
私たちは、清らかな水や果実･穀物、森

林や川･海･大気、そして生き物が創り

出す自然の生態系という素晴らしい

循環システムそのものがサントリーグ

ループにとって何ものにも替えること

のできない大切な経営資源だと認識

しています。

しかし、21世紀に入った今、この大切

な地球環境には赤信号が点ってしまっ

ています。

サントリーグループは、環境を悪化さ

せることなく豊かで持続可能な社会

を構築するため、右に掲げる環境負荷

削減の活動に最大限の努力をはらっ

ていきます。

サントリーは、地球環境の保全が人類

共通の最重要課題の一つであること

を認識し、1992年に定めた「サント

リー環境行動指針」をもとに、1997

年に「サントリー環境基本方針」を制

定(2001年12月改定)しました。この

方針は、サントリーグループすべての

事業活動における基本的な考え方と

なっています。

サントリー環境基本方針 (1997年制定、2001年改定)

基本理念
地球環境保全は、21 世紀における人類

の最も重要な課題です。そのためサント

リーグループは、地球環境を経営資源

の一つと認識して環境保全活動に真剣

に取り組み、次の世代に「人と自然と響

きあう」持続可能な社会を引き渡すこと

が出来るよう努力します。

行動指針(1992年制定)
1.環境関連の法規制・協定を遵守すると

ともに、自主管理基準を設定して事業

活動に取り組みます。

2.環境マネジメントシステムを構築し、環

境目的・目標を設定して環境保全活動

に取り組み、継続的改善につなげます。

3.商品・サービスの開発にあたり、ライフ

サイクルの全ての段階における環境負

荷に十分に配慮します。

4.省資源・省エネ、グリーン購入の推進に

より、資源の利用量低減に努力します。

5.地球温暖化物質・環境汚染物質などの

排出抑制、廃棄物の減量化・再資源化

及び容器リサイクルの推進を図ります。

6.地球環境保全のための社会貢献活動

を進めます。

7.広く社会に環境情報を開示し、社会と

のコミュニケーションを推進します。

8.環境教育・啓発などを通じ、グループ全

員が環境意識をもって行動します。

地球にやさしく、より豊かなくらしのために

●エコプロダクツの開発と安全・安心・高品質な調達・生産
●エコファクトリーの推進

─ 省エネ、CO2削減、自然エネルギーの活用
─ 用水量の削減、水質管理の徹底
─ 副産物・廃棄物の排出量抑制と再資源化

●容器の循環利用の推進と効率的な物流システム構築

将来のより良い地球環境の実現をめざして

●森林整備による水源地の涵養
●生物多様性の保全
●未来を担うこどもたちへの環境教育

また以下の新たな活動を積極的に展開してまいります。

かん

持続可能な
社会システム構築のために

サントリー環境基本方針

環境経営の推進

環境活動ビジョン
自然界の循環システムと共生する事業活動をめざして、
環境負荷の削減と自然環境の保護に取り組んでいます

環
境
経
営
の
推
進

環
境
活
動
ビ
ジ
ョ
ン
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サントリーグループでは、「グループ経

営戦略会議」で策定された方針をもと

に、「環境委員会」が各年度の具体的

な環境活動の計画、目標を立ててい

ます。また、環境マネジメントシステム

の国際規格ISO14001認証を取得して

いる事業所では、各サイトの環境保全

委員会を中心とした活動に取り組ん

でいます。

ISO14001認証を取得していない国

内のグループ会社を含め、グループの

環境活動方針・計画が共有化できる場

を設けています。

サントリーの全工場と生産系のグ

ループ会社では、工場環境管理責任

者が参加する「製造場環境管理者会

議」（2006年6月より「エコファクト

リー部会」に改称）を年2回開催。販

売・サービス系のグループ会社では、

32社が参加する「グループ会社環境

推進部会」を定期的に開催し、グルー

プの環境方針を各社の環境活動計画

に反映しています。

また、外食・開発カンパニーの5社を

対象に「グループ会社外食部会」を開

催し、「食品リサイクル法」への対応状

況や改善活動事例などの情報を交換

し、グループ全体の取り組みを強化し

ています。

そのほか、グループの環境活動に関わ

るさまざまな重要事項について、各部

会や合同会議、社内イントラなどを通

じて告知し、周知徹底を図っています。

サントリーグループは、1998年から

環境マネジメントシステム（EMS※1）

の国際規格であるISO14001認証取

得を開始。2005年度までにサント

リー主要12工場※2、生産系のグルー

プ会社4工場、海外グループ会社6工

場、販売系のグループ会社7社で取得

を完了しました。

ISO14001認証を取得している各工

場では、それぞれ内部環境監査員を

拡充するとともに、他の認証取得工

場の内部環境監査に相互参加して情

報を共有し、内部監査の質的向上を

図っています。

2003年12月末

250（30）計

2004年12月末

254（37）

2005年12月末

278（44）

国　内年　度 海　外

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

・利根川ビール工場

・武蔵野ビール工場

・白州蒸溜所&天然水白州工場・木曽川工場
・高砂工場・大阪工場

・登美の丘ワイナリー・山崎蒸溜所
・千歳工場（2006年3月閉鎖）・京都ビール工場
・梓の森工場・榛名工場

・近畿ペプシコーラ販売（株） 

・日本ペプシコーラ製造（株）
・カンバク（株）
・サントリー食品工業（株）宇治川工場
・（株）ダイナック（三木サービスエリア）

・中国ペプシコーラ販売（株）
・南九州ペプシコーラ販売（株）

・サントリー食品工業（株）多摩川工場
・日本ペプシコーラ販売（株）
・東北ペプシコーラ販売（株）
・沖縄ペプシビバレッジ（株）

・ボウモア蒸溜所（イギリス）

・セレボスタイランド
・セレボス台湾

・オーヘントッシャン蒸溜所（イギリス）
・グレンゲリー蒸溜所（イギリス）

・三得利　酒（上海）有限公司（中国）
サントリービール

社 長
（佐治 信忠）

グループ経営戦略会議

委 員：
事 務 局：

関係部署担当部長
環境部（部長 　屋 雅光）

環境委員会（委員長：環境担当役員 小嶋 幸次） 

各カンパニー・
ビジネスサポート・コーポレート

エコプロダクツ部会

エコファクトリー部会

ロジスティクス部会

エコオフィス部会

環境コミュニケーション部会

国内グループ会社環境推進部会

海外生産拠点・グループ会社環境推進部会

グループ環境経営推進体制
(2006年6月現在)

ISO14001認証取得工場・グループ会社一覧（2006年4月現在）

内部監査員数の推移 （人）

グループ会社環境部会

グループでの環境経営を推進

グループ全体で
環境方針・計画を共有

国内外の主要工場、グループ
会社でISO14001認証を取得

※ （　）内は内部監査リーダー実務経験者

※1 EMS
Environmental Management System

※2 2003年7月に竣工した九州熊本工場は、
2006年に認証を取得予定。

環境経営の推進

環境マネジメント
すべての事業所で活動方針を共有し、
グループ一丸となった環境経営を推進しています
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サントリーでは、環境マネジメントの

一環として、一つの商品が開発・企画

されて、廃棄・リサイクルにいたるまで

のライフサイクル全体を通して、環境

負荷低減に取り組んでいます。

水資源保全 自然エネルギーの活用

びん  476百万本
アルミ缶  2,127百万本
スチール缶  2,111百万本
PETボトル  2,862百万本

びん 67千t
アルミ缶 29千t
スチール缶 35千t
PETボトル 53千t
段ボール箱 68千t
その他 14千t

大気汚染・
温暖化対策

容器リユース
リターナブルびん
延べ130百万本
を回収、再使用

INPUT

OUTPUT

調達

原料
223千t

包装資材
265千t

用水
16,456千m3

生産量
酒類・飲料
2,213千kℓ

（自社工場のみ）

燃料 71,761 kℓ
（原油換算）
電気 211,243 千kWh

大気排出

CO2 95千t
SOx 103t
NOx 257t

物流生産 消費

空容器
7,706百万本

びん 90.7%
アルミ缶 86.1%
スチール缶  87.1%
PETボトル※2 62.3%

容器リサイクル率
参考：容器リサイクル率※1

※1 各界業界団体データより（2004年4月〜2005年3月実績）
※2 事業系回収を含む

再資源化

副産物
廃棄物
157千t

水質管理

排水
13,077千m3

公共水域への
排出BOD

31t

大気汚染・
温暖化対策

大気排出

CO2 233千t
SOx 25t
NOx 102t

消費

廃棄

副産物・廃棄物

再資源化

グリーン購入
（P.61〜62）

環境リスクマネジメント
（P.47）
環境汚染事故を未然に防止

技術開発
（P.55〜56）
環境負荷低減のための技術開発

調達
環境負荷が少ない資材
などを優先的に使う

グリーン調達
（P.61〜62）

開発・企画
環境に配慮した商品

「エコプロダクツ」の
企画・開発

（P.57〜58）

生産
環境と調和した工場
「エコファクトリー」

での生産
（P.51〜56）

容器
リサイクル

お客様や業界団体と
協力しながら

容器リサイクルを推進
（P.59〜60）

物流
効率的な輸送で

環境に与える
負荷を低減
（P.63）

販売
省エネルギー及び
ノンフロンタイプの

自動販売機や
空容器回収ボックスの

設置を推進
（P.64）

商品の
ライフサイクル

物質とエネルギーの流れ (対象期間 2005年1月1日〜12月31日)

商品のライフサイクルに
配慮した活動を展開

環
境
経
営
の
推
進

環
境
マ
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サントリーの商品は自然の恵みであ

る農産物や水を主原料としているた

め、原材料に由来する環境リスクは他

の産業に比べ小さいと考えられます。

しかし、工場では燃料や工程の洗浄・

殺菌用の薬品も使用しているため、あ

らゆる異常・緊急事態を想定して発生

するリスクを評価し、対応策を講じて

います。

●大気汚染防止 

工場ごとに自主基準値を設定して、ボ

イラーなどからの排出ガス中の大気汚

染物質を管理しています。2005年度

の実測値はいずれも自主基準値以内

の値でした。なお当社では、いおう含

有のないガス燃料への転換や低NOx

バーナーの 採 用などにより、SOx・

NOxの排出削減に努めています。

●水質汚濁防止 

工場ごとに自主基準値を設定し、排水

を管理していますが、2005年度は3

工場で、それぞれ日間COD総量・全窒

素濃度・pH値の自主基準値超過（い

ずれも法・条例の規制値以下）があり

ました。

いずれも一時的なもので、すぐに安定

しました。

排水処理設備の運転マニュアルを見

直し、再発防止を徹底しています。

●土壌・地下水汚染対応

2003年に、分析用試薬などの化学物

質管理および土壌汚染調査の考え方

を整理した「土壌汚染対策ガイドライ

ン」を制定し、運用しています。

なお、2005年度は瀬戸ワイナリー（岡

山県瀬 戸町 2001年3月閉 鎖）跡地

で、土壌より当社の使用履歴にはない

物質が、指定基準を超過していること

が判明しましたが、行政の指導のもと

汚染の除去を実施しました。

●アルコール蒸散対応

ウイスキーの貯蔵工程からのアルコー

ル蒸散に対しては、貯蔵庫の密閉化や

回収機器の設置などの対応策を順次

実施しています。

●化学物質管理

当社では「特定化学物質の環境への

排出量の把握等及び管理の改善の促

進に関する法律（PRTR法）」「毒物及

び劇物取締法」「消防法」などの関連

法規に加え、独自の「PRTR法に基づ

く化学物質管理ガイドライン」（2003

年1月制定）をもとに化学物質を管理

しています。

●廃棄物適正処理管理

マニフェスト制度の遵守と廃棄物情

報の一元管理を目的に1999年に「廃

棄物等情報システム」を開発し、廃棄

物の適正管理を徹底しています。マニ

フェストの交付・返却を管理する同シ

ステムは、グループ会社3社・4事業所

を含む23事業所で利用しています。

また、処理委託基準・マニフェスト制

度などを解説した「廃棄物適正処理

ガイドライン」を2003年に発行し、翌

2004年には契約書作成のチェックリ

ストを兼ねた「産業廃棄物処理委託

契約書作成の手引き」を作成し運用し

ています。なお、PCB使用機器の使用・

保管状況は次の通りです。

これらのPCB廃棄物は廃棄物処理法

に従って適正に保管し、また「PCB特

別措置法」に基づいて、自治体に保管

状況を届け出るとともに、処理事業の

整備状況を確認しながら、処理登録

申請を進め、計画的な処理を図ってい

ます。

●アスベスト含有建材対応

2005年7月に施行された「石綿障害

予防規則」をはじめ、関連する法令や

行政指導をもとに同年8月に約800

の営業拠点、工場、グループ会社店舗

などを対象とした実態調査を行いま

した。その結果、一部の事業所でアス

ベスト含有建材の使用が確認されま

したが、法令に則り適切な措置を行い

ました。

●苦情・事故・訴訟

2005年度は、工場近隣から7件の苦

情を受けました。その内訳は騒音に関

するものが4件、悪臭に関するものが

1件、トラック運行に関するものが2件

でした。

騒音については対象設備に防音ラ

バーやサイレンサーを取り付け、悪臭

については悪臭成分を水中で吸収す

る設備を設置しました。また、トラッ

ク運行については乗務員に車両運行

ルールの遵守を指導しました。

なお、環境問題に関する訴訟は発生し

ていません。

コンデンサ

変圧器

照明器具安定器

保管中

88 台

3 台

1,768 個

使用中

0 台

5 台

0 個

2002年度

2003年度

2004年度

2005年度

事業所

研究センター

研究センター

化学物質名

アセトニトリル

ジクロロメタン

アセトニトリル

該当なし

該当なし

用途

試薬

試薬

試薬

取扱量（t）

1.2

2.4

1.8

1トン以上のPRTR対象物質の取扱量

PCB使用機器の保有数(2006年3月現在)徹底した
環境リスク対策の実施

（注）1 集計期間（年度）は2005年4月〜2006年3月。

2 集計範囲はサントリー単体です。

（注）保管中の変圧器3台のうちの2台、使用中の5台は
低濃度PCB汚染物です。

環境マネジメント
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