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経営理念

お客様第一主義
すべてのお客様を大切にすることが
経営の基本である

伊藤園グループはすべてのお客様を大切にすることが経営の基本と考えています。
伊藤園グループの考えるお客様とは、消費者の皆様、株主の皆様、販売先の皆様、仕入先の皆様、金融機関の皆様、そして地域
社会の皆様などです。
こうした「伊藤園グループとかかわりを持たれるすべての方々」を伊藤園グループでは「お客様」
と位置付
け、それぞれのお客様のご意見やご要望に真摯に向き合い、常にお客様の立場に立った対応を図ることが当社経営の根幹と考
えてきました。
これからも役員・社員が「チーム伊藤園」
として一丸となってひたむきにお客様のことを考える「お客様第一主義」
の経営理念を徹底し、新たな可能性の追求と挑戦を続けてまいります。

伊藤園グループ主要各社

会社概要

■ 主な国内関連会社

■ 会社名

株式会社 伊藤園

■ 英文社名

ITO EN, LTD．

伊藤園産業株式会社

■ 本社所在地

東京都渋谷区本町3丁目47番10号

株式会社沖縄伊藤園

■ 設立

1966（昭和41）年8月22日

株式会社伊藤園関西茶業

■ 資本金

19,912,300,000円

タリーズコーヒージャパン株式会社

■ 従業員数

5,285名

伊藤園・伊藤忠ミネラルウォーターズ株式会社

■ 支店・営業所・出張所

全国30地区

200拠点

■ 直営店（専門店）

全国157店舗

■ 工場

静岡相良工場（静岡県牧之原市女神21）

株式会社グリーンバリュー
チチヤス株式会社
■ 主な海外関連会社

浜岡工場（静岡県御前崎市新野3406-4）

ITO EN（USA）INC.

福島工場（福島県福島市荒井北1-2-9）

ITO EN AUSTRALIA PTY. LIMITED

沖縄名護工場（沖縄県名護市伊差川112）

ITO EN（North America）INC.

■ 研究所

中央研究所（静岡県牧之原市女神21）

Mason Distributors, Inc.

■ 主な事業

茶葉および飲料製品の製造、販売

寧波舜伊茶業有限公司
福建新烏龍飲料有限公司

※ 2012年4月30日現在
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Top Message

CSR経営により
社会の持続的発展に貢献し、
「世界のティーカンパニー」を目指します

伊藤園ならではの取り組みにより、
お茶の魅力と文化を社会に発信します
近年、企業を取り巻く社会情勢は急速に変化しています。

当グループは1966年の設立以来、
「お客様第一主義」を経

2008年のリーマンショックによる不景気からようやく立ち直

営理念とし、
「 お客様を第一とし、誠実を売り、努力を怠らず、

りの兆しが見えた矢先、2011年3月に起こった東日本大震災

信頼を得るを旨とする」を社是に掲げています。また、当グ

と原発事故は、日本の経済・産業に大きな影響を与えました。

ループは、全社員が、
「今でもなお、お客様は何を不満に思っ

さらには、歴史的な円高や欧州の金融システム不安なども

ていらっしゃるか」
という問題意識を常に持ち、製品やサービ

あり、日本のみならず世界経済が深刻な打撃を受けるなど、

スを通じてお客様の期待にお応えするという考え方をもとに

2011年度は非常に厳しい経営環境に置かれた1年だったと
いえます。
その中で、伊藤園グループは2011年度を初年度とする中
長期経営計画を策定。経営理念である「お客様第一主義」の
もとで、2014年4月期に連結売上高4,000億円以上、営業利益
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「お客様第一主義」を実践し、国際規格
ISO26000を活用してCSRを推進します

「お客様第一主義」を実践しています。
この姿勢は、現在のCSRに通じるものであり、当グループに
とってCSRの考え方は、創業当初から受け継がれている考え
方です。
2011年度からの中長期経営計画を実現するため、CSRの

230億円を目標値とする中期経営計画を策定しました。同時

さらなる強化を重要戦略として位置付けて推進しています。

に、日本における総合飲料メーカーとしての地位を確立する

2010年11月に発行された社会的責任の国際規格ISO26000

とともに、
「世界のティーカンパニー」を目指すという長期ビ

と2012年3月に制定された国内規格JIS Z 26000を活用する

ジョンを掲げています。

こととし、2011年度は、私を委員長とするCSR推進委員会など

当グループの主力製品であるお茶は、自然由来で身体に

の体制を整備しました。担当部署として、2011年度は経営企

やさしく、食事との相性も抜群です。そうしたお茶の魅力や、

画部CSR推進室、2012年度には「環境」も併せて担当するCSR

季節には新茶を楽しむといった日本に伝わる「お茶」文化を

推進部を設けました。
これにより、
これまで進めてきた活動を

社会に発信し、紅茶や中国茶など、世界のお客様へのさまざ

あらためて体系化し、社員の意識向上につなげるとともに、

まなお茶の提供を通じて、
「世界のティーカンパニー」を目指

ステークホルダーの皆様とコミュニケーションを図りながら、

したいと考えています。

CSR活動を推進することを目指しました。
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ステークホルダーとの対話を通じて、三つの
重点テーマで社会からの期待に応えます
2011年度は、ISO26000にある「ステークホルダーエン
ゲージメント」の考え方に沿って、ダイアログなどを通じてス
テークホルダーの皆様のご意見を真摯に受け止め、特に、次
のような活動を進めてきました。いずれも、放置していればリ
スクが拡大する一方、
しっかりと課題に向き合うことで社会に
対して新しい価値を創造できる取り組みテーマであると考え
ています。
一つ目は、消費者課題への対応です。食品企業の原点とも
いえる製品の安全・安心について、当グループはかねてより、
原料から最終製品に至るまで徹底した品質管理に取り組ん
できました。その点ではどこの会社にも絶対に負けないとい
う自負がありますし、そうして実直に取り組みを進めてきたこ
とが、お客様からのご支持と信頼につながっていると考えて
います。放射性物質の問題についても、早い段階で測定機器
を導入して、お客様に安心して当社の製品を楽しんでいただ
けるよう、体制を整えました。
二つ目が、川上から川下まで一貫した環境課題への貢献
です。原料調達の段階における環境負荷の低減から、お客様
が製品を飲み終えられた後の容器リサイクルまで、一貫した
環境配慮の取り組みを推進してきました。茶飲料の製造過
程で発生する茶殻の一部を再利用した日用製品の開発技術
「茶殻リサイクルシステム」にも、さらに力を入れています。
そして三つ目が、コミュニティとのかかわりです。2011年
度は、特に、東日本大震災の被災地での活動に力を入れまし
た。当グループでは、この未曾有の大災害の発生を契機に、
私たちが社会に対して何ができるのかを根本から問い直し、
震災発生直後から飲料製品を避難所にお届けするなどの支
援活動を行うとともに、被災した方々にゆっくりとお茶を楽し
んでいただく
「お茶っこ会」の実施など、活動を地道に進めて
まいりました。今後も、被災地の復興を継続的に応援してい

ホルダーの皆様のご意見を取り入れた方針の策定や、PDCA
による活動の見直しといったプロセスこそが、CSRを推進する
うえで、何よりも重要であると考えています。

社会・環境の持続的な発展への貢献を
目指します
地域の皆様に愛される会社になるためには、社員一人ひと
りが実直に、事業活動を通じてCSRを実践することが大切で
す。現在、伊藤園には、全国各地に営業拠点があり、社員が地
域密着型の「ルートセールス」を地道に続けています。また、
2001年より日本国内において、地元の農業者や行政と協働
で、耕作放棄地などを茶畑として再生する「茶産地育成事業」
を九州各地で進めています。
これらの活動の中から生まれる
お客様や関係者とのコミュニケーションは、地域の皆様との
信頼関係づくりにも大きな役割を果たしてきました。
こうした
姿勢は、
どこで仕事をする際にも、非常に重要になってくると
確信しています。
当社は、製品開発では、1981年の「缶入りウーロン茶」、
1985年の「缶入り煎茶」の開発・発売により
「無糖飲料市場」
を創造し、発展させてきました。最近は、少子高齢化の進行
の中であらためて高まりをみせている健康志向への対応が
求められています。
この傾向は海外においても高まっており、
伊藤園グループは、フロンティア精神を持ち続け、無糖飲料
のグローバル展開や世界各地での茶文化の発展などを通じ
て「世界のティーカンパニー」を目指し、海外への事業展開も
いっそう力強く、着実に進めていきます。その中で、世界各国
に新たな食文化を創造し、生活提案を行い、確かな価値を提
供していきたいと思います。
変化が激しいグローバル化の中で、常に、内外の新たな課
題を見据えながらCSR活動に取り組むことで、社会・環境の持
続的な発展に貢献し、ステークホルダーの皆様と新たな価値
創造と価値共有を実現していきたいと考えています。

きたいと考えています。
これらの活動実績を発展させつつ、ステークホルダーの皆
様のさまざまなご意見を反映させる形で、
「 伊藤園グループ
CSR推進基本方針」を決定しました。
この方針に基づき、2012
年度は、持続可能な社会・環境の構築のために当グループの
強みを活かして取り組むべき課題として、環境、消費者課題、

株式会社
代表取締役社長

本庄 大介

コミュニティへの参画およびコミュニティの発展の三点を重
点テーマとして取り組んでまいります。このような、ステーク
伊藤園CSR報告書2012
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特 集

安全・安心な製品をお届けするために
消費者問題の専門家 阿南 久 氏 による工場見学

Q 製品の品質を確保するためにどのよう
な体制を取られているのでしょうか？

Q 伊藤園が徹底しているトレーサビリティ
システムとはどのようなものでしょうか？

また、品質をさらに高めていく取り組み
や工夫がありましたら教えてください。

A トレーサビリティシステムとは、生産から販売ま
での各段階で、仕入先、販売先、生産・製造方法

A

伊藤園では、主に飲料製品にてファブレス方式
（製品の企画等は自社で行い、製造自体は委託

して生産する方式）を採用し、全国各地の製造委託工
場と万全の協力体制で製造しています。
伊藤園品質管理部で原料段階における残留農薬検
査を行い、製品における香味や機器分析、微生物など
の検査については伊藤園品質管理部と製造委託工場
の双方で行っています。
また、製品は伊藤園の品質管理基準（飲料製造およ

などの記録をとって保管し、万一、食品に問題が生じ
たとき、その履歴をさかのぼることで、原因を迅速に
解明・対処することができ、事故を未然に防いだり、再
発を防止できる仕組みのことです。
伊藤園では、最終的にお客様のお手元に届く緑茶
製品（飲料、茶葉）から、その製品に印字されたロット
番号を追跡すれば製造工場、製造日時、原料、農家の
栽培状況まで把握できる仕組みを確立しています 。
トレーサビリティの取り組み（緑茶飲料の基本的な流れ）

び茶葉製造ガイドライン）を満たした工場で製造し、
全国各地の工場担当者との品質会議を行うほか、
日ご
ろより情報共有化を図り、
さらに安全・安心な製品づく

茶葉生産
農家

荒茶工場

● 生産者情報

後もPDCAによる改善に努め、全社員で高品質で安心
また、食品安全に関する国際規格FSSC22000の導
入準備を進めています。

茶の問屋
仲介業者

小売店

お客様

伊藤園CSR報告書2012

● 販売する茶の安全性に関する契約書
● 荒茶工場情報

伊藤園静岡
● 荒茶から飲料用原料に加工する記録
相良工場

飲料工場
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● 荒茶工場ごとの使用農薬リスト
● 荒茶製造管理記録

基づく品質マネジメントシステムを構築しています。今
できる製品づくりに取り組んでいきます。

● 栽培している茶園の情報、栽培記録
● 荒茶の安全性に対する誓約書、
安全保証書

りを目指しています。
さらに品質管理体制強化の一環として、ISO9001に

● 農薬の適正な使用を明記した誓約書

● 飲料用原料から緑茶飲料を
製造する記録

Q 農薬の使用についてはどのように把握

Q 製造にあたっては、茶葉だけでなく、水
も大 切な要 素です。どのような水を使

し管理されているのですか？

い、そして管理されているのですか？

A

伊藤園ではトレーサビリティシステムの一環と
して日々の作業を記録していますが、特に農薬

A

伊藤園では緑茶飲料に、イオン交換でミネラル
分を取り除いた「純水」を使用しています。主に

に関しては重点的に確認・検査しています。
調達先とは、農薬適正使用の誓約書を交わしてい

「純水」を使用していますが、沈殿、ろ過、加熱殺菌

ます。さらに、茶生産農家の栽培管理記録、特に農薬

以外の物理的・化学的処理を行わないミネラルを含

に関する部分を重点的にチェックし、
どれくらいの農

む「天然水」を使用している製品もあります。

薬を使用しているのか書類で管理しているほか、原
料となる茶葉について理化学検査（残留農薬・成分

飲料となる水は法律にのっとった水質検査・管理を
実施し、検査に合格したものだけを使用しています。

分析）を実施し、品質と安全性が確認されたものだ
けを使用しています。

Q 放射性物質も含め、消費者への情報開
示は重要です。情報開示により消費者
は正しい選択ができるからです。今後、
どのように製品の表示や情報開示を進
めていかれますか？

Q 2011年の震災以降、大きな課題となっ
ている放射性物質については、
どのよう
に管理や検査をされているのですか？

A

A

お客様のご要望に応えて、放射性物質検査を行っ
ていることや、原料茶葉の生産段階での汚染度低

減の取り組みをホームページで開示するなど、お客様
からのお問い合わせに柔軟に対応していきます。
そのほかホームページおよび製品パッケージQR

2012年4月より適用された食品中の放射性物

コードで主な飲料製品の原産地表示をしています。

質の基準に基づき、製品は、ゲルマニウム半導
体検出器2台およびオートガンマカウンター2台体制
で、全ロットを検査しています。また、飲料製品に使
用する水（純水または天然水）は、各工場で製造日ご
とに検査し、安全性の確認を行っています。茶葉製品
および茶飲料製品に使用される国産茶葉原料も、全
ロット検査を実施しています。茶葉以外の国産農産
物を加工した原料についても、製造メーカーの検査
と併せて全ロット検査を実施しています。

工 場 見学 を

終えて

（2011年10月15日 ダイアログにて）

全国消費者団体連絡会 事務局長

阿南 久氏

今回、工場見学をさせていただき、徹底した
品質管理がなされていると思いました。コー
スを歩いていますと、きちんとチェックして最
ゲルマニウム半導体検出器による検査風景
基準値が10Bq/kg以下または50Bq/kg以下の食品、主として飲料製品、飲用
茶（抽出液）、使用水、牛乳、乳飲料の検査に用います。

終製品がどのように安全性が確保されてい
るのか、分かりやすくなっていますので、大変
良いコースで、ここに子どもたちや消費者が
来て見学するだけでも良い勉強になると思いました。
また、消費者は放射性物質の問題にも非常に関心が高いため、

Na,シンチレーション式オートガンマカウンターによる検査風景
基準値が100Bq/kg以下の一般食品、茶葉（荒茶、製茶）の検査に用います。
※ Bq ＝ ベクレル

検査の情報をきちんと伝えていただくことで、消費者は正しい
選択ができます。食育活動の中で、こうした情報発信や啓発も
行っていただきたいと思っています。

※ この項目の回答は、2012年4月時点の内容です。

伊藤園CSR報告書2012
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「茶畑から茶殻まで」一貫した環境配慮の取り組み

製造

原料調達
おいしいお茶は、いい畑から。
茶産地育成事業の取り組み

徹底した品質管理と
環境に配慮した製造工程

「お〜いお茶」のおいしさを生むのは、茶葉の品質です。伊

全 国 から仕 入 れ たすべての 原 料 は、伊 藤 園 が 責 任を

藤園は、社員自らが茶産地や茶市場へ出向き、茶葉の品質を

持って品質検査を行っています。静岡相良工場では、仕入

見極めたうえで仕入れを行う
「直接仕入れ」のほか、茶葉原

れた茶葉の全量について、官能検査、残留農薬・微生物・放

料の一部については、茶畑からおいしさを育て上げる、茶産

射性物質検査、成分分析などの検査を実施。
これに合格し

地育成事業に取り組んでいます。社員が茶生産者の方々とと

た茶葉だけが、飲料製造工場へ運ばれます。

もに茶葉の品質向上に取り組む契約栽培茶園と、耕作放棄

伊藤園の飲料製品のほとんどは、委託先で製造されて

地などを活用し畑づくりから茶葉を育成した茶園の面積は、

います。すべての委託工場は伊藤園が求める衛生管理基

2012年4月現在で845ヘクタールまで広がっています。

準、環境基準に合格しており、徹底した品質管理のもとで

この「お〜いお茶」のための茶栽培においては、長年培っ
た知見や技術、工夫によって、肥料や農薬の適正な量や時

飲料を製造しています。
「お〜いお茶」の製造工場の一部においては、東洋製罐

期を茶園の状態に応じて見極め、品質や収穫量の確保と環

株式会社と共同開発したNS（Non-Sterilant ノンステリラ

境負荷の低減を図っています。また茶園の近隣地域の食品

ント＝殺菌剤を使用しない）システムという製造ラインの

残渣や畜産廃棄物を堆

導入を開始しています。これは常温での無菌充填方式で

肥として利 用 するなど

PETボトルの殺菌に殺菌剤を使用しない製造システムで、

土壌を豊かにするとと

殺菌剤を洗い流す大量の水を必要としない環境配慮の特

もに、循 環 型 の 農 業を

色があります。

推進しています。

※NSシステムについては、右記の消費の部分と環境（P.30参照）でも
ご紹介しています。

製 造 過 程 で 出 た 茶 殻 はどうするの？

各段階における茶殻リサイクルの取り組み例

お茶の伊藤園だから実現した茶殻リサイクルシステム

※茶殻リサイクルの詳細は、環境（P.31-32参照）でもご紹介しています。

茶飲料の製造過程で排出される茶殻は年間約47,000ト
製造

販売（流通）

消費

飲料製造委託先工

茶殻入り段ボール

茶殻入り
空き容器回収BOX

場の周辺にて、大部
分は堆肥や飼料へ

ン。その大部分は堆肥・飼料に再利用されますが、この茶
殻を有効利用し、紙製品・ボード・樹脂・建材などに配合し
て身の回りの製品としてリサイクルする、伊藤園独自の「茶
殻リサイクルシステム」を開発しました。
このシステムでは、茶殻を乾燥させずに水分を含んだま

リサイクル

ま紙などの資材に配合するため、紙などの原材料の使用
量が減少し、省資源化が図られます。また、茶殻乾燥時の
石油資源消費などに伴うCO 2の発生が抑制されます。以上

有識者からのご意見（2011年9月20日ダイアログにて）
公益財団法人 地球環境産業技術研究機構
理事長

茅 陽一氏

茶殻には、
「良い香り」
「消臭性」
「抗菌性」な
どの特性があり、
この特性をうまく利用する
のは、リサイクルとして非常に意義の高い
取り組みだと思います。今後は、より寿命の
長い製品に応用していくことも重要です。
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の通り、このシステムは

3つの環境配慮

省資源・CO2削減・リサイ
クルという3つの環境配

省資源

慮がなされており、この
点 が 評 価 され 、環 境 関
連 のさまざまな 賞を受

3つの環境配慮

賞しています。
CO2削減

リサイクル

販売

消費
消費

ルートセールスにおける環境配慮型
車両の導入とエコドライブの推進

環境配慮型の軽量PETボトルを
開発・採用

全国各地約200ヵ所の営業拠点から、営業員がお取引先

NS（Non-Sterilant）システムは製造時の水の使用量削

のもとへ直接、製品をお届けするのが「ルートセールス・シ

減のほかにも環境配慮の特色があります。NSシステムは、

ステム」です。この特色ある地域密着型の営業体制を通し

PETボトルの殺菌に殺菌剤を使用しない常温での無菌充

て、お客様の視点で、製品やサービスの提供に努めていま

填方式であり、温水充填方式に比べてPETボトルの耐熱性

す。
この「ルートセールス」を行うために伊藤園は、約3,600

が低くてもよく、500ml PETボトルは従来と比べ

台（2012年4月現在）の営業車両を保有しています。そのた

て約30％の軽量化を実現しました。500ml PETボ

め、車両1台当たりのエネルギー使用量の削減と、大気汚

トルの重量は19gと軽量で、ラベルも極めて薄い

染物質の排出抑制は重要な課題です。環境配慮型車両へ

ものを採用し、容器包装製造時の資源量と、製品

の切り替えとともに、営業員一人ひとりのエコドライブの推

全体の軽量化による配送エネルギーの低減を図

進に力を入れています。

りました。
※ NSシステムでの製造製品の販売エリアは、関東・関西・
軽量
PETボトル
中国地域と中部地域の一部です。
（2012年4月現在）

お客様の声を活かした、
はがしやすく分別廃棄しやすいラベル
分別廃棄のため、PETボトルのラベルをはがしやすくして
ほしいとのお客様からの声を反映させて、PETボトルのラ
ベルのミシン目の「穴の大きさ」
と
「間隔」を調整し、よりつ
まみやすく、少ない力ではがせるようにしています。分別廃

自動販売機の節電対応強化

棄のしやすさや、PETボトルのリサイクル作業効率向上に
自動販売機は、重要な販売チャネルの一つですが、その

貢献する取り組みです。

一方で、自動販売機が与える環境負荷についても考慮する
必要があります。伊藤園では、電力需給状況に対応するた

飲 み 終 わった 容 器 はどうするの？

めの節電対応や環境対応などの下記の取り組みを推進し
ています。

容器リサイクル

① 節電対応
・消費電力の少ない
ヒートポンプ式自動販売機設置

飲み終わった容器は、自治体や伊藤
園の営業員などによって回収され、
リサ

※2012年4月末現在 約7万台設置
（自動販売機総設置台数の約半数）
※ヒートポンプ機の稼働比率の
2013年度末目標は60％以上

・LED照明
ヒートポンプ式自動販売機
・照明の自動点滅、減光機能
・エコベンダー機能（冷却運転のピークカット機能）
・部分冷却、加温システム
・真空断熱材の採用
・照明の消灯促進 など

イクルされています。伊藤園では、制服
や空き容器入れなど、PETボトルリサイ
クル品を積極的に採用しています。

有識者からのご意見（2011年10月24日ダイアログにて）
明治大学法学部教授

西尾 哲茂氏

伊藤園は、消費者への対応に努力しているだ
けでなく、茶産地の育成など川上のところでも

② 環境・景観対応
・環境配慮型自動販売機

社会の中に入ろうとしているし、製品をつくっ
た 後 は 、ル ートセ ー ルスで 川 下で も地 域 に

（茶殻入り樹脂使用）

入っています。このようにBtoCの企業として、川上から川下まで、
茶殻入り樹脂使用自動販売機

消費者や環境といったCSRを大事にしていることが特徴的です。

伊藤園CSR報告書2012
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地域とともに歩む 〜「お茶で絆を」〜
東日本大震災復興支援
東日本大震災以降、被災地は多くの課題を克服しながら、復興に向け取り組んでいます。伊藤園では「お茶
で絆を」をコンセプトに継続的な復興支援を行っています。
ここでは、伊藤園らしさを活かした絆づくりについ
ての取り組みをご紹介します。

コンセプ ト

「お茶で絆を」

東北地方での取り組み方針

1

継続的に地道に、東北を応援する。

2

東北地方の支援ニーズに応じて実施する。
東

3

お茶を中心として伊藤園らしさを活かした展開を図る。
茶 中

復興支援への伊藤園の“想い”
伊藤園では、政府や自治体の復興方針を踏まえて、復興が

積立金」による地域への寄付、仮設住宅での「お茶っこ会」の

できるだけ早期に実現するように、継続的かつ地道な支援活

展開など、現地に寄り添い、現地のニーズに応える支援を続け

動を続けていくことを第一に考えています。そのうえで、日本

てきました。

人の生活に根付いている「お茶」にかかわる取り組みを通じ

今後も、伊藤園らしさを活かしながらお茶を中心とした活

て、癒しを提供することで、被災者の方々が少しでも日常を取

動を推進するにあたっては、現地の専門家や有識者の方々の

り戻し元気になるきっかけにしていただきたい、
という想いが

ご意見を聞いて、被災地域の皆様のお役に立てるようさまざ

あります。具体的には、製品を通じた支援として「売上1本1円

まな活動を展開していきたいと考えています。

「売上1本1円積立金」による寄付
伊藤園は東日本大震災における支援として、2011年

寄付先

5月から8月までの間、対象製品 ※ の売上本数1本につき

日本赤十字社

寄付金額

1円を積み立てる取り組みを実施しました。期間中の売
使途

寄付先

福島県、宮城県、岩手県

上総本数は、約7億本となり、それに伴う積立金は、総
額約7億円となりました。集められた積立金は義援金、
支援金として被災された方々、あるいは地域の復興に
役立てていただくことになります。

寄付金額
日本赤十字社 近衞忠煇社長（左）
と

※対象製品：日本茶飲料「お〜いお茶」、紅茶飲料「TEAS TEA」、コーヒー飲

約4億円
東日本大震災で被災され
た15都道県の方々への
義援金（お見舞い金）

当社社長 本庄大介

料「TULLY S COFFEE」および「充実野菜」
「1日分の野菜」などの野菜飲料
の全PETボトル、缶製品。

使途

各1億円
東日本大震災で被災
された児童に対する
教育支援

集いの場「お茶っこ会」の開催
東北地方では、近所の親しい方々が「ちょっとお茶でも」と

市では、同市社会福祉協議会にご協力をいただき、2011年

いうとき、
「 お茶っこしようか」
と集い、お茶を飲みながら四方

11月から2012年4月までに計10回の「お茶っこ会」を開催し

山話に花を咲かせます。伊藤園では、被災地の皆様が「絆や

ました。また、2012年度も岩手県陸前高田市に加え、大船渡

つながり」を持ち続ける一助となれるよう、自由にご歓談で

市や釜石市などの各地に広げ、毎月3〜4回ほどのペースで

きるコミュニケーションの場を設けるために、仮設住宅での

継続的に開催していく予定です。

「お茶っこ会」を継続的に開催しています。岩手県陸前高田
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「お茶っこ会」開催

現地レポート

岩手県陸前高田市 長洞地区仮設住宅（2012年4月10日開催）
2 0 1 2 年 4月1 0日に 長 洞 地
区仮設住宅で開催された「お
茶っこ会」には、ご高齢の方か
ら乳 児まで 1 3 名 の 方 が 参 加。
当 社 独自の 茶 資 格 制 度である
「ティー テイスター 制 度 」の 資
格者が講師となり、
「おいしいお
茶の入れ方」をご紹介しました。
お湯の温度や茶葉の量など、入れ方の違いや工夫でお茶のおいしさが変
わることをテーマに、実際にさまざまなお茶の入れ方を体験して、味や香り
の違いを楽しんでいただきました。参加者からは、
「初めて冷茶を入れて飲
んだが、まろやかでおいしい」
「毎日飲むお茶のおいしい入れ方を知れてう
れしい」
といった声が上がりました。
また、同地は「北限のお茶」の一つとして知られる気仙茶の産地でもあり、
子どもの頃にお茶づくりを経験した方もいらっしゃるなどお茶文化が根付
いている土地柄です。当時の思い出話もお聞かせいただくなど、
リラックス
した雰囲気の中で、お茶を通じた参加者と伊藤園との活発な交流の場とな
りました。

関係者からのご意見

有識者からのご意見（2011年9月6日ダイアログにて）
横浜市立大学CSRセンター LLPセンター長 影山 摩子弥氏

一般財団法人 CSOネットワーク常務理事

被災地支援は、現地のニーズや課題を把握する

「地域社会とともに」
と言ったときに、そこにお

ことが大前提です。震災直後に社長自らが現地

られるいろいろな立場の方や個人の方、NPO

に入られた姿勢や、さらに支援のために現状や

やNGO組織のネットワークなど、現場をよく分

課題、ニーズの把握に力を入れておられる点が

かっていらっしゃるステークホルダーの方々と

評価できます。

連携すると良いのではないかと思います。その

黒田 かをり氏

うえで、地域社会の貢献というものを考えると
より効果的な活動になると思います。

伊藤園CSR報告書2012
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伊藤園グループのCSR
CSR推進基本方針とCSR目標の策定プロセス
伊藤園グループは、中長期経営計画において「日本の総合飲料メーカー」の地位を確立し、さらに「世界のティーカンパニー」を
目指すというビジョンを掲げ、その基本戦略の一つとして
「CSR経営の強化」を柱に据えています。
2011年度は、CSR推進強化のため、社長を委員長とし、生産・営業・管理部門の責任者で構成されるCSR推進委員会を設置しまし
た。さらに、
ステークホルダーからのご意見を反映したCSR推進基本方針とCSR目標を策定しました。
CSR推進にあたっては、社会的責任の国際規格であるISO26000を活用することとし、ISO26000に提示されている社会的責任の
原則である「説明責任」、
「透明性」、
「倫理的な行動」、
「ステークホルダーの利害の尊重」、
「法の支配の尊重」、
「国際行動規範の尊
重」、
「人権の尊重」に留意しつつ、ISO26000に規定された7つの中核主題に取り組みます。
また、社会からの期待や自社グループの
役割・責任を整理するとともに、
ダイアログの実施などステークホルダーエンゲージメントを重視したプロセスを採用しました。

社会からの期待の把握と伊藤園グループの役割・責任の整理

S
Step
1

● 社長を委員長とするCSR推進委員会の設置
● ISO26000の７つの中核主題ごとに社会からの期待等を把握・整理
※

● 伊藤園グループが果たすべき役割・責任について検討

※2012年度からは
CSR推進部

ステークホルダーダイアログの実施
● ダイアログを４回実施するとともに、地方自治体、CSR有識者などの方々にヒアリングを

S
Step
2

実施し、ステークホルダーのニーズや要請、意向を把握
● CSR推進室を中心に、関連部署への取り組み状況の確認と、ステークホルダーからの
ニーズや要請等を基にした意見交換の実施

CSR推進基本方針とCSR目標の策定
● 上記意向等の把握や意見交換の内容等を踏まえ、CSR推進委員会にて

S
Step
3

CSR推進基本方針を策定し、社内決定
● CSR推進基本方針に沿い、CSR推進室と関連部署による検討および社内プロセスを経て
CSR目標を設定

St p 1
Step

社会からの期待の把握と伊藤園グループの役割・責任の整理

ISO26000の７つの中核主題ごとに挙げられている課題を中心に、社会からの期待等を把握・整理しました。それに基づいて、CSR
推進委員会で伊藤園グループの役割・責任について検討し、以下のように整理しました。
ISO26000の中核主題

伊藤園グループの役割・責任

社会および環境の持続的発展に影響を及ぼす
組織の意思決定と事業活動の健全性

● 経営理念「お客様第一主義」に基づく健全な経営体制の構築
● 経営の透明性・健全性・遵法性の確保
● 迅速かつ適切な情報開示

基本的人権の尊重

● 基本的人権を尊重した事業活動の展開

労働における基本原則や権利の尊重

● 社員一人ひとりがいきいきと働くことができる、ワーク・ライフ・
バランスやダイバーシティ
（多様性）に配慮した職場環境の改善
● 社員の能力向上の推進

環 境 へ の 影 響を軽 減 するた め の 統 合 的 なアプ
ローチの導入

● ISO14001を導入し、サプライチェーン全体で環境負荷を把握し、
自主的・継続的に環境保全や自然との共生を推進すること

他の組織・個人と取引を行う際の倫理的な行動

● すべてのお客様の期待と願いを真摯に受け止め、倫理的に正し
い行動の実践を通じて誠実に応えること

消費者課題

製品・サービスを提供する消費者・顧客に対して
責任を負うこと

● サプライチェーン全体における厳しい品質管理体制に基づく、製
品開発コンセプトに適合した製品づくりとサービスの提供

コミュニティへの参画および
コミュニティの発展

コミュニティの発展への貢献を目的とした参画
が、地域社会の強化を後押しし、地域社会の価値
向上に貢献すること

● 地域社会が抱えている食、産業、環境、文化などさまざまな課題に対
し、本業を通じた活動を推進し、地域社会の発展に貢献すること

組織統治
人権
労働慣行

環境
公正な事業慣行
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St p 2
Step

ステークホルダーダイアログの実施

ステップ1を通じて把握、整理した社会からの期待や伊藤園グループの役割・責任等をもとに、ステークホルダーダイアログを
実施しました。また、ISO26000におけるステークホルダーエンゲージメントのプロセスを重視し、自社における4回のダイアログ
のみに留まらず、地方自治体の首長やCSR有識者、メディア関連の方々などへのヒアリングも併せて実施しました。伊藤園グルー
プを取り巻くステークホルダーの皆様とともに社会が抱える課題やニーズ、伊藤園グループへの期待を共有する機会となり、
CSR推進基本方針およびCSR目標の策定に関する事項の洗い出しが行われました。

第1回 ステークホルダーダイアログ

2011年9月6日
（伊藤園本社）

テーマ：ISO26000に沿ったCSRを推進するために、伊藤園らしいCSRとは何か

江原 絢子 氏

影山 摩子弥 氏

東京家政学院大学
名誉教授

横浜市立大学CSR
センターLLPセンター長

黒田 かをり氏
（一財）CSOネットワーク
常務理事

茶殻リサイクルに関するステークホルダーダイアログ

2011年9月20日（明治記念館）

テーマ：茶殻リサイクルシステムの今後の発展に向けて

茅 陽一 氏
（公財）地球環境産業
技術研究機構 理事長

河口 真理子 氏
（株）大和総研
環境・CSR調査部長

麹谷 和也 氏
グリーン購入ネットワーク
専務理事・事務局長

※茶殻リサイクル
システム協力
企業も参加

田中 宏司 氏

西尾 哲茂 氏

葉玉 匡美 氏

田中 宏司 氏

東京交通短期大学
学長

明治大学法学部
教授

弁護士
TMI総合法律事務所

東京交通短期大学
学長

第2回 ステークホルダーダイアログ

2011年10月24日
（伊藤園本社）

テーマ：伊藤園の特性を活かしたCSRとこれからの展開

牛久保 明邦 氏

影山 摩子弥 氏

小島 正美 氏

東京情報大学学長

横浜市立大学CSR
センター LLPセンター長

毎日新聞社生活報道部
編集委員

戸部 依子 氏

西尾 哲茂 氏

田中 宏司 氏
東京交通短期大学
学長

（公社）N A C S 消費生活
研究所 主任研究員

明治大学法学部
教授

戸部 依子 氏
（ 公 社 ）N A C S 消 費 生 活
研究所 主任研究員

静岡相良工場・工場祭ステークホルダーダイアログ

2011年10月15日（静岡相良工場）

テーマ：地域社会・環境・食育・健康・食の安全に関する取り組みについて

佐藤 榮一 氏
（公財）すこやか食生活協会
理事長

野口 和彦 氏
（株）三菱総合研究所
研究理事

阿南 久 氏

奥 真美 氏

小黒 一三 氏

全国消費者団体連絡会
事務局長

首都大学東京教授

月刊ソトコト編集長
木楽舎社長

西原 茂樹 氏

八木 儀一 氏

陽 捷行 氏

静岡県牧之原市長

静岡県牧之原市教育長

北里大学副学長

※参加者の所属・役職名は開催日当時の名称です。 ※参加者の方々のご意見は、特集ページや7つの中核主題の活動報告の中でもご紹介しています。
※参加者の掲載は50音順です。
伊藤園CSR報告書2012

12

ダイアログでのご意見・ご提案と
伊藤園グループの取り組み
ダイアログでは、社外有識者の方々とさまざまなテーマにつ
いて意見を交換し、CSRへの取り組みに対する貴重なご意見・
ご提案をいただくことができました。ここでは、いただいた主な
ご意見・ご提案、およびそれに関連する伊藤園グループの取り

ダイアログの様子

組みを、ISO26000の中核主題別に整理して、ご紹介いたしま
す。なお、各参加者からいただいたご意見の詳しい内容につい
ては伊藤園のホームページでご紹介しています。

http://www.itoen.co.jp/csr/stakeholder/
ダイアログに参加する伊藤園役員・社員

ISO26000の中核主題

組織統治

主なご意見・ご提案

伊藤園グループの取り組み

風通しの良い組織をつくることがコーポ

コンプライアンスについては、教育責任者を中心に推進しています

レート・ガバナンスの本質であり、人と人

が、
ご指摘の通り、コミュニケーションの側面も大切にしていきたい

のコミュニケーションが重要。

と思います。

グループでのCSR体系の導入を。

今後、
グループ全体での取り組みを強化します。

人と人のコミュニケーションが大切。個性

人権

や違いを尊重、そのうえで共通の理解を
形成すること。

労働慣行

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、浸透
させています。

さらなる働きや す い 職 場 環 境 の 整 備と

ワーク・ライフ・バランスのさらなる向上と働きやすい職場づくりに

ワーク・ライフ・バランス施策の充実を。

努めていきます。

食品・飲料メーカーにおいては、
リサイク
ル率の向上のみならず、廃棄物の減量（発
生抑制）も課題。

茶殻リサイクルシステムの活用を推進しており、茶産地育成事業と
併せ「茶畑から茶殻まで」の環境配慮を推進しています。

環境

公正な事業慣行

地球温暖化防止のために、自動販売機の

消費電力の少ないヒートポンプ式自動販売機を2013年度末までに

節電や営業車両における環境配慮活動

全自動販売機の60％以上の設置を目指すとともに、営業車両の燃

を積極的に推進すべき。

料使用量削減の目標を定め推進しています。

グローバルな視点でのサプライチェーン

事業のグローバル化に伴い、世界各国の調達先の状況把握を課題

マネジメントの構築が必要。

として認識しています。

トレーサビリティシステムを活用して、迅
速な情報伝達やいっそうの品質向上に取
り組んでいただきたい。

トレーサビリティシステムを軸にサプライチェーン全体にわたる品
質管理体制を発展させ、価値の高い製品をお客様にお届けします。

消費者課題
高齢者や障がい者などに配慮した製品づ

お客様の声と製品開発コンセプト「自然・健康・安全・良いデザイ

くりをさらに発展させていただきたい。

ン・おいしい」を大切に、今後も製品開発に取り組みます。

茶産地育成事業は、耕作放棄地対策や地
域農業の活性化などに貢献しており、評

コミュニティへの参画および
コミュニティの発展

価できる。
地域の「食」
「 文化」
「 環境」などに注目し、
地域の人々とともに活性化を進めること
が重要。
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生産農家や地域社会の皆様の利益に貢献できるように、今後とも
継続的に事業を推進していきます。

各地域の食・環境のイベントや、各地の大茶会といった文化活動へ
の参加など地域密着型活動を強化します。

対談

伊藤園グループのステークホルダーエンゲージメントを考える
これまでのダイアログを踏まえて、伊藤園グループが今後どのようにCSRに取り組んでいくか、
ISO26000の活用とステークホルダーエンゲージメントの視点から、
田中 宏司氏とCSR担当笹谷 秀光が対談を行いました。

笹谷

伊藤園グループは2011年度に3ヵ年の中期経営計画を含

笹谷

一方でダイアログでいただいた貴重なご意見を、今後経

む中長期経営計画を策定し、
「日本の総合飲料メーカー」の地位

営やCSR活動にどう反映させ、ISO26000にあるように、本業を通

を確立し、将来的に「世界のティーカンパニーを目指す」という

じて持続可能な発展に貢献していくかが重要です。

ビジョンを掲げています。この中でCSR経営を柱として、国際的

例えば、第2回目のダイアログでは、ISO26000の7つの中核主題

な視野での活動を重視するため、社会的責任の国際規格である

のうち、消費者課題、環境、コミュニティへの参画およびコミュニ

ISO26000の導入を検討し、2011年度よりISO26000を活用して

ティの発展の3つの主題は、伊藤園グループの本業を通じて強み

CSRを推進することとしました。

を発揮できるので、重点的に進めていくべきであるというご意見

田中氏

ISO26000は、多様なステークホルダーの議論を踏ま

えて、6年間かかってまとめられたもので、世界中のすべての組織

をいただきました。
田中氏

まさにその3つは、重点テーマと位置付けて本業を活か

（企業、大学、病院、地方自治体、NPOなど）を対象とするもので

して推進するとよいと思います。今後、さらにこれらの主題にか

す。ガイダンス規格で第三者認証とせずに、世界的に社会的責任

かわっている自治体首長、消費者、茶産地の生産者など、さらに

を広める狙いです。

幅広いステークホルダーの意見を聴取することも一案でしょう。

伊藤園グループが、国際規格であり、2012年3月には国内にてJIS
Z 26000となったISO26000を活用してCSRを推進することは、先
駆的だと思います。
笹谷

笹谷

ご意見をもとに社内で検討し、伊藤園グループCSR推進

基本方針やCSR目標に反映させたいと思います。ISO26000の7
つの中核主題や、
「ルートセールス等のビジネスモデル」
「製品

伊藤園グループでは、ISO26000を活用してCSRを推進す

開発コンセプト」
「グループ力」という、総合飲料メーカーとして

るにあたり、ステークホルダーからのご意見をよく聞いて推進す

の3つの活動の軸をうまく活用しながら、CSRの推進方針や活動

るという、ステークホルダーエンゲージメントの考え方を取り入

体系をまとめていきたいと思います。

れました。2011年度は、4回のステークホルダーダイアログの実

それらをもとにCSRに取り組み、PDCAサイクルでさらなる発展

施やヒアリング等を実施し、幅広くご意見をいただきました。

を図っていきます。今後は、さらに幅広いステークホルダーとの

田中氏

ダイアログを通じてさまざまな方々のご意見を聞く姿

エンゲージメントの強化を図ってまいります。

勢は、ISO26000のステークホルダーエンゲージメントの視点か

田中氏

らも正道であるといえます。

んと整理しながら進めるという伊藤園グループの姿勢は、非常

ダイアログも総論から、茶殻や生産工場といった各論での開催、

に正道を行っており、これを中心に、
「お客様第一主義」という、

社長をはじめとした経営層から現場の社員、さらには協力企業

仕事そのもの、経営そのものがCSR活動であるということで、本

大きな流れとして、ISO26000の7つの中核主題をきち

も参 加されている点 など、テーマ

業に根差した地道な活動を継続されて

設定やタイミング、参加者など多彩

いることを評価したいと思います。今後

で深みのあるダイアログになって

のさらなる発展を期待しています。

いると考えます。

田中 宏司氏
東京交通短期大学学長

笹谷 秀光
取締役（CSR担当）

元ISO/SR国内委員会委員
元ISO26000 JIS化 委員会委員
委員として国内のISO26000の
とりまとめに携わる

伊藤園CSR報告書2012
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St p 3
Step

CSR推進基本方針とCSR目標の策定

ステップ2を通じていただいたステークホルダーのご意見等を反映して、ステップ3ではCSR推進委員会にて新たにCSR推進基
本方針を検討・策定し、以下の通り社内決定しました（2012年4月）。同時に、伊藤園グループと関係の深いステークホルダーを特
定し、それらの方々との関係性も整理したうえで、伊藤園グループの役割・責任を見直しました。
また、ISO26000の中核主題に沿って、PDCAサイクルに基づいた活動を展開するために、
これまでの活動を体系的に整理する
とともに、2012年度のCSR目標も策定しました。

伊藤園グループのCSR推進基本方針
世界のティーカンパニーを目指す

重点テーマ

重点テーマ

重点テーマ

（当社の重点的 CSR）

（当社の重点的 CSR）

（当社の重点的 CSR）

消費者

コミュニティ

環

境

組織統治

人権

労働慣行

公正な事業慣行

伊藤園グループのCSR推進基本方針
1. 伊藤園グループは、経営理念「お客様第一主義」に基づき

4. 伊藤園グループは、国際規格ISO26000/国内規格JIS Z 26000を活

「チーム伊藤園」
で社員一丸となってCSR活動を行う。

用してCSR活動を進める。
これら規格の7つの中核主題である組織
統治、人権、労働慣行、環境、公正な事業慣行、消費者課題、
コミュニ

2. 伊藤園グループは、消費者、株主、取引先、仕入先、金融機関、

ティへの参画およびコミュニティの発展に関する取り組みを行う。

地域社会、社員などの幅広い関係者（ステークホルダー）の期待

そのうえで、3つの活動の軸を活かして、環境、消費者課題、コミュ

に応えつつ、事業活動を行う。

ニティへの参画およびコミュニティの発展を重点テーマ（当社の重

3. 伊藤園グループは、総合飲料メーカーとしての活動の軸である

点的CSR）
として位置付け、積極的な取り組みを行う。

「ビジネスモデル」
「製品開発コンセプト」
「グループ力」を活かし

5. 以上により、競争力を高め、社会に求められる企業として価値を

て本業を通じたCSR活動を強化する。

向上させ、世界のティーカンパニーを目指す。

伊藤園グループのステークホルダー
ステークホルダー
消費者
株主
取引先

伊藤園グループとの関係
消費者の皆様からいただくご意見・ご提案に丁寧に、誠実に対応し、製品づくりに反映させています。
適時適切な情報開示を行うとともに、株主総会や定期的な説明会において株主の皆様のご意見・ご提案をよくお聞きし、
会社経営に反映させています。
お取引先の皆様と対等で公正な取引関係を構築して健全なパートナーシップを築き、

（販売先、仕入先、金融機関） 伊藤園グループが信頼を得るように努めています。
社会（地域社会）
政府・自治体、
NGO・NPO
社員
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地域社会の皆様との相互理解や絆を深め、地域ごとの産業・文化・環境や特色ある食についての応援など、
地域社会の活性化への貢献に努めています。
伊藤園グループをよくご理解いただけるように努め、CSR活動の推進においてもパートナーシップの構築と
価値共有の実現を図っています。
基本的人権を尊重し、社員の提案や要望をよく聞き、働きやすい職場環境の実現に努めています。

ISO26000の中核主題と伊藤園のCSR目標
伊藤園は、CSR活動についてPDCAサイクルに基づく活動を基盤とし、継続的な改善を図るため、CSR目標を設定し、毎年の進捗状況
を可視化していきます。
ここでは、ISO26000の中核主題別に設定した目標と、それに関連する2011年度の活動についてご報告します。
中核主題

項目

2012年度のCSR目標

組織統治

CSRマネジメント

3つの重点テーマを軸にCSRを推進
・ CSR推進委員会の開催（年6回）

コーポレート・ガバナンス

公正で透明性の高い経営の推進
伊藤園の経営方針・戦略についての企業理解の促進と

ステークホルダーダイアログ

優先株式の認知度向上

参考：2011年度の実施事項
CSR推進体制の確立
・ CSR推進委員会の開催（年6回） ・ CSR賞の創設

コーポレート・ガバナンス体制の維持
内部統制システムの維持
適時適切な情報開示による説明の実施

ステークホルダーダイアログの実施（年2回）

ステークホルダーダイアログの実施（年4回）
リスク管理体制の見直し

リスクマネジメント

改定BCP（事業継続計画）の社内周知と総点検・訓練の実施

人権

人権啓発活動の推進

人権の尊重
人権尊重への取り組みの継続

働きやすい職場環境

人権尊重への取り組み
人権教育

働きやすい職場環境のサポート
・ 職場環境改善の取り組みの継続（年2回の会議開催）
女性の活用の推進

労働慣行

ダイバーシティ
（多様性）の
推進

ワーク・ライフ・バランスの
推進

グローバルな人材の採用

公平・公正な人事評価
労働環境の改善

障がい者雇用の推進（法定雇用率の維持）

多様性のある職場づくりの推進

高年齢者の再雇用

ノー残業デーの徹底

労働時間短縮への取り組み

安全な職場環境づくりの推進

次世代育成支援

社員の健康管理

安全な職場環境づくり

社員の安全と健康
健康管理施策の実施

環境

※別途環境目標として記載（P.25-26参照）
伊藤園グループでの行動規範・行動基準徹底の強化（自主監査など）
コンプライアンス体制の強化

公正な
事業慣行

コンプライアンス

・コンプライアンス委員会の開催（年6回）
コンプライアンス教育の継続展開
・全社員対象の教育実施（年6回）
健全な調達取引の徹底

公正な競争・取引
製造委託先との公正な取引

知的財産の保護

コンプライアンス体制の推進
・コンプライアンス委員会の開催（年6回）
・ 交通安全の推進

コンプライアンス教育の強化
・ 全社員対象の教育実施（年6回）

公正な競争・取引の推進
知的財産の保護・活用の推進

知的財産権の尊重と保護・活用
品質管理体制の維持・強化、
トレーサビリティの強化

製品の品質向上・安全性の確保
放射性物質に関する検査の徹底
お客様満足の向上

消費者課題

お客様満足（CS）の向上
（製品・サービスの改善）

お客様との
コミュニケーションの強化

さまざまなお客様に配慮した製品等の改良
ユニバーサルデザイン教育の実施

・トレーサビリティの確保

放射性物質に関する検査の徹底
ISO10002（苦情対応マネジメントシステムの
国際規格）周知徹底

製品表示等を通した製品に関する情報の提供

ユニバーサルデザイン製品の提供

ホームページ、冊子、会社説明会等を通じたお客様とのコミュニケーションの強化

製品情報の提供

お茶や野菜を活用した、お客様との接点を大切にした取り組みの推進
消費者団体との意見交換会の実施（年2回以上）

お客様とのコミュニケーションの強化
・ 食育推進
・ FOOD ACTION NIPPON推進パートナーとしての活動

食品の健康価値に関する研究と発表の実施

食品の健康価値の提供

特定保健用食品（飲料）の提供

個人情報の厳正な管理

食品の健康価値の提供
個人情報の保護

品質管理体制の維持・強化

個人情報の適切な保護・管理

コミュニティへの参画
および
コミュニティの発展

環境保全活動への参画

コミュニティへの参画
地域活性化活動への参画

教育および文化

地域のニーズに合致した教育・文化等に関する活動の推進

地域貢献
(雇用創出、技術・技能開発)

茶産地育成事業（新産地事業）における荒茶生産の拡大

震災支援

震災被災地支援の継続

・ 年間生産量：675トン（参考：茶園面積321ヘクタール）

社会貢献キャンペーン（「お茶で日本を美しく。」等）
まち美化運動（アダプトプログラム）
地域イベントへの参画
お茶の文化の啓発活動
茶産地育成事業（新産地事業）の推進
社会貢献自動販売機の設置
伊藤園レディス ゴルフトーナメントの開催
震災被災地支援（「お茶っこ会」、寄付等）
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ISO26000の中核主題別活動報告
7つの中核主題別に「基本的な考え方」、
「2011年度の主な活動」、
「課題・目標」の項目に整理しています。
※主な活動は、特段の記載のない限り、主として伊藤園の活動をご報告し、
グループ各社の主な取り組みについては、P.44-45に記載しています。

組織統治
基本的な考え方
伊藤園グループは、経営理念「お客様第一主義」に基
づ いて健全な経営体制を構築し、経営の透明性・健全
性・遵法性の確保、迅速かつ適切な情報開示等を実践し
ていきます。

③ 事業活動にかかわる法令その他規範の遵守
④ 正当な手続きおよび承認による企業資産の保全
これらの目的を達成し、2006年5月施行の会社法に対応す
るため、内部統制システムの基本方針を定めました。内部統
制システムの整備・運用状況については、内部監査室が、独
立的・客観的立場から定期的に監査を実施しています。
■コーポレート・ガバナンス体制

河馬駱駝そして僕らに春の雲
第
回
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コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンスは、ISO26000で求められている

※

室

中核主題の基本となる仕組みです。伊藤園グループは、コー
※2012年度からはCSR推進部

ポレート・ガバナンスを経営上最も重要な課題の一つとして
位置付け、多様なステークホルダーの信頼と期待に応えるべ
く、公正で透明性の高い経営に努めています。

ガバナンス体制

VOICE
TMI総合法律事務所

有識者のご意見
弁護士

葉玉 匡美氏

風通しの良い組織をつくることがコーポレート・ガバナンスの本

新俳句大賞

伊藤園は、監査役会設置会社として、経営の機動性の向

質です。
トップの発言が組織全体につながり、また組織全体で起

上、監督機能の強化、透明性の向上を目指しています。社内

きていることがすべてトップにつながるようにコミュニケーション

監査役および社外監査役が取締役会に毎回出席し、個別案

を行うことが大切です。

件ごとに客観的かつ公平に監査意見を述べるとともに、監査
役会での監査方針に従い、取締役の業務執行を監査してい

文部科学大臣賞

ます。

CSRマネジメント
伊藤園は、
「CSR経営の推進」を経営の柱の一つに据えて活

内部統制システム
伊藤園グループは、内部統制の仕組みを構築する目的を

動しています。2011年度より、CSR推進体制（P.11参照）を構築
してCSRを推進しています。

以下のように考えています。
① 事業活動における業務の有効性・効率性の向上
② 企業の財務報告の信頼性の確保
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CSR教育の実施
伊藤園の社員全員がCSRへの意識を高めて取り組みを進

めていくために、CSRおよび環境をテーマとした社内教育を
実施しています。

ステークホルダーとの対話
伊藤園グループは、さまざまなステークホルダーとの対話

CSR賞の創設

を重視して、CSR経営を推進しています。

伊藤園は、2011年度より、社員一人ひとりのCSRへの意識

伊藤園では、2011年度に以下のような活動を行い、ステー
クホルダーとのコミュニケーションを深めました。

のモチベーション向上を目的として、
「CSR賞」を創設しまし

● ステークホルダーダイアログの実施（年4回）

た。企業の社会的責任を果たす取り組みについて優良事例

● 自治体首長からの意見聴取

の表彰と特色ある事例の紹介を行い、CSR活動事例の共有化

● 消費者・消費者団体代表との対話

を図っています。

● 消費者へのアンケートの実施

組織統治

を高め、お客様との信頼関係の強化やCSR活動を通じた社員

● 株主を対象とした定期的な説明会の実施

VOICE

CSR大賞受賞者の声
（中部地域におけるCSR推進体制の整備とCSR情報紙の発行）
中部地域CSRチーム・リーダー
中部量販店部量販店五課 岩田 孝浩

評価されたということで大変うれしく思いま
す。
この活動の中で、社員には「CSR＝お客様

上記に加え、コーポレートブック、株主の皆様へ（事業報告
書）、CSR報告書などさまざまなコミュニケーションツールを
利用して企業情報を発信しています。また、2011年11月には
伊藤園ホームページ内にCSRサイトを開設し、最新のCSR活
動についてご紹介しています。

労働慣行

今回、チームとしてのCSR推進体制の整備を

人権

社員の声

（伊藤園ホームページCSRサイト）

http://www.itoen.co.jp/csr/

第一主義の実践」
と感じ取ってもらうことを意
識しました。今後、継続的な活動へと昇華す
べく連携を強化し、社是の大切さをあらため
て感じてもらうよう働きかけていきます。

情報開示（ディスクロージャー）
伊藤園グループは、会社の経営や活動の状況を広くステー
環 境

クホルダーに開示していくことが企業の重要な責任の一つと
考え、積極的な情報開示を通じて経営の健全性・透明性を常

リスクマネジメント
伊藤園グループは、コンプライアンス、情報セキュリティ、

スクに対応するため、社内規程、ガイドラインを策定し、
リス
ク担当部署を設けて対応しています。

伊藤園は、金融商品取引法および東京証券取引所の定め
る適時開示規則に従い、
「ディスクロージャー・ポリシー」に

公正な事業慣行

品質および環境、債権回収、災害および事故などあらゆるリ

に高めるよう努めています。

沿った情報の開示を行っています。また、諸法令や適時開示
規則に該当しない場合であっても、社会的関心が高いと判断
した情報については、公平性、迅速性の観点から可能な限り

BCP（事業継続計画）によるリスク管理
2011年3月11日に発生した東日本大震災では、過去に例を見

迅速かつ正確な情報開示に努めています。
（ディスクロージャー・ポリシー）

http://www.itoen.co.jp/finance̲ir/inquiry/policy/
消費者課題

ない大規模な地震と津波が発生し、未曾有の被害が生じました。
伊藤園では、この大震災の経験を踏まえ、以前から全社的
に推進しているBCPを見直し、事業継続力の強化を図ってい
ます。

課題・目標
企業価値の最大化と健全性の確保を両立させるため、

情報セキュリティの強化
伊藤園グループは、取り扱うすべての情報の財産価値を認
識し、情報の適切な保護・管理に努め、情報セキュリティの強
化を図っています。また、個人情報保護方針を定め、保有する
個人情報は適切に取り扱い、厳重に管理しています。

題です。
2012年度は、
引き続き年6回のCSR推進委員会の開催、
年
2回のステークホルダーダイアログの実施、
BCPのさらなる
充実などを通して効率的かつ健全な企業活動を実現すべ
く、CSR経営の推進を図っていきます。
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コミュニ ティへの 参 画
お よ びコミュニ ティの 発 展

コーポレート・ガバナンスを中心としたCSR経営の強化が課
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人権
基本的な考え方

おぎゃー献金基金への協力

TOPICS

伊藤園グループは、性別、年齢、民族、人種、宗教、信条

おぎゃー献金とは、公益財団法人 日母おぎゃー献金基

等による差別をせず、基本的人権を尊重して、事業活動

金が行っている、心や身体に障害をもつ子どもたちに

を推進していきます。

手を差し伸べる思いやりの運動です。伊藤園は、2003年より全国
各地の産婦人科診療施設を中心に設置している自動販売機の売
上の一部をこの基金に寄付しています。

人権尊重への取り組み
富士山を背中にしょってスキーした

人権尊重は社会の基本ルールです。伊藤園グループでは、
法令等を遵守するほか、上記の通り基本的人権の尊重につ

す。
これらを事業の指針とするとともに、パワーハラスメント、
セクシャルハラスメントの根絶や性別、年齢、民族、人種、宗
教、信条等による差別の排除など、働きやすい職場環境の整
備に取り組んでいます。
伊藤園グループでは、人権問題について、
コンプライアンス
研修の一環として社員への教育・研修を実施しています。研

VOICE

関係者からの声

公益財団法人 日母おぎゃー献金基金 専務理事

力武 義之氏
貴社には、全国の拠点やブランドの認知度

修では、人権問題の中でパワーハラスメント、セクシャルハラ

を活かして、自動販売機を活用した寄付金

スメントなども取り上げています。

贈呈や基金のPR告知をしていただき、全
都道府県に取り組みが広がったと感謝し

第
回
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おぎゃー献金基金マーク

いての考え方を定め、行動規範と行動基準を策定していま

事業活動を通じた人権尊重への取り組み
伊藤園は、事業活動を通じたさまざまな人権尊重への取り

ています。2013年には基金設立50周年を
迎えますが、
この事業のさらなる発展に向
けてご協力をいただければと思います。

組みに協力しています。
人権活動を行っている関係者より取り組みを広く周知した

新俳句大賞

いというご要望を受け、伊藤園では、全国各地に設置され、
老若男女を問わず多くの方々が目にする自動販売機の広告

覚障がい者等の方々に、おいしいお茶の入れ方に関する音

パネル部分を、人権活動の紹介に活用しています。島根県・

声ファイルを提供するなどの活動を行っていく予定です。

鳥取県で実施している障がいのある方の絵画を展示する「ゆ

小 学 生の部︵ 幼 児 含む︶大 賞

めいくワークサポート事業」への参画などが代表例です。
また、自動販売機の売上の一部を寄付することは、広く寄
付を募ることができ、幅広い層の方から支援を得ることに貢
献できます。
「おぎゃー献金基金」への協力などが代表例で
す。
このほかにも、犯罪被害者をサポートする「石川被害者サ
ポートセンター」へ自動販売機の売上の一部を寄付する支援
など、さまざまな人権尊重への取り組みを行っています。
詳しくは、伊藤園ホームページCSRサイトをご参照ください。
http://www.itoen.co.jp/csr/human̲rights/
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今後は、公益財団法人 すこやか食生活協会と協力して、視
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課題・目標
事業活動を進める中で、
よりいっそうの人権意識の向上
や人権尊重への取り組みの継続が求められています。
2012年度は、
人権方針や推進体制などの取り組み姿勢
を社員に分かりやすく明示するなど人権啓発活動を推進し、
人権尊重に関する諸活動を強化していきます。

労働慣行
することで就職に向けた支援を行うとともに、社員の理解促

基本的な考え方

組織統治

進にも努めています。

伊藤園グループは、創業以来、実力主義の考え方のも
と、社員が真の「和」の精神に基づき切磋琢磨することで

再雇用制度

個人の能力・スキルを高め、また社員一人ひとりの労働
伊藤園は、定年後、最大5年間勤務できる再雇用制度を設

意欲を高める環境づくりを行ってきました。
今後も社員一人ひとりがいきいきと働くことのできる
職場環境の整備と社員の働く意欲、能力向上のための取

けています。原則として再雇用希望者全員と契約を結びます。
これまでに培った経験や知識、ノウハウをさまざまな職場で
人権

発揮できる環境を整えています。

り組みを推進していきます。

グローバル人材の採用
伊藤園グループは、
「 世界のティーカンパニー」を目指し、
外国籍社員の採用活動を進めています。2011年度の伊藤園
労働慣行

の新卒採用では、4名を採用しました。

多様性のある働きやすい職場づくり

働きやすい職場環境への取り組み

伊藤園グループでは、
さまざまな人が働きやすく働きがいを
持って仕事に取り組める職場環境づくりに取り組んでいます。

伊藤園では、職場環境の総合的な問題および改善策を検
討し、より良い職場環境をつくるため、職場環境改善推進委

による地区委員会（原則年3回実施）が設置され、さまざまな

伊藤園の2011年度の男女別従業員比率は、男性が90.8％、

課題について意見交換をしています。社員一人ひとりが日ご

女性が9.2％です。女性の勤続年数は年々上昇傾向にあります

ろから業務上の諸問題に対して改善意識を持ち、社内の協力

が、製品の積み下ろしなどの納品業務を行うルートセールス

体制を築きながら自主的に業務改善を進めています。

す。今 後 も 職 種 の

男女別従業員数（2012年4月末現在）

拡大や能力発揮の

男性

女性

4,799名（90.8％） 486名（9.2％）

合計
5,285名

機会を増やすなど、

働くことのできる職

また、伊藤園では、毎年全社員を対象に各種制度や職場環
境に関して意識調査を実施しています。調査結果は、担当部
署にて分析・整理を行い、人事制度の見直しや職場環境の改
善に役立てています。

男女別管理職者数（2012年4月末現在）
男性

女性

1,003名（98.8％） 12名（1.2％）

合計
1,015名

社員の声
池袋支店

新卒採用者数（2011年度）
男性

女性

合計

138名（84.1％）

26名（15.9％）

164名

障がい者雇用

がさまざまな職種で働いており、2011年度の障がい者雇用率

前山 宗房

職場環境改善推進委員会地区委員会に参
加し、他拠点との情報共有を通して、職場環
境に対する意識が大きく変化しました。こ
の意識を支店内に浸透させるため、社員に
帰社時間を必ず事前報告させたり、製品の
取り扱い方の改善を図るなど、支店一丸と

は1.82％です。採用前に配属予定拠点にて、2週間の事前実習

なって改善に取り組みました。

を行い、本人と職場との適性を確認することで、定着率の向上

また、サマータイムの導入は、翌日業務の準備や営業ルートを見

を図っています。
また、障がいのある方に職場での就業体験の機会を提供

直す良いきっかけとなるなど業務効率の向上に加え、疲労軽減、
家族と過ごす時間の増加など業務以外にも好影響が出ました。

伊藤園CSR報告書2012

コミュニ ティへの 参 画
お よ びコミュニ ティの 発 展

伊藤園では、2012年3月末時点で、90名の障がいのある社員

VOICE
消費者課題

場づくりを推進して
いきます。

公正な事業慣行

が主体となる営業形態のため、男性の比率が高いのが現状で

女 性 が いきいきと

環 境

員会を設置しています。委員会の下には、各事業所の代表者

男女機会均等
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労働慣行

平等な機会、公正な評価

人材育成
伊藤園グループは、最も大切な財産は「人」であるという
考え方に基づき、人材育成に力を入れています。その中でも
教育の根幹は「自己啓発」であると考え、社員のやる気を支援
するさまざまな自己啓発制度を整備しています。また、資格
別、職位別、年次別、職種別などの教育制度と併せて人材育

伊藤園グループでは、年齢、学歴、性別等に左右されること
なく、教育、配置、業務の平等な機会が与えられ、さまざまな
職場の経験を通してキャリア形成が図られています。
また、評価においては、社員の行動・業績を自己評価したう
えで、直接・間接の上司による多段階評価を実施しています。
結果は本人にフィードバックするとともに、次年度の目標設

成に取り組んでいます。

定に反映させています。

伊藤園大学・伊藤園大学院
1989年に設立された社内研修制度「伊藤園大学」では、営

ワーク・ライフ・バランスの推進

業、財務、マーケティング、組織などのカリキュラムから社員

伊藤園グループでは、社員の生活の充実は、会社における仕

が学びたい内容を選び、知識の習得を目指して1年間、課題

事の充実にもつながるものととらえています。ワーク・ライフ・バ

やグループ討議に取り組みます（2011年度受講者856名）。

ランス（社員の仕事と生活の調和）を推進し、誰もが働きやすい

2009年度から「伊藤園大学院」も開校し、さらなる自己啓発

職場づくりに向けた環境整備や各種制度の拡充を図っています。

に取り組む社員が経営感覚を身に付ける場として活用されて
います（2011年度受講者22名）。

伊藤園は、社員の育児休業について、男性、女性にかかわ

伊藤園グループは、
「 世界のティーカンパニー」を目指し、

らず積極的な制度活用を図ることを目的に、行動計画を定

グループ企業と連携して、海外研修生の社内公募など、今後

め、着実に実施してきました。その結果、2010年11月に、次世

さらに重要性の増す海外展開において即戦力となるグロー

代育成支援対策法に基づく基準適合一般事業主の認定を受

バル要員を計画的に育成しています。

けました。
2011年度は、産休・育休の女性社員を

ティーテイスター制度

支援するため各種制度や手続きを分かり

1994年から開始した「ティーテイスター（茶資格）制度」
とは、お

やすく解説した「Working Motherのため

茶に関する高い知識と技術を持つ社員に資格を与え、お茶に関

のサポートブック」を作成し、全社員に情

第

する知識と技術の向上、社内外への茶文化の普及などを目指し

報発信し、理解促進を図りました。

回

タンポポの暖かい色寝てしまう

グローバル人材の育成

次世代育成支援

た伊藤園グループ独自の社内制度です。毎年多くの社員が挑戦

23

し、2011年度は全社員の20.5％が資格を保有しています。2012年
5月には、
これまでの3級、2級に加え、準1級を新設しました。

労働時間短縮への取り組み
伊藤園では、長時間労働の防止の一環として、全社一斉の
「ノー残業デー」の実施や連続5日以上の長期休暇取得を促

社内提案制度
新俳句大賞

伊藤園では、職種にかかわらず全社員が新しい製品や販売
促進の提案などを行う
「Voice制度」を設けています。2011年度

進しています。今後も労働時間短縮に向けた取り組みを強化
していきます。

の提案件数は、初めて2万件を突破しました。
この制度を通じ
て、全社員が「今でもなお、お客様は何を不満に思っていらっ

中 学 生の部 大 賞

しゃるか」を常に意識するとともに、優れた提案には社内表彰

サマータイム制度による
ワーク・ライフ・バランスの推進

を行うことで社員のモチベーション向上にも寄与しています。
伊藤園は、東日本大震災の影響による電力使用制限の要請を受
2011年度 Voice大賞を受賞した製品

「Voice」提案件数

2万件以上
（2011年度）
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TOPICS
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けて、通常は9時から17時30分までの勤務時間を１時間前倒しし
たサマータイム制度を実施しました（2011年6月〜9月）。
実施後の社員アンケート調査結果からは、朝型業務へのシフト、
業務効率の向上、残業時間の減少、消費電力の削減効果がみら
れ、全社的に節電意識も高まりました。

VOICE

社員の声

安全衛生
伊藤園は、安全教育の一環として、使用率が高いフォークリフ

「Working Motherのためのサポートブック」作成者
（左から）
商品企画管理部

益子 妙

トの安全研修を実施し、労働安全の継続的な向上に取り組んで
います。2011年度の労災発生件数は79件で、2004年度から引

鳥潟 圭子

き続き減少傾向にあります。労災事故が生じた場合には労災事

人事部

波多野 貞子

故報告書による原因分析を行い、再発防止に努めています。

地域販売促進部

高橋 佳澄

組織統治

人事部

また、労働者の健康障害防止の基本対策等を行うため、本社
部門に衛生委員会、生産本部に安全衛生委員会を設置し、熱中
症・インフルエンザ対策などの労働衛生テーマについて産業

このサポートブックは、人事部と伊藤園のママ社員が協力し合
い、
これから出産を迎える後輩たちへ応援の気持ちを込めて作成

医から講習を受けるなど、社員の健康にも配慮しています。

い、安心して出産を迎え、復職後のますますの活躍を願っていま

人権

したものです。仕事と子育ての両立において十分に活用してもら

交通安全の推進

す。社員に情報発信したところ、産休に入る社員にも喜んでもらえ

伊藤園は、ルートセールスで車両を使用する営業員が多い

ましたが、男性社員の奥様やこれから結婚・出産を迎える女性社

ため、交通安全の推進や交通マナーの徹底を含めたコンプラ

員からも将来設計の参考になったとの声をもらいました。今後も
継続して、女性の活躍をサポートしていきたいと思います。

イアンス教育を実施し、社員への周知徹底を図っています。安
全運転を厳守する優秀なドライバーを育成するとともに、
「事
労働慣行

故ゼロ」を目指しています。

VOICE
TMI総合法律事務所

有識者のご意見
弁護士

葉玉 匡美氏
環 境

最近の労務問題では、過重労働、
うつ病、パワーハラスメント、セ
クシャルハラスメントなどのメンタルヘルスケアの問題が中心に
なっています。サマータイム制度の導入なども自分の生活を変え
ていく一つのきっかけになると思いますが、社員がより働きやす

社員の健康管理と安全衛生の向上

い、精神的な負担の少ない環境にしていくために、いろいろな側
面でのワーク・ライフ・バランスの調整をしていくべきでしょう。
公正な事業慣行

伊藤園グループは、労働災害の防止および社員の健康の維
持・増進を図ることを目的として、安全衛生に関する社内規程
を定めています。また、
「5S運動」を通じて、社員が職場内にお
ける労働安全衛生上の課題と改善策を出し合い、日々安全な
職場環境づくりを進めています。

課題・目標
「世界のティーカンパニー」
の実現を担えるグローバル
な人材や日本国内の各職場で活躍できる人材を育成でき

伊藤園は、全社員対象の健康管理において、法定項目以上の
検査を実施し、希望者に対しては婦人科検診や前立腺検診を
一部会社負担で行っています。
このほか、健康診断再検査補助

家族の健康管理も支援しています。
また、産業医や保健師によるカウンセリングや「24時間健康・

るよう、
人材育成制度や自己啓発サポートの充実など一つ
ひとつの取り組みを着実に継続して実施し、
さらなる社員
の能力向上を推進していきます。
2012年度は、
職場環境改善推進委員会を継続的に開催
し、
すべての職場におけるさまざまな課題を捉えて見直し
ていくことで、
社員一人ひとりがいきいきと働き、
充実した
生活が送れる環境づくりを目指します。

医療相談、メンタルヘルス相談窓口」を外部に設置し、社員や
その家族の健康相談や心の悩みの解消に向けた支援体制を

コミュニ ティへの 参 画
お よ びコミュニ ティの 発 展

金制度や配偶者への人間ドック補助金制度なども設け、社員の

消費者課題

健康管理の取り組み

整備しています。

伊藤園CSR報告書2012
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環境

環境マネジメント
伊藤園グループは「環境方針」
と
「環境戦略2011」を柱に、
ISO14001に基づく環境マネジメントシステムを運用して、環

基本的な考え方
伊 藤 園グル ープ は、地 球 環 境を守り、次 世 代 に継 承

境活動を継続的に推進しています。また、グループ会社へも
ISO14001の導入を順次進め、伊藤園グループ全体へ環境マ
ネジメントの拡大を図っています。

し、持続可能性を確保することが重要な責務であると強
く認識しています。
「環境方針」に基づ いて環境目標を

環境マネジメントの推進体制

設定して活動を推進し、2011年度には、中期経営計画
の中で「環境戦略2011」を定め、目標推進の強化を図り

針、環境目標、活動の進捗状況の審議などの環境マネジメン

ました。
「環境方針」
と
「環境戦略2011」を柱に、ISO14001に準
拠した環境マネジメントシステムを構築し、PDCAサイク
ルによる活動を展開。サプライチェーン全体で地球温暖
化防止、省資源化・廃棄物削減など、環境保全や自然との
共生に貢献する活動を継続的に推進していきます。

走る人生どこで信号待つのかな

伊 藤 園グループ環 境 方 針
【環境基本理念】

の認証取得状況は以下の通りです。
■ 伊藤園グループのISO14001認証取得実績
取得事業所

取得年月

（株）伊藤園
生産本部全部署（沖縄名護工場を除く）

2003年11月

本社部門

2007年4月

沖縄名護工場

2009年1月

営業拠点部門

2009年3月

伊藤園産業（株）

2007年12月

（株）
グリーンバリュー

2010年3月

（株）沖縄伊藤園

2012年3月

伊藤園グループは、
「お客様第一主義」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。

第

1．省資源化・省エネルギー化を推進します

回

2．排出物の抑制、適正処分・リサイクルを推進します

環境関連法令への対応
伊藤園では、全事業所が毎年、法規制登録簿で法令の遵守
を確認するとともに、法務部・内部監査室・ISO事務局による
監査・現地確認を行っています。
2011年度は、大気汚染や水質汚濁、廃棄物等の環境法令
違反はありませんでした。

3．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
4．地球温暖化・大気汚染の防止に努めます
5．環境に配慮した製品開発、製品製造、研究に努めます

新俳句大賞

6．環境に配慮した物品購入と仕組みづくりを推進します
7．
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

グリーン購入への取り組み
伊藤園は、環境によりやさしい資材の購入を推進するため、
「グリーン購入基本方針」と「グリーン購入ガイドライン」に
沿って、原材料や事務用品、自動販売機、車両などについて、
環境に配慮したグリーン購入を推進しています。2011年度の
グリーン購入率は71％でした。

高 校 生の部 大 賞

伊 藤 園グループ環 境 戦 略 2 0 1 1の要 点

VOICE

【新規重点施策】
1. サプライチェーン全体での地球温暖化への対応
2. サプライチェーン全体の環境マネジメントの強化
3. 伊藤園らしい水資源保護・生物多様性対策
4. 当社の環境関連技術や材料を積極活用した環境ビジネスの強化と実施
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トを推進しています。
これまでの伊藤園グループのISO14001

グループ会社

【環境行動指針】
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伊藤園は、経営執行会議の下に環境委員会を置き、環境方

明治大学法学部教授

有識者のご意見
西尾 哲茂氏

伊藤園は目標を立てて環境マネジメントをしっかりやっていると思
います。
これからは、経済・社会・環境の三元的なWin-Win関係が実

5. 環境活動とお客様とのコミュニケーション強化

現するように、大筋をしっかり踏まえて環境問題に取り組み、
「世界の

6. 社員の環境意識改革とモチベーション向上

ティーカンパニー」
という成長を目指していただければと思います。
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事業活動の環境への影響
伊藤園は、サプライチェーン全体で資源やエネルギーの使用量と環境負荷等の総量を把握し、継続的にさまざまな環境負荷
の低減を進めています。
ここでは、2011年度の事業活動におけるインプット・アウトプットをご報告します。

原

料

自社の生産活動および
製造委託先で使用したもの
荒 茶（ 緑 茶 原 料 ）･･･････21, 2 5 8 t
その 他 原 料 ････････････73, 565t

OUTPUT
生

大気排出

産

自社の工場

自社の生産活動から排出したもの

静 岡 相良 工場 ･･･････････････････････26 , 653t
・茶葉製品、原料茶葉、コーヒー原料

福島工場 ･･････････････････････････････1, 615t

CO 2････････････････････8 , 4 6 0 t
N O x･･･････････････････････4. 8 t
S O x･･･････････････････････9.7 t

人権

（ウーロン茶・紅茶、果汁原料 等）

組織統治

INPUT

・茶葉製品

資

材

浜 岡工場 ････････････････････････････････137t

排出物

・茶葉
自社の生産活動から排出したもの

自社の生産活動および
製造委託先で使用したもの

沖 縄 名護工場 ････････････････････････17,722 t
・飲料製品

排出物･･････････････････1, 858 t

労働慣行

P E Tボトル ････････････8 4 , 032 t
スチール 缶 ････････････16 ,939 t
アルミ缶 ････････････････1, 893t
その他飲料容器 ･･････････3,961t

茶葉製品

飲料製品の原料と製造方法

段ボール ･･････････････6 6,749 t
茶葉包 装 資材････････････4,613t

製造委託先
エネルギー

飲料製品の製造委託について

自社の生産活動で使用したもの
電

力･･･････････････888万kWh

燃

料（原油換算）････････1,146㎘

用

水 ･････････････2 59, 76 2㎥

軽

油 ････････････････････15㎘

CO 2････････････････････27, 555t

製造委託先で使用したもの

電

力･･･････････1,18 1万 k W h

燃

料（原油換算）････････139㎘

軽

油････････････････7, 2 2 5㎘

ガ ソリン･･････････････1, 5 59 ㎘
天 然 ガス･････････････12 , 0 37㎥
用

水･･･････････････6 4 , 43 0㎥

本社

営業車両

専門店

営業拠点

出

荷

PE Tボトル入り飲料 製品･･････････････2,571百万本
缶入り飲料 製品･･･････････････････････4 80百万本
紙容 器入り飲料 製品･･････････････････387 百 万本
びん入り飲料製品････････････････････････22百万本
茶葉製品･････････････････････････････121百万本

※直営店舗等で使用するエネルギーなど、正確な数量の把握が困難な数値については記載していません。
※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新の係数を使用し、そのほかのエネルギーは、
「地球温暖化対策の推進に関する法律施行

コミュニ ティへの 参 画
お よ びコミュニ ティの 発 展

L P G（ 車 両 燃 料 ）･････3 4 , 6 4 3 ㎥

NO x･･･････････････････････147.0t
S O x･･･････････････････････1. 7 t

消費者課題

営業拠点、本社、研究所
および車両で使用したもの

公正な事業慣行

大気排出

用水

エネルギー

CO 2････････････････････172,745t

物流・販売

ガソリン ･･････････････････19㎘

16,890,392㎥

製造委託先から排出したもの

環 境

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

令第三条」に基づいて計算しています。
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環境

環境目標
伊藤園では、環境保全や自然との共生に貢献するため、3ヵ年の中期目標と単年の短期目標を定め、PDCAサイクルによ
り環境負荷の低減を進めています。2011年度は、2013年度中期目標の初年度にあたり、全部署がISO14001の仕組みに
基づき目標達成に向けて取り組みました。
環境目標のほか、水資源保護や生物多様性保全などについても、2011年度に策定した中長期経営計画に位置付け、
環境戦略の一環として検討を進めています。
重点課題

1．環境マネジメント
システムの拡大

2．
グリーン調達・
グリーン購入の推進

2013年度中期目標

2011年度目標

（株）沖縄伊藤園取得

ISO14001の充実
グループ企業への認証拡大

（株）伊藤園関西茶業の取得準備

グリーン購入率向上 85％、
グリーン調達推進

グリーン購入率 80％

生産関連企業への供給者評価基準見直し

生産関連企業への供給者評価 146件

広告販促物のグリーン素材使用率 100％

広告販促物のグリーン素材使用率 100％

ヒートポンプ式自動販売機の稼働比率 60％以上（※1）

ヒートポンプ式自動販売機 15,000台導入

（※2）

3．省資源、
省エネルギーの推進

全社の電力使用量削減 2009年度比 -15%［原単位］

全社の電力使用量削減 2009年度比 -5%［原単位］

水資源の効率的な使用と
（※3）
沖縄名護工場のエネルギー使用量削減［原単位］

沖縄名護工場の電力・A重油使用量削減
2011年度期首計画比 各 -2％（1ケース当たり）

蠟梅や光は痛いものと知る

省エネルギー設備・機器への切り替え促進

倉庫照明のLED化 10拠点
（※4）

4．二酸化炭素
排出量の抑制

省エネルギー車両の積極採用 低燃費車両稼働比率 85％

最新ハイブリッドトラックの性能検証

車両燃費向上 2009年度比 +4％

車両燃費向上 2009年度比 +2％

グリーン物流の推進
モーダルシフトの推進と積載効率向上推進

原料輸送の鉄道利用拡大[広島・山口・宮崎］+高知

飲料製品の倉庫間移動距離を2010年度以下に短縮
飲料製品の物流効率向上（ブロック生産比率70%以上）
平均積載重量の向上 2010年度以上［1台当たり］

第
回
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5．廃棄物、副産物の
抑制と再資源化の
推進

全社CO2排出量削減 2009年度比 -8％[原単位］

全社CO 2 排出量 2009年度比 -5％[原単位]

製造部門のCO2排出量削減 2010年度比 -3％[原単位］

製造部門のCO 2 排出量削減 2010年度比 -1%[原単位]

廃棄物の管理強化と再資源化率向上
食品リサイクル率の向上

全廃棄物業者の電子マニフェスト化による管理強化

茶葉製造工程の再資源化率 100％維持

茶葉製造工程の再資源化率 100％維持

動植物性残渣の有効利用拡大によるコスト削減

動植物性残渣の有価売却拡大（2010年度比）

新俳句大賞

生産由来の雑紙有価売却の推進 有価率 88％（※5）

食品リサイクル率 80％

生産由来の雑紙有価率 83％
ストレッチフィルム・段ボールの有価売却促進

製品廃却損削減 対前年以下

一般の部 ︵

6．容器包装の軽量化と
リサイクル促進

容器・包装・資材の軽量化推進

歳 未 満 ︶大 賞
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7．環境配慮型
製品の開発

PETボトル樹脂量の削減［2009年度比 1本当たり］
（対象 500ml：-3％、2リットル：-4％）
環境配慮型資材： 2品目商品化（リーフ・飲料）

新産地事業における荒茶生産の拡大
年間生産量： 995トン（参考：茶園面積 560ヘクタール）

新産地事業における荒茶生産の拡大
年間生産量： 584トン（参考：茶園面積 310ヘクタール）

環境保全型茶栽培の推進（効率的な施肥管理、環境負荷の
少ない防除管理）

効率的施肥に向けた栽培試験 3件 継続
環境を配慮した防除体系の運用 継続

グリーン購入商品サイト
「エコ商品ねっと」の掲載拡充（※6）

茶殻リサイクル
ビジネスの拡大

伊藤園CSR報告書2012

製品廃却損削減 2010年度比 -5％

リサイクルしやすい容器の開発

A
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飲料原料輸送のパレット利用による積載効率推進

-

茶殻製品化アイテム：累計 70件以上

茶殻製品化アイテム： 5件以上

茶殻再利用量： 1,500トン以上

茶殻再利用量： 800トン以上

茶殻リサイクル段ボール使用の拡大：2,750万ケース

茶殻リサイクル段ボール使用： 2,500万ケース

［原単位］
：生産関連は生産量、それ以外は売上高
※1 ヒートポンプ式自動販売機の目標は、2012年5月に上方修正のうえ、台数目標から稼働比率目標に修正
※2 全社の電力使用量削減2009年度比 -15%［原単位］は、2012年5月に-8％から上方修正

評価基準

※3 2011年度においては水資源の効率的な使用については計画策定中
※5 生産由来の雑紙有価売却の推進 有価率88％は、2012年5月に85％から上方修正
※6 グリーン購入商品サイト
「エコ商品ねっと」の掲載拡充は、2012年5月に中期目標に追加

組織統治

…目標達成
…目標ほぼ達成
…目標未達成

※4 省エネルギー車両の積極採用 低燃費車両稼働比率85％は、2012年5月に80％から上方修正

※ 2013年度中期目標「8.社会貢献活動の推進」は、CSR目標へ統合

2011年度結果

評価

2012年3月 取得

2012年度環境目標

拠点内部環境監査の実施 50拠点

本社移転後、検討開始（本社移転という状況変化のため）

（株）伊藤園関西茶業の取得準備
80％

149件

148件

100%

100％および使用素材の内容充実

20,468台導入

稼働比率 56%（16,000台導入）

-18％［原単位］

2009年度比 -20％［原単位］

電力： -30.6％、A重油： +0.3％（1ケース当たり）

沖縄名護工場の電力・A重油使用量削減
2012年度期首計画比 各 -2％（1ケース当たり）

8拠点

省エネルギー型エアコン切り替え 19拠点

性能検証完了

ハイブリッドトラック 20台導入

+2.6％

2009年度比 +3％

広島・山口・宮崎・高知の4県で実行

原料輸送の鉄道利用：[広島・山口・宮崎・高知］4県継続

積載効率推進（7.6トン/1台当たり）

積載効率推進（8.1トン/1台当たり）

人権

71%

労働慣行

低燃費車両稼働比率 80％

環 境

2010年度比 -4.8％
飲料製品の物流効率向上（ブロック生産比率 70%以上）
2010年度比 +3.7％［1台当たり］

2010年度比 -1％［原単位］

電子化対応業者にてすべて完了

委託業者現地視察 50社

84.2％

85％

100％維持

100％維持

有価割合：2010年度比 +9.7％

有価割合：2011年度比 +1％、廃棄費用： 2011年度比 -0.2円/kg

87.6％

87％

63拠点での有価売却契約締結

ストレッチフィルム・段ボールの有価売却促進

+22.5％（製品設計変更等のため）

2010年度比 -5％

500ml： -5.6％、2リットル： -16％［1本当たり］

PETボトル樹脂量の削減 500ml：-6％、2リットル：-16％（2009年度比・1本当たり）

3品目（リーフ2件、飲料1件）

既存リーフ製品での蒸着資材への変更検討（4回検証/年、18ヵ月（2013年度上期）まで継続検討）

年間生産量：561トン（参考：茶園面積 296ヘクタール）

新産地事業における荒茶生産の拡大
年間生産量： 675トン（参考：茶園面積321ヘクタール）

3件

効率的施肥に向けた栽培試験 2件

運用継続

運用継続
-

-

コミュニ ティへの 参 画
お よ びコミュニ ティの 発 展

+5.5%［原単位］
（沖縄名護工場（飲料製造）の急激な生産量増加のため）

「エコ商品ねっと」掲載アイテム増加

7件

6件

802トン

900トン

2,577万ケース

2,600万ケース

消費者課題

2009年度比 -5％［原単位］

公正な事業慣行

2009年度比 -13.6％［原単位］
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物流・販売での取り組み

地球温暖化防止への取り組み
地球温暖化による気候変動問題は、私たちが直面する重

全国200ヵ所の営業拠点に配属された営業員と、3,577台の
営業車両がお取引先のもとへ製品をお届けしています。事業

大な社会共通の課題であると認識しています。

の拡大に伴う車両台数の増加を受け、車両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

全社ベースでの結果

であると認識しています。
伊藤園では、ISO14001のPDCAサイクルにより、全部署で
温室効果ガスの排出削減に取り組み、全社ベースではCO 2排
出量（原単位）は直近の2010年度比で4.4％削減、電力使用量
（原単位）は同比で14.8％削減を達成しました。

40,000

30,000

費を抑制しています。

一 部 を 車 両 から鉄 道

全社で

■ 生産部門
■ 営業・事務・研究部門

● 売上高 原単位（全社）

40,030

39,013

7,308

8,020

7,836

0.126

0.128

38,895

し、運送エネルギー消

飲料輸送についても、
2010年度比

■ 二酸化炭素排出量の推移
(t-CO2)
50,000

また、全国を5つのブロックに分けて飲料製品を委託製造

(t-CO2/百万円)
37,402
7,611

36,015

4.4％

に変更するモーダルシ

削減

フトのエリア拡大を行

（原単位）

い、グリーン物流を推

0.15

ブロック物流のエリア

進しています。

8,460

0.125

あら雪と云ふお〻雪と応えけり

0.113

0.108

29,791

27,555

0.10

エコドライブと環境配慮型車両の導入

20,000
31,587

32,010

31,177

環境配慮型車両の積極的な導入や、営業ルートの効率化

0.05
10,000

等による使用燃料の削減、全拠点でのエコドライブを推進し
0

'07

'08

'09

'10

0
'11（年度）

ています。
これにより全社の車両燃料使用量および1台当たり
の燃料使用量がともに減少しました。

■ 電力使用量の推移
■ 生産部門
2,500
2,242

2,342

2,376

2,411

（kWh/百万円）
100

と、ハイブリッド車などの環境配慮型車両の全車両に占める
2010年度比

2,069

全社で

2,000
751

821

867

876

14.8％

888

削減

1,500

第

1,491

1,521

1,509

1,535

1,000

回

74.9

23

車両導入時において、国が定める基準を満たす低公害車

● 売上高 原単位（全社）

（万kWh）■ 営業・事務・研究部門

80

（原単位）

72.6

(㎘)
9,000

73.1

'08

■ ガソリン使用量
■ 軽油使用量

● 1台当たりガソリン使用量 (ℓ/台)
4,000
▲ 1台当たり軽油使用量

1,181

62.3

'07

■ 車両燃料使用量の推移

76.0

500

0

割合は77.1％となりました。

'09

'10

2,859

2,777

2,805

2,378

2,399

2,306

3,000

2,687

6,000

2,627

60
'11（年度）

7,992

7,986

2,143
7,857

7,467

2,018

7,240 2,000

3,000
1,646

1,522

新俳句大賞

製造工場とオフィスでの取り組み
製造工場（生産部門）では、エネルギー使用の効率化を図

1,614

1,637

0

0

'07

'08

'09

一般の部 ︵
歳 以 上 ︶大 賞
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'11

(年度)

■ 環境配慮型車両導入の推移
■ 一般の低公害車
■ ハイブリッド車
■ LPG車
2,500 ■ 天然ガス車

● 環境配慮型車両比率 （％）

（台）

40

'10

りましたが、沖縄名護工場（飲料製造）の急激な生産量の増
加のため、生産量当たりのCO 2排出量が5.5％増加しました。

B

1,578

なお、伊藤園産業の工場への太陽光パネルの設置など、再
生可能エネルギーの利用にも取り組んでいます。
一方、オフィス（営業・事務・研究部門）では、本社ビルでの

3,000

んだ結果、電力使用量を2010年度に比べて23.1％削減しま
した。
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80
77.1

1,925

2,000

69.3
1,583
1,500

100

2,477
2,156

照明設備のLEDへの切り替えや拠点の空調設備の省エネル
ギータイプへの切り替えのほか、徹底した節電活動に取り組

2,758

60

60.4
53.2
40

45.3
1,000

20

500

0

'07

'08

'09

'10

0
'11（年度）

TOPICS

2011年度の
節電への取り組み

先と協働で飲料の製造に使用する水の削減に努めています。
伊藤園の各茶葉製造工場で削減に努めた結果、水の総使用
量・生産量当たりの使用量はともに減少しました。
工場内で使用した水は、浄化槽で処理した後に排水してい

● 就業時の取り組み
サマータイム制度の実施

2011年 6月〜9月の4ヵ月間、始

た。なお、10月以降も始業時間を30分早めるよう、就業規則を
変更しました。

ます。浄化槽は定期的に点検を行っており、違反となる水質
組織統治

業時間を1時間早めることで、冷房や照明の使用を低減しまし

検査項目は出ていません。
■ 伊藤園製造工場（沖縄名護工場を除く）の用水使用量の推移

クールビズの前倒し実施

毎年6月1日から行うクールビズ

(㎥)

を2週間早め、冷房使用の抑制を図りました。

15,000

全社計画有休の実施

10,000

全社で一斉の休暇取得を行い、会社

設備の使用そのものの抑制を図りました。

0.6
0.58
0.51

0

0.51
0.44

0.44

12,409

12,309

15,823

15,015

'07

'08

'09

'10

0.4

人権

ら積極的に採用し、2012年2月からは、さらに電力消費量の少

● 生産量原単位
(㎥/t)

5,000

● 節電型自動販売機の積極採用
消費電力の少ないヒートポンプ式自動販売機を2007年2月か

■ 用水使用量

12,435

0.2
（年度）
'11

※ 飲料製造工場である沖縄名護工場では、飲料製品の生産量の増加に伴い、2010年
3
設備の洗浄・冷却などを含む）を使用。
度比 約30％増の247,327m（製品の原料、

ないハイブリッドヒートポンプ機を導入しています。
ヒートポンプ式自動販売機は、2012年4月末には総設置自動

ステークホルダーへの対応

労働慣行

販売機台数の47％が稼働しています。
2013年度末にヒートポンプ機の稼働比率60％以上を目指します。

環境に関する社会貢献活動
ヒートポンプ式自動販売機とは
製品の冷却で発生した熱を外に放出せず、製品の加温に再利

伊藤園は、生物多様性の保全を目的として、琵琶湖の環境

用する仕組みで、熱を効率良く利用する機能が付いた自動販

保全および「お茶で日本を美しく。」キャンペーン等を通じた

売機です。さらに、外気から取り込んだ熱を製品の加温に利用

水源涵養に関連する活動や、森林整備・里地里山保全の活動

できる機能を搭載したのがハイブリッド方式。従来のヒートポ
ができます（2011年度モデル比）。

に積極的に取り組んでいます。
環 境

ンプ式自動販売機よりも、さらに約40％消費電力を抑えること

2011年度は、各地域のステークホルダーの皆様と連携を
取りながら、以下のような幅広い環境活動を実施しました。

● 自動販売機の節電の取り組み
LED照明／照明の自動点滅、減光機能／
エコベンダー機能（冷却運転のピークカッ
空断熱材の採用／照明の消灯促進 など
※ピークカット機能とは、夏の午後（7月1日〜9月30日

・「あいち海 上の森 企業連携プロジェクト」
（2011国際森林年関連 森林整備など、協定締結）※

公正な事業慣行

ト機能 ※）／部分冷却、加温システム／真

・「お茶で琵琶湖を美しく。」キャンペーン
（琵琶湖環境保全活動、協力：滋賀県）※

・「英彦山ボランティア活動」
（福岡県での里地里山保全）

の午後1時〜4時）は電力需要のピークのため、午前

※琵琶湖環境保全活動および2011国際森林年関連活動については、詳しくはコミュ

中に製品をしっかり冷やし、午後は冷却を自動的にス

ニティへの参画およびコミュニティの発展のページ（P.41参照）をご覧ください。

トップする機能

環境コミュニケーションの取り組み

伊藤園グループの事業にとって水は大変重要な資源と認
識しています。水資源の保全、さらに水の効率的な使用、水質
汚濁の防止、生物多様性の保全に取り組んでいます。

ステークホルダーの皆様とのコミュニケーションも重要な
課題として考えており、日本最大級の環境展示会「エコプロダ
クツ展」への出展や「びわ湖環境ビジネスメッセ」にも参加し
ました。

有識者のご意見

であるため、飲料工場に比べて製造時の水使用量が少ない
のが特徴で、自社工場での効率的な水使用に努めています。
飲料製品はそのほとんどを外部に製造委託しており、委託

首都大学東京 教授

奥 真美氏

これからは、地域の環境だけでなく、地球全体の環境を考えなけ
ればならない時代になっています。生物多様性についても、早急
な取り組みをしていく必要があります。

伊藤園CSR報告書2012

コミュニ ティへの 参 画
お よ びコミュニ ティの 発 展

VOICE

水資源の効率的な使用への取り組み
伊藤園の製造工場は、沖縄名護工場を除き茶葉製造工場

消費者課題

水資源・生物多様性などへの取り組み

28

環境

省資源化と排出物削減に向けた取り組み

再資源化に向けた取り組み

伊藤園は、限りある資源を永続的に利用するために、3R

伊藤園では、発生した茶殻や廃棄製品などの食品廃棄物

＜Reduce（発生抑制）、Reuse（再利用）、Recycle（再資源化）＞

は、できる限り再資源化を進めています。

の原則に基づいて、排出物の発生抑制に取り組むとともに、

食品リサイクルの取り組み

発生したものについては徹底的な有効利用を図っています。

（直訳：秋が立ったのに

though autumn comes

期限の切れた製品等は、食品リサイクル法に対応した処分が

製造工場での取り組み

できる再資源化業者に委託することを原則とし、
リサイクルに

伊藤園製造工場での排出物の発生状況と再資源化率の状況
は下図の通りです。分別の細分化を推進し、製造時に発生する

努めています。2011年度の食品リサイクル率は84.2％でした。

自社ルートでの容器の再資源化

茶粉やコーヒー殻なども資源として有価売却を進めています。
伊藤園は、営業員が空き容器の回収を行っています。回収
■ 伊藤園製造工場（沖縄名護工場を除く）の排出物発生量と再資源化率の推移

in your sandy sandals

君の砂だらけのサンダルに）

summer still stays

夏はなおとどまっている

(t)
1,200
1,000

■ 排出物発生量

● 再資源化率

96.2

98.0

99.2

98.5

99.1

1,057

1,174

1,158

1,175

1,111

した空き容器は、適正な再資源化業者により全量リサイクル
しています。

(%)
100

容器包装リサイクルに向けた取り組み

800
600

家庭などから排出される空き容器に関しては、公益財団

400

法人 日本容器包装リサイクル協会に再商品化委託料を支払

200
0
'07

'08

'09

50
'11（年度）

'10

い、事業者としての役割を果たしています。
また、伊藤園が加盟している一般社団法人 全国清涼飲料

■ 伊藤園製造工場の排出物の内訳（2011年度）

工業会を通して、公益社団法人 食品容器環境美化協会、PET

繊維くず 2.2%
生ごみ 0.4%
その他 6.0%

金属くず 4.7%
廃プラスチック類
（紙くず含む）6.4%

ボトルリサイクル推進協議会に参画し、消費者への環境美化
古紙（段ボール、
包装紙など）
35.0%

植物性残渣
（リーフ製品）
1.4%
植物性残渣
（茶殻・コーヒー殻）
1.0%
植物性残渣
（茶粉・油茶）36.3%

1,858t

や分別収集・リサイクル促進の啓発活動を行っています。
伊藤園でも、PETボトルのリサイクルにより生産される制服
や空き容器入れなどの製品を積極的に採用しています。

アルミ蒸着包装材
6.6%

第
回

23

製造工程で発生する食品残渣や営業拠点で発生する賞味

VOICE
東京情報大学学長

有識者のご意見
牛久保 明邦氏

食品リサイクル法のコンセプトは3R（発生抑制、再利用、
リサイク

飲料残渣排出量と処理状況

ル）
という観点です。全国に展開している営業拠点で製品廃却の削

2011年度の飲料残渣（茶殻やコーヒー殻など）の排出量は
50,243トン（うち、茶殻の排出量は47,444トン）で、2010年度

新俳句大賞

に比べ3％減となりました。
これらの残渣の処理状況は、下図

装資源として回収していることは、環境・リサイクルへの評価され

の通りです。

るべき貢献でしょう。

■ 飲料残渣排出量と処
理状況（2011年度）

燃料化（サーマルリサイクル）
15.7%

埋立 1.3%
堆肥 77.6%

建材など 1.6%

課題・目標
環境・エネルギー問題への社会的要請がますます高

飼料 3.8%

英 語 俳 句の部 大 賞

50,243t

まっています。
「環境方針」
と
「環境戦略2011」を柱に環境中期目標の
達成を図る中で、環境配慮型製品の開発や再生可能エ

営業部門での取り組み
全営業拠点の環境目標として、製品廃却損の削減を掲げて
います。総量の減量を目指し、各営業拠点それぞれがPDCA
サイクルに基づき、継続的な取り組みを行っています。

29

減に取り組んでいるのは、
まさに3Rの観点に合致します。
また、自動販売機横の空き容器入れから、缶やPETボトルを容器包

伊藤園CSR報告書2012

ネルギーの利用、生物多様性の保全、廃棄物対策の推進
などの社会的・経済的な側面やリスク管理も考慮して、今
後も事業活動におけるあらゆる面での創意工夫により、
いっそうの改善努力を続けていきます。

TOPICS

容器への取り組み
容器包装には、中身の品質を保持する大切な役割があります。伊藤園は、容器包装の軽量化や、環境負荷の低減を考慮
した充填技術などの開発に関係企業と協働で取り組んでいます。

組織統治

環境配慮型の「お〜いお茶」軽量PETボトルの採用 〜NSシステムの開発・導入で、ボトルの軽量化〜
● NSシステムの開発と技術的特長

● ボトルの軽量化による効果

従来の一般的な茶飲料の充填方式は、飲料を「高温にして

500ml PETボトル1本当たりで削減した原材料は7gに

から充填する温水充填方式」
と
「常温で充填する無菌充填方

なります。

-7g

式」があります。温水充填方式では、ボトルに一定の耐熱性

軽量ボトル

た。一方、
ミルク入り飲料などで採用される「常温で充填する
無菌充填方式」では、ボトルを完全無菌とするために使用さ

人権

が必要だったため、ボトル本体の大幅な軽量化は困難でし

従来ボトル

れる殺菌剤を洗い流すために、多量の水とその排水処理が
必要になります。
そこで伊藤園では、
「緑茶飲料に最適な充填システム」をコ
労働慣行

ンセプトに、①安全・安心 ②おいしさと品質の維持・向上 ③
環境配慮という3つの特徴を持つ充填方式のNSシステム ※

削減した原材料は年間に換算すると約1,909トン（※1）
とな

を容器メーカーの東洋製罐株式会社と共同開発し、各飲料

ります。
これは、エネルギー量で原油に換算すると、約3,000kl

充填工場のご協力も得て、2010年より順次導入を開始して

（※2）
となり、燃費10km/lの車が、地球を約180周走るため

います。

に必要なガソリン量になります。

NSシステムは、
「常温での無菌充填」
でボトルの殺菌処理に殺

※1 2011年度充填数量から算出

に加え、ボトルが高温にさらされるのは温水でのボトル殺菌

※2 出典：
「石油化学製品のLCIデータ調査報告書＜更新版＞」

環 境

菌剤を使用せず、殺菌剤を洗い流す多量の水が不要となるの

（2009年3月 社団法人 プラスチック処理促進協会）

時のみのため、ボトルの耐熱性を低く抑えられます。
このNSシ
ステムの導入によりボトルの軽量化が可能になりました。

原材料を年間

※NS＝Non-Sterilant：ノンステリラント＝殺菌剤を使用しないの略

1,909t

公正な事業慣行

削減

180周分

● 軽量PETボトルの製品への採用および展開エリア拡大
「お〜いお茶 緑茶」
「お〜いお茶 濃い味」の500ml PETボ
トルへの採用を2010年6月より関東の一部エリアで始め、

軽量ボトル

6面パネル

10面パネルで持
ちやすさも向上

ました。また、関東・関西・中国地域と中部地域の一部まで
展開エリアを広げています。今後も採用製品と展開エリア

従来比

の拡大を順次行う予定です。

約13％軽量化
重量：2.6ｇ

2011年度には2リットルPETボトル製品への採用も開始し
消費者課題

キャップ

従来ボトル

ボトル

従来比
従来比

約40〜50％
薄膜化

コミュニ ティへの 参 画
お よ びコミュニ ティの 発 展

ラベル

約30％
軽量化
500ml PETボトル
重量：19ｇ

厚さ：20マイクロ
メートル

伊藤園CSR報告書2012
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環境

TOPICS

伊藤園は茶殻まで
リサイクルしています。
● 環境配慮・可能性を秘めたシステム

① 省資源

3つの環境配慮

さまざまな製品の原材料に混ぜ

● 伊藤園独自のリサイクル技術

ることで、通常の原材料の使用量
を削減

● 異業種企業との協働による新製品開発

省資源

② CO2削減
水分を含んだままリサイクルでき
るので、茶殻を乾燥させるエネル

茶殻リサイクルシステムの開発

ギーを使わず、余分なCO 2も出しま

3つの環境配慮

せん

③ リサイクル
建材や紙製品、プラスチック樹脂

CO2削減

リサイクル

など、さまざまな身の回りの製品
に再生しています

はがぬけた六年かんもありがとう

3つの有用性

抗菌性
緑茶ポリフェノールなど茶殻に残
る有用成分が活かされ、茶の香り

3つの有用性
消臭性

を楽しむこともできます

香り

第
回
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茶殻リサイクルシステムの社会的意義
茶殻を廃棄物としてではなく、資源としてとらえることで、
伊藤園のみならず製造企業や社会・環境にとっても価値が生
まれます。
この価値が持続的に高まるよう、関係者との協力を

新俳句大賞

進めていきます。
茶殻リサイクルシステム
製造企業の価値

審査員賞

・ 茶殻による付加価値製品の販売
・ 茶殻配合による通常原材料の
使用量低減
・ 異業種企業の連携

茶殻リサイクルシステムの特徴

31

社会・環境の価値

伊藤園CSR報告書2012

・ CO2排出量の抑制
・リサイクルの推進による
製品付加価値の利用
・ 新製品の新たな価値
・ 新たな生活様式への発展

伊藤園の価値
・ 茶殻処理工程でのCO2発生抑制
・ 茶殻処理費用の圧縮による製造コスト低減
・ 茶殻の再利用の推進
・ 環境配慮型製品開発による企業価値の向上

どのような製品が開発されているか

茶殻リサイクルシステムの受賞歴

もとの製品の原料に配合することで、多種多様な製品に生

3つの環境配慮や3つの有用性に関連して、さ
まざまな角度からご評価をいただきました。そ

まれ変わります。

のことが、茶殻リサイクルシステムの多くの受賞
茶飲料
販売

製造

の理由につながっています。

組織統治

栽培

Ⓡ

茶殻リサイクル
マーク

受賞歴

茶殻

ボード

樹脂

「名刺」

建材

樹脂

「封筒」

「ベンチ」

労働慣行

紙製品

人権

紙製品

「空き容器回収BOX」

「段ボール」

「あぶらとり紙」

「自動販売機」

「ボールペン」

環 境

VOICE

関係者・有識者のご意見
―今後の展開に向けて

アートファクトリー玄 株式会社 代表取締役社長
公正な事業慣行

杉村 総一郎氏
当社は自動販売機の脇などにある、PETボトル
や缶の分別容器を扱っていますが、今回伊藤
園さんと共同開発した消臭機能もある「お茶殻
入り空き容器回収BOX」は非常に好評です。伊
「紙ナプキン」

「折り紙・千代紙」

「フィルム」

「インソール」

藤園さんにとっても、事業と密接に結びついた
活動であり、非常に有益な取り組みなのではないでしょうか。
消費者課題

ボード
グリーン購入ネットワーク 専務理事・事務局長

麹谷 和也氏

「畳」

「お〜いお茶」というブランドと連携してマーケティング戦略を
「枕」

「サンダル」

行うことで、茶殻リサイクル製品の持つ効果や価値が向上するで

建材

株式会社大和総研 環境・CSR調査部長

河口 真理子氏
10年間にわたり多くの企業と取り組んできたことは素晴らしいと
思います。製品に「茶殻が入っている」
こと自体が付加価値になる
「せっこうボード」

「機能建材」

「デザインウォール」

茶殻リサイクルシステム ホームページ

というマーケティングが、今後期待されます。

コミュニ ティへの 参 画
お よ びコミュニ ティの 発 展

しょう。今後は、体系的な広報などが期待されます。

http://www.itoen.co.jp/csr/recycle/
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公正な事業慣行

また、伊藤園グループは、全社員を対象に、
「社是」
（P.1参
照）を具体化した 5つの観点 から一人ひとりの「行動チェッ
クポイント」を定め、日ごろの活動の中で留意するとともに、
定期的な教育の実施などを通して周知徹底しています。

基本的な考え方
伊藤園グループは、すべての役員、社員等が国内外の

行動チェックポイント
● あなたの行動は、法令や伊藤園グループ基本綱領を守っていますか

法令および社内規程等を遵守のうえ、企業経営および業

● あなたの行動は、公私を明確に区別していますか

務遂行の適法かつ適正性の確保に努めます。また、消費

● あなたの行動は、社会の常識から見て正しいですか

者をはじめ投資家、お取引先、地域社会の方々など皆様

● あなたの行動は、お客様第一主義の経営理念に合致していますか
● あなたの行動は、
「伊藤園ブランド」の信頼に貢献していますか

からの期待を真摯に受け止め、誠実に応えていきます。

コンプライアンス
コンプライアンス体制の確立
伊藤園では、コンプライアンスの徹底を図るため、全社の

せんぷうき言葉が風にとばされる
第
回
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コンプライアンスマネジメントに責任を持つ企業倫理担当役

伊藤園グループ行動規範・行動基準・行動チェックポイント

員を任命し、
「法令遵守」を経営の基本方針に掲げ、
「コンプラ

伊藤園グループでは、法令、基本綱領、社内規程、社会規

イアンス企業・伊藤園グループ」の確立を目指すことを宣言し

範、倫理などの遵守を徹底し、公正・誠実な競争による事業活
動を推進するとともに、生活者の視点と立場を重視して事業
活動を行っています。

2004年には「コンプライアンス委員会」および「コンプライ
アンス室」を設置し、コンプライアンスに関する重大事案が発

その実践に向け、
「お客様第一主義」を具体化した「伊藤園

生した場合には、迅速に対応策を検討し、実施する体制を確

グループ行動規範・行動基準」の徹底がコンプライアンスの

立しています。2011年度はコンプライアンス委員会を6回開

基本と認識し、
グループで浸透を図っています。

催しました。

伊藤園グループ行動規範は、法令・基本綱領・社内規程と

さらに、各部門が連携してコンプライアンス違反の予防や

の関係を整理して、9項目を定めています。また、役員および

再発防止について詳細に検討し、コンプライアンスの強化を

社員一人ひとりが企業としての事業活動を行うにあたり遵守

図っています。

すべき事項を、さらに具体的に細分化した行動基準を定めて
■ 伊藤園グループコンプライアンス体制

います。

伊 藤 園グループ行 動 規 範

新俳句大賞

1. 私たちは、すべてのお客様に対し、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、すべての取引に際して対等、公正な取引を誠実に行います。
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。

審査員賞

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。
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。

33

ています。
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グループコンプライアンスの強化

公正な競争・取引の徹底

伊藤園グループは、
グループ間でのコンプライアンスに関

健全な調達取引の徹底

する連絡・情報共有・意見交換等のための仕組みとして、
「コ
ンプライアンス推進担当者」を国内グループ企業に配置し、定
期的に「国内グループ企業コンプライアンス連絡会」を開催し

原料・資材等の調達取引においてコンプライアンスを遵守
することは、調達取引先と健全なパートナーシップを築くうえ
組織統治

での大前提です。伊藤園グループでは、健全な調達取引を徹

ています。

底していくために、調達部門の社員への教育を実施するとと
もに、取引実態の調査（社内監査）を通じて、コンプライアン

内部通報制度

ス違反が起きないように努めています。

伊藤園グループでは、担当部署の法務部コンプライアンス
室に内部通報の受理窓口「企業倫理ホットライン」を設け、通

製造委託先との公正な取引

の運営は、公益通報者保護法に基づき、内部通報等受付窓口

飲料製造工場への委託などの下請取引では、対等で公正

担当者の基本ルールの遵守と、通報者等の保護および通報

な取引関係を構築していくため、社員への下請法に関する教

等内容の漏洩防止の徹底を図っています。

育などを実施し、合理性のない要求や行為を排除する仕組

内部通報等で把握した事案は、コンプライアンス委員会に

人権

報、相談、質問、連絡等の業務を行っています。内部通報制度

みの強化に取り組んでいます。
労働慣行

報告し、顧問弁護士などと連携を取りながら対処しています。

営業・販売における自由で公正な競争
伊藤園グループは、法令遵守はもとより、健全な商慣習、社

コンプライアンス教育の推進
伊藤園グループでは、コンプライアンス意識を高めるため、
全役員および社員を対象にコンプライアンス教育・研修を計画
的に実施するなど、全社的にコンプライアンスの浸透を図って

に努めています。
また、営業活動で得られた第三者に関する情報について
は、個人情報などを含めて適正な方法で管理しています。

環 境

います。2011年度は、
コンプライアンスに関する基礎知識の確

会通念に従った営業・販売活動を徹底し、自由で公正な競争

認や最近の法改正の動向などについて実施しました。
さらに、全国の営業本部および地区には「コンプライアンス
リーダー」、
「 推進責任者」を配置しています。コンプライアン

知的財産の保護
伊藤園グループは、他社の知的財産権を尊重するとともに、
自社の権利を積極的に活用しています。具体的事案には、研究

割が合格しています。

開発部門と知的財産部門が連携しながら対応しています。

コンプライアンス違反への厳正な対処
コンプライアンス違反事案が発生した場合には、正確な事
実関係の把握と真因の究明に努めたうえで、事実を真摯に受

を行い、厳正に対処します。

課題・目標
公正で堅実な事業活動の遂行のためには、コンプライ
アンスのさらなる浸透・定着が課題です。

消費者課題

け止め、再発防止策の徹底、違反した社員の適正な処分など

公正な事業慣行

スに関する検定試験の受験を推奨し、現在では、受験者の約7

2012年度は、コンプライアンス教育の充実、コンプラ
イアンス検定の合格率の向上、年6回のコンプライアン
ス委員会の開催などを通じて、全社員のコンプライアン

VOICE

田中 宏司 氏

ス意識の向上および法令・社会規範にのっとった責任あ
る企業活動を推進し、お客様との信頼関係の強化に努め
ていきます。

ISO26000の考え方としてコンプライアンスが基盤にあります。御
社ではコンプライアンス委員会を設置するなど推進体制を構築
されていますが、引き続きコンプライアンスを重視し、よりいっそ
うの強化を図っていただきたいと思います。
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コミュニ ティへの 参 画
お よ びコミュニ ティの 発 展

東京交通短期大学学長

有識者のご意見
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消費者課題

安心な製品づくりを徹底しています。
また、すべての飲料製品について放射線量測定器での検
査やモニタリングを行うことで、放射性物質による汚染の確
認体制を確立しています。

基本的な考え方
■ 伊藤園の品質管理（主な検査）

伊藤園グループは、中長期経営計画においても、製品

す。お客様に提供する製品の、原料から製品に至るすべ

● 官能検査（形状、色つや、香り、水色検査） ● 微生物検査
原料

開発やお客様との接点を大切にすることを重視していま

飲料原料

ての工程において、厳しい品質管理体制に基づき、製品

い」に適合した製品づくりとサービスの提供を進めてい

製品

開発コンセプト
「自然・健康・安全・良いデザイン・おいし

水

伊藤園と
製造委託工場
による検査

● 理化学検査（成分分析など） ● 残留農薬検査
● 放射性物質検査
● 水質検査

● 放射性物質検査

● 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（成分分析など） ● 放射性物質検査

ます。
また、
「今でもなお、お客様は何を不満に思っていらっ
しゃるか」
という問題意識を社員が常に持ち、製品やサー
ビスを通してお客様の期待にお応えする精神のもと、
「お

TOPICS

伊藤園は製品の原料から製造、流通に至るまで一貫し

客様第一主義」を実践していきます。

おこられてマスクの中で独り言
第
回
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放射性物質検査について
た品質管理体制を構築し、製品の安全性確保に努め

ています。また、2011年の福島第一原子力発電所の事故以降は、
原料ならびに製品に対する放射性物質の検査体制を構築し、お
客様に、より安全・安心な製品をお届けする取り組みを進めてき
ました。
2012年4月より適用された食品中の放射性物質の基準に対応す
るために、新たな検査機器の導入や品質管理体制の再構築を行
い、お客様へ安全・安心をこれまで同様にお届けするために、製
品の安全性確保に取り組んでいきます。
① 製品の安全性について
基準値に応じて、ゲルマニウム半導体検出器とNa,シンチレーション
式オートガンマカウンターを使い分け、製品検査を実施します。

② 使用する水について

品質管理に関する取り組み
食品を取り扱う伊藤園グループにとって品質管理は、お客
様に対する責任の最重要事項として認識しています。製品の
設計、原料、包装材から製造、流通に至るまで、厳しい品質管
理体制を確立し、製品の安全性確保に努めています。

飲料製品に使用する水（純水または天然水）は、各工場で製造日ごと
に検査し、安全性の確認を行います。

③ 原料の安全性について
茶葉製品および茶飲料製品に使用される国産茶葉原料は、全ロット
検査を実施します。また、茶葉以外の国産農産物を加工した原料につ
いても、製造メーカーの検査と併せて全ロット検査を実施します。

新俳句大賞

一貫した品質管理体制
伊藤園では、品質管理・品質保証の国際規格ISO9001の認
証を2002年に取得、品質マネジメントシステムを構築し、品

審査員賞

質管理に取り組んでいます。

ゲルマニウム半導体検出器による検査風景
基準値が10Bq/kg以下または50Bq/kg以下の食品、主として飲料製品、飲用
茶（抽出液）、使用水、牛乳、乳飲料の検査に用います。

原料段階における残留農薬検査は伊藤園品質管理部で行
い、製品段階では、香味や機器分析、微生物などの検査は伊
藤園品質管理部と製造委託工場の双方が行っています。
製品は伊藤園の品質管理基準（飲料製造および茶葉製造
ガイドライン）を満たした工場で製造し、日々情報を共有する
とともに、工場担当者との品質会議を行うことにより、安全・
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Na,シンチレーション式オートガンマカウンターによる検査風景
基準値が100Bq/kg以下の一般食品、茶葉（荒茶、製茶）の検査に用います。
※ Bq ＝ ベクレル

トレーサビリティの確保

VOICE

有識者のご意見

伊藤園では、国産緑茶原料のトレーサビリティシステムにお
いて、茶生産農家の栽培管理記録、特に農薬に関する部分を

小島 正美氏

毎日新聞社生活報道部 編集委員

重点的にチェックしています。最終的にお客様の手元に届く緑

伊藤園製品のトレーサビリティシステムはよく工夫をされている

茶飲料からは、その製品に印字されたロット番号を追跡すれ

と思います。ただし、
トレーサビリティは、それだけで消費者に安

る仕組みを確立しています。

組織統治

ば製造工場、製造日時、原材料、農家の栽培状況まで把握でき

全性を保証するものではなく、あくまでも何かトラブルが起きた
ときの危機管理対策だと位置付ける考え方が必要です。

また、海外で生産されたものを一部使用している野菜飲料
の原料においても、
トレーサビリティを確保しています。
■ 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)

荒茶工場

● 農薬の適正な使用を明記した誓約書
● 栽培している茶園の情報、栽培記録

ステムの国際規格）の自己適合を宣言しました。
この規格では、

● 荒茶の安全性に対する誓約書、安全保証書
● 荒茶工場ごとの使用農薬リスト

お客様満足を実現するため、さまざまな活動において継続的

● 荒茶製造管理記録

な改善を図り、PDCAサイクルに基づく苦情対応の枠組みを構
築、運用することが求められています。伊藤園では、お客様の声

● 生産者情報
● 販売する茶の安全性に関する契約書

を積極的に企業経営に活かし、経営理念の「お客様第一主義」

労働慣行

茶の問屋
仲介業者

伊藤園は、2009年度にISO10002（苦情対応マネジメントシ

人権

茶葉生産
農家

お客様満足向上の取り組み

を実践することを、お客様満足の基本方針としています。

● 荒茶工場情報

伊藤園静岡
● 荒茶から飲料用原料に加工する記録
相良工場

「お客様第一主義」の実現のため、市場調査、商品化計画、
販売、販売促進、広告宣伝などのマーケティングの各段階に
おいて、安全・安心な製品、サービス、正確な情報の提供を行

飲料工場

● 飲料用原料から緑茶飲料を製造する記録

うとともに、お客様満足のための行動基準を定めています。
環 境

特に、お客様からの電話、手紙、e-mailなどで寄せられるお
小売店

問い合わせやご意見・ご提案は、私たちにとって貴重な情報
です。ご意見などをいただいたお客様への対応は、初期対応
を大切にし、お客様の声に誠意を持って迅速かつ丁寧に対

お客様

応することを原則としています。
公正な事業慣行

以上の対応を行う部署として、伊藤園では、本社に「お客様

TOPICS

野菜飲料の海外産原料の
品質管理について

伊藤園では、世界各地の原料調達先から受理する「品質保証書」
による確認と、産地で栽培、加工、管理の確認を行い、法令に適合

客様からいただくご意見などに営業員が一つひとつ丁寧に、
そして誠実に対応するよう心掛けているほか、お客様からの
ご意見などは全役員・関連部署・社員で情報の共有化を図っ
ています。

消費者課題

した安全な原料を使用しています。いずれも仕入れ担当者自らが

相談室」を設けています。また、日々の営業活動において、お

現地に赴き、使用農薬の実態や品質管理体制のチェックをしてい
■ お客様からいただいたご意見・ご提案の対応の流れ

ます。

回答

有識者のご意見
お客様相談室

報告

社員

報告

野口 和彦氏

報告

株式会社 三菱総合研究所 研究理事

関連部署

一番高度な安全は、製品パッケージに伊藤園と書いてあるだけで
みんなが安心して飲める安全品質管理体制です。
このような安全
体制の構築を目指してほしいと思います。

指導

全役員

改善指示

情報の共有化

伊藤園CSR報告書2012

コミュニ ティへの 参 画
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ご意見
ご提案

ご意見
ご提案

回答

VOICE

お客様
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消費者課題

パッケージやホームページでの製品情報の提供
伊藤園は、販売している飲
料製品のパッケージで、原材

原料名（野菜） 産地

にんじん

日本（宮崎、鹿児島、熊本、長崎）

トマト

日本（長野、山梨）

料や栄養成分表示を行って

セロリ

日本（長野、愛知、静岡）

有色甘藷

日本（宮崎、鹿児島）

います。また、緑茶・むぎ茶・

アスパラガス 日本（長野、秋田、長崎）
レタス

野菜の各飲料や茶葉製品で
は、使用している原料の産地
を、製品パッケージやホーム
ページで開示しています。

お客様とのコミュニケーション

充実野菜 国産100％ 旬の野菜

日本（長野、群馬）

パセリ

日本（静岡、福岡、長野、千葉、茨城、大分）

クレソン

日本（長野、茨城、栃木、山梨）

キャベツ

日本（愛知、長野、群馬）

ラディッシュ

日本（長野）

ほうれん草

日本（長野、大分）

三つ葉

日本（茨城、長野）

原料名（果実）

産地

梅

日本（和歌山）

ホームページでの原料産地掲載例

伊藤園グループでは、健康で文化的な生活と豊かで活力あ
る社会の実現を目指すために、お茶や野菜を活用し、お客様と
の接点を大切にした「食育」などの取り組みを実施しています。

社員ティーテイスターによる茶文化の普及・啓発活動
社内の「ティーテイスター（茶資格）制度」の資格者が「お茶
の専門家」
として、お茶の知識・おいしさ・健康性等、茶文化の
啓発活動や社内外に向けた情報発信などを積極的に行ってい
ます。2011年10月には、日本三大茶会といわれている茶会（松
江・金沢・京都）のうち「松江城大茶会」
・
「金沢城・兼六園大茶

TOPICS

「お〜いお茶 緑茶」が、2011年度グッド
デザイン・ロングライフデザイン賞を受賞
※公益財団法人 日本デザイン振興会主催

10年以上にわたり継続して生産・販売され、人々に支

いお茶の入れ方」の説明と実演を行いました。そのほか、全国
各地で、年間約150件の活動をしました。お茶の伊藤園として、

ケロケロケミンミンミンと眠れない

持され続け、またデザインを継承しつつ商品性の向上

今後もお茶の啓発活動に積極的に取り組んでいきます。
また、

が図られていることが評価され

静岡相良工場では、小中学生やお取引先をお招きした工場見

ました。

学会を実施しており、お茶の知識だけでなく、製造工程での品
質管理についての紹介も行っています。

さまざまなお客様への配慮
伊藤園は、お客様のために、常に使いやすさを考えて製品
の改良を行っています。また、障がい者、高齢者の方などへの
食生活に関する情報提供と食生活環境改善を行っている、公
工場見学
パンフレット

益財団法人 すこやか食生活協会の賛助会員として、活動に取
松江城 大茶会

り組んでいます。

伊藤園のこだわりのにんじん「朱衣」

容器包装の改善

第
回

23

会」
と、浜離宮恩賜庭園で行われた「東京大茶会」で、
「おいし

ミシン目の「穴の大きさ」
と
「間隔」を調整することで、はがしやすいラベルの

伊藤園が独自に選定した野菜飲料の原料にんじん「朱衣」
が、
日本野菜ソムリエ協会の第5回野菜ソムリエサミット生食・

研究を進めてきました。
「簡
易開封ラベル」は、はがし始

蒸し部門で1位となり、2011年6月に同協会にて、野菜ソムリエ

め の 部 分を改 良し、穴 の 大

の方をお招きした、伊藤園社員によるワークショップを開催し

きさと間隔を工夫しています

ました。

（右図①②）。

新俳句大賞

ユニバーサル自動販売機
高齢者や子どもが製品を選びやすくなるように低い位置に
製品選択ボタンを設置したり、障がいのある方がお金を入
れやすい構造を採用した自動販売機です。病院や公共施設
などを中心に設置しています。

審査員賞

にんじん「朱衣」

VOICE

有識者のご意見

第6回食育推進全国大会へ参加

公益財団法人 すこやか食生活協会 理事長 佐藤 榮一 氏

伊藤園は、2011年6月に静

伊藤園の製品パッケージは消費者によく配慮されていますが、今

岡県三島市で開催された、
「第

後さらに、①表示の見やすさ、②開けやすさ、③持ちやすさ、④ラ

6回食育推進全国大会」に参

ベルのはがしやすさの4点を踏まえて、さらに改善していただけ
ればと思います。

加し、食生活におけるお茶の
健康面での大切さや、にんじん
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ワークショップの様子

「朱衣」、茶殻リサイクル製品をご紹介しました。また、同大会

病〜期待される緑茶の抗酸化性」
「緑茶の効能と掛川スタディ

の伊藤園ブースにご来場いただいた食育に関する専門家の

〜健康長寿都市 お茶処・掛川市の取り組み」の3つのテーマ

方々からご意見をいただきました。

で行いました。
講演者

VOICE

医学博士

市場 祥子氏

医学博士

公益社団法人 全国学校栄養士協議会会長

お茶は食文化の一つであり、食文化は人間力を活性化させたり、

お茶の水女子大学大学院

人間文化創成科学研究科教授

生活環境教育研究センター

近藤 和雄氏

組織統治

有識者のご意見

掛川市立総合病院医監

掛川市緑茶予防医学・健康科学研究所長
伊藤園 中央研究所長

鮫島 庸一氏

提坂 裕子

子どもが健康に育つために役立ちますので、ターゲットを絞っ
て、食育活動を展開していただきたいです。
「もったいない」精神の茶殻リサイクルは素晴

個人情報の保護
伊藤園は、お客様の個人情報については、適正な方法で取

こんなに幅広いものだということに、消費者

得し、
「 個人情報の保護に関する法律」などを遵守し、適正な

は惹かれます。これだけのことをするお茶屋
さんはほかにないと思います。

人権

らしい取り組みです。飲料だけでなく、お茶は

保護・維持・管理を行っています。ホームページでは、
「個人
情報保護方針」
「プライバシー・ポリシー」および「個人情報保
護法に基づく公表事項」を公開しています。また、ホームペー

公益社団法人 生命科学振興会理事長
前 国立健康・栄養研究所理事長 渡邊 昌氏

シー・ポリシー」に基づき厳正に管理しています。

労働慣行

私は、
「 医食同源プロジェクト」を推進してお

ジを通して取得した情報は、
「伊藤園ホームページ プライバ

り、お茶を含め、食品の持つ機能性をもっと
消費者にアピールできるような仕組みの構

VOICE

有識者のご意見

築が必要だと考えています。

北里大学副学長

陽 捷行氏

農と健康を統合すること
（医食同源）が、今後必要だと考えます。緑
茶が健康に良いということをもっとPR する必要があると思います。

お茶の健康価値研究と特定保健用食品の開発
伊藤園中央研究所では、お茶を含めた多岐にわたる研究
を行い、さまざまな製品開発や製造工程の革新に寄与し続

になる方向けの、緑茶飲料初の2つの健康表示を持つ特定保
健用食品「2つの働き カテキン緑茶」を発売しました。またシ
リーズ製品として「同 カテキン烏龍茶」、

江原 絢子氏

「お〜いお茶」は誰もが知っています。今後、PETボトル・茶葉製品の
こと、茶文化、歴史、お茶のいただき方、料理やお菓子との関係、栄
養面など、
トータルな提案ができるといいのではないでしょうか。

公益社団法人 NACS消費生活研究所 主任研究員

公正な事業慣行

けてきました。2011年度には、体脂肪やコレステロールが気

東京家政学院大学名誉教授

環 境

お茶の健康価値研究

戸部 依子氏
伊藤園には「ティーテイスター制度」
というお茶のプロを育てる社内
資格があるので、そうした仕組みをうまく活用して、消費者が納得し、
また有益な情報提供をしていただけるとよいと思います。

「同 カテキンジャスミン茶」も発売し、
長年の研究成果を活かして、毎日の食生

課題・目標

消費者課題

活改善と健やかな暮らしを、お茶を通し

消費者課題は、食品を取り扱う伊藤園グループにとっ

て応援しています。

て最重要課題の一つであり、食を取り巻く状況に応じた

緑茶と健康フォーラム（2011年11月開催）

化や、ホームページやQRコードなどでの品質管理や原

き、緑茶の研究にかかわる専門

材料などの情報開示を進めます。また、
「お客様第一主

家による講演とパネルディスカッ

義」をさらに徹底し、ユニバーサルデザイン製品の開発、

ションを開催しました。講演は「緑

「ティーテイスター制度」の充実によるお茶文化の継承

茶と健康〜カテキンの効果を再
緑茶と健康フォーラムの様子

と発展など、
より高度なお客様満足の実現を目指します。
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託先との連携を高めた品質管理体制のさらなる徹底強

伊藤園は、消費者約600名を招

認識」
「活性酸素と老化・生活習慣

的確な対応が求められています。今後も、仕入先・製造委
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コミュニティへの参画およびコミュニティの発展
基本的な考え方
伊藤園グループは、地域の活性化のために、地域貢献、
コ
ミュニティ活動への参画とコミュニティの発展に寄与してい
きます。特に東日本大震災以降、地域社会における絆の重
要性や地域の活性化がいっそう強く求められています。
伊藤園グループは、生産から販売の各段階において、環
境、食、文化や少子高齢化、地域活性化などの地域課題に
対し、本業を通じた活動を推進しています。
また、
「世界のティーカンパニー」を目指し、北米や豪州
のグループ企業とも連携しています。

茶産地育成事業（新産地）の推進
伊藤園は、地域行政・組合・生産者の方々と協力し、耕作放
棄地などを活用した茶産地を育成、機械化やIT化を含めた栽
培技術・ノウハウの提供、収穫茶葉の全量買い取りを行い、茶
葉の品質向上、コスト低減を図っています。
茶農家の方々にとっては、伊藤園との契約取引により、安
定的な農業経営、肥料・農薬の適正な使用など環境保全型農
業の推進につながっています。
さらに地域によっては、地元での農業生産法人の設立など
により、地域の雇用創出も実現されます。
この茶産地育成事業（新産地）は、2008年12月に、
「茶産地育
成事業〜お茶の樹を植えて地域に活気〜」をテーマとして、エ
コプロダクツ大賞推進協議会主催「第5回エコプロダクツ大賞

たんぽぽが私に言った大丈夫

（エコサービス部門）農林水産大臣賞」を受賞しています。
伊藤園グループの重点項目
● 地域の農・食・食文化に関係する活動の推進
● 地域の環境・里地里山などに関係する活動の推進
● 日本の文化・伝統に関係する活動の推進
● 震災支援（特集P.9〜10参照）

宮崎、大分、鹿児島、長崎の九州4県5地区で「お〜いお茶」
の高品質原料茶葉を育てる大規模茶園をつくっています。
2012年4月現在、新産地の面積は296ヘクタールで、新産地と

茶産地育成事業（契約栽培・新産地）
お茶のおいしさを生むのは茶葉の品質です。伊藤園は、社

第
回
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新産地の状況

員自らが茶産地や茶市場へ出向き、茶葉の品質を見極めた
うえで行う「直接仕入れ」のほか、茶葉原料の一部について

その他契約栽培茶園を合わせた面積では、将来的に2,000ヘ
クタール規模への拡大を目指しています。
■ 茶産地育成事業の状況
(ヘクタール)
1,000

■ 茶園面積（契約栽培）
■ 茶園面積（新産地）

は、茶畑からおいしさを育て上げる、茶産地育成事業（①社
員が茶産地の方々とともに茶葉の品質向上に取り組む契約
栽培茶園②耕作放棄地などを活用し畑づくりから茶葉を育

新俳句大賞

います。

600

845

538
478
1,905

2,800

538

549

茶産地育成事業（新産地）の取り組みの背景

ʻ08

ʻ09

鹿児島県
曽於地区

宮崎県
都城地区

2,600

2,200

271

296

1,800

210
0

大分県
臼杵地区、
杵築地区

2,000

2,121
250

長崎県
西海地区

2,400

2,364

400

200

3,000

2,593

688

成する新産地事業）に取り組んでいます。①と②を合わせて、
茶園の面積は2012年4月現在で845ヘクタールまで広がって

809

788

800

■ 新産地展開地区
● 生産量 (トン)

ʻ10

1,600
ʻ11 （年度）

審査員賞

伊藤園は、日本の荒茶生産量の約25%を取り扱っています
が、高品質な原料茶葉の安定調達が課題でした。伊藤園は、
①耕作放棄地などの活用による大規模茶園造成、②高品質
茶葉の安定的生産、③安定した農業経営、④雇用創出などの
生産現場の課題を検討した結果、個々の茶農家との契約栽
培に加えて、2001年より新産地事業にも本格的に取り組むこ
ととしました。
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茶産地育成事業

大分県 杵築地区 茶畑

VOICE

茶産地育成事業の社会的意義
下記に示すように、茶産地育成事業では、地域社会、生産者、
伊藤園の間での相互に良い関係を追求しています。

伊藤園の価値

したいという思いが一つになり、2006年9月に
伊藤園と大分県、臼杵市、杵築市で茶産地育
成協定を結びました。伊藤園には茶生産技術
の助言をいただくなど、生産者との信頼関係があります。また全量
買い取りという安心感があり、農業振興と雇用の創出に役立って
います。伊藤園のお茶づくりに込められた「おもてなし」の想いは、

関係者からの声

ものがあります。
これまで以上に、生産者とともに安全・安心な産
地づくりに努めていきたいと考えています。

VOICE

有識者のご意見
労働慣行

副組合長理事 河野 杉雄氏

（大分県 杵築市）

本県が力を入れている観光に関する「おもてなし」の心と共通する

人権

・原料の安定調達、原料品質の向上
・トレーサビリティの確保、
一貫した品質管理体制の整備
・生産の低コスト化による原価低減

農事組合法人カヤノ農産

大分県では農業の担い手育成対策として、企

組織統治

・契約栽培による安定的な農業経営
・農業の大規模化、機械化などに
よる生産コストの低減
・農業技術の継承（IT化を含む）
・後継者不足の解消

VOICE

広瀬 勝貞氏

取り組みと伊藤園の原料茶葉を安定的に調達
生産者の価値

・農業の振興、食料自給率向上
・耕作放棄地の減少
・雇用の創出による地域活性化
・技術向上による効率的かつ
環境保全型農業の実現

大分県知事

業の農業参入を積極的に進めています。この

茶産地育成事業
地域社会の価値

関係者からの声

一般財団法人 CSOネットワーク 常務理事 黒田 かをり氏
茶産地育成事業は、まさに伊藤園の本業を通じた地域貢献で、
持続的な農業の育成に具体的な形をもって貢献されているとい

案は大規模農園を始めるきっかけになりました。二番茶以降も買

う画期的な事業だと思います。耕作放棄地などの活用、品質の良

い取っていただくことで茶樹の管理もしやすく、相場に左右され

い物を安定的に確保しながら雇用創出するということは、まさに

ず、生産計画が立てやすく経営の安定につながり安心です。企業

ISO26000のコミュニティに書かれていることを実践されていると

型経営で教育システムもしっかりしており、後継者となる新人を毎

思います。

環 境

茶栽培は今は機械化されており、伊藤園の茶産地育成事業の提

年採用することができます。また、独自の技術や工夫により肥料や
薬剤の使用量を最小限に抑えることができるため、省力化にもつ
ながり、茶産地育成事業は地域と環境の両面で非常に貢献してい

取締役副社長・生産本部担当

ると思います。

橋本 俊治

VOICE

農事組合法人カヤノ農産 従業員の方・若手生産者の方
茶産地育成事業は素晴らしいです。安定した雇用にもつながって
いてとても助かっています。
「お〜いお茶」を見ると、私たちが育て

公正な事業慣行

「お〜いお茶」の原料茶葉品質と生産性向上を目指し、九州を中
心に茶産地を広げています。茶産地育成には耕作放棄地も活用
しています。生産者の利益がなければ事業は成り立ちませんの
で、農家や地域の方々の利益も考えて事業を推進しています。

たお茶の葉が使われていると実感しています。
（従業員の方）
お茶を育てるのはとても大変ですが、丹精込めて育てたお茶の葉
からもお茶の知識に磨きをかけて、仕事に取り組んでいきたいと
思います。
（若手生産者の方）

TOPICS

オーストラリア・ビクトリア州での
茶栽培

消費者課題

が「お〜いお茶」となった時に、本当にやりがいを感じます。これ

日本とは季節が逆となる南半球のオーストラリア・ビクトリア州にお
いても茶園造成を行っています。
日本とは気候や栽培環境が異なる
ため、茶生産者とグループ企業ITO EN AUSTRALIA PTY. LIMITEDが

コミュニ ティへの 参 画
お よ びコミュニ ティの 発 展

協力して、茶栽培の技術的
な工夫を行うほか、すべて
の荒茶についてトレーサ
ビリティを徹底するととも
に、社員が現地を定期的
河野氏（写真左）
と従業員の方々

に訪問し生産者との交流
を深めています。

茶産地育成事業ホームページ

http://www.itoen.co.jp/csr/cultivate/
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コミュニティへの参画およびコミュニティの発展

静岡相良工場と地域とのかかわり

琵琶湖環境保全活動 「お茶で琵琶湖を美しく。」
滋賀県が推進している「マザーレイク21計画」に賛同し、2008年度よ

日本有数のお茶処・静岡県牧之原市にある伊藤園静岡相

りヨシ刈りなどの琵琶湖環境保全活動を実施しています。2011年12月

良工場（1974年設立）では、牧之原市とともに行う食育推進

には、周辺地域の皆様にも多数ご参加いただき、水質保全に役立てる

（市の食育推進委員会への社員参加、工場見学会、小学校で

ため、湖畔の約1.2トンのヨシを刈りました。また関西地域では2011年

の茶手揉み講習など）や地域清掃など、地域に根差した取り
組みを行っています。また、毎年工場祭を開催しており、2011

11月から2012年1月までの「お〜いお茶」全飲料製品の売上の一部を
滋賀県に寄付し、琵琶湖の環境保全に役立てていただいています。
ヨシ刈りには滋賀県

年度は、第20回記念としてステークホルダーダイアログの開

嘉田由紀子知事も参加

催や、バザーを実施し、日本赤十字社を通し東日本大震災の

され 、
「琵琶湖環境保

被災者や地域の福祉施設に売上金を寄付しました。さらに、

全活動を今後も継続的

国内だけでなく、中国・上海市の方を工場見学に招待したり、
伊藤園社員が訪中するなど、お茶を介した国際的な文化交流

に実施していただける
と幸 いで す」とのご 意
見をいただきました。

も行われています。

ヨシ刈りに参加された嘉田知事（右端）

ステークホルダーダイアログには、牧之原市の西原茂樹市
長と八木儀一教育長が出席され、
「さまざまな地域活動や中国

2011国際森林年に関する活動

への日本の緑茶のPRなど、今後も連携を図っていければと考え

あいち海上の森企業連携プロジェクト※

ます」
（西原市長）、
「市内の小学生の工場見学受け入れや環境
教育の講師など、市の教育の一

受話器越し帰省促す犬の声
第
回

23

「海上（かいしょ）の森」
（あいち海上の森セン
ターが管理）について、飲料メーカーとして初め
て「海上の森における企業連携に関する覚書」を

翼を担っていただきたいと思い

締結しました。今後3年間、社員・取引先・消費者

ます」
（ 八木教育長）などのご意

などの皆様とともに、森林整備（間伐）など幅広い

見をいただきました。

活動を行う予定です。
※2005年の愛知万博の原点である海上の森
工場祭

を、愛知万博の理念と成果を継承して、企業
があいち海上の森センターと連携して、森林
整備、里山保全などを行い、愛知万博記念の
森として将来にわたり保全・活用を図ること

営業拠点と地域とのかかわり
伊藤園は、全国200拠点の営業網を擁するルートセールス
と全国157店の直営店（専門店）を有する地域密着型の営業・
販売という特徴があります。そのため社員が地域ごとの課題
や情報を迅速にとらえることが可能で、事業活動を通して、地
域ごとの環境や特色ある食について、さまざまな支援活動を
行っています。

覚書締結式

を目的としたプロジェクト。

日光杉並木街道クリーン作戦 ※
伊藤園および伊藤園産業は、日光杉並木街道にある並木杉のオー
ナー制度の登録企業の一つです（各社1本）。2011年7月に財団法人
日光杉並木保護財団（栃木県教育委員会事務局内）主催で開催された
「日光杉並木街道クリーン作戦」に社
員とその家族約60名が参加し、清掃活
動を行いました。

新俳句大賞

※380年の歴史を持ち、日本で唯一、国の特別

地域の環境を応援する取り組み
日本には、自然と都市の中間に位置し、住民の生活圏の周

史跡・特別天然記念物の二重指定を受けてい
る日光杉並木街道を散策し、その歴史や素晴

クリーン作戦に参加する伊藤園社員

らしさを実感しながら行う清掃活動。

囲にある「里地里山」
と呼ばれる場所が各地にあります。里地

審査員賞
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里山は良好な景観、自然資源の供給、生物の生育環境として
重要です。2011年は、国連の定めた国際森林年であり、これ
に応じた地域の森に関する取り組みを行いました。

地域の食文化を応援する取り組み
伊藤園は、日本の食料自給率アップのための国民運動、
「FOOD ACTION NIPPON」に参加しています。日本の各地

また、2010年度から地域の自然や環境資源の保護を目的

域には、食材や料理方法など特色ある地域の食文化がありま

として、売上の一部の寄付と社員のボランティア活動（2011

す。近年、郷土料理やご当地グルメに代表される地域の食文

年度はボランティア活動のみ実施）を行う
「お茶で日本を美し

化を活かした地域振興の取り組みが各地で行われています。

く。」キャンペーンを実施しています。

食に合うお茶を中心とした製品を取り扱う伊藤園は、2011年

伊藤園CSR報告書2012

に開 催され た、神 奈 川 県 厚 木

大きく影響する大会に位置付けられています。開催地千葉県

市、愛知県豊川市、兵庫県姫路

を中心に募ったボランティアに運営を委ね、入場料収入等は

市、愛媛県今治市などでのご当

全額、開催地域の社会福祉事業等に寄付しています。今後も、

地グルメに 関 するイベントに

「地 域 振 興」
「社 会 貢 献」に 力
を入れ 、社会的にも意義のあ

地域の食材を使用した「道の駅」のお弁当と緑茶飲料とのコ

るゴルフトーナメントを開催し

※

ラボレーション販売 を行い、地産地消の取り組みを、展開し

組織統治

参加し、食を通じた地域の活性化を応援しました。併せて、各

ていきます。

ました。※未知倶楽部との共催
社会福祉法人に寄贈した防災倉庫

愛知県豊川市で行われたイベントでは、大村秀章愛知県
知事にインタビューし、
「愛知県のご
当地グルメや地産地消としての郷土

VOICE

した飲料で地域の食を応援していた

月刊ソトコト編集長

だきたいと思います」とのご意見を

CSR、環境への取り組みについて伊藤園が何を進めているのか、

いただきました。
また、伊藤園では、茶専門店「茶十

人権

有識者のご意見

料理に相性の良い、お茶をはじめと

小黒 一三氏

もっとうまくアピールできるとよいと思います。また、お茶はアジ
大村知事

本格的なお茶文化の普及に努め、世界のお茶を販売してい
ます。

ジア全体といった世界的視野で考えてほしいです。

労働慣行

徳」や「ITOEN TEA GARDEN」を通して、急須で入れて楽しむ

アの文化の象徴ですが、コミュニティのとらえ方をもっと広く、ア

横浜市立大学CSRセンターLLPセンター長

影山 摩子弥氏
CSRの基本は、ステークホルダーのニーズを把握した取り組みを
行うことです。伊藤園の「地域の環境」や「地域の食」を応援する取

日本文化等を応援する取り組み

り組みは、ニーズと社会的意義をよくとらえていると思います。ま

日本には、お茶や和食、地域ごとの特色ある食、俳句や美

とが重要です。

環 境

た、それらの取り組みを地域のステークホルダーに伝えていくこ

術といった芸術、史跡や文化財、四季折々の自然環境を愛で
る行事などの素晴らしい文化があります。
伊藤園は「お〜いお茶新俳句大賞」を継続的に実施している

小島 正美 氏

伊藤園の活動は、規模というより人と人との触れ合いを重視し、地
公正な事業慣行

（P.43参照）ほか、
さまざまな取り組みへの支援を行っています。

毎日新聞社生活報道部 編集委員

域の人たちにも親しまれています。同じ環境への取り組みでも、
地域の人たちとの触れ合いを大事にして深めることが伊藤園の

伊藤若冲展
「色彩の世界：伊藤若冲 日本花鳥画展 1716-1800」への協賛

目的なんだ、
という意識が社員の人たちに広がれば、さらに良い
活動になるのではないでしょうか。

伊藤若冲は、江戸時代中期に活躍した動植物を描いた絵
画で知られる画家です。同展は、米国首都ワシントンにて日

を記念して開催されました。

課題・目標
原料茶栽培、生産拠点、営業・販売拠点における地域
密着の事業活動を通じた地域課題への対応や、東日本

も連携して、お茶を中心とした文化を海外に紹介していく観

大震災後の被災地への継続的な復興支援が課題です。
こ

点から、同展に協賛しました。

のため、コミュニティのニーズの把握と関係者との対話
を強化しながら、
「農」、
「食」、
「環境」、
「文化」などの当グ

伊藤園は、健康で豊かな生活を応援する企業姿勢の一環
として、1985年より女子プロゴルフトーナメントを開催してい
ます。国内のトップ選手が集結し、その年の賞金女王争いに

ループの強みが発揮できる分野を中心に活動を強化し
ていきます。また国内に限らず、海外においても「世界の
ティーカンパニー」を目指す視点から、各地域のニーズに
応えていきます。

コミュニティへの参画およびコミュニティの発展（さまざまな地域での取り組み）ホームページ

コミュニ ティへの 参 画
お よ びコミュニ ティの 発 展

伊藤園は、
グループ企業のITO EN（North America）INC.と

伊藤園レディスゴルフトーナメント

消費者課題

本からワシントンに桜が贈られてから100周年を迎えたこと

http://www.itoen.co.jp/csr/community/
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コミュニティへの参画およびコミュニティの発展

TOPICS

「お〜いお茶」
とともに
23年歩み続けている、
日本最大級の創作公募コンテスト

「お〜いお茶新俳句大賞」
新俳句大賞は、1989年から実施している創作公募コンテストです。
季語や五・七・五の定型などにこだわらず、自由な感性を楽しむという
コンセプトと、入賞作品を「お〜いお茶」シリーズのパッケージに掲載
することが特色です。
新俳句大賞は、学校教育でも取り入れられ、子どもたちの表現力の
育成、情操教育に適した題材として活用されており、老若男女を問わ

■「お〜いお茶新俳句大賞」応募句数推移
第一回
第二回
第三回
第四回
第五回
第六回
第七回
第八回
第九回
第十回
第十一回
第十二回
第十三回
第十四回
第十五回
第十六回
第十七回
第十八回
第十九回
第二十回
第二十一回
第二十二回
第二十三回

ず、毎回多くの方にご応募いただいています。また、日本語だけでな
く、英語俳句も毎回世界数十ヵ国からのご応募をいただいています。
コンテストの実施に加えて「お〜いお茶」をお飲みいただく方のパッ
ケージ掲載作品との接点を通して、日本の伝統文化である「お茶」
と
「俳句」をより多くの方に親しんでいただく機会を、今後も創出してい
きます。

【第23回応募総数】

1,737,618句
【入賞作品数】

いつの間に怪獣も座す雛の段
第
回

23

2,000句（パッケージ掲載）
【累計応募総数】

2,200万句以上

41,373
累計 22,855,242
47,523
63,745
109,750
256,484
398,191
489,407
535,894
686,271
956,174
1,050,802
1,022,341
1,234,792
1,277,946
1,401,095
1,523,876
1,667,903
1,699,489
1,635,460
1,649,082
1,657,098
1,712,928
1,737,618
0
50万
100万
150万
200万（句）

第23回文部科学大臣賞作品

河馬駱駝そして僕らに春の雲
檜波田 富郎氏

愛知県

カバやラクダはのびのびと過ごしてい
るのだから、人間は万物の長というよう
な気持ちではなく、もっとおおらかな気持
ちでいたいという思いを句にしました。
東日本大震災などで沈んだ気持ちを明る
くしようと心掛けてつくった作品です。

「お〜いお茶新俳句大賞」が始まった背景と理由
1985年、伊藤園は世界で初めて緑茶の飲料化に成功し、
「 缶入り

「字余り」
「字足らず」であってもよいこととし、感じたこと、思ったこ

煎茶（緑茶）」を発売しました。そして、
「お〜いお茶」にネーミングを

とを五・七・五のリズムに乗せてどなたでも自由に表現できる、
「俳

変更した1989年に、
「お〜いお茶新俳句大賞」はスタートしました。

句」ならぬ「新俳句」としたことも特徴です。入賞作品は「お〜いお

以来「お〜いお茶新俳句大賞」は「お〜いお茶」
とともに歩み続けて

茶」の製品パッケージに掲載されるという特色ある文化活動となっ

います。コンテスト開始の背景には、1989年が松尾芭蕉の「奥の細

ています。

道」紀行300周年、その前年に歌人・俵万智さんの「サラダ記念日」が

【主催】伊藤園新俳句大賞実行委員会

人気となるなど、伝統的な短詩形文芸の関心が高まりつつあったこ

【後援】文部科学省 現代俳句協会 日本学生俳句協会 国際俳句交流協会
NHK学園 NHK文化センター 朝日カルチャーセンター
朝日JTB・交流文化塾 産経学園 毎日文化センター よみうりカルチャー
(財)日本国際教育支援協会 日本教育新聞社

とがあります。カルチャーセンターなどでは、俳句や短歌の講座に人
気が集まっていましたが、作品を発表する機会はほとんどなく、
どこ
かでその成果を発表したいという要望がありました。そこで、
「 お〜
いお茶」の製品パッケージを発表媒体として利用してもらおうと考え
たのです。
「季語」などの俳句が持つ創作上の制限を設けずに、多少

新俳句大賞

「お〜いお茶新俳句大賞」の社会的意義
下記に示すように、
「お〜いお茶新俳句大賞」に関して、社会、
応募者、伊藤園の間での相互の良い関係を追求しています。

審査員賞

「お〜いお茶新俳句大賞」
社会の価値

応募者の価値

・日本の伝統文化である俳句の振興（世界への広がり）
・学校教育への活用

・作品発表の機会を得る
・俳句文化に親しむ契機

伊藤園の価値
・
「お〜いお茶」製品に付加価値

・伊藤園および「お〜いお茶」
ファン獲得

お〜いお茶新俳句大賞ホームページ

【審査員】
（50音順／敬称略）
日本語俳句：阿川佐和子（作家）、浅井愼平（写真家）、金子兜太（俳人）、
倉橋羊村（俳人）、黒田杏子（俳人）、武田双雲（書道家）、吉行和子（女優）
英語俳句：フィリップ D.ジトウィッツ（明治大学教授）、星野恒彦（俳人）

VOICE
俳人

金子 兜太氏（審査員）

伊藤園の俳句は特別で、今までの俳句とは少し違います。新鮮な
感じで、
これが現在の俳句というものな
のかもしれません。新しすぎたり、奇抜す
ぎるものもあると言われてきましたが、
次第に馴染んできました。あとしばらくす
ると、俳句の現在の姿は伊藤園の俳句だ
よと確信を持って言われるようになるの
ではないでしょうか。
http://www.itoen.co.jp/new-haiku/

※ P.17-43のISO26000の中核主題別活動報告の左ページ欄外で、第23回「お〜いお茶新俳句大賞」の受賞作品の一部をご紹介しています。
受賞者名等については、ホームページをご参照ください。
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有識者のご意見

グループ各社の主な取り組み
基本的な考え方

（株）沖縄伊藤園
沖縄で販売しているPET飲料「海と大地の湧昇水」
「健康ミネ

客様第一主義」の経営理念は、各グループ企業の事業展

ラルむぎ茶」には、万座沖で汲み上げた海洋深層水を配合し

開にも活かされており、ISO26000の中核主題である「環

ています。美しい海や大自然に囲まれた沖縄で飲料・茶葉の販

境」、
「 消費者課題」、
「コミュニティ」
といった各主題に関

売を行う企業として、2009年から海洋深層水の購入時にお支

する取り組みも積極的に行っています。

払いする協力金を、恩納村漁業協同組合のサンゴの海を育む

また、伊藤園グループCSR推進基本方針の策定に伴い、

そう計画的に推進強化していきます。

活動に役立てていただいています。
また、
「マブヤードリンク製
人権

「世界のティーカンパニー」を目指したCSRの施策をいっ

組織統治

伊藤園グループは、国内外に事業展開しています。
「お

品」の売上の一部を、沖縄県の自然保護と青少年育成事業に役
立てていただ
いています。

タリーズコーヒージャパン（株）
労働慣行

タリーズコーヒージャパン（本社所在地 東京都）では、地域
社会に根差した「コミュニティカフェ」
として「コーヒースクー
ル」をはじめ、
「 絵本の読み聞かせ」など各店舗でイベントを

伊藤園産業（株）

開催しています。コーヒースクールでは「デカフェ」
（カフェイ

茶類の製造・販売および貨物運送取扱事業を行う伊藤園産

ンレスコーヒー）を使用したスクールを開催し、小さなお子

業（所在地 静岡県）では、生産工場における環境配慮を重視

様を持つ保護者の方々にも参加していただいています。

しています。工場施設屋上への太陽光パネルの設置や事務所
や倉庫の照明のLED照明への変更、工場施設の外壁と屋根に

テストである「タリーズピクチャーブックアワード」を開催し

熱交換塗料を使用し建物内の温度を下げるなどの取り組み

ました。
「みんなで一緒に元気になれる絵本」をテーマにした

を行っています。
また地域貢献活動として、毎年、地元の学校の課外授業で

し・ボクの元気のもと」を描く
「キッズ部門」で作品を募集しま

の工場見学や職場体験を実施しています。職場体験では衛生

した。受賞作品は病院や各施設に寄贈し、販売した絵本の売

教育や箱詰めなどの作業実習を

上の一部は、公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

通して、働くことの喜びや社会人

に寄付しています。

としての責任感を学ぶ場として

環境配慮の取り組みでは、タリーズ全店舗で節電による電

公正な事業慣行

「絵本・ストーリー部門」
と、小さなお子様を対象とした「わた

環 境

また、2011年6月より、第9回目となる絵本の創作公募コン

活用されています。

力削減目標を設定し、直営店舗全店の照明をLED照明に変更

施設屋上に設置された太陽光パネル

したほか、店舗の看板の消灯、空調の設定温度調整など、電力

（株）伊藤園関西茶業

消費者課題

削減にかかわるさまざまな取り組みを全社で実施しました。

緑茶・麦茶・進物用製品の製造・販売を行う、伊藤園関西
茶業（所在地 兵庫県）では、伊藤園神戸支店や関西の営業ス
タッフと協力して、毎月2回、神戸市の「美ing神戸市民運動」に

ム」は伊藤園グループで推進しています。
絵本の読み聞かせ企画

タリーズピクチャーブックアワード

実施事業所：本社ビル、西新宿ビル（伊藤
園とグリーンバリューの 合 同）、台 東 浅 草
ビル、営業拠点、神楽坂ビル（タリーズコー
ヒージャパン）

コミュニ ティへの 参 画
お よ びコミュニ ティの 発 展

参加し、最寄駅から本社への通勤路の清掃を行っています。
※ このようなまち美化運動「アダプトプログラ

地域の清掃活動
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グループ各社の主な取り組み

チチヤス（株）

ITO EN（North America）INC．

ヨーグルトや牛乳などの乳製品を製造・販売しているチチ

ITO EN（North America）INC．
（本社所在地 ニューヨーク）

ヤス（本社所在地 広島県）では、地域社会とのコミュニケー

では、海外での健康志向が高まる中で、
「 TEAS TEA」シリー

ションとして、主に地元小学生などを対象に工場見学を開催

ズ製品の販売などを通して、日本茶などのお茶を中心とする

しています。
この工場見学では通常の製造ライン見学のほか

日本食文化を海外にご紹介しています。また、近年の北米で

に、チチヤス牧場の見学も含まれており、直接子牛と触れ合う

の無糖飲料の広まりを背景に、2012年3月にニューヨークの

ことができます。また工場見学に来た小学生には「チチヤス

グランドセントラル駅などで開催された、日本の食文化や安

工場見学ノート」を配布し、イラストでも工場の様子が分かる

心で良質な日本食を現地の方々にご紹介するイベント「ジャ

ようになっています。

パンウィーク」のほか、世界のお茶をご紹介するイベント「ロ

この工場見学は1926年から開催されており、歴史があるも

サンゼルスティーフェスティバル」で、緑茶などの茶飲料製品

のです。来場者も非常に多く、2011年度は約5,000名の方々が

を出 展し、社員が 来

見学されました。今後も地域とのコミュニケーションの場とし

場 者 に 向 けて魅 力

て、そして乳加工製品の理解を深めていただくために、大勢

やおいしさをご紹介

の方々をお招きして工場見学を開催していきます。

しました。

ジャパンウィークの出展ブース

チチヤス牧場

工場見学ノート

その他の主な伊藤園グループ各社紹介（2012年4月現在）
（株）
グリーンバリュー

国内
伊藤園・伊藤忠ミネラルウォーターズ（株）

自動販売機のメンテナンス、自動販売機・車両などの購入

ミネラルウォーターの輸入・販売

仲介を行う、グリーンバリュー（所在地 東京都）では、循環型
社会構築への取り組みとして、国内で使用しなくなった自動
販売機を廃棄処分せずに、素材ごとに分別しリサイクルして
います。
現在リサイクルされた製品はさまざまに形を変え活用され
ていますが、将来的にはすべてのリサイクル製品を、再度自動
販売機本体や、自動販売機を設置する際の部品などに活用す

海外
［アメリカ合衆国］
Mason Distributors, Inc．
サプリメントの製造・販売

ることを目指しています。

ITO EN（USA）INC．
ITO EN（USA）INC．
（本社所在地 ハワイ）では、ハワイを中

［オーストラリア］
ITO EN AUSTRALIA PTY. LIMITED
茶葉の製造・販売

心に飲料の製造・販売を行っています。ハワイにはオハナとい
う
「家族」を意味する言葉があります。経済的にも精神的にも
人々が互いに助け合ったり、分かち合いを大切に思うことはオ
ハナの精神と呼ばれています。
このオハナの精神を持って、ハワ
イに住む支援を必要とするご家庭に食事を提供するなどの活
動をしている、
フードバンクという団体の取り組みの趣旨に賛同
し、飲料製品や食品の提供、寄付金の贈呈などを行っています。
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［中国］
寧波舜伊茶業有限公司
茶葉の製造・輸出・販売

福建新烏龍飲料有限公司
飲料の製造・輸出・販売

第三者意見
一橋大学大学院
法学研究科 教授

松本 恒雄 氏
CSRに関連して、ISO26000を検討する

なっている。
ISO26000は、広く採用されているISO9000（品質管理）ファ
ミリーやISO14000（環境管理）ファミリーと異なり、認証機関
による第三者認証を前提としないガイダンス規格である。そ

ISO/SR国内委員会 委員長（2004年10月

のため、企業がISO26000に依拠した活動を行っていると主

から2011年3月）、
これをJIS化するため

張しても、外部の者からは、そのような主張を信頼してよい

のISO26000 JIS化委員会委員長（2011
年4月から2012年3月）などを務める。

のか分からない。ISO26000は企業による報告の信頼性を高
めるための手法をいろいろ提示しているが、もっとも重視さ
れているのがステークホルダーエンゲージメントを通じたス

組織の社会的責任に関するISO26000は、本年3月に日本

テークホルダーによる評価である。伊藤園は、過去1年間に4

工業規格のJIS Z 26000としても制定され、日本企業にとって

回のステークホルダーダイアログを実施し、本報告書におい

も身近なものとなった。
「世界のティーカンパニー」を目指す

ても、各中核主題ごとに関係するステークホルダーからのコ

伊藤園が、いち早く、ISO26000の視点から自社の活動を自己

メントが付されている。

評価し、ステークホルダーとの対話を含めて、その内容をCSR
報告書として公表したことを高く評価したい。
本報告書では、ISOの7つの中核主題に即して、報告がされ
ているが、その中でも、
「 消費者の安全・安心」、
「 環境配慮」、
「地域」の3つがとりわけ重視されている。これは、国内産地
の茶葉を使用して、茶飲料を製造し、販売するという本業との

サプライチェーンを通じた 社 会 的 責 任 の 実 践 の 重 視も
ISO26000の特徴である。ファブレス方式を主体として、自社
は原料の調達と製品の企画等を行い、外部の委託工場で製
造を行っている伊藤園としては、たとえば、委託先企業も含め
た環境等への取り組みを進めて、その成果を公表することも
考えられてよい。

関係から、きわめて自然である。さらに、他の4つの中核主題

最 後 に、本 報 告 書 の 表 紙 の お 茶 畑 の 写 真 および 全 体を

についても、いっそう伊藤園らしさのある活動を工夫し、報告

通じた緑の色調が、伊藤園の本業である茶飲料事業を印象

書で紹介してもらいたい。

付けるだけでなく、今年の「リオ＋20地球サミット」でメイン

2011年3月11日の東日本大震災とその後の福島第一原発
事故は、日本の社会に大きなインパクトを与えた。
「 お茶っこ

テーマとなったグリーンエコノミーを想起させる効果を持っ
ていることも付記しておこう。

会」による地域での絆づくりの支援は、伊藤園らしい回答と

第三者意見を受けて

取締役 CSR推進部長

笹谷 秀光

CSR推進委員会副委員長
環境委員会委員長
コンプライアンス委員会委員

伊藤園グループのCSRに対し、ISO26000の本質に照らしていろいろな観点からご意見をいただき、
誠にありがとうございました。
当社のISO26000に即したステークホルダーエンゲージメント手法や、本業を通じた消費者・環境・コ
ミュニティなど中核主題での活動、
「茶畑から茶殻まで」の取り組み（茶殻配合紙を表紙に使用）などにつきましては、ご評
価を励みに活動をいっそう進化させたいと思います。また、サプライチェーンを通じた社会的責任につきましても、委託先
企業等と連携して推進中の品質管理・トレーサビリティやCO2排出抑制などを含め、さらに取り組みを強化していきます。
今後、CSR活動の客観化の点でご評価いただいたステークホルダーダイアログも深化させつつ、ISO26000を活用した
CSR経営を推進して、社会・環境の持続可能性や「グリーンエコノミー」に貢献し、ステークホルダーの皆様のご期待に応え
ていきたいと思います。
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この報告書の表紙・裏表紙には、
「お〜いお茶」の茶殻を
リサイクルした茶配合紙を使用しています。
Ⓡ
※伊藤園の登録商標です。

・ 本文（2〜45ページ）には、使用することで森を元気にすることに役立つ
「森の町内会間伐に寄与する紙」を使用しています。
・ VOC（揮発性有機化合物）成分ゼロの100％植物油インキ、
有害廃液を出さない水なし印刷方式で制作しています。
・ 伊藤園は、
グリーン購入ネットワークの企業会員です。

