
サントリーグループでは、CSR活動をより深化させていくために、6つのCSR重点課題に優先的に取り組みます。

それぞれの活動テーマに基づく中期目標とアクションプランをたて、グループ全体でCSR活動を推進しています。

CSR行動計画

重点項目 中期目標 2014年度の実績

お客様視点に基づく
品質保証

お客様からのより一層の信頼向上

お客様の声の解析を通じた品質課題の抽出と改善・ 
化粧品など新規分野に対応した品質保証体制の強化・ 
フードディフェンス活動の強化・ 
小学校での「食の安全・品質」に関する出前授業の実施・ 
高品質ぶどうのサステナブル調達活動推進・ 
Global Food Safety Initiative（GFSI）活動への参画・ 
食品企業の品質保証、品質コミュニケーション支援（QSS活動）・ 

グループ全体の品質保証体制強化と
シナジー発揮

品質戦略部長によるグループ会社への品質方針浸透・監査・ 
海外グループ会社の取り組みをふまえたグローバル品質保証体制の再構築・ 
海外グループ会社における水の安全性評価の強化・ 
FSSC22000の取得推進・ 
安全性科学センターのISO17025取得に向けた取り組み・ 
外食グループ会社の食材管理強化活動・外食表示ガイドラインの制定・ 

お客様との
コミュニケーション

お客様の声をこれまで以上に広く深く聞く
ことによるお客様との関係性の深化

お客様センターにおけるクレドワークショップ開催（年2回）・ 
基本スキル向上を目的としたトレーニングの実施・ 
グループ全体でのマーケティングを中心とした貢献・改善活動の推進・ 

お客様の声を
企業活動へ反映

お客様の声を商品・サービスに活かす
しくみの拡充と国内外全グループへの浸透

お客様の声を商品開発に役立てる「アセスメント活動」の強化と・ 
　お客様視点での事前チェックの拡充

2015年度アクションプラン ISO26000の中核主題

お客様の声の解析を通じた品質課題の継続的な抽出と課題の解決・ 
新規分野および景品の品質保証体制強化・ 
SCMフードディフェンス活動・ 

「食の安全・品質」に関する出前授業活動の体制強化・ 
海外グループ会社の食品安全認証規格の構築支援・ 
QSS活動の積極的展開・ 

消費者課題

グループ会社への品質方針浸透、品質マネジメント状況の監査と改善支援・ 
海外グループ会社への品質保証に関するナレッジの共有・展開・ 
食品表示法・新食品表示基準への対応推進・ 
安全性科学センターにおけるISO17025の取得・ 
外食グループ会社における品質保証強化活動・ 

お客様センターの応対品質向上に向けた継続的活動・ 
対応スタッフの研修、トレーニング、ワークショップの実施・ 
外部診断等による客観的な応対品質評価とその結果によるPDCA展開・ 
お客様のセルフソリューションに答えるホームページの拡充など多様なお客様のニーズに応える体制の構築・ 

アセスメント強化とファン創造・ 
ソーシャルVOC分析・提言の高度化・ 
事業活動に関わる部署へのアセスメント活動を拡大・ 

■重点課題1　お客様第一に安全・安心で健康に貢献する高品質な商品・サービスの提供

※1　サントリーグループ売上高（2012年）の80％以上を占める事業会社群（海外を含む）
※2　2007年における事業領域を前提とした原単位での削減

重点項目 中期目標 2014年度の実績

自然環境の保全・再生

生物多様性の象徴である野鳥の保護活動を
グローバルに展開

国内すべての「天然水の森」においてワシ・・ 
タカ類の営巣・子育てを実現
海外における野鳥保護活動の支援・ 

「天然水の森」における鳥類調査からの課題整理と具体的活動の設定・ 
「サントリー世界愛鳥基金」に「水辺の大型鳥類保護」部門を新設し、　　　　　・ 
野鳥保護活動を強化
海外グループ会社における自然保護活動の実態把握・ 
Webサイトでの「愛鳥活動」に関する情報発信の継続・強化・ 

「天然水の森」の面積を12,000haに拡大
国内の自社工場で使用する地下水量を育・ 
む面積の2倍に拡大

「天然水の森」ごとの長期ビジョンに基づいた各種施業を実施　　　　　　　　・ 
また、作業道開設・獣害防止柵設置などの技術者育成研修を各地で実施

「おおさか島本」「きょうと西山」の面積拡大、「とうきょう秋川」の新規設定によ・ 
り総面積はおよそ8,000haまで拡大　

水の大切さの啓発と価値の共有

「水育(みずいく)」 参加者拡大（「森と水の学校」2,750名、「出張授業」15,150名）・ 
「出張授業」の対象エリアを愛知県へ拡大・ 
ベトナムの小学校での「水育」の検討実施・ 
社員森林整備体験研修の実施（3年計画の1年目）・ 

環境負荷低減

サントリーグループ※1の自社工場での水使
用を35％削減※2

自社工場での水使用のさらなる削減（原単位：07年比22％削減）・ 

サントリーグループ※1バリューチェーン全

体のCO2排出を24％削減※2
バリューチェーン全体でのCO・ 2排出量のさらなる削減（原単位：07年比22％削減）

2015年度アクションプラン ISO26000の中核主題

「天然水の森」15箇所で鳥類調査を行ない、植生調査結果も勘案した森林毎の課題を整理・ 
「サントリー世界愛鳥基金」において新設した「水辺の大型鳥類保護」部門での第一回助成を実施・ 
「サントリー世界愛鳥基金」への助成を通じた、日本国内外の野鳥保護活動への支援・ 
「愛鳥活動」サイトの更新、愛鳥活動パンフレットの新規作成による情報発信の拡充・ 

環境

「天然水の森」ごとの長期ビジョンに基づいた各種施業の継続。森林整備の技術者育成研修の拡大・継続・ 
「天然水の森 日光霧降」を新設・ 

「水育」での活動内容の充実、水の大切さの啓発と価値の発信強化・ 
「水育」参加人数計画（「森と水の学校」2,500名、「出張授業」15,000名）・ 
「出張授業」の対象エリアを岐阜県へ拡大・ 
ベトナムの小学校での「水育」の開始・ 
社員森林整備体験研修の実施（3年計画の2年目）・ 

製造設備・容器の洗浄や冷却に使用する水の削減・ 

容器の軽量化、再生資源の活用、工場の省エネ、国内最小電力量の自動販売機の積極導入など・ 

■重点課題2　「水のサステナビリティ」の追求と環境負荷低減による自然との共生の実現
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重点項目 中期目標 2014年度の実績

お客様視点に基づく
品質保証

お客様からのより一層の信頼向上

お客様の声の解析を通じた品質課題の抽出と改善・ 
化粧品など新規分野に対応した品質保証体制の強化・ 
フードディフェンス活動の強化・ 
小学校での「食の安全・品質」に関する出前授業の実施・ 
高品質ぶどうのサステナブル調達活動推進・ 
Global Food Safety Initiative（GFSI）活動への参画・ 
食品企業の品質保証、品質コミュニケーション支援（QSS活動）・ 

グループ全体の品質保証体制強化と
シナジー発揮

品質戦略部長によるグループ会社への品質方針浸透・監査・ 
海外グループ会社の取り組みをふまえたグローバル品質保証体制の再構築・ 
海外グループ会社における水の安全性評価の強化・ 
FSSC22000の取得推進・ 
安全性科学センターのISO17025取得に向けた取り組み・ 
外食グループ会社の食材管理強化活動・外食表示ガイドラインの制定・ 

お客様との
コミュニケーション

お客様の声をこれまで以上に広く深く聞く
ことによるお客様との関係性の深化

お客様センターにおけるクレドワークショップ開催（年2回）・ 
基本スキル向上を目的としたトレーニングの実施・ 
グループ全体でのマーケティングを中心とした貢献・改善活動の推進・ 

お客様の声を
企業活動へ反映

お客様の声を商品・サービスに活かす
しくみの拡充と国内外全グループへの浸透

お客様の声を商品開発に役立てる「アセスメント活動」の強化と・ 
　お客様視点での事前チェックの拡充

2015年度アクションプラン ISO26000の中核主題

お客様の声の解析を通じた品質課題の継続的な抽出と課題の解決・ 
新規分野および景品の品質保証体制強化・ 
SCMフードディフェンス活動・ 

「食の安全・品質」に関する出前授業活動の体制強化・ 
海外グループ会社の食品安全認証規格の構築支援・ 
QSS活動の積極的展開・ 

消費者課題

グループ会社への品質方針浸透、品質マネジメント状況の監査と改善支援・ 
海外グループ会社への品質保証に関するナレッジの共有・展開・ 
食品表示法・新食品表示基準への対応推進・ 
安全性科学センターにおけるISO17025の取得・ 
外食グループ会社における品質保証強化活動・ 

お客様センターの応対品質向上に向けた継続的活動・ 
対応スタッフの研修、トレーニング、ワークショップの実施・ 
外部診断等による客観的な応対品質評価とその結果によるPDCA展開・ 
お客様のセルフソリューションに答えるホームページの拡充など多様なお客様のニーズに応える体制の構築・ 

アセスメント強化とファン創造・ 
ソーシャルVOC分析・提言の高度化・ 
事業活動に関わる部署へのアセスメント活動を拡大・ 

※1　サントリーグループ売上高（2012年）の80％以上を占める事業会社群（海外を含む）
※2　2007年における事業領域を前提とした原単位での削減

重点項目 中期目標 2014年度の実績

自然環境の保全・再生

生物多様性の象徴である野鳥の保護活動を
グローバルに展開

国内すべての「天然水の森」においてワシ・・ 
タカ類の営巣・子育てを実現
海外における野鳥保護活動の支援・ 

「天然水の森」における鳥類調査からの課題整理と具体的活動の設定・ 
「サントリー世界愛鳥基金」に「水辺の大型鳥類保護」部門を新設し、　　　　　・ 
野鳥保護活動を強化
海外グループ会社における自然保護活動の実態把握・ 
Webサイトでの「愛鳥活動」に関する情報発信の継続・強化・ 

「天然水の森」の面積を12,000haに拡大
国内の自社工場で使用する地下水量を育・ 
む面積の2倍に拡大

「天然水の森」ごとの長期ビジョンに基づいた各種施業を実施　　　　　　　　・ 
また、作業道開設・獣害防止柵設置などの技術者育成研修を各地で実施

「おおさか島本」「きょうと西山」の面積拡大、「とうきょう秋川」の新規設定によ・ 
り総面積はおよそ8,000haまで拡大　

水の大切さの啓発と価値の共有

「水育(みずいく)」 参加者拡大（「森と水の学校」2,750名、「出張授業」15,150名）・ 
「出張授業」の対象エリアを愛知県へ拡大・ 
ベトナムの小学校での「水育」の検討実施・ 
社員森林整備体験研修の実施（3年計画の1年目）・ 

環境負荷低減

サントリーグループ※1の自社工場での水使
用を35％削減※2

自社工場での水使用のさらなる削減（原単位：07年比22％削減）・ 

サントリーグループ※1バリューチェーン全

体のCO2排出を24％削減※2
バリューチェーン全体でのCO・ 2排出量のさらなる削減（原単位：07年比22％削減）

2015年度アクションプラン ISO26000の中核主題

「天然水の森」15箇所で鳥類調査を行ない、植生調査結果も勘案した森林毎の課題を整理・ 
「サントリー世界愛鳥基金」において新設した「水辺の大型鳥類保護」部門での第一回助成を実施・ 
「サントリー世界愛鳥基金」への助成を通じた、日本国内外の野鳥保護活動への支援・ 
「愛鳥活動」サイトの更新、愛鳥活動パンフレットの新規作成による情報発信の拡充・ 

環境

「天然水の森」ごとの長期ビジョンに基づいた各種施業の継続。森林整備の技術者育成研修の拡大・継続・ 
「天然水の森 日光霧降」を新設・ 

「水育」での活動内容の充実、水の大切さの啓発と価値の発信強化・ 
「水育」参加人数計画（「森と水の学校」2,500名、「出張授業」15,000名）・ 
「出張授業」の対象エリアを岐阜県へ拡大・ 
ベトナムの小学校での「水育」の開始・ 
社員森林整備体験研修の実施（3年計画の2年目）・ 

製造設備・容器の洗浄や冷却に使用する水の削減・ 

容器の軽量化、再生資源の活用、工場の省エネ、国内最小電力量の自動販売機の積極導入など・ 

■重点課題2　「水のサステナビリティ」の追求と環境負荷低減による自然との共生の実現
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重点項目 中期目標 2014年度の実績

人権の尊重
人権尊重を第一とする組織風土の醸成とグ
ループ全体での人権マネジメントのしくみ
構築

「職場を元気にする人権」をテーマに講演会実施（スタッフ部門や研究開発部門）。・ 
全国の営業部門には同内容セミナーを訪問実施

人材育成
人材育成システムの仕組み強化と従業員の

「やってみなはれ」の促進

中長期キャリアに関する新たなしくみ（キャリアビジョン）の状況をレビューし、・ 
全マネジャー対象の説明会を実施
社内イントラに社員一人ひとりのキャリアデザインを支援する情報を掲載した・ 
サイトを新設
海外との人材交流規模拡大（アンバサダープログラムは海外現地でも初めて開催）・ 
国内従業員の英語力強化施策を展開・ 

ダイバーシティの推進
多様な価値観や発想を受け入れ、活かすこと
により、より大きな価値を創出するダイバー
シティ経営の実現

シニア層にヒアリングを実施し、節目での人事面談など、さらなる活躍に向けた・ 
新たな仕組みを実施
グループ全体での障がい者雇用への取り組み（合同採用面接会など）を推進・ 
女性フォーラムの開催や、社外と合同の営業部門女性活躍プロジェクト実施など、・ 
女性活躍に向けた取り組みを推進

ワークライフバランスの推進
働き方の革新と一人ひとりが能力を発揮で
きる職場づくり

生産性向上に関する計画立案をマネジャー層に必須化・ 
メンバーが労働時間のセルフマネジメントを行うために必要な情報を随時取得・ 
可能なシステムを導入
生産性向上の取り組み手法をまとめたハンドブックを策定・ 

2015年度アクションプラン ISO26000の中核主題

「職場を元気にする人権」講演会の編集版「なぜ企業が人権課題に取り組むのか」をテーマに、全国の生産部門へセミナーを・ 
実施

人権・労働慣行

「グループ全体の人材育成プラットフォーム」としてサントリー大学を新設・ 
さらなる「やってみなはれ」の発揮に向け、事前エントリー型の業績表彰制度（有言実行やってみなはれ大賞）をグループ全・ 
体で実施

シニアのさらなる活躍に向けた、新規施策も含めた仕組みの定着化・ 
知的障がい者の計画的な採用を開始・ 
各社毎の目標設定およびプロジェクト実施など、グループ全体での女性活躍推進強化・ 

朝型勤務などさらにフレキシブルな働き方を推進・ 
年次有給休暇取得への取り組みを強化・ 

■重点課題4　「やってみなはれ」を発揮できる人材育成とダイバーシティ推進

重点項目 中期目標 2014年度の実績

原材料調達・物流における
CSR活動の推進

サプライチェーンにおけるCSR調達の推進
取引先とCSR調達方針を共有したうえで、アンケートを継続実施・ 
海外グループ会社とCSR調達方針を共有　・ 
麦芽、ホップの原料調達先に対して人権課題のヒアリングを実施・ 

物流における安全性向上 物流協力会社と連携した「安全推進委員会」を通じた安全性推進のしくみ強化・ 

2015年度アクションプラン ISO26000の中核主題

CSR調達アンケートの継続実施・ 
海外グループ会社の活動内容のヒアリング・ 
ウーロン茶の仕上げ工場の原料調達先に対する人権課題のヒアリング実施・ 公正な事業慣行

物流における安全性推進の継続・強化・ 

■重点課題5　サプライチェーンを通じたCSR活動の推進

重点項目 中期目標 2014年度の実績

適正飲酒の普及啓発 消費者に対する適正飲酒の普及啓発 未成年飲酒の防止やイッキ飲み防止の啓発活動を継続実施・ 

積極的な働きかけによる
酒類業界全体の取り組み向上

業界をリードしてWHOのアルコール世界戦
略に対する業界コミットメントを実行

デジタルマーケティング年齢認証の仕組み導入検討・ 
エナジードリンクのプロモーションを行わないことを継続・ 

2015年度アクションプラン ISO26000の中核主題

未成年者飲酒の防止やイッキ飲み防止の啓発活動を継続強化・ 
コミュニティへの参画および

コミュニティの発展
業界コミットメント具体策の実行・ 

■重点課題6　酒類を扱う企業として責任あるマーケティングと適正飲酒の普及と啓発

2015年度アクションプラン ISO26000の中核主題

支援活動の継続・ 
チャレンジド・スポーツ支援プログラムの振り返り実施と内容拡充・ 
水産高校生への奨学金2年延長（2017年まで）・ 
学童保育施設建設支援3棟・ 

コミュニティへの参画および
コミュニティの発展ベトナムでの次世代環境教育の開始・ 

他エリアでの社会貢献活動の展開検討・ 

文化・スポーツ活動を通じた次世代育成支援プログラムへの参加者拡大（参加者目標100,000名）・ 

重点項目 中期目標 2014年度の実績

東日本大震災の復興支援
自治体・NPOなどと連携した復興支援活動
強化

20億円を追加拠出し、「漁業の復興」「未来を担う子どもたち」「文化・スポーツ」・ 
の支援を継続実施
新たに「チャレンジド・スポーツ（障がい者スポーツ）」の支援活動を開始・ 
学童保育施設建設支援2棟・ 

社会貢献活動の
グローバル展開

事業進出エリアにおける社会貢献活動の推
進

ベトナムでの次世代環境教育実施に向けた検討・ 

次世代育成支援
文化・スポーツ活動を通じた次世代育成支援
強化（2015年参加者目標100,000名）

文化・スポーツ活動を通じた次世代育成支援プログラム提供（参加者約90,000名）・ 

■重点課題3　「利益三分主義」に基づく生活文化の豊かな発展と次世代育成への貢献
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重点項目 中期目標 2014年度の実績

人権の尊重
人権尊重を第一とする組織風土の醸成とグ
ループ全体での人権マネジメントのしくみ
構築

「職場を元気にする人権」をテーマに講演会実施（スタッフ部門や研究開発部門）。・ 
全国の営業部門には同内容セミナーを訪問実施

人材育成
人材育成システムの仕組み強化と従業員の

「やってみなはれ」の促進

中長期キャリアに関する新たなしくみ（キャリアビジョン）の状況をレビューし、・ 
全マネジャー対象の説明会を実施
社内イントラに社員一人ひとりのキャリアデザインを支援する情報を掲載した・ 
サイトを新設
海外との人材交流規模拡大（アンバサダープログラムは海外現地でも初めて開催）・ 
国内従業員の英語力強化施策を展開・ 

ダイバーシティの推進
多様な価値観や発想を受け入れ、活かすこと
により、より大きな価値を創出するダイバー
シティ経営の実現

シニア層にヒアリングを実施し、節目での人事面談など、さらなる活躍に向けた・ 
新たな仕組みを実施
グループ全体での障がい者雇用への取り組み（合同採用面接会など）を推進・ 
女性フォーラムの開催や、社外と合同の営業部門女性活躍プロジェクト実施など、・ 
女性活躍に向けた取り組みを推進

ワークライフバランスの推進
働き方の革新と一人ひとりが能力を発揮で
きる職場づくり

生産性向上に関する計画立案をマネジャー層に必須化・ 
メンバーが労働時間のセルフマネジメントを行うために必要な情報を随時取得・ 
可能なシステムを導入
生産性向上の取り組み手法をまとめたハンドブックを策定・ 

2015年度アクションプラン ISO26000の中核主題

「職場を元気にする人権」講演会の編集版「なぜ企業が人権課題に取り組むのか」をテーマに、全国の生産部門へセミナーを・ 
実施

人権・労働慣行

「グループ全体の人材育成プラットフォーム」としてサントリー大学を新設・ 
さらなる「やってみなはれ」の発揮に向け、事前エントリー型の業績表彰制度（有言実行やってみなはれ大賞）をグループ全・ 
体で実施

シニアのさらなる活躍に向けた、新規施策も含めた仕組みの定着化・ 
知的障がい者の計画的な採用を開始・ 
各社毎の目標設定およびプロジェクト実施など、グループ全体での女性活躍推進強化・ 

朝型勤務などさらにフレキシブルな働き方を推進・ 
年次有給休暇取得への取り組みを強化・ 

■重点課題4　「やってみなはれ」を発揮できる人材育成とダイバーシティ推進

重点項目 中期目標 2014年度の実績

原材料調達・物流における
CSR活動の推進

サプライチェーンにおけるCSR調達の推進
取引先とCSR調達方針を共有したうえで、アンケートを継続実施・ 
海外グループ会社とCSR調達方針を共有　・ 
麦芽、ホップの原料調達先に対して人権課題のヒアリングを実施・ 

物流における安全性向上 物流協力会社と連携した「安全推進委員会」を通じた安全性推進のしくみ強化・ 

2015年度アクションプラン ISO26000の中核主題

CSR調達アンケートの継続実施・ 
海外グループ会社の活動内容のヒアリング・ 
ウーロン茶の仕上げ工場の原料調達先に対する人権課題のヒアリング実施・ 公正な事業慣行

物流における安全性推進の継続・強化・ 

■重点課題5　サプライチェーンを通じたCSR活動の推進

重点項目 中期目標 2014年度の実績

適正飲酒の普及啓発 消費者に対する適正飲酒の普及啓発 未成年飲酒の防止やイッキ飲み防止の啓発活動を継続実施・ 

積極的な働きかけによる
酒類業界全体の取り組み向上

業界をリードしてWHOのアルコール世界戦
略に対する業界コミットメントを実行

デジタルマーケティング年齢認証の仕組み導入検討・ 
エナジードリンクのプロモーションを行わないことを継続・ 

2015年度アクションプラン ISO26000の中核主題

未成年者飲酒の防止やイッキ飲み防止の啓発活動を継続強化・ 
コミュニティへの参画および

コミュニティの発展
業界コミットメント具体策の実行・ 

■重点課題6　酒類を扱う企業として責任あるマーケティングと適正飲酒の普及と啓発

2015年度アクションプラン ISO26000の中核主題

支援活動の継続・ 
チャレンジド・スポーツ支援プログラムの振り返り実施と内容拡充・ 
水産高校生への奨学金2年延長（2017年まで）・ 
学童保育施設建設支援3棟・ 

コミュニティへの参画および
コミュニティの発展ベトナムでの次世代環境教育の開始・ 

他エリアでの社会貢献活動の展開検討・ 

文化・スポーツ活動を通じた次世代育成支援プログラムへの参加者拡大（参加者目標100,000名）・ 

重点項目 中期目標 2014年度の実績

東日本大震災の復興支援
自治体・NPOなどと連携した復興支援活動
強化

20億円を追加拠出し、「漁業の復興」「未来を担う子どもたち」「文化・スポーツ」・ 
の支援を継続実施
新たに「チャレンジド・スポーツ（障がい者スポーツ）」の支援活動を開始・ 
学童保育施設建設支援2棟・ 

社会貢献活動の
グローバル展開

事業進出エリアにおける社会貢献活動の推
進

ベトナムでの次世代環境教育実施に向けた検討・ 

次世代育成支援
文化・スポーツ活動を通じた次世代育成支援
強化（2015年参加者目標100,000名）

文化・スポーツ活動を通じた次世代育成支援プログラム提供（参加者約90,000名）・ 

■重点課題3　「利益三分主義」に基づく生活文化の豊かな発展と次世代育成への貢献
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