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編集方針
▼「CSR/ESGレポート2017」の位置付けと編集方針
本レポートは、これまでのCSR報告書の継続性も考慮しつつ、ESGの角度から見直した内容を盛り込み、両方の角度からの報告書となるよう試行的に編集したものです。すなわち、これ
までのCSR報告書の報告体系であるISO26000の体系を、ESGの角度から「組織統治」、「公正な事業慣行」、「人権」、「労働慣行」、「消費者課題」、「コミュニティへの参画及びコミュ
ニティの発展」、「環境」の順に整理し直しています。また、新たに見直したESG重要課題（マテリアリティ）についても、伊藤園統合レポートの補完情報を記載することとしています。特に環
境に関しては、ESG重要課題だけでなく、これまでの環境基本方針に基づいた網羅的な報告となるよう配慮しております。
本レポートの編集にあたり参考としたガイドライン・報告対象組織・報告対象期間等は、以下の通りです。
【参考ガイドライン】社会的責任に関する国際規格ISO26000/国内規格JIS Z 26000、GRI「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第4版」、
環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）」
【報告対象組織】原則として伊藤園グループを対象としています。伊藤園グループを対象としていない場合は、個々に対象範囲を記載しています。
【報告対象期間】2016年度（2016年5月1日～ 2017年4月30日）の活動を中心に、一部それ以前からの取り組みや、直近の活動報告も含んでいます。
また、ご紹介する関係者の所属・役職名は活動当時のものです。
【 発 行 年 月 】2017年10月（前回発行 2016年10月「S-book Sustainability Report 2016」、次回発行予定 2018年10月）
【 免 責 事 項 】この報告書には、伊藤園グループの将来についての計画や戦略、業績に関する予想および見通しの記述が含まれています。これらの記述は、当社が現時点で
把握可能な情報から判断した事項および所信に基づく見込みです。
【伊藤園ホームページCSRサイト】http://www.itoen.co.jp/csr/
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トップメッセージ
持続可能性新時代ーESGとSDGs－
変化の激しい時代を乗り切るためには、社会対応力の強化が必要です。当社グループは、2011年度にいち早く国際規格であるISO26000※1を活用して、これま
での慈善活動的な（フィランソロピー）CSRではなく、CSR※2を幅広い「社会対応力」ととらえなおし、本業を通じたCSRに切り替えています。この国際規格での7つ
の中核主題※3で本業を通じたCSRの整理を行い、社内外で活動の「見える化」が進んでいます。
これに加え、当社グループの強みと社会課題とのマッチングを関係者との対話などを通じて抽出して経営上の重要課題（マテリアリティ）として選定しました。強みを
活かせる、環境、消費者、コミュニティ課題の3分野に経営資源を重点配分し、社会課題解決と経済価値の同時実現に向けて、事業を通じた共有価値の創造
（CSV）※4を実践しています。
このように、本業を通じたCSRとCSVを併用するCSR/CSV経営を推進している中で、現在加速化しているESG投資では、環境・社会でのチャンスとリスク回避の両
面を見ますので、当社のESG関連要素を全面的に見直しました。
「世界のティーカンパニー」を目指すうえでESG対応にあたっては国際的な動きも踏まえます。国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」※5は、持続可
能性（サステナビリティ）の共通言語であり、ESG対応にあたり参照します。リスクマネジメントの強化に役立てるほか、当社グループの強みが発揮できる「持続可能な
消費と生産」「持続可能な農業」「持続可能なまちづくり」「環境課題」「健康」「教育」などの目標をチャンス面で活用していきます。
これを当社の代表的な事業を例に当てはめてみると、茶産地育成事業では、環境保全型農業・地域の雇用創出・地域活性化につながり、地域の生産者の経営
が安定する一方で、当社も高品質な茶葉を安定的に調達できます。
この活動はISO26000でいうコミュニティ課題におけるCSV活動です。ESGのEはもちろん、Sの地域社会活性化や雇用創出にもつながり企業価値を高めます。
SDGsとの関連では「持続可能な消費と生産」「持続可能な農業」や「持続可能なまちづくり」の目標に寄与するものと理解しています。
このようにCSR/CSV/SDGs/ESGは相互に関連し、共通項は持続可能性を目指す点です。
これらの活動にあたっては、社員が持続可能性について学ぶ工夫を加え、人材育成にも力を入れています（ESD※6：SDGsでも「教育」の目標に位置付けられま
した）。

高まる社会からの信頼で持続的成長へ
今回発表した中長期ビジョンでは、「世界のティーカンパニー」を目指しますが、それには関係者の皆様との協働が不可欠です。従って協働から生まれた成果が社外
からの評価につながることは当社の励みとなります。
競争戦略面でご評価いただいた2013年の「ポーター賞」※7受賞のほか、2016年9月発行のビジネス誌「フォーチュン（FORTUNE）」の「世界を変える企業50
社」において、茶産地育成事業などが評価され日本企業では最高位の18位に選ばれました。
また、「お～いお茶」の発売とともに28年間続く「伊藤園お～いお茶新俳句大賞」が、政府が推進する「beyond2020プログラム」に認証されました（2017年）。
文化面での貢献をしつつブランド強化にも役立ちます。
これらのCSR/CSV活動と価値創造を支える基盤である人材マネジメントは競争戦略面でも重要です。「伊藤園ティーテイスター社内検定」が2017年3月に厚生
労働省の認定を受けました。これを最大限活用して世界に通用するお茶のプロの育成に取り組みます。
以上のために、当社の創業以来の社是にある「誠実」「努力」「信頼」に注力します。特に「誠実」（インテグリティ）はマネジメントの基本であり、的確なコーポレート・
ガバナンスを推進します。そのうえで、当社ロゴマーク「四葉のクローバー」に込めた、関係者の幸せを願う想いを経営理念「お客様第一主義」のもと、「チーム伊藤園」で
社員一人ひとりが実践していきます。

代表取締役社長

用語解説
※1 ISO26000：2010年11月に国際標準化機構（ ISO：International Organization for Standardization）によって発行された「社会的責任の
手引」
※2 CSR（Corporate Social Responsibility）：通常「企業の社会的責任」と訳されるが、ResponsibilityをResponse + ability（反応する+能
力）ととらえ、むしろ幅広く社会対応力と理解
※3 7つの中核主題：組織統治、人権、労働慣行、環境、公正な事業慣行、消費者課題、コミュニティへの参画及びコミュニティの発展の7つ
※4 CSV（Creating Shared Value）：共有価値の創造
※5 SDGs（Sustainable Development Goals）：持続可能性（サステナビリティ）の新たな世界標準。2015年9月の国連で採択された「持続可能な
開発のための2030アジェンダ」で掲げられた世界全体の経済・社会・環境のあり方についての17目標、169ターゲットからなる。2016年から2030年までの
国際社会の持続可能性に関する羅針盤として設定
※6 ESD（Education for Sustainable Development）：持続可能な開発のための教育
※7 ポーター賞：一橋大学大学院国際企業戦略研究科による表彰で、ポーター教授の名前にちなむ
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ESG対応の基本的な考え方
持続的な企業価値の向上

国際標準のCSR体系により
社会対応力を強化
伊藤園グループは社会的責任に関する国際規格として定着している
ISO26000（国内ではJIS規格化）の体系を使って本業を通じたCSR
を推進しています。
この規格では中核主題として、組織統治、人権、労働慣行、環境、公
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ESGへの対応
7つの中核主題を、ESGのE（環境）、S（社会）、G（ガバナンス）に
当てはめると、おおむね下図で示す通り、基本的には真ん中の組織統治が
G、環境の部分がE、残りがSという整理ができます。
そのうえで、各活動について事業機会の拡大と環境・社会上のリスク低
減の視点から分析を進め、投資家の皆様の要請に応えます。これにより、

正な事業慣行、消費者課題、コミュニティへの参画及びコミュニティの発展

すでに体系化が済んでいるCSRの体系を活かし、国際標準に即した形で

の7つが示されています。

ESGに対応できます。

サステナビリティ経営の推進
「世界のティーカンパニー」としての使命

世界の持続可能性に寄与する経営戦略を推進
「世界のティーカンパニー」を目指す伊藤園グループは、ESGへの対応に当たり、世界の持続可能性の共通課題である持続可能な開発目標（SDGs）を参
照します。ESGへの対応で整理している7つの中核主題はいわば「To Doリスト」です。これに対し、SDGsは2030年に向けての目標です。SDGsの目標を
ISO26000の本業を通じたCSRの体系に組み込むため、SDGsの各目標を特に関係が強い中核主題に関連付けて試行的に整理を行いました（下図）。
COP21（国連気候変動枠組条約第21回締約国会議）で採択された「パリ協定」も含め、世界の持続可能性に向け、当社グループとしていっそう主体的
に取り組みを続けてまいります。

共有価値の創造（CSV）の推進 （上図･中央）
SDGsをチャンスとリスク回避の両面で参照し、環境・社会課題解決と競争優位の同
時実現を目指す共有価値の創造(CSV)を実践します。
伊藤園グループは、中核主題のうち環境、消費者、コミュニティという強みを発揮できる
3分野をCSVの重点テーマとし、関係者との連携で展開していきます。
※相互不可分性と全体的アプローチ：ISO26000の中核主題もSDGsの17の目標も、各主題や目標は相互に関連しており分けて考えることのできない性質のものです。
そうした性質を理解したうえで整理したもので、本来はそれぞれが一対一で対応するものではありません。
※アウトサイドインのアプローチ：図の中でSDGsの目標から中核主題の方向に矢印があります。これはSDGsを経営上の参照としていくことを意味しています。世界で定めら
れた外部目標（アウトサイド）を参照して経営内でビジネスチャンスをつかんでいくといった意味です。
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サステナビリティ･マネジメント
伊藤園グループは、世界標準を活用して、グループCSR憲章、CSR推進基本方針を定め、持続可能性の共通言語であるSDGsも参照して、CSR/CSV活動を
体系化しています。今回、SDGsについては伊藤園グループSDGs推進基本方針を定め、体系的な推進を図ります。
また、ESGへの対応も強化するため、これらのCSR/CSV体系の中で重要業績評価指標（KPI）を設定します。推進体制としても、2017年より、社長を委員長と
するCSR推進委員会を、CSR/ESG推進委員会に改組・拡充し、ESG分科会も設置しています。
こうした取り組みの結果、2017年6月にGPIF※がESG投資のために選定した3指数のうちの一つ、「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ」の構成銘柄に、伊藤
園は選ばれました。【 構成銘柄数：251社（2017年6月）】

※年金積立金管理運用独立行政法人

伊藤園グループＣＳＲ憲章
伊藤園グループは、経営理念｢お客様第一主義｣に基づき、ステークホルダーの皆様のご意見を拝聴し、ステークホル
ダーの信頼を得ることを旨として、法令遵守を徹底し、持続可能な開発目標（SDGs、Sustainable
Development Goals）の内容も踏まえて本業を通じて国際規格ISO26000/国内規格JIS Z 26000の７
つの原則及び７つの中核主題に取り組み、｢世界のティーカンパニー｣を目指します。また国内及び世界でこれらの実
践を通じて、新たな食文化の創造と生活提案を行い、社会の課題解決と伊藤園グループの成長を両立する「共有
価値の創造（CSV）※1」により、持続可能な社会・環境の実現に貢献します。
(1) 組織統治
伊藤園グループとして、経営理念に基づく健全な経営を推進し、グループ全体でのシナジー発揮を図るとともに、グ
ループ全体のガバナンスとBCM（事業継続マネジメント)の推進により、事業継続力の強化を図ります。また、本業
を活用して持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進、企業価値の向上を図ります。
(2) 人権
性別（ジェンダー）、年齢、民族、人種、宗教、信条等による差別や差別への加担をせず、すべてのステークホル
ダーの基本的人権やプライバシーを尊重して、グローバルな事業活動を推進します。
(3) 労働慣行
社員一人ひとりが働きがいのある人間らしい仕事（ディーセント・ワーク）を実現でき、ダイバーシティ(多様性)が重
視され、ワーク・ライフ・バランスが向上した職場環境を整備するとともに、グローバル人材など国内外の職場で活躍で
きる人材の育成を目指して、社員の働く意欲や能力の向上に取り組みます。また、海外進出先の事情に応じて、的
確な労働政策を推進します。
(4) 環境
気候変動への対処、水資源、エネルギー、海洋・陸域・森林などの適切な管理、生物多様性の保全対応、廃棄
物削減・再資源化などの環境課題について、持続可能な資源の活用に貢献しつつ、バリューチェーン全体で環境負
荷の低減に努めるとともに、地球環境の持続可能な発展を目指して、自主的・継続的に人と自然との共生を通じた
自然資産の保全に取り組みます。また、グループ全体での環境マネジメントの推進とステークホルダーとの協働を図り
ます。

(5) 公正な事業慣行
サプライチェーンマネジメントの調達面での強化や、関係法令などの遵守、公正な市場ルールと適正な商慣習の実
施、契約の尊重により、企業不祥事を未然に防止するとともに、持続可能な消費・生産形態の確保に貢献しつつ、
取引先との相互の持続可能な発展を目指して事業活動を推進します。
(6) 消費者課題
消費者に関するあらゆる法令の遵守と、トレーサビリティシステムの強化など、バリューチェーン全体での厳しい品質
管理体制を維持することにより、食料安全保障及び栄養改善に寄与するとともに、製品開発コンセプト｢自然・健
康・安全・良いデザイン・おいしい｣に適合した製品づくりや健康的な生活や食文化面での貢献など、持続可能な消
費形態の確保、質の高い教育の確保、生涯学習の機会の促進に貢献しつつ、より高度なお客様満足の実現を目
指します。
(7)コミュニティへの参画およびコミュニティの発展
企業市民として、環境、食と農、文化、少子高齢化、地域活性化などの地域課題に対し、本業を活かして、持
続可能な農業、コミュニティの持続的発展に貢献する活動を推進します。また、海外進出先のニーズに即してコミュ
ニティ課題に対応し、進出各国での良好な関係（グローバル・パートナーシップ）の構築を図ります。
以上の推進にあたり、「持続可能な開発のための教育（ESD）※2」の考えを取り入れ、取り組む。CSRについては
「伊藤園グループCSR推進基本方針」、ESDについては「伊藤園グループESD推進基本方針」に即して活動をする。
※1 CSV：Creating Shared Value。共有価値の創造。社会にとっての価値と
企業にとっての価値を両立させて、企業の事業活動を通じて社会的な課題を
解決していくことを目指す考え方。
※2 ESD：Education for Sustainable Development。持続可能な開発の
ための教育。持続可能な社会を支える担い手づくりのこと。

伊藤園グループSDGs（持続可能な開発目標）推進基本方針
1. 趣旨
伊藤園グループは、伊藤園グループCSR憲章に基づく、国際規格ISO26000のCSRの体系にSDGs（持続可
能な開発目標）を組み込み、「世界のティーカンパニー」に向けての活動を強化する。
このため、SDGsの目標を中核主題の各項目に関連付けて整理を進め、共有価値の創造（CSV）の重点テー
マとして設定している環境、消費者課題、コミュニティ課題を、SDGsと関連付け、SDGsを経営上のチャンスとリスク
回避の両面で参照し、CSVを深化させていく。
また、このCSRの体系を活かし、国際標準に即した形でESGへの対応を進める。
2. SDGsを取り入れたCSR/CSV、ESGへの対応
（1）7つの中核主題とSDGsの関連付けと重点事項の選定
7つの中核主題で整理したCSRの各活動とKPI（ 重要業績評価指標）についてSDGsとの関連付けを行
う。そのうえで、共有価値の創造（CSV）の重点テーマとして設定している環境、消費者課題、コミュニティ
課題を、SDGsの推進の上での重点事項と位置付け、CSVを深化させていく。
（2）活動の長期目標の設定
各活動について、必要に応じ、SDGsの目標期限である2030年に合わせた長期目標を設定する。
（3）ESGへの対応
KPIは、ESGで一般に参照される指標を可能な限り考慮に入れつつ、伊藤園グループの事業特性を踏まえ
て必要な項目の抽出とデータの整備を進める。
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制定：2013年3月
改定：2016年8月

制定：2017年8月

(4）「伊藤園SDGs推進計画」を策定
この基本方針に基づき、CSR/ESG推進委員会においてCSRの体系、主な活動、SDGsとの関連、活動目標、
ESGとの主な関連性等を考慮して、「SDGs推進計画」を策定する。
3. 関係者との連携による事業展開の実施
SDGsでは関係者との連携が重視されている（目標17パートナーシップ）ため、これまでのグループ経営理念「お
客様第一主義」によるマルチステークホルダーとの連携に留意し、各活動での連携と共有価値の創造に留意する。
また、SDGs推進の関係機関との連携強化に努め、SDGsに関連する国際機関や政府の政策への協力を行う。
4. SDGsへの取り組みの積極的な活動報告の発信
伊藤園統合レポート、サステナビリティレポート、ホームページなどで、SDGsへの取り組みを発信する。
5. SDGsの社内推進体制の整備と社内浸透
SDGsの推進は、CSR/ESG推進委員会が行うものとし、定期的に執行役員会に進捗状況を報告し、情報の
共有化を図る。
グループ企業においても順次SDGs推進計画の策定を進める。

Governance：ガバナンス
組織統治
基本的な考え方

※P6～P25のSDGsのﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑは主に関連するものを記載

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。

CSR憲章：
伊藤園グループとして、経営理念に基づく健全な経営を推進し、グループ全体でのシナジー発揮を図るとともに、グループ全体のガバナンスとＢＣＭ(事業継続マネジメン
ト)の推進により、事業継続力の強化を図ります。また、本業を活用して持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進、企業価値の向上を図ります。

コーポレート・ガバナンス

●取締役会
取締役会は、原則月1回開催され、経営の基本方針・経営戦略などの
重要事項を協議・決定しています。

●コーポレート・ガバナンスの方針
伊藤園では、「お客様第一主義」を経営理念に掲げ、伊藤園グループ基

取締役は15名で、うち2名は社外取締役であり、独立的立場から職務
執行を監督・牽制する機能を担っています。

本綱領の中で、「伊藤園グループは企業の永続的な成長・発展と企業価
値を高めるため、国・地域社会・消費者・株主・販売先・仕入先・金融機
関等のステークホルダーと協調し、企業の社会的責任を果たすことを経営
の根幹」としています。
この経営理念が、伊藤園の企業理念の基本的な考え方であり、コーポ
レート・ガバナンスを支える根幹です。伊藤園はこの理念に基づき、すべての
ステークホルダーの信頼に応え、持続可能な社会の実現に向けた経営を全
役員および全従業員が積極的に推進します。
また、適切なコーポレート・ガバナンスを実現するために、監査役会設置
会社の形態を採用し、監査役が、グループ会社の代表取締役あるいは担

●監査役会
監査役会は、原則月1回開催され、監査に関する重要事項を協議・決
定するほか、監査実施状況、課題認識等の情報共有および意見交換な
どをしています。
監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役3名（いずれも社外監査
役）で構成され取締役会などの重要会議への出席、重要書類の閲覧、
業務執行部署への往査などを通じて、取締役の職務執行の適法性を中
心に監査し、必要に応じて意見表明をしています。

当取締役または従業員に対し、営業の状況、意思決定のプロセス等の確
認を行い、監査を実施しています。監査役は、取締役会に毎回出席し、
監査の状況につき会社全般または個別案件ごとに客観的かつ公平に意
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
監査しています。

●コーポレートガバナンス・ガイドラインの制定
伊藤園グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目的と
して、2015年12月にコーポレートガバナンス・ガイドライン（※）を策定・
公表しています。主な項目は以下の通りです。
・経営理念とコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
・コーポレート・ガバナンス体制

●コーポレート・ガバナンスの概要

・ステークホルダーの利益保護に関する対応
※https://www.itoen.co.jp/files/user/pdf/csr/governance/
corporate_governance_guideline.pdf

●独立役員の取締役会・監査役会への貢献
伊藤園は、経営の監督機能の強化を図るため、社外役員の拡充に取り
組んできました。社外取締役および社外監査役の選任にあたっては「独立
性」を主要条件とし、客観的・中立的な視点に立った監査・監督機能を発
揮し、健全なコーポレート・ガバナンスの形成に貢献しています。

●内部統制システムの整備
2006年5月の取締役会で決議した「内部統制システム基本方針」に基
づき、伊藤園グループの業務運営の透明性を高め、有効性・効率性をさら
に向上させること、財務報告の信頼性を高めること、法令などの遵守を図る
こと、資産の保全を図ることを目的として内部統制システムを構築しています。
6

Governance：ガバナンス
組織統治
●サステナビリティ・マネジメント
伊藤園グループは、世界標準を活用して、グループCSR憲章、CSR推進
基本方針を定め、持続可能性の共通言語であるSDGsも参照して、
CSR/CSV活動を体系化しています。SDGsについては「伊藤園グループ

2016年度 第3回ステークホルダーダイアログ
実施日：2016年11月16日
テ ー マ：サステナブル新時代の伊藤園のあるべき姿
ご出席のステークホルダーの皆様：名和高司氏（一橋大学大学院国際企業戦略研
究科 教授 ）
※所属・役職は、実施日、開催日時点のものです。

SDGs推進基本方針」（2017年8月制定）を定め、体系的な推進を
図っています。
また、ESGへの対応も強化するため、これらのCSR/CSV体系の中で重要
業績評価指標（KPI）を設定します。推進体制としても、2017年より、
社長を委員長とするCSR推進委員会を、CSR/ESG推進委員会に改組・
拡充し、ESG分科会も設置しています。
伊藤園グループでは、CSR担当者連絡会議を定期的に開催しています。
（伊藤園グループSDGs推進基本方針）
https://www.itoen.co.jp/csr/csrpolicy/

●CSR大賞
伊藤園は2011年度より、社員一人ひとりのCSRへの意識を高め、お客
様との信頼関係の強化やCSR活動を通じた社員のモチベーション向上、
チーム力強化を目的に、社員の社会貢献活動の取り組みを評価する仕組
みとして社内表彰制度・CSR大賞を設け、優良事例の表彰を行っています。
2016年度は、イベントの活性化や茶文化の普及啓発を行うことで、イン
バウンド需要への対応だけでなく企業ブランドのイメージ向上につなげた、女
性有志によるプロジェクトがCSR大賞を受賞しました（2チーム同時受賞）。

●株主との対話
株主に対する適時・適切な情報開示にも努め、決算説明会、当社ホー
ムページによる積極的な情報発信により、当社の経営戦略や事業環境に
関する理解を深めていただくようにしています。さらに決算発表後の取締役
会においては、株主やアナリストから寄せられた意見を共有し、経営戦略の
レビューなどに積極的に活かしています。
また当社では、必要に応じて実質株主調査を実施し、株主構造を把握
しています。

●IR活動の推進
伊藤園では、管理本部の所管として広報部にIR・株式課を設置し、積
極的なIR活動を推進しています。情報発信・開示については、公平性の観
点から、通期および第2四半期決算説明会発表後、連結および単体の決
算短信、決算説明会資料（IR資料）を速やかにホームページに掲載し、
個人投資家、決算説明会に出席できなかったアナリスト、機関投資家の皆
様が閲覧できる環境を整備しています。その他にも伊藤園統合レポート、事
業報告書、月次販売速報、ニュースリリース、有価証券報告書、株主総

＜2016年度CSR大賞受賞活動＞

会招集通知なども掲載し、投資家の理解を深めるさまざまなツールを用意

◯【女性活躍推進】

しています。また、外国人投資家にも配慮し、決算短信、決算説明会資

女性企画によるプロジェクトの推進
（第二回異業種女性プロジェクトおよびTeam88の同時受賞）

●ステークホルダーとの対話
伊藤園では、2016年度に以下のような活動を行い、ステークホルダーとの

料（IR資料）、一部のニュースリリースおよび伊藤園統合レポートの英語
版も作成しています。

●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クホルダーに開

コミュニケーションを深めました。

示していくことが重要な責任の一つと考え、積極的な情報開示により経営の

◯ステークホルダーダイアログの実施（年3回）

健全性・透明性を常に高めるよう努めています。

◯自治体首長からのご意見聴取

（ディスクロージャーポリシー）

◯消費者・消費者団体代表との対話

http://www.itoen.co.jp/finance_ir/inquiry/policy/

◯消費者へのアンケートの実施
◯株主を対象とした定期的な説明会の実施

■ 2016年度実施 ステークホルダーダイアログ概要
2016年度 第1回ステークホルダーダイアログ
実施日：2016年7月11日（伊藤園本社）
テ ー マ：「レガシー創出を目指した企業活動の深化について」
ご出席のステークホルダーの皆様：間野義之氏（東京オリンピック・パラリンピック競技
大会組織委員会参与、早稲田大学スポーツ科学学術院教授、博士（スポーツ科
学）、レガシー共創協議会会長）、田中宏司氏（東京交通短期大学名誉教授、
日本経営倫理学会前副会長、一般社団法人経営倫理実践研究センター理事・首
席研究員 ）、影山摩子弥氏（横浜市立大学国際総合科学部教授、横浜市立
大学CSRセンターLLPセンター長 ）、小島正美氏（毎日新聞社生活報道部編集
委員）
2016年度 第2回ステークホルダーダイアログ
実施日：2016年9月6日（伊藤園本社）
テ ー マ：「CSV経営2.0 ～世界のティーカンパニーを目指して～」
ご出席のステークホルダーの皆様：名和高司氏（一橋大学大学院国際企業戦略
研究科 教授 ）
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●ESD推進基本方針の策定
「ESD（Education for Sustainable Development）：持続可
能な開発のための教育」とは、「持続可能な社会を支える担い手づくり」のこ
とで、世界中で推進されています。伊藤園グループでは、ISO26000に基
づくCSR推進を強化し、持続可能な社会を支える人材育成や関係者との
協働を体系化し発展させるため、「ESD推進基本方針」（2013年5月制
定、2016年8月改定）（※）に基づき推進しています。
次のような事項を推進しています。
【推進事項】
◯ESDの考え方を取り入れたCSR/CSV、環境に関する社内教育の実施
◯関係者との連携による教育の実施・実践活動の実施
◯ESDロゴマークの活用によるESDの社内浸透と社会への普及促進
※http://www.itoen.co.jp/csr/csrpolicy/

Governance：ガバナンス
組織統治
リスクマネジメント

●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、全社のコンプライアンスマ

●統括的なリスクマネジメント

ネジメントに責任を持つ企業倫理担当役員を任命し、「法令遵守」を経営
の基本方針に掲げ、「コンプライアンス企業・伊藤園グループ」の確立を目

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、①コンプライアンス上のリスク、②情報セキュリ
ティー上のリスク、③品質および環境上のリスク、④財産保全上のリスク、
⑤災害および事故のリスクなどに対し的確に対処するための体制を整え、リ
スクマネジメントを行っています。コンプライアンス委員会、安全衛生委員会、
災害対策委員会などの関連委員会も整備しています。

指すことを宣言しています。
2004年に取締役会の諮問機関である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、実施する体制を確立しています。2016
年度はコンプライアンス委員会を6回開催しました。
さらに、各部署・拠点に「推進責任者」を、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」を配置しています。各部門が連携してコンプラ
イアンス違反の予防や再発防止について詳細に検討し、コンプライアンスの

●BCP（事業継続計画）によるリスク管理

強化を図っています。

伊藤園では、2011年3月11日に発生した東日本大震災の経験を踏ま
え、すでに策定済みのBCPの浸透を推進するため、各部署にBCPマニュア
ルを配布し、教育を重ね事業継続力の強化を図っています。

●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資産価値を認識し、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。

コンプライアンス

●伊藤園グループ行動規範・行動基準
伊藤園グループでは、法令、基本綱領、社内規程、社会規範、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。
その実践に向け、「お客様第一主義」を具体化した「伊藤園グループ
行動規範・行動基準」の徹底がコンプライアンスの基本と認識し、グループ

●グループコンプライアンスの強化
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」を開催しています。

で浸透を図っています。
伊藤園グループ行動規範は、法令・基本綱領・社内規程との関係を整
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います。

●内部通報制度
伊藤園グループでは、内部通報の受理窓口として「企業倫理ホットライ
ン」を設け、法務部コンプライアンス室および第三者機関において、労働環

また、伊藤園グループは、全社員を対象に、「社是」を具体化した“5つの

境、人権侵害、贈収賄の禁止など腐敗防止を含めた諸事案の早期発見

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

に向けて社内・社外からの通報、相談、質問等を受け付けています。内部

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。

通報制度の運営は、公益通報者保護法に基づき、内部通報等受付窓
口担当者の基本ルールの遵守と、通報者などの保護および通報に係る秘

（伊藤園グループコンプライアンス）
http://www.itoen.co.jp/company/compliance/

密保持の徹底を図っています。
内部通報などで把握した事案は、コンプライアンス委員会に報告し、顧問
弁護士などと連携を取りながら対処しています。
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Governance：ガバナンス
組織統治
●コンプライアンス教育の推進
伊藤園グループでは、贈収賄防止を含めた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います。2016年度
は、コンプライアンスに関する基礎知識や法令遵守・ハラスメント防止、職
場のコミュニケーションについての教育・啓発を実施しました。
さらに、コンプライアンスリーダーには、コンプライアンスに関する検定試験の
受験を推奨し、現在では7割以上が資格を保有しています。

●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を行い、厳正に対処します。
なお、2016年度に贈収賄により法的措置を受けた事例はありません。
※コンプライアンスについては、「伊藤園統合レポート2017」42ページもご
参照ください。
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Social：社会
公正な事業慣行
基本的な考え方

伊藤園グループは、すべての役員、社員等が国内外の法令および社内規程等を遵守のうえ、企業経営および業務遂行の適法かつ適正性の確保に努めます。また、消
費者をはじめ投資家、取引先、地域社会の方々など皆様からの期待を真摯に受け止め、誠実に応えていきます。

CSR憲章：
サプライチェーンマネジメントの調達面での強化や、関係法令などの遵守、公正な市場ルールと適正な商慣習の実施、契約の尊重により、企業不祥事を未然に防止する
とともに、持続可能な消費・生産形態の確保に貢献しつつ、取引先との相互の持続可能な発展を目指して事業活動を推進します。

コンプライアンス （再掲）

サプライチェーンマネジメント

●伊藤園グループ行動規範・行動基準

●原材料の調達・サプライチェーンマネジメント

伊藤園グループでは、法令、基本綱領、社内規程、社会規範、倫理な

伊藤園グループは、調達方針・品質管理方針を定め、製造委託先を含

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、

めた関係者と協働で、環境・社会の両面に配慮した供給体制の確立に努

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。

めています。調達方針では、品質・安全・安心の追求、公正な調達、人

その実践に向け、「お客様第一主義」を具体化した「伊藤園グループ

権・労働や環境への配慮などを定めています。また、品質管理方針では安

行動規範・行動基準」の徹底がコンプライアンスの基本と認識し、グループ

全で信頼性を有する製品の提供、法令などの遵守、国際標準を活用した

で浸透を図っています。

製品の安全性の確保を定めています。品質管理面では、国際規格

伊藤園グループ行動規範は、法令・基本綱領・社内規程との関係を整

ISO9001の認証（2002年に取得）で品質マネジメントシステムを構築

理して、9項目を定めています。また、役員および社員一人ひとりが企業とし

（2013年11月には静岡相良工場でFSSC22000の認証も取得）。

ての事業活動を行うにあたり遵守すべき事項を、さらに具体的に細分化し

製品は伊藤園の品質管理基準を満たした工場で製造し、定期的に品質

た行動基準を定めています。

会議を行うことにより、安全・安心な製品づくりを徹底しています。

また、伊藤園グループは、全社員を対象に、「社是」を具体化した“5つの

物流面でも、各委託先企業に対し伊藤園が定める輸送・保管などに関

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

する項目について定期的に評価監査や会議を行うことで情報を共有、安

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。

全・安心を徹底し、委託先企業と協働でサプライチェーンマネジメントを構
築しています。

公正な取引の遵守

●公正な競争・取引の徹底
伊藤園グループは、健全な調達取引の徹底や製造委託先との公正な
取引、営業・販売における自由で公正な競争など、幅広くコンプライアンス
の徹底に努めています。

●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。
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Social：社会
人権
基本的な考え方

伊藤園グループは、性別、年齢、民族、人種、宗教、信条等による差別をせず、基本的人権を尊重して、事業活動を推進していきます。

CSR憲章：
性別（ジェンダー）、年齢、民族、人種、宗教、信条等による差別や差別への加担をせず、すべてのステークホルダーの基本的人権やプライバシーを尊重して、グローバル
な事業活動を推進します。

人権の尊重
心や身体に障がいのある子どもたちに手を差し伸べる思いやりの運動です。
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す。これらを事業の指針とするとともに、

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。 この取り組
みが評価され、2015年には同法人から感謝状が贈呈されました。

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。

＜石川被害者サポートセンター＞
公益社団法人石川被害者サポートセンターとは、犯罪や事故の被害者

今後、さらなる人権尊重への取り組みを強化するため、人権に関する

の方やその家族に対して、電話相談や法律相談、警察や裁判所への付き

ワークショップへの参加や、専門家の意見を取り入れながら、人権方針の

添いなどの支援活動を行っている団体です。同様の活動をしている団体は、

策定に向けて取り組み、また、同時に社員の理解促進も進めていきます。

全国47都道府県にあります。
伊藤園は、被害者支援の取り組みとして、2012年4月より石川県内に

●人権啓発活動の推進

設置している自動販売機の売上の一部を、石川被害者サポートセンターに
寄付しています。

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、セクシャルハラスメントなども取り上げています。

＜日本赤十字社愛知県支部＞
伊藤園は、災害や病気などに対してさまざまな支援活動を行っている日
本赤十字社愛知県支部および自動販売機の設置先と連携し、設置先の

●相談体制の確立
伊藤園では、人権に関する事案に加えて、人間関係などの職場に関す
る悩みや、育児・介護などの家庭の悩みなども相談できる窓口（ 「なんで

売上の一部を日本赤十字社愛知県支部の活動に役立てていただいていま
す。この取り組みが評価され、2013年には日本赤十字社から有功章を授
与されました。

もコミュニケーション室」）を設置しています。相談の回数や時間制限はなく、
匿名で受け付けをしており、相談者が不利益な扱いを受けることのない仕
組みとなっています。解決に向けては、本人の希望を尊重し、内容によって
外部の専門家（第三者機関）を紹介するなど、適切な対応となるよう取
り組んでいます。
また、社外からの相談等については、「企業倫理ホットライン」が窓口となっ
て受け付けています。

コミュニティと人権課題

＜赤い羽根共同募金＞
各都道府県の共同募金会が行っている赤い羽根共同募金は、高齢者、
障がい者、子どもたちなどへの地域の福祉活動の支援や災害時の「災害ボ
ランティアセンター」の設置・運営などに使用される資金を募る取り組みです。
伊藤園は、自動販売機の売上の一部をこの募金会に寄付し、さまざまな
社会福祉法人やNPO法人の福祉活動に役立てていただいています。

＜その他の取り組み＞
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いとのご要望を

伊藤園では、事業活動を通じた人権尊重への取り組みにより、地域のコミュ
ニティにおける人権について社員の意識向上や理解の促進を図っています。

●事業活動を通じた人権尊重への取り組み
＜おぎゃー献金基金＞
おぎゃー献金とは、公益財団法人日母おぎゃー献金基金が行っている、
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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パネル部分を、人権活動の紹介に活用してい
ます。島根県・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
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、公益財団法人すこやか食生活協会に協力し、視覚障がい者等の
方々に、おいしいお茶のいれ方をご説明する音声ファイルを提供する活動も
行っています。

Social：社会
労働慣行
基本的な考え方

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個人の能力・スキルを高め、また社員一人ひとりの労働
意欲を高める環境づくりを行ってきました。今後も職場環境の整備と社員の働く意欲、能力向上のための取り組みを推進し、ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らし
い仕事）を目指します。

労働慣行：【CSR憲章】
社員一人ひとりが働きがいのある人間らしい仕事（ディーセント・ワーク）を実現でき、ダイバーシティ(多様性)が重視され、ワーク・ライフ・バランスが向上した職場環境を
整備するとともに、グローバル人材など国内外の職場で活躍できる人材の育成を目指して、社員の働く意欲や能力の向上に取り組みます。また、海外進出先の事情に応
じて、的確な労働政策を推進します。

人事・福利厚生

●次世代育成支援
伊藤園では、社員の育児休業取得について、すべての社員が積極的な

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。

制度活用を図れるよう、行動計画を定め、
着実に実施してきました。その結果、2010年
に、次世代育成支援対策推進法に基づく基
準適合一般事業主の認定を受けました。また、
2015年は、第3回目となる行動計画を策定し、
取り組みを継続しています。

●働きやすい職場環境への取り組み
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員会（原則年2回実

●70歳まで働ける仕組みづくり（再雇用制度）
伊藤園は、これまでも定年後、最大5年間勤務できる再雇用制度を設

施）を設置しており、ここでの検討事案は執行役員会へ提言しています。

けていましたが、さらなる会社全体の活性化と生産性向上を目的として、

また、全社の実態を把握し、改善策へ反映させるため、委員会のもとには、

2017年度より、70歳までいきいきと働くことができる制度へと改正しました。

各事業所の代表者による地区委員会（2016年度は28回実施）が設

満65歳以降、勤務の継続を希望する社員については、本人の希望を確

置され、さまざまな課題について意見交換をしています。2016年度は、労

認した上で、職場とのマッチングを行い継続して勤務ができるように調整しま

働時間管理の強化、職場の安全点検の実施など安全衛生管理体制の

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発揮できる環

強化について議論されました。社員一人ひとりが日ごろから業務上の諸問

境を整え、70歳まで健康でいきいきと働ける仕組みづくりを推進していきま

題に対して改善意識を持ち、社内の協力体制を築きながら自主的に業務

す。

改善を進めています。
加えて、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、職場へのフィードバックを行うとともに、人事制度の見直しや職場環
境の改善に役立てています。

●働き方改革の実現
伊藤園では、多様な人材が柔軟な働き方を選択できる環境を整備し、
社員全員が70歳までいきいきと働くことができるようにすることで、会社全体
の活性化と社員の生産性の向上を目指します。また、職場環境改善推進
委員会等の組織を通じて常に職場環境、業務の効率化など、社員の労

●ライフイベントに対応した支援制度
伊藤園で働く社員およびその家族の各ライフイベントに対し、「勤務制
度」・「福利厚生制度」・「賃金制度」等の各種制度面から総合的に支援

働環境の改善を実施しており、労働時間の削減も進んでいます。また、有
期雇用社員の社員転換制度やエリア採用などを継続して行っています。社
員が働きやすく働きがいのある職場を整備することで、ワーク・ライフ・バラン
スのより一層の推進を図ります。

できるよう、「ファミリーサポート制度」を2017年度より開始しました。具体
的には、育児や介護を理由に制約を受ける社員に向けた「在宅勤務制
度」の導入や、育児や介護における不測の事態に備え、失効した有給休

●離職率

暇を積立有給休暇として利用できる「積立年次有給休暇制度」の導入、

伊藤園の離職率は、2014年度4.7％、2015年度4.9％、2016年

不妊治療を目的とした休職制度の導入など、安心して働き続けることがで

度4.2%となっています。入社2年目、5年目の社員を対象に年次別教育

きる環境の整備を図っています。

を実施し、若年層に対するキャリア支援教育を強化するなど、ＣＤＰ支援
と人材育成に対する取り組みをより一層強化しました。入社から退職まで
社員が成長を実感できる仕組みを整備し、定着率のさらなる向上を目指
します。
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Social：社会
労働慣行
従業員の健康・安全

●健康・安全に関する教育
伊藤園では、健康・安全に関する教育を、管理職向けの職位別教育に
加え、各部署の代表者によって選出される衛生委員会や職場環境改善

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

推進委員会の各委員を通して全社員に周知・徹底しています。

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活動」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。

●度数率
伊藤園の度数率は、2014年度1.94、2015年度1.25、2016年度

●安全衛生
伊藤園は、労働安全の継続的な向上に取り組んでいます。2016年度

1.98となっており、引き続き全社的な安全確保対策に取り組んでいきます。
具体的には安全週間・衛生週間の実施や各種発信文書による社内の
啓発活動、また職場の代表者による委員会などを設置し、職場安全調査

の労災発生件数は126件でした。労災事故が生じた場合には労災事故

とその結果の共有化を行うことで、職場環境の改善とその実施に取り組ん

報告書による原因分析を行い、再発防止に努めています。

でいます。

また、労働者の健康障害防止の基本対策等を行うため、本社部門およ
び50名以上の事業場に衛生委員会（原則月1回）、生産本部に安全

※度数率＝労働災害による死傷者数／延労働時間数×1,000,000
※労働災害による死亡者数は0名です。

衛生委員会（原則月1回）を設置し、職場の安全対策や熱中症・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。
2015年には、安全衛生に対する管理体制を整備することを目的として、
全社安全衛生委員会（原則年2回）を設置しました。今後、労働災害
件数ゼロを目標として、さらなる強化を図っていきます。

●交通安全の推進
伊藤園は、ルートセールスで車両を使用する営業社員が多いため、交通
ルールの遵守や運転マナーの徹底を含めたコンプライアンス教育を実施して
います。また、安全運転を推進するため、テレマティクスの設置や教育の徹
底を図り、「事故ゼロ」を目指しています。

●労働時間短縮への取り組み
伊藤園では、労使間の協定に基づいた労働時間などを踏まえ、従業員
が過重な勤務とならないように管理をしています。具体的には、業務の効

人材育成

率化を目的として自販機オンラインシステムの導入、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、連続5日以上の長期休

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、

暇取得を促進しています。この結果、2016年度は総所定外労働時間の

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

短縮（2015年度比 -5.6％）につながりました。今後も労働時間短縮、

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

有給休暇取得促進に向けた取り組みを強化していきます。

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
材育成に取り組んでいます。

●健康管理の取り組み
伊藤園では、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

1989年に創設した社内研修制度「伊藤園大学」では、営業、財務、

で行っているほか、健康診断再検査補助金制度を設けるなど、社員の健

マーケティング、組織などのカリキュラムから社員が学びたい内容を選び、知

康管理に取り組んでいます。また、配偶者への人間ドック補助金制度の導

識の習得を目指して1年間、課題やグループ討議に取り組みます（2016

入やスポーツクラブと法人会員契約を結ぶことで、社員だけでなくその家族

年度卒業者数699名）。2009年には「伊藤園大学院」も開設し、さらな

の健康づくりも支援しています。

る自己啓発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

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・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整備しています。
加えて、心とからだの健康維持増進の一環として、事業所規模にかかわ
らず、すべての事業所でストレスチェックを実施しています。結果については、
社員のプライバシー保護の徹底を図るとともに、必要に応じて支援を活用
できるよう、上記のような窓口を提示しています。
さまざまな労働衛生テーマについて、産業医から講習を受けるなど、社員
の健康に配慮しています。
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●伊藤園大学・伊藤園大学院

います（2016年度卒業者数11名）。
2016年度の集合形式における社員1人当たりの研修時間は、伊藤園
大学が26時間30分（4日間）、伊藤園大学院が88時間（13日間）
でした。このほか、カリキュラム別に設定されたe-ラーニングにも取り組み、理
解を深めています。

Social：社会
労働慣行
●グローバル人材の育成
伊藤園グループは、「世界のティーカンパニー」を目指し、グループ企業と

●ESDによる「人づくり」
持続可能な社会・環境に向けて「ESD（Education for

連携して、海外研修生の社内公募など、今後さらに重要性の増す海外展

Sustainable Development）推進基本方針」に基づいて、CSR教育

開において即戦力となるグローバル人材を計画的に育成しています。

などの実施を強化しています。

●キャリア形成育成支援
伊藤園では、キャリア形成を支援する目的で、さまざまな仕組みを設けて

ダイバーシティ

います。年次別教育制度として、新入社員フォロー研修のほか、入社2年
目、5年目、35歳、45歳時にこれまでのキャリアを振り返り、今後のキャリア
目標や計画を考えるプログラムを導入しています。またキャリア面談として、

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

50、55、59、60歳時に今後のキャリアなどの相談も実施しています。

り組める職場環境づくりに取り組んでいます。

●伊藤園ティーテイスター社内検定制度

●男女機会均等

1994年から開始した「ティーテイスター（茶資格）制度」は、お茶に関す
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し、3級、2級に加え、2013年5月に
は1級を新設しました。本制度は、2017年3月に厚生労働省の「社内検
定認定制度」に認定されました。2017年5月時点の有資格者数は
2,102名です（1級15名、2級279名、3級1,808名）。今後、さらなる
有資格者の増加を目指し、取り組んでいきます。

伊藤園では、2016年3月に女性活躍推進法に基づく3ヵ年の行動計画
（2016年4月～2019年4月）を策定し、女性活躍に向けた取り組みを
進めています。2016年度は、女性社員に対するキャリア支援推進のため、
新任管理職への教育を実施しました。
伊藤園の2016年度の男女別従業員比率は、男性が90.0％、女性が
10.0％です。女性の勤続年数は年々上昇傾向にありますが、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す。
今後も職域の拡大や能力
発揮の機会を増やすなど、
男女ともにいきいきと働くこと
のできる職場づくりに努めて
いきます。

●社内提案制度

●障がい者雇用

伊藤園グループでは、職種にかかわらず全社員が新しい製品や販売促

伊藤園では、2017年3月末時点で、114名の障がいのある社員がさま

進の提案などができる「Voice制度」を設けています。2016年度の提案件

ざまな職種で働いており、2016年度の障がい者雇用率は2.11％となりま

数は、14,596件でした。この制度を通じて、全社員が「今でもなお、お客

した。採用前に配属予定拠点にて、2週間の事前実習を行い、本人と職

様は何を不満に思っていらっしゃるか」を常に意識するとともに、優れた提案

場との適性を確認することで、定着率の向上を図っています。入社後につい

には社内表彰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。

ても、本人の適性を把握した上で、職場・地域・人事部門と連携を密に取
り、働きやすく継続して勤務できる職場作りに取り組んでいます。また、障が
いのある方に職場での就業体験の機会を提供することで就職に向けた支

●平等な機会・公正な評価

援を行うとともに、社員の理解促進にも努めています。

伊藤園グループでは、年齢、学歴、性別など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
リア形成を図っています。
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、次年度の目標設定に反映させています。
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Social：社会
労働慣行
●グローバル人材の採用・育成
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。
グループ企業と連携した海外研修生制度においては、プレエントリー制を
導入し、社員の段階に応じた育成を行っております。また社内公募制を実
施し、海外で活躍したいという社員の夢の実現をサポートする仕組みを導
入しております。「世界のティーカンパニー」を実現出来る社員を育成してい
きます。

●女性ならではの発想で茶の普及啓発
Team88（ちーむ はっぱ）は、「和の心を大切にし、お茶の魅力を世界
中の人に伝える」ための社内横断的プロジェクトチームです。伊藤園女性
社員13名で立ち上げ、多言語によるお茶の魅力発信、お茶に関する体
験型のイベント展開、海外観光客リサーチなど、幅広い活動を行っています。
また、伊勢丹新宿店と伊藤園女性社員が協働した「第二回異業種女
性プロジェクト」では、新しい日本茶の飲み方を提案するイベントを開催しま
した。
女性ならではの発想を活かす場作りを積極的に行うとともに、これらの活
躍を社内表彰制度の一つであるCSR大賞（2016年度）として社員一
同が揃う経営方針発表会の場にて表彰を行い、会社全体での取り組みと
してアピールし、社員の意識の醸成を図っています。
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Social：社会
消費者課題
基本的な考え方
伊藤園グループは、中期経営計画においても、製品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す。お客様に提供する製品の原料から製品に至るすべての過
程において、厳しい品質管理基準に基づき、製品開発コンセプト「自然・健康・安全・良いデザイン・おいしい」に適合した製品づくりとサービスの提供を進めています。

CSR憲章：
消費者に関するあらゆる法令の遵守と、トレーサビリティシステムの強化など、バリューチェーン全体での厳しい品質管理体制を維持することにより、食料安全保障及び栄
養改善に寄与するとともに、製品開発コンセプト｢自然・健康・安全・良いデザイン・おいしい｣に適合した製品づくりや健康的な生活や食文化面での貢献など、持続可能な
消費形態の確保、質の高い教育の確保、生涯学習の機会の促進に貢献しつつ、より高度なお客様満足の実現を目指します。

製品の品質と安全性

●製品の安全性の確保
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重点的にチェックしています。

●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と安全性は、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

また原料サプライヤーに対する監査（品質監査、トレース監査）を31回
以上実施。さらに製造委託先に対する品質監査を行っています。
ISO9001、FSSC22000の適正運用を実施するなど、製品の安全性確
保に努めています。

確保に努めています。

●野菜飲料の海外産原料の品質管理
●一貫した品質管理体制
伊藤園グループは、調達方針・品質管理方針を定め、製造委託先を含
めた関係者と協働で、環境・社会の両面に配慮した供給体制の確立に努
めています。伊藤園では、品質管理・品質保証の国際規格ISO9001の

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や品質管理担当者が
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ます。

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質管理に取
り組んでいます。2013年11月には静岡相良工場でFSSC22000の認証
を取得しました。
原料段階における残留農薬検査は伊藤園品質管理部門で行い、製品
段階における、香味や機器分析、微生物などの検査は、伊藤園品質管
理部門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

●JGAP導入の推進
伊藤園では、茶産地育成事業におけるJGAP認証取得の取り組みを推
進しています。原料調達先の農業法人・契約農家には、食の安全や環境
保全の規格であるJGAP認証の取得を促し、2017年度には約60％の認
証を目指しています。

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（委託先など関係者との合同による会議：8回（2016年
度））を行うことにより、安全・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、放射性物質の検査体制を確立しています。
物流面でも、各委託先業者に対し伊藤園が定める輸送・保管などに関
する項目について定期的に評価監査や会議を行うことで情報を共有、安
全・安心を徹底し、委託先企業と協働でサプライチェーンマネジメントを構
築しています。

●お客様満足向上の取り組み
伊藤園は、2009年度にISO10002（苦情対応マネジメントシステムの
国際規格）の自己適合を宣言しました。この規格では、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」を実践することを、お客様満足の基本方針としています。
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Social：社会
消費者課題
●神戸工場の新設

●環境配慮型容器等の開発

伊藤園は、飲料製品の大部分を外部に製造委託する「ファブレス方式」

伊藤園は、緑茶飲料などにおけるPETボトルの軽量化などを実現してい

を採用しています。ただし、緑茶飲料に関しては、味や品質の決め手となる

ます。また、日本製紙株式会社、凸版印刷株式会社と協働で、長期常

原料茶葉の仕上げ加工を自社工場で行っています。これまでこの仕上げ

温保存ができアルミ箔の代わりに環境配慮型フィルムを採用した「レンガ型

加工を行う拠点は、静岡相良工場（静岡県牧之原市、20ページ参

アルミレス紙パック飲料容器（通称：ECO容器）」を開発。これにより牛

照）だけでした。

乳パックと同様にリサイクルを可能にしました。

そこで大消費地に近い神戸に新工場を設けることで配送効率を高めると
ともに、津波などの災害時に静岡相良工場が被害に遭い、原料の供給が
滞るリスクの分散を図ります。さらに契約する茶農家は九州地方に多いこと
もあり、物流費の削減も見込まれます。
神戸工場は2016年9月に稼動、2017年には全社の生産能力が1.5
倍になる見込みです。

健康価値の訴求（健康と栄養性）
伊藤園中央研究所は、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改良に寄与してきました。これらの基礎研究を

「ECO容器」

製品の求めやすさ
●さまざまなお客様への配慮 ユニバーサル自動販売機

土台に、的確な特許戦略も組み、独自技術として仕上げることが伊藤園

高齢者や子どもが製品を購入しやすくなるように、

の戦略です。特許・商標戦略を担う専門部署を設置し、特許数だけでなく

低い位置に製品選択ボタンを設置したり、障がいの

質の高い特許や、独自のノウハウに裏付けられた、他社に真似できない独

ある方がお金を入れやすい構造を採用した自動販

自のブレンド技術・製造技術に関する研究開発を基礎研究と連動させて

売機です。病院や公共施設などを中心に設置して

います。体脂肪やコレステロールが気になる方向けの2つの健康表示を持つ

います。

特定保健用食品「2つの働き カテキン緑茶」、「同 カテキン烏龍茶」、「同

●お茶の健康価値研究と特定保健用食品等の開発

カテキンジャスミン茶」はそうした長年の研究成果を活かして開発された製
品です。

●インバウンドに対応した商品や店舗の展開
インバウンドへの訴求として、羽田空港の和カフェ「茶寮 伊藤園」や成田

食品の健康価値に関する研究と発表を実施しています（2016年度7

空港、新千歳空港のお茶の専門店などで、厳選された伊藤園のお茶や抹

回）。今後も、特定保健用食品や機能性表示食品など、健康に貢献す

茶を「和」の雰囲気とともにご提供しています。店舗には外国語対応店員

る食品・飲料の開発を推進し、健康的な食生活を提案していきます。

を配置し、「お茶や抹茶（MATCHA）といえば日本の伊藤園」としての認
知度を上げ、売上向上につなげています。インバウンド対応での売上増の

製品のパッケージングおよび適切な情報公開
●パッケージやホームページでの製品情報の提供

みならず加速化している輸出のさらなる拡大につながるよう、海外展開を進
めます。

公正なマーケティングと広告

伊藤園は、販売している飲料製品のパッケージに、原材料や栄養成分
表示を行っています。また、緑茶・むぎ茶・野菜の各飲料や茶葉製品につ
いて、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自主的
に開示し、放射性物質検査測定結果についてもホームページで開示して
います。
食品表示基準改正等への対応も行い、安全で安心な製品をご購入い
ただけるよう対応しています。

●さまざまなお客様への配慮 容器包装の改善

伊藤園は、法令遵守のもと、お客様に提供する商品の原料から製品に
至るすべてに対し、厳しい品質管理体制に基づき、「自然」「健康」「安全」
「良いデザイン」「おいしい」という5つのコンセプトで製品づくりを行っています。
表示や広告などについても表示に関する法令を遵守し、お客様にとって
正確で分かりやすい表示に努めています。

個人情報の保護

「お～いお茶」などの主力製品のパッケージラベルは、ミシン目の「穴の大き
さ」と「間隔」を調整したはがしやすい「簡易開封ラベル」を採用しています。

伊藤園は、お客様の個人情報については、適正な方法で取得し、「個人

また、手の力が弱い方でも開けやすいPETボトルキャップや缶のプルトップの

情報の保護に関する法律」などを遵守し、適正な保護・維持・管理を行っ

採用を推進しています。

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シー・
ポリシー」に基づき厳正に管理しています。
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Social：社会
コミュニティへの参画及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、コミュニティへの参画とコミュニティの発展に寄与していきます。
伊藤園グループは、生産から販売の各段階において、地域の農・食・食文化、地域の環境・里地里山、 日本の文化・伝統に関係する活動や震災復興支援を重点項
目として、本業を通じた活動を推進しています。
また、2015年11月には「伊藤園まち・ひと・しごと創生推進基本方針」を制定し、地域の価値創造の取り組みを進めています。

CSR憲章：
企業市民として、環境、食と農、文化、少子高齢化、地域活性化などの地域課題に対し、本業を活かして、持続可能な農業、コミュニティの持続的発展に貢献する活
動を推進します。また、海外進出先のニーズに即してコミュニティ課題に対応し、進出各国での良好な関係（グローバル・パートナーシップ）の構築を図ります。

コミュニティと人権課題

〃赤い羽根共同募金〄
各都道府県の共同募金会が行っている赤
い羽根共同募金は、高齢者、障がい者、子ど

●事業活動を通じた人権尊重への取り組み【再掲】
〃おぎゃー献金基金〄
おぎゃー献金とは、公益財団法人日母おぎゃー献金基金が行っている、
心や身体に障がいのある子どもたちに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。 この取り
組みが評価され、2015年には同法人から感謝状が贈呈されました。

もたちなどへの地域の福祉活動の支援や災害
時の「災害ボランティアセンター」の設置・運営
などに使用される資金を募る取り組みです。伊
藤園は、自動販売機の売上の一部をこの募
金会に寄付し、さまざまな社会福祉法人や
NPO法人の福祉活動に役立てていただいてい
ます。

〃その他の取り組み〄
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いとのご要望を
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パネル部分を、人権活動の紹介に活用して
います。島根県・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
「ゆめいくワークサポート事業」への参画などが代表例です。
〃石川被害者サポートセンター〄
公益社団法人石川被害者サポートセンターとは、犯罪や事故の被害者
の方やその家族に対して、電話相談や法律相談、警察や裁判所への付き

また、公益財団法人すこやか食生活協会に協力し、視覚障がい者等の
方々に、おいしいお茶のいれ方をご説明する音声ファイルを提供する活動
も行っています。

添いなどの支援活動を行っている団体です。同様の活動をしている団体は、
全国47都道府県にあります。
伊藤園は、被害者支援の取り組みとして、2012年4月より石川県内に
設置している自動販売機の売上の一部を、石川被害者サポートセンター

コミュニティと地域活動

に寄付しています。
＜「伊藤園まち・ひと・しごと創生推進基本方針」の策定＞
政府による「まち・ひと・しごと創生」関連の施策が、第一期として2015年
〃日本赤十字社愛知県支部〄

から2019年までの5ヵ年において実施されます。 また、インバウンド消費

伊藤園は、災害や病気などに対してさまざまな支援活動を行っている日

対策、クールジャパン対策等、喫緊の課題もあります。伊藤園においても、

本赤十字社愛知県支部および自動販売機の設置先と連携し、設置先

政府および自治体の施策推進との連携を図り、これに参画するため、「伊

の売上の一部を日本赤十字社愛知県支部の活動に役立てていただいて

藤園まち・ひと・しごと創生推進基本方針（※）」を作成し、事業面での

います。この取り組みが評価され、2013年には日本赤十字社から有功章

価値創造と社会面での価値創造とにつなげる取り組みを体系的に進め、

を授与されました。

ＣＳＲ・ＣＳＶ経営を推進します。
※詳しくは、ホームページをご参照ください。
http://www.itoen.co.jp/csr/community/
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Social：社会
コミュニティへの参画及びコミュニティの発展
〃横浜市との包括協定締結〄

パネル展示で発信しました。

伊藤園は、2012年11月に地域社会への貢献活動の一環として、横浜市と

伊藤園は持続可能な開発目標（SDGｓ）を参照することで、「伊藤園ま

キャリア支援や環境保全、防災、食育など、相互の連携を強化し、横浜市にお

ち・ひと・しごと創生推進基本方針」に即したCSR/CSV活動を展開し、社会課

ける市民サービスの向上や地域活性化を目的とした「地域活性化に関する包括

題に取り組んでいきます。

連携協定」を締結しました。伊藤園と横浜市は、2012年8月に「災害時におけ
る生活必需物資の供給協力に関する協定」をすでに締結していましたが、災害
時の物資供給に留まらず、幅広く横浜市の地域社会に貢献する取り組みを行
うため、本協定を締結しています。

〃渋谷区との包括協定締結〄
伊藤園は、2016年11月に渋谷区との間でシブヤ・ソーシャル・アクション・パー

なお、「まちてん2017」へも実行委員長として参画することが決定しています。
【まちてん2016後援】
内閣府・復興庁・総務省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・鳥取県・高
知県・富山市・鯖江市

〃営業拠点等での清掃活動〄
伊藤園グループでは、まち美化運動「アダプトプログラム」を推進しており、本社

トナー協定を締結しました。この協定は、地域課題の解決や子育て、高齢者対

ビル、西新宿ビル、台東浅草ビル（伊藤園） 、営業拠点、神楽坂ビル（タ

策、地域づくりなど幅広い活動について渋谷区に協力をしながら、企業活動の

リーズコーヒージャパン）で社員が毎月1回実施しています。

本業を通じて貢献していく内容です。今後も、地方創生活動の推進のため、渋
谷区との連携を推進していきます。

また、公益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、毎年7月に開催される「日光杉並木街道クリーン作戦」に伊藤園
も2011年より参加しています。

〃高知県との包括協定締結〄
伊藤園は、2017年10月に高知県と「地方創生の推進に向けた連携と協力
に関する協定」を締結しました。この協定は、国連の「持続可能な開発目標
（SDGｓ）」を踏まえつつ、伊藤園と高知県が相互に連携を図り、双方の保
有する資源を有効活用することにより、高知県において地方創生を推進すること
を目的としています。伊藤園と高知県は、2010年12月に「災害時における自
動販売機の機内在庫品の無償提供に関する協定」をすでに締結していましたが、
この関係をさらに強化し、県との地方創生の取り組みを体系的に進めるため、本
協定を締結しました。この記念として、「伊藤園ティーテイスター社内検定」資格
保有者による「日本茶文化セミナー」を高知城・高知公園で開催しました。本セ
ミナーは政府の進める文化プログラム「beyond2020プログラム（※）」の認証
を受けており、訪日外国人、在日外国人の皆様を対象として英語でも行われま
した。また、協定の取り組みには高知県産品を活用した飲料の開発および販売
などが含まれており、生産量日本一を誇る高知県産生姜汁を100％使用した、
生姜好きのための辛口ジンジャーエール「JIN JIN Ginger（ジン ジン ジン
ジャー）」を全国で発売いたしました。

〃災害対応自動販売機等〄
伊藤園では、大規模災害が発生し、支援物資として飲料が必要となる際に、
内蔵バッテリーに切り替える、あるいは手回しによる自家発電で電気をつくること
により、製品を無料で取り出せる機能を持つ、災害対応自動販売機を積極展
開しています。
また、伊藤園では、大規模災害時に支援物資として優先的に飲料を提供す
る旨の協定を、多くの自治体などと結んでいます。加えて、伊藤園の災害対応
自動販売機や社会貢献型自動販売機をより広く社会に認知・活用していただ
くため、これらの自動販売機の一部において、スマートフォンアプリ『Pokémon
GO』との公式パートナーシップ契約を締結し、『Pokémon GO』ゲーム内で “ポ
ケストップ”もしくは“ジム”として登場することで、自動販売機の新たな可能性を
広げています。
このように、関係者との協働で災害対応自動販売機（2017年7月に全国
で1万台を突破）や「コミュニティと人権」などの視点による社会貢献型自動販
売機などで他社との差別化を図り、社会性と事業性を両立させる共有価値創
造のビジネスモデルとして進化させています。

〃「まちてん2016 地方創生まちづくりフォーラム」への参画〄
伊藤園は、2016年12月に渋谷ヒカリエにて開催された「まちてん2016 地
方創生まちづくりフォーラム」に参画しました。「まちてん」は、企業・自治体・関係

1989年の「お～いお茶」発売以来毎年実施している、累計応募総数が

団体等の関係者が多く集まり、オープンイノベーションによって地方創生の実現を

3,170万句を超える創作公募コンテストです。季語や定型などにこだわらず、自

目指すまちづくりの共創プラットフォームです。2回目を迎えた「まちてん2016」で

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

は、実行委員長を当社常務執行役員 笹谷が務めました。

ケージに掲載することが特色です。また学校教育でも幅広く取り入れられていま

オープニングのトークセッションではゲストに尾﨑正直氏（高知県知事）を迎え、

す。英語俳句の部も第2回から創設され、第28回は18,248句の応募がありま

高知県の地方創生の取り組みについて議論を行いました。伊藤園セッションでは

した。この新俳句大賞は文部科学省などの後援を受けているほか、2017年に

中嶋美年子氏（三菱地所株式会社）が司会を務め、牧野百男氏（鯖江市

「beyond2020プログラム（※）」として認証を受けました。詳しくはホームペー

長）、福田譲氏（ＳＡＰジャパン株式会社 代表取締役社長）、

ジをご参照ください。

マリ・クリスティーヌ氏、田中里沙氏

https://itoen-shinhaiku.jp/

（事業構想大学院大学 学長）を

※「beyond2020プログラム」

お招きし、地方創生に向けた協働

2020年以降を見据え、次世代に誇れるレガシーの創出に資する文化プログラムを

についてディスカッションを行いました。

「beyond2020プログラム」として認証。ロゴマークを付与、オールジャパンで統一感を持って

また、地域の抱える社会課題に対し、

展開する政府（内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本

本業を通じて解決する取り組みを
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〃応募作品数日本一の俳句コンテスト「お～いお茶新俳句大賞」〄

部事務局）の取り組み。

Social：社会
コミュニティへの参画及びコミュニティの発展
〃静岡相良工場と地域の関わり〄
日本有数のお茶処・静岡県牧之原市にある伊藤園静岡相良工場（1974

〃伊藤園レディスゴルフトーナメント〄
伊藤園は、女子ゴルフトーナメントを開催しており、2016年で第32回となり

年設立）では、牧之原市とともに行う食育推進（市の食育推進委員会への

ました。地域に密着した大会を目指し、開催地千葉県を中心に募った「伊藤

社員参加）、工場見学会、小学校での茶の手揉み講習、地域清掃など地域

園グリーンクラブ」というボランティア団体とともに運営しています。入場料収入等

に根ざした取り組みを行っています。工場見学は、2016年度で175回開催し

は全額、開催地域の社会福祉事業等に寄付するなど、チャリティ活動にも力を

ました。また、毎年10月には工場祭を開催しており、2016年度で25回目とな

入れています。健康で豊かな生活を応援する伊藤園からのメッセージとして、伊

りました。

藤園レディスゴルフトーナメントを開催することで、すがすがしい「感動」を届け、
健全な社会の育成に少しでもお役に立てればと考えています。

（第32回：ボランティア数1,195名、チャリティ金額8,877,561円）
〃社員ティーテイスターによる茶文化の普及・啓発活動〄

http://www.itoen.co.jp/golf/index.html

社内の「ティーテイスター（茶資格）制度」の有資格者が「お茶のプロ」として、
お茶の知識・いれ方・おいしさ・健康性など、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。2016年度は全国各地でおいしい
お茶のいれ方の説明や実演などの活動を、1,238件実施しました。具体例とし
ては、松江城大茶会、浅草寺などでの日本文化との連動、当社製品の販売先

〃消費者団体等との意見交換〄
伊藤園では、消費者団体等との意見交換を2016年度2回行いました。今
後も多くのステークホルダーの皆様からのご意見を経営に反映していきます。

である流通企業と連携した展開、公民館や学校などでの展開、東北の震災復
興支援としての「お茶っこ会」、量販店などの店頭で行う「大茶会」などです。

〃茶の専門店の展開〄
伊藤園は、関東・関西圏に直営店（専門店）を有しており、日本茶や世界
のお茶などを販売しています。「急須でいれる日本のお茶文化を多くの方に伝え

〃食育に関する取り組み〄
伊藤園は、2011年に内閣府が制定した「第2次食育推進基本計画」に沿っ

たい」というコンセプトのもと、選りすぐりの
お茶を明るく落ち着いた和空間で

て、お茶や飲料を通じて、食育推進委員会を設置するなど体系的な食育の推

ご提供する日本茶専門店「伊藤園」を

進を図っています。

首都圏を中心に展開するとともに、

取り組みにあたっては、「社員ティーテイスターによる茶文化の普及・啓発活動」、

インバウンド対応も踏まえ、成田空港、

「お茶の健康セミナーの実施」、「製品パッケージやホームページでの情報の提供」

新千歳空港、福岡空港でも展開して

※、「食育推進全国大会への参加」などを重視して行っています。

います。

※「お茶百科」 http://ocha.tv/
「お茶百科キッズ」 http://ocha.tv/kids/

また、羽田空港とアリオ柏店、アリオ
橋本店内に和カフェ「茶寮 伊藤園」を

羽田空港国際線旅客ターミナル内

出店しています。

「茶寮 伊藤園」

〃日本食文化（和食）の保護・継承〄
伊藤園は、2015年より一般社団法人和食文化国民会議（略称：和食会
議）に理事として参画し、和食およびお茶の振興に取り組んでいます。
和食は、日本の自然や歴史から生まれ、私たちが昔から受け継いできた食の

コミュニティと産業育成

文化です。和食文化国民会議では、次世代を担う子どもたちに向けて食育活
動に取り組んでいます。幼少期は食の大切さを学ぶうえでも、また味覚形成のう
えでも大変重要な時期です。この時期に子どもたちに向けて食育活動を推進す
ることにより和食文化の一端に触れてもらう機会を継続的に実施しています。
「和食」の中で「お茶」も重要な役割を担い、和食文化の中で日本人の食生

●茶産地育成事業（契約栽培・新産地事業）
お茶のおいしさを生むのは茶葉の品質です。伊藤園は、社員自らが茶産地や
茶市場へ出向き、茶葉の品質を見極めたうえで行う「直接仕入れ」のほか、茶

活に大きく関わってきました。また、お茶の健康性についてもさまざまな有効性が

葉原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地育成事業

確認されています。

（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、②

今後も伊藤園は、和食文化国民会議に参画し、
「和食とお茶」の和食文化の保護継承（和食イ
ベントへの参加など）や、食育活動の推進に努め
ていきます。

耕作放棄地などを活用し畑づくりから茶葉を育成する新産地事業）に取り組
んでいます。
2015年6月には、契約栽培のパートナーである熊本県の農業生産法人 株
式会社濱野製茶に出資しました。
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Social：社会
コミュニティへの参画及びコミュニティの発展
〃茶産地育成事業（新産地事業）の取り組みの背景〄

コミュニティと環境・文化

伊藤園は、日本の荒茶生産量の約4分の1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。

●「お茶で日本を美しく。」「お茶で琵琶湖を美しく。」プロジェクト
の活動（協力：47都道府県）
2016年11月1日～12月31日の「お～いお茶」全飲料製品売上の一部
を日本各地の環境保全・整備活動に寄付する取り組みです。また、伊藤園

〃茶産地育成事業（新産地事業）の推進〄

社員が各地の環境保全・整備活動に参加しています。

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し、機械化やIT化を含めた栽培技術・ノウハウの提供、

〃琵琶湖環境保全活動 「お茶で琵琶湖を美しく。」プロジェクト〄

収穫茶葉の全量買い取りを行い、茶葉の品質向上、コスト削減を図っていま

滋賀県が推進している「マザーレイク21計画」に賛同し、2008年度より実

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

施。琵琶湖環境保全のために、2017年1月23日から3月31日まで関西地

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。

域限定で、「お茶で琵琶湖を美しく。」キャンペーン（協力：滋賀県）を実

現在、宮崎、大分、鹿児島、長崎、佐賀の九州5県7地区で「お～いお茶」
の高品質原料茶葉を育てる新産地事業を展開しています。
2017年4月現在、新産地の面積は376ヘクタールで、新産地とその他契

施し、期間中の関西地域「お～いお茶」全飲料商品の売上の一部を寄付す
る取り組みです。また、琵琶湖の水質保全に役立つヨシ刈り活動に地域の
方々と一緒に社員が毎年継続して取り組んでいます。

約栽培茶園を合わせた面積は、1,226ヘクタールまで広がっており、将来的に

詳しくは、ホームページをご参照ください。

2,000ヘクタール規模への拡大を目指しています。一部地域では荒茶製造工

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

場が設立されるなど6次産業化につながっています。今後も茶産地育成事業
での生産量、茶園面積のさらなる拡大を目指し、地域の雇用創出にも貢献し
ていきます。
このような取り組みが評価され、茶産地育成事業（新産地事業）は、

コミュニティの震災復興支援

2015年6月に日本経済新聞社主催「第3回日経ソーシャルイニシアチブ大
賞 企業部門賞」を、2016年3月には一般財団法人食品産業センター主催

●震災被災地の支援継続、被災地自治体との関係強化

の「第37回食品産業優良企業等表彰 農林水産大臣賞」を受賞しました。
2016年9月発行のビジネス誌「フォーチュン」での評価などにもつながり、2017
年10月には「第5回プラチナ大賞」で「大賞」および「経済産業大臣賞」を受
賞しました。

〃「お茶っこ会」〄
東北地方では、近所の親しい方々が「ちょっとお茶でも」という時、「お茶っこ
しようか」と集い、お茶を飲みながらよもやま話に花を咲かせます。伊藤園では、
被災地の皆様が絆やつながりを持ち続けるコミュニティの復興の一助となるよう、
被災地での「お茶っこ会」（おいしいお茶のいれ方セミナー）を継続的に開催
しています。（2016年度は18回開催。）
今後も被災地のコミュニティ支援に継続的に取り組んでいきます。
「お茶っこ会」開催実績 （2011年11月～2017年7月） 合計203回

〃オーストラリアでの「茶産地育成事業（新産地事業）」〄
茶葉の製造・販売を行うITO EN AUSTRALIA PTY. LIMITEDでは、季
節が日本と逆のオーストラリア・ビクトリア州において「茶産育成事業（新産地
事業）」として、茶園造成や茶栽培の指導および荒茶加工をしています。
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Environment：環境
環境
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設定
して活動を推進しています。

CSR憲章：
気候変動への対処、水資源、エネルギー、海洋・陸域・森林などの適切な管理、生物多様性の保全対応、廃棄物削減・再資源化などの環境課題について、持続可
能な資源の活用に貢献しつつ、バリューチェーン全体で環境負荷の低減に努めるとともに、地球環境の持続可能な発展を目指して、自主的・継続的に人と自然との共生
を通じた自然資産の保全に取り組みます。また、グループ全体での環境マネジメントの推進とステークホルダーとの協働を図ります。

「伊藤園グループ環境方針」

*2016年8月改定

【環境基本理念】

●環境関連法令への対応
伊藤園では、全事業所が毎年、法規制等登録簿で法令の遵守を確認

伊藤園グループは、「お客様第一主義」に基づき、人類共有の地球環境を

するとともに、法務部・内部監査部・ISO事務局による監査・現地確認を

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ています。

行っています。

そのため、あらゆる事業活動において法規制の遵守を徹底し、世界の持続
可能な社会・環境の目標である SDGs (Sustainable Development

また、営業拠点へ電子マニフェスト管理システムを導入し、廃棄物関連
業務の法令遵守徹底と、作業効率の向上を推進しています。

Goals)の内容も踏まえて、バリューチェーン全体に配慮しながら自主的・継
続的に環境保全に取り組みます。また、人と自然との共生、自然資本の保
持と適正な利用および自然と調和した食文化の発展への努力と、社会の
課題解決と伊藤園グループの成長を両立する「共有価値の創造
（CSV）」により、持続可能な消費と生産を通じて、持続可能な社会・環
境の実現に貢献します。

●体制
伊藤園では、気候変動やエネルギー、廃棄物、水資源など、環境に関
する課題は、環境委員会で実態を把握、環境KPI（環境目標※）とし
て方向性と対策を審議し、経営層（取締役会、または執行役員会）に
報告しています。
（※）https://www.itoen.co.jp/csr/environment/

【環境行動指針】
１．グループ全体の事業活動が地球環境・社会に与える影響について認

また取締役がCSR（環境含む）担当役員としてCSR・環境に関する課
題を管理・監督しています。

識し、極小化に努めます。
２．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

取締役会

予防に取り組み、環境マネジメントシステムの強化を図ります。

代表取締役

３．省資源・省エネルギー、排出物の抑制・適正処分・リサイクルなど持続
可能な資源の活用を推進します。

執行役員会

４．バリューチェーン全体（調達、製造・物流、商品開発、営業・販売）
を通じて、持続可能な生産と消費形態の確保を推進します。
５．気候変動への対処に貢献し、地球温暖化の防止に努めます。
６．水資源や海洋・陸域・森林などの資源の適切な保全管理、生物多

CSR/ESG
推進委員会

環境委員会

各種専門委員会

様性の保護に努めるとともに、持続可能な農業と地域づくりにも貢献
します。

CSR推進部

７．地球環境への認識を高め、「ESD(持続可能な開発のための教
育）」の考え方を取り入れ、社会・環境に貢献できる人材を育成し、
一人ひとりが持続可能な社会・環境の実現を意識して活動します。ま
た、ステークホルダーとのコミュニケーションを強化し、環境活動でのパー
トナーシップを推進します。

環境マネジメント

環境KPI（環境目標）による取り組みの推進
世界中の社会課題解決に向けて、国連による「持続可能な開発目標」
（SDGs）やCOP21で採択された「パリ協定」など、世界の持続可能性
向上に向け、さまざまな組織が取り組みを進めています。

伊藤園グループでは「環境方針」を柱に、ISO14001に基づく環境マネ

伊藤園としても環境KPI（環境目標）において中期環境目標を設定し、

ジメントシステムを運用して、環境活動を継続的に推進しています。これま

エネルギー消費量の削減やGHG（温室効果ガス）排出量の削減など、

でに生産部門・営業部門・本社部門・一部の関連会社にて認証を取得し

事業活動による環境負荷を極小化し、自然環境の持続可能性に貢献す

ています。また、執行役員会のもとに環境委員会を置き、環境方針、環境

るため、一層主体的に取り組みを続けていきます。

目標、活動の進捗状況の審議などを行っています。
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Environment：環境
環境
●CDP（※）への対応

気候変動・大気汚染の防止

CDPに対する回答については、データの把握に困難な部分があり今まで

●気候変動およびその影響の抑制に向けた取り組み

見送っていましたが、方法および内容の見直しを図り、2017年度中には

気候変動およびその影響は、私たちが直面する重大な社会共通の課題

結論を出す予定です。

であると認識しています。また主力製品の原材料は、茶、野菜、果実、コー

※CDPとは、気候変動など環境分野に取り組む国際NGOで、2000年に

ヒーなどの農産物であるため、主要事業である茶葉および飲料製品は天

設立された「カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト」がその前身。2002年

候や自然災害の影響を受けるリスクがあり、経営上、重要な課題であると

より毎年、気候変動が企業に与える経営リスクの観点から、世界の主要

捉えています。

企業の二酸化炭素排出量や気候変動への取組に関する質問書の送付
と機関投資家への情報開示、分析レポートの発表を続け、今やESG投資

●全社での結果

で、世界で最も参照されているデータの一つにまで影響力を拡大しています。

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、全社のCO₂排出量（原単位）は直近の
2014年度比で8.1％削減、電力使用量（原単位）は同比で3.9％削
減となりました。

伊藤園は、大気汚染防止法における大気汚染物質を排出する生産・
製造設備はありません。また使用している営業車両に関しては低公害車

■二酸化炭素排出量の推移

を積極的に導入し、2017年4月末時点で、3,127台（全営業車両台
2014年

2015年

2016年

営業部門（t-CO2）

30,835

29,287

28,951

生産部門（t-CO2）

9,087

9,093

7,337

全社合計（t-CO2）

39,922

38,380

36,288

0.113

0.105

0.098

売上高原単位（全社）
（t-CO2/百万円）

●大気汚染防止の取り組み

●業界団体としての取り組み
伊藤園が加入している「全国清涼飲料連合会」は、日本経済団体連
合会の「環境自主行動計画」に1997年の策定時から参加しており、清涼
飲料業界では、地球温暖化防止策として『2020年度 CO2排出原単位
1990年度比10％削減』を目標に掲げ、取り組んでいます。
具体的な取り組みは、以下の通りです。

数の87.5％）となっており、継続して大気汚染の防止に取り組んでいます。

省エネルギーの推進
●エネルギーの使用およびその抑制に向けた取り組み
伊藤園では、持続的なエネルギーの使用を推進するため、ISO14001
のPDCAサイクルにより管理し、全部署で取り組んでいます。
電力使用量（原単位）は、直近の2015年度比で0.2％削減となり
ました。

■電力使用量の推移
2014年

2015年

2016年

営業・事務・研究部門（万kWh）

1,299

1,224

1,240

生産部門（万kWh）

1,014

1,070

1,089

全社合計（万kWh）

2,313

2,294

2,329

65.4

62.8

62.6

売上高原単位（全社）
（万kWh/百万円）

●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、さらなるエネルギー使用の効率化に取り
組んだ結果、名護工場の天然ガスボイラーおよびLNGサテライト導入の寄
与もあり、CO₂の排出量は19.3％削減となりました。なお、一部の関連
会社においては、太陽光パネルを設置するなどして、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、本社ビルでの照明設備
全国清涼飲料連合会ホームページより

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

http://www.j-sda.or.jp/environment/images/pdf/lowcarbonsociety_01.pdf

のほか、徹底した節電活動に取り組んだ結果、電力使用量は1.1％の削

また世界中の社会課題解決に向けて、国連による「持続可能な開発目
標」（SDGs）やCOP21で採択された「パリ協定」など、世界の持続可能
性向上に向け、伊藤園としても企業として一層主体的に取り組みを続けて
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いきます。

減となりました。

Environment：環境
環境
●物流・販売での取り組み

生物多様性の保全と持続可能な利用に関する取り組み

全国197ヵ所の営業拠点に配属された営業社員と、3,574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。事業の拡大に伴う車両

公益財団法人イオン環境財団主催

台数の増加を受け、車両1台当たりのエネルギー使用量の削減と、大気

第4回生物多様性日本アワード 「優秀賞」受賞

汚染物質の排出抑制は重要課題であると認識しています。

同賞は、日本国内の団体・組織・企業・個人を対象に、「生物多様性の

また、全国を5つのブロックに分けて

保全と持続可能な利用に関する取り組み」を広く公募し、優秀な事例を

飲料製品を委託製造し、運送エネ

顕彰する賞です。

ルギー消費を抑制しています。飲料

当社は2015 年10 月、「『お茶で琵琶湖を美しく。』・『お茶で日本を美

の輸送についても、一部を車両から

しく。』プロジェクトを通じた生物多様性保全の取り組み」が評価され、優秀

鉄道や船舶に変更するモーダルシフ

賞を受賞しました。

ト・モーダルシップのエリア拡大を行い、
グリーン物流を推進しています。
最近では、当社の長距離トラック
輸送の一部を海上輸送へ切り替え、
CO2排出量を大幅に削減したことが
評価され、「平成28年度エコシップ・
モーダルシフト事業 優良事業者」と
して国土交通省海事局長表彰を受
授賞式の様子

賞しました。

（左）公益財団法人イオン環境財団理事長 岡田卓也氏
（右）当社取締役副会長 江島祥仁

●自動販売機の省エネルギー化
省エネ機能を搭載した自動販売機を積極的に導入し、消費電力の削
減に努めています。2017 年4 月末時点で、ヒートポンプ式自動販売

水の管理

機採用率は86.5％です。

●水資源保全の取り組み

●エコドライブと環境配慮型車両の導入
環境配慮型車両の積極的な導入や、営業ルートの効率化などによる
使用燃料の削減、全拠点でのエコドライブを推進しています。これにより1
台当たりの燃料使用量は、2015 年度とほぼ同水準となりました。
車両導入時において、国が定める基準を満たす低公害車と、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割合は87.5％となりました。
2014年

2015年

2016年

ガソリン使用量（kℓ）

1,559

1,471

1,423

1台当たりガソリン使用量（ℓ/台）

1,959

1,848

1,748

軽油使用量（kℓ）

7,519

7,357

7,262

1台当たり軽油使用量（ℓ/台）

2,655

2,639

2,638

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、水の効率的な使用、水質汚濁の防止に取り組んでいます。

●水使用に関する取り組み
伊藤園では、社内での水使用量の削減を進めるとともに、製造委託先
の水使用量および排水の状況を把握し、環境に与える影響の極小化に
努めています。

■水使用量の推移
2014年
使用量（㎥）

65,147

2015年
63,868

2016年
53,186

●自然災害や水リスクへの対策

生物多様性の保全

伊藤園の飲料事業は、自社で製造工場を持たず、全国にある飲料製
造委託先に製造を委託する「ファブレス方式」を採用しています。そのため、

伊藤園では、「伊藤園グループ生物多様性保護の基本方針」（※）に
基づき、茶産地育成事業における環境保全型農業の取り組み、多様な

自然災害や渇水・断水など、一部地域で製品の製造が困難となった場合
でも、柔軟な対応が可能となっています。

茶品種の採用などに着手しています。また、ステークホルダーとの協働では、
「お茶で日本を美しく。」プロジェクトやその他の地域活動で里地里山保全
のためのさまざまな活動を行っています。
これらの活動を推進しています。
※ http://www.itoen.co.jp/csr/environment/
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●食品廃棄物削減の取り組み

廃棄物とリサイクル

伊藤園は、食品廃棄物の削減をめざし、全社から排出される廃棄飲料
伊藤園は、３Ｒ＜Reduce（発生抑制）、Reuse（再利用）、
Recycle（再資源化）＞に取り組んでいます。
環境マネジメントシステム（ISO14001）において、廃棄物の排出削減
を目標に掲げ、効率的な改善を継続し、取り組みを進めています。

や廃棄茶葉の削減について環境マネジメントシステム（ISO14001）に
組み込んで削減を推進するとともに、食品リサイクル率の向上に向けて効
率的な改善を継続し、取り組みを進めています。2016年度の食品リサイ
クル率は、95.1％でした。

また、空き容器などは営業拠点が回収を行っており、回収した空き容器

●原材料使用の削減の取り組み

は適正な再資源化業者により全量をリサイクルしています。
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期限の切

伊藤園は、全国清涼飲料連合会の『環境配慮設計指針』に基づき、

れた製品などは、食品リサイクル法に対応した処理ができる再資源化業者

PETボトルの樹脂原料削減など、軽量化・減容化による原材料の使用量

に委託することを原則とし、リサイクルに努めています。

の低減に努めています。
また原材料使用の削減においては、2019年度中期環境目標として管
理し、PETボトルの使用樹脂量の削減やラベルの軽量化を推進しています。

■廃棄物と再資源化率（リサイクル）の状況
2014年
排出物発生量（t）
再資源化率（%）

■2019年度中期環境目標

2015年

23,265

25,570

22,984

99.4

98.8

99.5

■伊藤園茶葉製造工場の排出物発生量と再資源化率の推移
2014年
排出物発生量（t）
再資源化率（%）

2015年

「PETボトル軽量化2016年度実績以上」

2016年

500ml：-16.5％以上
2L：-31.8％以上

■製品原料使用量の推移
2014年

2016年

1,371

1,351

1,540

98.2

98.9

98.9

茶殻を資源に変える「茶殻リサイクルシステム」

2015年

2016年

荒茶（緑茶原料）（t）

20,060

20,056

20,185

その他原料（t）
（ウーロン茶、紅茶、果汁原
料など）

86,619

87,703

78,726

106,679

107,759

98,911

合計

製造工程で排出される茶殻の大部分は堆肥や飼料として再利用してい
ますが、さらに伊藤園では独自の「茶殻リサイクルシステム」を開発しました。

環境配慮型飲料容器

茶殻の一部を紙製品・建材・樹脂などに配合し、協力企業でさまざまな製
品を製造販売しています。これにより原材料の使用量が削減でき、省資源
化が図れます。
また茶殻を、水分を含んだまま、紙などの資材に配合するため、茶殻乾
燥時の石油資源消費などに伴うCO₂発生が抑制され、省資源・CO₂ 削

(1)NSシステムを採用した軽量PETボトル
2015年度リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰
「リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞」受賞
同賞はリデュース・リユース・リサイクル推進協議会主催による、3R（リ

減・リサイクルという3 つの環境配慮の特色があります。

デュース：発生抑制、リユース：再利用、リサイクル：再資源化）に取り

詳しくは、ホームページをご参照ください。

組み、顕著な実績を挙げている個人・グループ・学校・事業所・地方公共

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

団体等を表彰する賞です。
東洋製罐株式会社と当社は、「持続可能な消費を実現した新・飲料充
填システム（NS システム※）」が評価され、リデュース・リユース・リサイクル
推進協議会会長賞を受賞しました。
※ NS システム：
伊藤園と東洋製罐株式会社が共同開発した、常温で充填が可能であり、かつ、ボトルの殺菌処
理に殺菌剤を使用しない、独自の充填方式。 NS=Non-Sterilant：ノンステリラント= 薬剤を
使用しないの意
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(2)レンガ型アルミレス紙パック飲料容器
2015年度地球環境大賞「環境大臣賞」受賞
（主催：フジサンケイグループ）
飲料紙容器は、常温で長期保存を可能とするために、アルミ箔を使用し
ています。しかし、アルミ箔と紙を分離するのに特殊な処理が必要となるなど、
リサイクルが充分に進んでいません。伊藤園は、日本製紙株式会社、凸版
印刷株式会社と協働で、アルミ箔の代わりに環境配慮型フィルムを採用し
た「レンガ型アルミレス紙パック飲料容器（ＥＣＯ容器）」の開発に業界
で初めて成功しました。これにより常温で長期保存が可能でありながら、牛
乳パックと同じリサイクルを可能としました。環境配慮に優れた飲料容器とし
て、今後も商品の種類や販売エリアを拡大していく予定です。

ステークホルダーへの対応

ステークホルダー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、里
山里海湖保護などをテーマとしたSATOYAMA イニシアティブ推進ネット
ワークにも参画しています。
また、「お茶で日本を美しく。」プロジェクトなどを通じた環境教育、世界自
然遺産・文化遺産保全教育、工場見学などでの体験型教育、茶殻リサ
イクル製品を使った環境教育など、幅広く実施しました。

●環境に関する罰金および処罰のコスト
伊藤園では、過去3年間、環境に関する罰金および処罰に関するコスト
はゼロとなっています。

サプライヤーとのコミュニケーション

伊藤園では、お取引先とのパートナーシップの強化を図る場として、毎年
懇親会などを開催し、情報の共有や意見交換、今後の方針の確認など
を通じてコミュニケーションを図っています。
また日頃より製造委託先企業や茶農家などの原料供給先と情報を共
有するとともに、品質管理会議、お取引先会議などを定期的に行うことで、
製品品質の向上や社会・環境面での負荷低減など目標を共有し、協力
などを求め、さらなる安全・安心な製品づくりを目指しています。

26

Environment：環境
環境
事業活動による環境への影響
伊藤園は、バリューチェーン全体で資源やエネルギーの使用量と環境負荷などの総量を把握し、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、2016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。

20,185 t
78,726 t

28,251 t
2,260 t

7,337 t
3.5 t
1.9 t

94 t
26,739 t
2,468 t
81,878 t
12,252 t
7,131 t
5,619 t
67,284 t
5,923 t

1,089万kWh
513㎘
277,071㎥
2㎘
15㎘
351,015 t

18,711,026㎥

1,240万kWh
102㎘
7,262㎘
1,423㎘
2,425㎥
6,800㎥
40,048㎥

28,951 t
146 t
1t

※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令第三条」に基づいて計算
しています。
13,139㎥（推計）
※自社生産工場からの排水は、13,552m（3
推計）でした。自社生産の排出部分は飲料製品の自社生産が限定されていることから、総使用量から飲料原料水を差し引いて計算しています。
13,808,419㎥（推計）で、2015年度より微減となりました。
※製造委託先からの排水は、17,171,160㎥（推計）で、2014年度より微増となりました。
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有識者のご意見
組織統治

SDGｓの要請も十分に踏まえて、常に最先端のCSRに取り組む伊藤園

公正な事業慣行

2017年は「公正な事業慣行」が問われた一年であった。大企業での製

の姿勢は高く評価できます。CSRマネジメントの推進は、消費者を相手と

品検査やデータの改ざんなど長年不正が続いていたことが発覚し、日本製

する事業を行う企業には極めて重要です。

品の品質への信頼が失墜した。B to Cの食品企業として、品質管理は伊

全体としてバランスの取れた企業統治改革は、伊藤園グループ全体の社
会的信頼を高め、持続的な成長につながるものと期待できます。高い理念

藤園の生命線である。
サプライチェーン全体の課題として取り組んでいる点が評価できる。調達や

に裏づけられた実践的な活動が、今後とも花開いていくことを願ってやみま

品質管理の方針を制定して徹底するとともに、関係企業と品質会議を実

せん。

施して相互の協働体制を作っている点が優れている。SDGsを踏まえた
CSRを考えると、「生産者と協働の品質管理」は日本発の倫理的事業慣
行になりうると私は考えている。この分野でのさらなる深化を期待したい。

青山学院大学大学院法務研究科教授
弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック 弁護士
日本経営倫理学会副会長・理事
浜辺 陽一郎氏

人権

日本経営倫理学会会長
慶應義塾大学大学院准教授
一般社団法人経営倫理実践研究センター
理事・首席研究員
梅津 光弘氏

労働慣行

伊藤園は、社員は人財であり、企業の宝として重視しています。社員は

働き方改革を実現するためには、ダイバーシティやワーク・ライフ・バランスの

ＣＳＲを進める主体として、また会社から見れば大切なステークホルダーと

推進による職場環境の整備が重要です。労働時間の短縮はもちろんです

して、両方の立場をもつ存在であるからです。だからこそ、従業員対象の勉

が、70歳まで働ける再雇用制度や有期雇用社員の社員転換制度によっ

強会に積極的に取組み、相談体制も充実させています。コミュニティと人権

て、誰もが働きやすい職場に近づくのではないでしょうか。

課題についても様々な角度から取組み、従業員の参画意識を高めていま

「世界のティーカンパニー」に向けて経営のグローバル化を進めるためには、

す。これらは、ＥＳＧ投資における「人権」の視点で社内外から信頼を高

ダイバーシティの深化やお互いを認め合う異文化コミュニケーションが重要で

め、伊藤園に対するレピュテーションの向上に寄与しています。

あり、今後の取り組みに期待します。

駿河台大学 経済経営学部経済経営学科教授
一般社団法人経営倫理実践研究センター
首席研究員
水尾 順一氏

桜美林大学 経済・経営学系教授
異文化経営学会会長
馬越 恵美子氏
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消費者課題

伊藤園では、ISO26000を中核に据えたサステナビリティ経営にSDGs

コミュニティへの参画及びコミュニティの発展

国際オリンピック委員会が2024年のパリ大会に期待するレガシーは、貧

やCOP21を取り込み、世界の持続可能性に寄与されようとしています。

困・失業・炭素をゼロにするために、アスリート・若者・テクノロジーによるソー

今後さらに大きなインパクトをもたらすためには、「持続可能な生産と消

シャルビジネスの仕組みづくりです。さらにオリンピック・パラリンピックの最大の

費」を消費者とともに取り組む必要があります。多くの社会課題は企業の生

レガシーは人づくりです。

産と消費者の消費がもたらす負の影響でもあり、そこでは、消費者の利益

「beyond2020プログラム」の認証を受けた「お～いお茶新俳句大賞」な

と他の利益が衝突する問題でもあります。持続可能な社会をつくっていくた

どは、次世代へのレガシー創出に資する活動として、社会課題解決に向け

めに、お客様第一を具現化する品質管理やお客様満足の追求等を超え

た人材レガシーづくりと言えるでしょう。

た取組みを期待します。

消費生活アドバイザー、博士（総合政策）
サステナビリティ消費者会議 代表
古谷 由紀子氏

環境

国連が定めた持続可能な開発目標（SDGｓ）を参照する形で、伊藤
園の事業そのものを展開することとし、そしてその取り組み状況を総覧する
いわば第一回目の、記念すべき報告書である。経営を迅速に改善していこ
うとする意欲は十分伝わってくる。しかし、移行期であり投資家も意識する
ので仕方ないとは思うものの、CSR、ESG、SDGｓ、CSV、ISOといった横
文字で表される概念の間の関係整理を今後より分かりやすく呈示していくこ
とで、一般読者にも伝わりやすくなる。今後、SDGｓを事業推進に取り入
れることで、具体的に変わった実例、成果といったことから始められると一層
説得力が増すと考えられる。SDGｓの定着を期待したい。

ノースセントラル・カレッジ（米国イリノイ州）
フルブライト派遣教員
慶応義塾大学大学院特任教授
小林 光氏
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東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会参与
早稲田大学スポーツ科学学術院教授、
博士（スポーツ科学）
レガシー共創協議会会長
間野 義之氏

グループ会社の主な取り組み
基本的な考え方

伊藤園グループは、国内外に事業展開しています。「お客様第一主義」の経営理念は、各グループ企業の事業展開にも活かされており、ISO26000の中核主題のうち
重点テーマである「環境」、「消費者課題」、「コミュニティ」といった各主題に関する取り組みも積極的に行っています。
また、「伊藤園グループCSR憲章」と「伊藤園グループCSR推進基本方針」に沿って、「世界のティーカンパニー」を目指したCSRの施策を計画的に推進強化していきます。

タリーズコーヒージャパン株式会社

伊藤園産業株式会社

タリーズコーヒーなどの飲食店の経営を行うタリーズコーヒージャパン（本社

ティーバッグ製造と麦焙煎を行う伊藤園産業（本社所在地 静岡県）

所在地 東京都）では、地域社会に根ざした「コミュニティーカフェ」として

は、工場周辺地域の出身者が多く、自然豊かな牧之原市で地域社会と

「コーヒースクール」や「絵本の読み聞かせ」など、各店舗でイベントを企画・

のつながりと環境配慮を大切にした事業活動を行っています。市内小学校

開催しています。優秀な取り組みを行った店舗は「コミュニティーカフェ大賞

の社会科授業や牧之原市を視察に訪れる海外からのお客様に対しての

※」という社内表彰制度で表彰されます。こうした優良事例はタリーズ全社

工場見学も積極的に受け入れ、当社の設備や生産について説明しもっと

で共有化され他店が参考にすることで、地域社会とのつながりを重視する

お茶を好きになっていただけるようアピールする機会として取り組んでいます。

ＣＳＲを推進しています。

また、年に2回ほど、静岡赤十字社との連携のもと、事業所にて献血活

また、2017年4月には、“Casual & Cozy for Woman”という女性向
けコンセプトショップとして「タカシマヤ ゲートタワーモール店」（愛知県名古
屋市）をオープンしました。明るく落ち着きのある白を基調にした心地よいカ

動を実施しています。太陽光発電設備に加え、LED照明への切り替え等、
省エネの取り組みも全社をあげて推進しています。
2016年度からは、タイからの外国人

フェ空間で、お勤めの方もママたちも、大人の女性たちが満足できる付加価

技能実習生を受け入れています。

値の高い商品と「心地よい空間」をご提供します。

社員が先生となる日本語教室をはじめ、

2017年10月には、「&TEA横浜元町店」（神奈川県横浜市）をオー

いろいろなイベントを実習生とともに

プン。感度の高い女性に向けて、産地茶やフルーツを使ったバリエーション

過ごす中で、懸命に仕事に取り組む

ティーなど、バラエティー豊富なティーメニューで、一杯のお茶がつなぐ豊かな

姿勢が当社従業員にも刺激となり、

世界とくつろぎの空間をご提供します。

工場で一体となっていい製品づくりに

お客様に愛されるコミュニティーカフェを目指し、「居心地の良い空間」のご

施設屋上に設置された太陽光パネル

取り組んでいます。

提供と、地域に合わせた取り組みを行ってまいります。

株式会社伊藤園関西茶業
緑茶・麦茶・進物用製品の製造・販売を行う、伊藤園関西茶業（本社
所在地 兵庫県）では、工場見学ができる設備を併設しているほか、太陽
タカシマヤ ゲートタワーモール店

&TEA横浜元町店

光発電設備やLED照明を導入するなどの環境配慮の取り組みを行ってい
ます。
また、神戸市主宰の小学生を対象

株式会社沖縄伊藤園

としたエコ教室への廃材提供や社員に
よる工場周辺地域の清掃活動なども

沖縄伊藤園（本社所在地 沖縄県）では、飲料製品や茶葉製品の販

定期的に実施しています。

売を行っています。沖縄で販売しているPET飲料「海と大地の湧昇水」「健
康ミネラルむぎ茶」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
活動に役立てていただいています。
上記活動は、対象製品の
パッケージで告知し、認知・理解
の促進を図っています。
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グループ会社の主な取り組み
チチヤス株式会社

ITO EN（North America）INC．

ヨーグルトや牛乳などの乳製品を製造・販売しているチチヤス（本社所在

ITO EN（North America）INC．

地 広島県）は、地域フードバンク活動への支援を2017年8月より開始し

（本社所在地 ニューヨーク州）では、

ました。

海外での健康志向が高まる中で、「お

また、地域社会への貢献活動とし

～いお茶」や「TEAS’TEA」シリーズ製

て、2017年4月には、広島県内の大

品などを販売しています。また日本茶

切な水源の一つである、地元・大野

などのお茶を中心とする日本食文化もご紹介しています。なお、茶殻入り

地区の永慶寺川、2017年6月には

樹脂製のベンチが現地メディアで記事として紹介されるなど、伊藤園グルー

大野妹背の滝公園を地域の方々と

プの代表的な環境に関する取り組みである「茶殻リサイクルシステム」に北

ともに、社員が草刈りや清掃活動を行いました。

米でも関心が高まりつつあります。

なお、伊藤園と連携した取り組みとして、2017年10月には、世界文化
遺産の宮島の清掃活動も行いました。
今後も日本で初めてヨーグルト製品を発売した企業として、乳製品への

ITO EN AUSTRALIA PTY. LIMITED

理解を深めていただく取り組みとともに、事業所のある地域に根ざした貢献
活動を行っていきます。

茶葉の製造・販売を行うITO EN
AUSTRALIA PTY. LIMITED
（本社所在地 ビクトリア州） では、

株式会社グリーンバリュー

季節が日本と逆のオーストラリア・ビク
トリア州において「茶産地育成事業

自動販売機のメンテナンス、自動販売機・車両などの購入仲介を行うグ
リーンバリュー（本社所在地 東京都）では、「循環型社会」の構築を目
指して、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。リサイクルされた自動販売機の素材は、さま
ざまな形で活用されています。

（新産地事業）」として、茶園造成や茶栽培、現地生産者への指導およ
び荒茶加工をしています。現地の生産者と協力して茶栽培技術の工夫を
行うほか、荒茶については日本国内同様にトレーサビリティを徹底させてい
ます。
ここで生産された茶葉は、オーストラリア国内向けの製品の原料や、伊藤
園の特定保健用食品の原料などとして使用されています。茶樹の病害虫
が少ないオーストラリアでは、農薬をあまり使わない栽培方法を確立させる
など、環境にやさしい緑茶生産を行っています。（21ページ参照）

ITO EN（Hawaii）LLC.

ITO EN（Hawaii）LLC.（本社所在地 ハワイ州）では、ハワイを中

その他 主なグループ会社

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

国内
●伊藤園･伊藤忠ミネラルウォーターズ株式会社
●ネオス株式会社

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

海外

どの活動をしている、フードバンクの取り組みの趣旨に賛同し、飲料製品や

[アメリカ合衆国]

食品の提供、寄付金の贈呈などを行っています。

●Mason Distributors, Inc．
●Distant Lands Trading Company, Inc.
[シンガポール]
●ITO EN Asia Pacific Holdings Pte. Ltd.
●ITO EN Singapore Pte. Ltd.
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[中国]
●福建新烏龍飲料有限公司
●伊藤園飲料（上海）有限公司
[インドネシア]
●PT ITO EN ULTRAJAYA WHOLESALE
[タイ]
●ITO EN(Thailand)CO.,Ltd.

