
●グループ全体での環境経営

行動指針（1992年制定）

環境マネジメント
「人と自然と響きあう」豊かで持続可能な社会を次の世代に引き継ぐために、
新たな中期目標を掲げ、グループ全体で環境経営を推進しています。

サントリーは、1991年に「環境室（現・環境活動部）」を設
置しました。1997年にはすべての事業活動の基盤と位
置づけた「環境基本方針」を制定、グループ全社で共有
し、環境経営を推進しています。

ISO14001の認証取得を推進
環境経営を着実に推進するため、環境マネジメントシステ
ムの国際規格ISO14001の認証取得を進めています。
2007年に研究開発部門が認証を取得し、本社・お台場
オフィス、国内の主要19工場、海外の主要9工場、販売系
グループ会社10社の認証取得が完了しました。今後は、
新工場と営業、外食などのグループ会社の認証取得を強
化し、さらに環境経営を推進していきます。

環境リスク対策を徹底
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製
造業などに比べて小さいと考えられます。しかし、工場で
は燃料および生産工程の洗浄・殺菌用薬品を使用し、研究
所では化学物質を取り扱っているため、あらゆる異常・緊
急事態を想定してリスクを評価し、対応策を講じています。

環境会計を開示
事業活動における環境保全への取り組みを定量的に評
価するツールとして環境省「環境会計ガイドライン2005
年版」に準拠した環境会計を活用しています（2008年実
績／環境投資額：23億円、費用額：75億円）。

サントリーグループ環境基本方針（1997年制定・2001年改定）

水とともに生きる
● 自然との共生 ●

グリーン調達・グリーン購入の推進

環境負荷の少ない資材・原材料や製
品の調達・購入を進めています。ネッ
ト購買システムを活用したグリーン購
入をグループ全社に順次拡大。2008
年は国内グループ会社38社がこのシ
ステムを利用、グリーン購入金額比率
は85％となりました。

社員への環境教育

社員一人ひとりの環境知識・意識の啓
発を図るため、実務的な研修・勉強会
を開催するほか、国内外のグループ会
社で「環境ｅ‐ラーニング」を実施する
など、さまざまな機会を通じた環境教
育を推進しています。

PETボトル再生繊維の制服

携帯電話での「環境ｅ‐ラーニング」

環境マネジメント
水資源の保全
地球温暖化防止
廃棄物の削減と再資源化
容器包装の3R
生物多様性の保全／
次世代環境教育

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。

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。
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◯事業活動と環境負荷の全体像（対象期間2008年1月1日～12月31日）

●ライフサイクル全体で環境負荷の低減●環境経営を強化するため新たな中期目標を設定

環境経営をいっそう推進するために、2009年、水源涵養
面積およびCO2排出量削減の2つの中期目標を新たに設
定しました。この目標に基づき、活動をさらに強化してい
きます。
　●2011年までに水源涵養面積を7,000haに拡大　　
　　（P.11～12、P.23参照） 
　●2012年までに国内全事業活動におけるCO2排出量
　　を2007年比20％削減（P.11～12、P.24～25参照）

サントリーの事業活動では、生産工程で資源・エネルギ
ーを消費し、副産物や廃棄物を排出しています。また、物
流・販売・容器リサイクルなどの各工程でも資源・エネル
ギーを消費しています。これらの活動にともなう環境負
荷を定量的に把握することで、各段階での負荷低減活動
に活用するとともに、環境経営の効率化･レベル向上に役
立てています。
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※ BOD：生物化学的酸素要求量。水の汚染度を表す指標のひとつ

京都ビール工場が「リデュース・リユース・リサイクル
推進功労者等表彰」において内閣総理大臣賞を受賞

京都ビール工場は、「エコ・ブルワリ
ー」（環境と調和したビール工場）をめ
ざし、徹底した3Rや環境保全活動を
行っています。このことが高く評価さ
れ、平成20年度同賞において内閣総
理大臣賞を受賞しました。

環境省「省エネ照明デザインモデル事業対象事業者」に選出

日本サブウェイ（株）と（株）プロントコ
ーポレーションは、省エネ照明を率先
して導入していることが評価され、
2009年1月環境省から「省エネ照明
デザインモデル事業対象事業者」に
選ばれました。

サブウェイ赤坂見附店京都ビール工場

調　達

事業プロセス

プロント品川店

生産量  

生　産

3,131千kℓ

物　流

消　費

INPUT OUTPUT

びん 
アルミ缶 
スチール缶
PETボトル
段ボール箱
その他

包装資材
113千t
35千t
55千t
79千t
94千t
33千t

409千t

原料 353千t

燃料
（原油換算） 97,901kℓ

254百万kWh電気

用水 20,346千m3

CO2

NOx
93千t
244t

大気排出

排水
公共水域への
排出BOD※

16,916千m3

38t
CO2

SOx
NOx

306千t
6t

159t

大気排出

201千t副産物・廃棄物
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web 環境活動「環境マネジメント」「事業活動と環境負荷」
関連情報をホームページでご覧いただけます。
●環境活動　http://suntory.jp/ECO/参考

容器のリユース・
リサイクルの推進

空容器 6,492百万本
びん 
アルミ缶 
スチール缶
PETボトル

353百万本
1,970百万本
1,637百万本
2,532百万本

（酒類・飲料）

かんよう



●「水源涵養活動」を順次拡大
●水使用量の削減を強化

社員による森林整備体験

水資源の保全
サントリーの事業は水や農作物といった自然の恵みに支えられています。
「水と生きる」企業として、水の循環に負荷をかけない事業活動の実現をめざし、活動を強化しています。

水を育む森づくりは、かけがえのない地下水（天然水）の
持続可能性を守る活動です。サントリーでは、2003年か
ら工場の水源にあたる場所を中心に、国や自治体と協働
して、長期的・科学的な視点に立った「天然水の森」活動
を展開。全国8府県9カ所でエリア固有の自然環境や、生
態系に十分に配慮しながら、高い水源涵養機能を長期に
わたって発揮できる森づくりを進めています。

●「水のサステナビリティ」の実現に向けて

「水と生きる」企業が循環型社会の中で果たすべき責任と
して特に重要なテーマは、「水のサステナビリティ（持続
可能性）」を実現することだと考えています。サントリーで
は、その実現に向けて、水を育む森を守り、水を大切に使
い、きれいにして還す活動を強化しています。

工場では製品の中味に用いる水以外にも、生産設備の洗
浄や冷却用など多くの水を使用します。限りある水資源
を大切にするために、省水化を徹底するとともに、水の再
利用・循環利用技術（ピンチテクノロジー）などを導入。工
場ごとに中期目標を設定し、水使用量の削減に取り組ん
でいます。2008年の生産量は増加しましたが、節水活動
の強化により水使用量・原単位ともに減少しました。

●24時間体制で排水管理を徹底

排水をできる限り自然に近い状態で還すため、法律より
厳しい自主基準を設定し、水質や水温などの排水品質を
管理しています。工場から排水される水は嫌気性排水処
理設備などで浄化処理された後、24時間監視体制のもと
で下水道や河川に放流しています。

※総量で1990年比64.3％増、原単位で47.2％減
※原単位は製造1kℓあたりの使用量を表します

か ん よ う

◯用水使用量（国内24工場）

奥大山ブナの森工場が日経ものづくり大賞を受賞

サントリー天然水（株）
奥大山ブナの森工場

◯水源涵養活動の状況

「天然水の森  奥大山」

約147ha 30年

「天然水の森  阿蘇」

約102ha 60年

「天然水の森  湯の峰」

約4ha 10年

「天然水の森  南アルプス」

約209ha 30年

「天然水の森  塩尻」

約18ha 5年

「天然水の森  子持山」

約5ha 35年

「天然水の森  赤城」

（５年ごとに自動更新）

約1,310ha 100年

西山森林整備推進協議会

天王山
周辺森林整備推進協議会

約250ha 10年

約800ha 10年

対象面積
契約年数

2008年には、「天然水の森  南アルプス」（山梨県）と「天
然水の森  赤城」（群馬県）を拡大、現在では、総面積
1,795haの森で活動を展開しています。今後、工場で使
用する地下水量を上回る水の涵養をめざして、2011年ま
でに水源涵養面積を7,000haに拡大していく計画です。

2011年7,000haを目標に「天然水の森」を拡大

奥大山ブナの森工場（鳥取県）は、最
新の環境保護技術を導入し、水やＣＯ２
削減に配慮したエコ工場であること
が認められ、日本経済新聞社主催の
第5回「日経ものづくり大賞（2008
年）」を受賞しました。

社員に対する環境教育の一環として、
「天然水の森」 森林整備体験を行って
います。2008年はサントリー「天然水
の森 奥大山」をはじめ全国6カ所で
実施し、グループ社員とその家族298
名が森林整備体験に参加しました。

「天然水の森 奥大山」での
森林整備体験

’90 ’08’05 ’06 ’07
0

20,000

25,000

15,000

10,000

5,000

0

20,34620,427

12,385

20,787
19,698

12.3

7.5

7.0 7.0 6.5

原単位（m3/kℓ）

10

5

使用量（千m3）
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地球温暖化防止
サプライチェーン全体で省エネルギー・省資源に努めるとともに、
CO2など温室効果ガスの排出量削減を進めています。

●サプライチェーン全体でCO2排出量を削減

●生産活動への新技術導入によるCO2削減

商品開発・製造から物流、販売に至るまで、サプライチェ
ーン全体でのCO2排出量の削減を図るため、部門ごとに
課題を設定し活動に取り組んでいます。
2009年には、新たな中期目標として、サントリーの国内
事業活動全体でのCO2排出量を2012年までに2007年
比で20％削減し、204万トン（2007年実績：255万トン）
とすることを掲げました。生産、物流部門における取り組
みを強化しながら、容器の軽量化や省エネ型自動販売機
の導入などをさらに進めることで目標達成をめざします。
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生産活動においては、さまざまな環境新技術の導入を行
い省エネルギーに努めるほか、クリーンなガス燃料への
転換、自然エネルギーの導入を順次進め、CO2削減を進
めています。
2008年は、清涼飲料の生産量増加などにより総量で前
年比7.3％増となりましたが、原単位では同0.4％減とな
りました。

天然ガスを燃料に自家発電し、発生する廃熱も同時に利
用する「コジェネレーション（熱電併給）」システムを順次
導入、エネルギー効率を高めることで、CO2排出量を20
～30％削減しています。

重油に比べ熱量あたりのCO2排出量が低く、いおう分を
ほとんど含まない都市ガス、液化天然ガス（ＬＮＧ）を導
入。2008年までに主要工場すべてで燃料転換を完了し、
CO2排出量を5,600トン削減しました。

省エネルギー～コジェネレーションシステムの導入

サントリーでは、太陽光・マイクロ水力などのクリーンエネ
ルギー（再生可能エネルギー）への代替利用を進めてい
ます。
サントリービバレッジプロダクツ（株）神奈川綾瀬工場で
は、風力・太陽光発電を積極的に活用するほか、CO2削減
のためにさまざまな省エネルギーシステムを導入し、
2007年の操業開始以来着実に成果をあげています。
2009年には（株）日本総合研究所が主催する「食品産業
CO2削減大賞」において、業界トップクラスのCO2原単位
を達成したことが高く評価され、農林水産大臣賞を受賞
しました。
また、サントリー天然水（株）奥大山ブナの森工場では、雪
室（ゆきむろ）に冬季の雪を蓄え、春～夏季の冷熱負荷の
一部に活用しています。

自然エネルギーも積極的に活用

※原単位は製造1kℓあたりの排出量を表します

2008年3月より環境緑化事業を展開

サントリーミドリエ（株）が展開する屋
上および壁面緑化システム「緑の屋
根」「花のかべ」は、独自開発した新素
材「パフカル」により土を使わずに緑化
ができることが特徴です。2008年に
は、「日経優秀製品・サービス賞」で優
秀賞を受賞しました。 壁面緑化システム「花のかべ」

◯CO2排出量（国内24工場）

奥大山ブナの森工場の雪室

主要工場で燃料転換を完了

サントリーホールでは、2006年より
年間電力使用量の２５％にマイクロ
水力発電によるグリーン電力を導入
しています。

サントリーホールにグリーン電力を導入

グリーンパワーマーク

神奈川綾瀬工場の風力・太陽光発電

※総量で1990年比20％増、原単位で61.5％減

’90 ’08’05 ’06 ’07

200
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●環境に配慮した物流の実践

第1回エコシップマーク認定事業者に

京都ビール工場と九州熊本工場間で、
海上輸送とJRコンテナ便を併用した
「モーダルシフト」を進め、CO2排出量
の削減を図りました。この取り組みが
高く評価され、「エコシップ･モーダル
シフト優良事業者選定委員会」から
「第1回エコシップマーク認定事業者」
に認定されました。

◯輸送時におけるCO2 排出量の推移

◯モーダルシフト率の推移

サントリーは、原料・資材の調達から商品をお客様にお届
けするまでの物流・輸送業務において、モーダルシフトの
推進とともに、自社開発の「統合配車 システム」を活用し
た高効率輸送を行っています。
2008年度は、販売数量が増加したものの輸配送量（重量
×距離）をさらに効率化することで、CO2排出量は前年度
比約5.3％減の89,000トンとなりました。

●環境配慮型自動販売機の設置を促進

自然冷媒を使ったノンフロン式と消費電力を削減するヒ
ートポンプ式※を組み合わせ、従来機種に比べ消費電力
量を43％削減できる「ノンフロン･ヒートポンプ式自動販
売機」の導入を進めています。2008年は1,000台設置、
2009年は、新たに3,000台を導入する計画です。

中長距離輸送では、トラックに比べてCO2排出量が少な
い鉄道・海上船舶輸送に転換するモーダルシフトを推進
しています。2008年は海上輸送が1％減、鉄道輸送は1
％増となり、モーダルシフト率は前年と変わらず33％と
なりました。500km以上の輸送ではモーダルシフト率は
72％に達し、国土交通省の目標（2010年までに50％）を
大きく上回っています。

モーダルシフトを推進

「統合配車 システム」により、使用するトラックの台数や、
空車状態で走行する距離・時間の削減を図っています。
さらに、他企業と貨物情報を共有することにより、1台の
車両に複数の企業の貨物を組み合わせるなど、輸配送時
のロスを減らすことで、環境負荷のいっそうの低減を図っ
ています。

「統合配車 システム」の拡大・拡充

走行台数の削減に向け、トレーラーなど大型車両への切
り替えを進め、2008年は、工場から製品倉庫間の大型車
両比率は99%に達しました。

使用車両の大型化

サントリーグループとキリングループの共同配送

2009年7月から千葉県内（一部エリアを除く）において、サントリーフ
ーズ（株）の物流拠点にキリンビバレッジ（株）の物流拠点の清涼飲料
商品を集約すると同時に、千葉県内のお得意先に対し共同配送を開
始することで合意しました。この取り組みにより、両社合計で、年間の
CO2排出量を約46トン（約11％）削減することが可能になります。

CO2排出量（千t） 販売数量（%） 輸配送量（%）
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※販売数量と輸配送量は、2006年を100とした場合

※空気中の熱を取り出して熱エネルギーに変換
　し、冷却または加熱に用いるシステム



ごみを削減するために、店内用の紙
カップはマグカップに変更。また、ポ
テトやチキンをフライした際の廃油
は回収し、飼料などにリサイクルして
います。
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◯副産物・廃棄物の排出量と
　その原単位および再資源化率（国内24工場）

廃棄物の削減と再資源化
循環型社会の構築に寄与するために、
製造工程で発生する副産物・廃棄物の排出量削減と100％再資源化に取り組んでいます。

2008年の国内全工場での副産物・廃棄物の発生量は
20万882トンで、前年比で4％増加したものの原単位は6
％向上しました。再資源化率は2000年に100％を達成。
以来、2005年を除き、100％を維持していましたが、
2008年は新工場において一定期間、洗浄設備の薬品廃
液処理を再資源化できない方法で処理していたため、
98.1％となりました。なお、それ以降は処理残さをセメ
ント原料に用いることとし、再資源化率100％を達成し
ています。

◯副産物・廃棄物の再利用フロー

サントリーは生産にともなって発生する排水の処理工程
で嫌気性排水処理設備を導入しています。これは酸素の
ない状態で活動できる微生物（嫌気性微生物）の働きを
利用した排水処理方法で、発生する汚泥の量を半分以下
に減らすことができます。

汚泥発生量削減への取り組み

製造工程で発生する副産物・廃棄物の中で最も量が多い
のは、製品原料である農産物由来の植物性残さで、次いで
多いのは排水処理で発生する汚泥です。これらについて
は、再資源化を徹底。たとえば、ウイスキーやビールの原
料である大麦麦芽の糖化粕は家畜飼料に、汚泥は有機肥
料としてリサイクルしています。

種類別に再資源化の用途を開拓

ビール

食品
（ウーロン茶）

排出物

お
客
様

洋酒

工場排水

工場排水

排水処理

仕込 蒸溜 樽詰 貯蔵 ブレンド びん
缶詰 箱詰 出荷発酵

貯酒 ろ過 びん
缶詰 箱詰 出荷発酵

茶葉分離抽出 調合 殺菌
びん

PETボトル
缶詰

箱詰 出荷

仕込

飼料 有機肥料 家具

トイレットペーパー

PETボトル
繊維製品など

びん
タイル

アルミ缶
スチール缶
鋼材再生

プラスチックパレット
固形燃料

再生段ボール

合板用チップ

燃料

有機肥料

糖化粕 酵母 茶葉 樽材 ラベル粕 びん 段ボール メタンガス 汚泥木製
パレット

プラスチック
ケース

アルミ缶
スチール缶PETボトル

再利用用途

ファーストキッチン（株）の取り組み

協力工場であらかじめカットした野菜
を使用し、店内での生ごみを減らして
います。また、協力工場での残さは農
場の肥料や動物の飼料として活用し
ています。

日本サブウェイ（株）の取り組み

●再資源化率100％に向けた取り組み
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web 環境活動「廃棄物の削減と再資源化」

※原単位は製造1kℓあたりの排出量を表します

69 67 6868 64



環境負荷の少ない「ロールラベル」を導入

2009年4月より280ｍℓ小容量PETボ
トル入りの飲料ラベルに、はがしやすく
リサイクルしやすい「ロールラベル」を
導入しています。また、従来のシュリン
クラベルより薄く小さくラベルを軽量
化することで、製造工程におけるCO2
排出量を78％削減しています。

国産ワインで「エコプロダクツ大賞」会長賞を受賞

国産最軽量ボトル（720ｍℓ）※の採用
やキャップシールの廃止、梱包用段ボ
ールの簡素化など、環境に配慮したパ
ッケージの国産ワイン2種が2008年
エコプロダクツ大賞推進協議会主催
の「第５回エコプロダクツ大賞」にお
いて会長賞を受賞しました。

●リサイクル業界団体の活動に参画

サントリーは「容器包装リサイクル法」の遵守はもとより、
再商品化委託料の負担など、事業者としての責務を果た
すとともに、リサイクル業界団体の活動に積極的に参画
しています。現在では、容器包装リサイクル法の浸透によ
り、日本の容器回収率・リサイクル率は世界の最高レベル
に達しています。

※ LCA（Life Cycle Assessment）：商品が生産され消費・廃棄されるまでの
　全サイクル（原料採取→素材製造→容器製造→中味充填→流通→消費→
　廃棄→リサイクル）で環境負荷を測定・検討する手法

容器包装の3R
商品設計から輸送、消費後のリサイクルまで、容器のライフサイクルを視野に入れ、
「3R」に基づく環境負荷の低減に力を注いでいます。

●容器のライフサイクルを視野に入れた取り組み

●「3R」の推進を強化

サントリーでは、酒類から清涼飲料に至る各種商品をさ
まざまな容器に入れてお届けしています。しかし、商品の
消費後に容器の多くは廃棄物になります。サントリーは
その社会的影響を強く認識し、1997年から自主基準「環
境に係る容器包装等設計ガイドライン」を設定し、LCA※

の観点から容器包装における環境負荷低減の取り組み
を強化しています。

サントリーでは、容器の企画・開発から製造・廃棄・リサイ
クルに至る環境負荷を低減するため、「3R（リデュース・リ
ユース・リサイクル）」の活動を強化しています。容器包装
に関わるリサイクル8団体が2010年の目標値を設定した
「事業活動における容器包装の3R推進に係る自主行動
計画」に対しては、それを上回る独自の目標値を定め、取
り組みを推進しています。

省資源化や輸送時の省エネ対策の一環として、PETボト
ル・ガラスびんなどの容器だけでなくキャップやラベルも
含む多面的な軽量化を進めています。また一部工場で
は、PETボトル自社成型にも取り組んでいます。

Reduce：容器の軽量化

ビール・発泡酒や飲食店様向け清涼飲料などの「リター
ナブル容器」は、自社ルートで回収し、洗浄して繰り返し
使用しています（2008年：のべ113百万本回収・再使用）。
また、栓抜きで開栓する際に口欠けしにくい形状への改
善にも取り組んでいます。

Reuse：容器の回収･再使用

◯軽量化PETボトル導入率

容器設計ではリサイクル品の品質確保のため、無色透明
PETボトルの採用、はがしやすいラベルの開発などに注
力しています。また、回収段階では容器素材ごとに効率
的な回収ルートを活用し、運用を支援するほか、自動販
売機1台に1個の割合で回収ボックスを設置するなど、空
容器散乱防止の取り組みも行っています。

Recycle：容器設計から回収までリサイクルに配慮

◯容器回収率の推移（各業界団体データより）
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※2008年11月現在
受賞した「デリカメゾン デリシャ
ス」と「有機栽培ぶどうのおいし
いワイン。」

27 Suntory Group CSR Report 2009

未軽量化軽量化

16.9
22.8

34.5
44.0

53.4
61.0 62.3 65.6 66.3 69.2



山崎蒸溜所における希少植物の保全　　　　　　　　

地元の「乙訓（おとくに）自然を守る
会」と連携し、希少植物のカリガネソウ
をはじめ、サワギキョウやフジバカマ
などを栽培・育成しています。

生物多様性の保全／次世代環境教育
サントリーは野鳥保護をはじめとする「生物多様性の保全」に取り組むとともに、
かけがえのない自然環境を次世代に引き継ぐための環境教育活動に力を注いでいます。

水や農作物を主原料とするサントリーにとって、健全な
生態系を守ることは基本的な責務であると考えていま
す。この認識を基本に、工場建設にあたっては周辺地域
の生態系への影響を調査･分析するなど、生物の多様性
を念頭においた事業活動を展開しています。

水源涵養活動を行う「天然水の森」（P.23参照）では、複
雑な植生の回復や多種多様な動植物が生息できる森づ
くりを推進しています。また、全国の工場においては、地
域固有の生物多様性に配慮した緑化や、動植物の生息状
況の観察、希少植物の保護活動などを展開しています。
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“Today Birds, Tomorrow Man”（今、鳥に起きているこ
とは、将来の人間にとっても問題となるかもしれない）と
の考えから、1973年に「愛鳥キャンペーン」を開始。民間
企業初の「バードサンクチュアリ（野鳥の聖域）」を白州蒸
溜所に開園して探鳥会や巣箱掛けなどの愛鳥活動を行
っています。また絶滅危惧種アホウドリの復活を支援す
る募金活動、野鳥保護の啓発リーフレットの制作・販売な
ど、さまざまな活動を展開しています。1990 年には公益
信託「サントリー世界愛鳥基金」を創設。これまでに国内
外で鳥類保護を行う92団体に助成を行っています。

●生物多様性を念頭にした事業活動

地域固有の生態系を守る活動を推進

野鳥保護を通じた自然保護活動

●次世代に向けた環境教育

かけがえのない豊かな自然環境を次世代に引き継ぐため
には、次代を担うこどもたちに自然環境を守ることの大
切さを伝えていくことが重要だと考えています。
サントリーでは、次世代環境
教育「水育（みずいく）」の展開
をはじめ、工場での「親子見学
会」や環境学習用教材「エコキ
ッズノート」の配布など、さま
ざまな活動を行っています。

環境コミュニケーションの推進

環境に関するダイアログをはじめ、お客様センターへのお問い合わせ
など、さまざまなかたちでご意見・ご要望をいただき、目標や活動の
改善につなげています。また、CSRレポートの発行、ホームページや
環境イベントなどを通じて環境情報を積極的に発信しています。

カリガネソウ

エコキッズノート

啓発リーフレットバードサンクチュアリでの巣箱掛け
（白州蒸溜所）

サントリーは、豊かな自然環境とそこから生まれる水資源
を未来へ引き継ぐため、こどもたちに水の大切さを伝え
る「水育（みずいく）」を展開しています。これは知識だけ
でなく、水の大切さを体感し、水を守ろうという気持ちを
育てる体験型学習プログラムです。

「サントリー天然水」のふるさとで開催する自然体験教室で
す。大自然の中で、体の感覚を使って「水の大切さ・水を育む
森の大切さ」を学習し、広い視野で未来を考え自ら行動できる
人を育てます。2004年の阿蘇
（熊本県）を皮切りに白州（山
梨県）･奥大山（鳥取県）に広
げ、2008年までに約8,500名
の小学生と保護者の方々に参
加いただきました。

小学校に出向き、高学年を対
象に実験や講義を通じて「生
活や自然と水の関わり」を伝え
ています。2006年の開始以
来、2008年までに約200校、
14,000名の方に参加いただ
きました。

「水育（みずいく）」の推進

◯サントリー水育「森と水の学校」

◯サントリー水育「出張授業」
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関連情報をホームページでご覧いただけます。
●サントリー愛鳥キャンペーン　http://www.suntory.co.jp/eco/birds/
●サントリー「水育」　http://suntory.jp/MIZU-IKU/

参考環境活動「容器包装の3R 」「生物多様性の保全」
「環境教育とコミュニケーション」

web

かんよう
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