書でもご紹介している通り、伊藤園が社会から信頼していただける企業となるために「社会は伊藤園に対して何
を求めているのか」社会からの声に耳を傾け、その期待に応えていくことが大切です。「社会からの期待に応えることで、
信頼の再生産を繰り返していく」ことが伊藤園の使命であると考え、今後も社会の皆様との信頼関係を積み重ねていきます。
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伊藤園「S‑book(社会･環境報告書)2008」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、伊藤園が社会からの期待に応えるため、
事業活動を通じて行っている取り組みを中心に、社外の
皆様に広くお知らせし、ご理解いただくために毎年発行し
ています。
2007 年度の取り組み実績を中心に、分かりやすく報告を
することに努めましたが、まだまだ不充分な点が多いかと
思います。
お読みいただいた皆様からご意見やご提案をいただき、
今後の取組みや報告書作成に活かしていきたいと考えて
おります。
インターネット、または FAX にてアンケートを受け付け
ております。FAX でご回答いただく場合、次項にアンケート
用紙がございますので、印刷して頂き、ご回答の上、下記
までご送付いただければ幸いです。
どうか忌憚のない意見をお寄せいただきますよう、
よろしくお願い申し上げます。
2008 年 9 月

FAX：03(5371)7184
株式会社伊藤園

環境部

〒151‑8550 東京都渋谷区本町 3 丁目 47 番 10 号
TEL:03(5371)7213
e‑mail:eco@itoen.co.jp

「S‑book(社会･環境報告書)2008」アンケート

Q1

本報告書をお読みになり、どのように感じられましたか？
●報告書の内容について
□とてもわかりやすい

□少しわかりやすい

□どちらともいえない

□少しわかりにくい

□とてもわかりにくい

□どちらともいえない

□あまり評価できない

□評価できない

●伊藤園の取り組みについて
□とても評価できる

Q2

□評価できる

本報告書を読まれて印象に残ったこと、興味を持たれたこと、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）

□社長メッセージ
―特集―

□「社会が伊藤園に期待すること」

□「安全な製品をお客様へお届けするために」

□「高品質な茶葉の安定調達と農業の活性化に向けて」

□「社員一人ひとりの取り組み」

□「容器包装を通じての環境保全」
―マネジメント―

□コーポレートガバナンス・リスクマネジメント

―社 会 性 報 告―

□社員とのかかわり

―環 境 報 告―

□環境経営

□コンプライアンス

□地域・社会とのかかわり

□環境 ISO への取り組み

□事業活動と環境への影響

□省資源活動と容器包装リサイクルの推進
□地球温暖化防止への取り組み

□お客様とのかかわり
□環境目標

□茶殻リサイクルシステム

□社員の地球温暖化防止活動

□環境コミュニケーション

□第三者意見

Q3

伊藤園に対して、今後どのようなことを期待されますか？

Q4

ご意見やご感想、またはご提案やご希望をご自由にお書きください。

Q5

あなたと伊藤園のかかわりをお選びください。
□消費者
□報道機関

□伊藤園株主

□お取引先

□政府･行政機関

□その他（

□金融･投資機関

□環境 NPO／NGO

□伊藤園事務所の近隣住人

□研究･教育機関

□学生

□企業･団体の環境担当者

□伊藤園社員の家族

）

質問は以上となります。ご回答ありがとうございました。
次回の社会･環境報告書の送付を希望される方は、お手数ですが下記事項をご記入ください。
お名前
ご住所

次回の送付を希望

する

・

しない

〒

ご連絡先

TEL（

）

−

ご職業（勤務先）

部署

尚、記載いただいた個人情報に関しては、社会･環境報告書の送付以外には使用いたしません。

株式会社伊藤園

環境部

FAX：03（5371）7184

