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環境経営レポート

２０２１年度（活動期間２０２１年１月～12月）

サッポロビール株式会社



大地と、ともに、原点から、笑顔づくりを。

サッポログループは、

人々の幸せな笑顔のために、地球環境や社会の課題に向き合い、取り組みます。

自然の恵みの源泉である大地こそ最も重要なパートナーと捉え、

商品・サービスの開発から、お客様が手にしたその後までの全ライフサイクルにおいて、

思いをひとつにするステークホルダーとの協働・共栄に励み、

原点からの発想を大切にし、知恵を尽くして持続可能な笑顔の創出に挑みます。

こだわりの「ものづくり」と、地域に根ざした「まちづくり」、

そして「世界の笑顔の開拓者たれ」の誓いを胸に、

地球上のあらゆる地域における「笑顔づくり」を目指します。

Sustainable Smile Plan
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　サッポログループのサステナビリティ方針のもとに、サステナビリティ経営戦略

　「Sustainable Smile Plan」を展開します。

　その取り組みの軸となるサステナビリティ重点課題を「４つの約束」として整理し、

　バリューチェーン上の様々なステークホルダーと協力しながら、持続可能な笑顔

　づくりを推進し続けます。

★サッポログループサステナビリティ方針

★サッポログループ経営理念

潤いを創造し豊かさに貢献する



サッポログループ環境ビジョン2050　　　　　(2019年9月20日制定）

大地が育む自然の恵みに感謝し、サッポログループ社員一人ひとりが、

積極的に環境保全に取組み、持続可能な社会の実現を目指します

１. 脱炭素社会の実現

☆自社拠点でのC02排出量ゼロを目指します

☆自社拠点以外のバリューチェーンにおけるC02排出量の削減に努めます

２.循環型社会の実現

☆グループ全体で、事業に関わる全ての資源の3Rに努めます

　- 循環型社会に対応した容器包装の100%使用を目指します

　- 工場での水使用量削減に継続的に努め、持続可能な水資源利用を実現します

３. 自然共生社会の実現

☆大麦・ホップの研究開発を通じて持続可能な調達に貢献します

☆持続的に自然と共生できる豊かな時間と空間を感じるまちづくりに貢献します

サッポロホールディングス株式会社

代表取締役社長　　尾賀　真城

サッポログループ環境基本方針　　　　　(2010年12月20日制定、2019年12月23日改定)

１．基盤とすること
◇法令遵守
私たちは、環境に関する法令・条例、地域のルールを遵守し、自主的な管理基準を設定します。
◇ステークホルダーとの双方向コミュニケーション
私たちは、関わりのあるすべての皆様との信頼を大切にし、双方向コミュニケーションを重視し、適切な情報開示
を行います。

２．目指す姿
◇持続可能な社会
私たちは、この地球を幾世代にも亘り受け継いでいけるよう、持続可能な社会を目指します。具体的には次の３点
に力を入れて取り組みます。
◇脱炭素社会の実現
私たちは、地球温暖化防止のため、商品・サービスを初めとする事業活動だけでなく、ライフサイクルの各段階で
脱炭素化に取り組みます。
◇循環型社会の実現
私たちは、限りある資源を有効に使うため、また環境負荷を低減するため、原材料調達から、廃棄・リサイクルま
での全企業活動の各段階で３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を進めます。
◇自然共生社会の実現
私たちは、自然の恵みを育む生物とその生育環境を維持するため、地域開発、原料栽培、製造などの段階で生
物多様性を考慮し、その保全活動に取り組みます。

３．手段
◇イノベーション
私たちは、環境に配慮した商品・サービスの開発と提供に取り組みます。また、革新的な技術・手段の採用に努
めます。
◇環境マインド向上
私たちは、環境をグループ全体の重要な経営課題と認識し、一人ひとりが、それぞれの強みを最大限に発揮し、
主体的・継続的に取り組みます。

サッポロビール株式会社
代表取締役社長　野瀬　裕之
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<環境責任者より>

　私たちサッポロビール株式会社は、１８７６年（明治１０年）に「北海道開拓使麦酒醸造所」として創業いたしました。
サッポログループでは、経営理念＜潤いを創造し豊かさに貢献する＞を掲げ、開業当初から変わらず、お客様に『おいしさ』と
『安心・安全品質』をお届けし、信頼される企業でありたいと考えています。
その為に、研究・商品開発から原材料の調達、製造、物流、販売まで、お客様のお手元にいたる全ての段階における安全･品
質が重要と考え、科学的根拠に基づいた裏づけと合わせて、全てのサプライヤーと協働し、その向上に取り組んでいます。

急速な地球温暖化、海洋の汚染と酸性化、地球の砂漠化、生物多様性の損失、廃棄物問題など多くの環境リスクを抱える昨
今、サッポログループでは、経営計画の基本方針の一つに「サステナビリティ経営の推進」を掲げています。
その指針となるサステナビリティ方針を策定し、軸となる重要課題を「『酒・食・飲』による潤いの提供」「社会との共栄」「環境保
全」「個性かがやく人材の輩出」の４つの約束にまとめています。
サステナビリティ経営を推進していくことで、国連の「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の実現に貢献するとともに、持続可能な
社会の実現のために積極的に活動を行ってまいります。

『環境保全』においては、サッポログループ環境ビジョン2050を制定し、サッポログループ環境基本方針の目指す姿に向け、従
業員一人ひとりが主体的・継続的に環境保全に取り組んでいます。
気候変動のリスクと機会に関する評価・管理、情報開示を促すＴＣＦＤの提言に賛同し、積極的な情報開示を進めています。
ビール事業では、創業時から主原料の大麦とホップの「育種」を継続し、かつ「協働契約栽培」も行っている強みを活かし、原
料の研究開発を通じて持続可能な調達に貢献していきます。
また、得意先と森を守るキャンペーンや売り上げの一部を環境保全活動に寄付するオリジナル缶ビールの発売等、お客様とと
もに当社の事業に直結した環境保全活動も行っております。

『社会との共栄』においては、地域の方々と共に歩むべく行政や学校・ＮＰＯ等と連携した活動を継続的に行い、地域の清掃活
動や水を守る活動、生物多様性保全活動等社会貢献活動を展開しています。

引き続き商品の確かな品質による安全性への絶対的信頼感とともに、商品・サービスの全ライフサイクルにわたった環境負荷
低減へ取り組みを図り、また地域・社会の皆様と協働して 、積極的な環境保全活動や環境教育等に取り組んで参ります。

サッポロビール株式会社
取締役執行役員　佐藤　雅志
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事業活動の概要

事業者名 サッポロビール株式会社

本社所在地 東京都渋谷区恵比寿4-20-1

代表者 代表取締役社長　野瀬　裕之

事業内容 ビール類、ワイン、焼酎類など酒類の製造・販売に関わる統轄管理業務(本社）

上記商品の販売業務（本社以外）
環境管理
責任者

取締役執行役員　佐藤　雅志 

担当者氏名
及び連絡先 担当者　経営企画部　　仁科 久美　　（会社代表電話　　0120-207-800 ）

事業規模 ２０２１年　売上高　　　　　２，２５４億円（有価証券報告書記載）

事業年度 １月～１２月

対象範囲 本社　

北海道本部（道東支社・道央道南支社・道北支社）

東日本本部（仙台事務所・郡山事務所・さいたま事務所・長野群馬支社・新潟統括支社）

首都圏本部（東京中央支社・横浜支社・千葉支社）

東海北陸本部（静岡統括支社・北陸支社）

近畿圏本部（京滋支社・神戸支社）

西日本本部（広島事務所・高松事務所・福岡事務所）

※広域流通本部・広域外食本部・首都圏流通本部は、首都圏本部に含む

本部 本社 北海道本部 東日本本部 首都圏本部 東海北陸本部 近畿圏本部 西日本本部 合計

従業員 428 88 94 389 93 143 107 1,342

床面積（㎡）　　　 17,046 1,493 2,100 3,331 1,641 1,837 1,755 29,202

所在地 本社 東京都渋谷区恵比寿４－２０－１

北海道本部 北海道札幌市中央区北１条東４丁目８－１ー３階

　道東支社 北海道釧路市北大通１０丁目２－１－８階

　道央道南支社 北海道函館市梁川町１６－２４ー６階

　道北支社 北海道旭川市４条通り８丁目１７０３番地５９ー５階

東日本本部　

　仙台事務所 宮城県仙台市青葉区一番町３－３－６ 星和仙台ﾋﾞﾙ4階

　郡山事務所 福島県郡山市堂前６－４ー６階

　さいたま事務所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－９－６ー３階

　長野群馬支社 長野県長野市粟田９９１－１ー５階

　新潟統括支社 新潟県新潟市中央区万代３－１－１－６階

首都圏本部 東京都渋谷区恵比寿４－２０－３ー６階

　東京中央支社 東京都中央区銀座７－１６－２１　銀座木挽ビル２階

　横浜支社　 神奈川県横浜市中区相生町６ー１１３ー５階

　千葉支社　 千葉県千葉市中央区新町３ー１３ー９階

東海北陸本部 愛知県名古屋市中区栄３－２７－１

　静岡統括支社 静岡県静岡市葵区黒金町１１－７ー５階

　北陸支社 石川県金沢市本町１－５－２ー７階

近畿圏本部 大阪府大阪市中央区今橋３－３－１３

　京滋支社 京都市中京区烏丸通蛸薬師下ル手洗水町651-1第14長谷ビル4階

　神戸支社 兵庫県神戸市中央区御幸通４－２－２０ー５階

西日本本部

　広島事務所 広島県広島市中区胡町４－２１ー４階

　高松事務所 香川県高松市磨屋町３－１ー９階

　福岡事務所 福岡県福岡市博多区祇園町７－２０ー６階

＜参考＞
以下生産拠点は、ＩＳＯ１４００１取得
北海道工場、仙台工場、群馬工場、那須工場、千葉工場、静岡工場、九州日田工場、岡山ワイナリー　
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環境管理実施体制（組織図）

※首都圏は出先事務所のマネジメント

環境管理実施体制における役割
組織 役割

社長
環境経営に関する統括責任。
環境方針の策定・見直しと全従業員への周知。
総括環境管理責任者及び内部監査員の任命。

内部監査員
内部監査計画の策定。
内部監査を実施。

総括環境管理責任者
（経営企画担当役員）

全社のＥＭＳの構築・推進をする責任。
環境経営システムに必要な経営資源の準備。
環境経営システムの構築、実施、管理。
全体の環境目標・活動計画の承認及び評価と見直しの実施。
環境活動レポートの承認。

各サイトの環境管理責任者
（各本部長）

各サイトでの環境経営システムに必要な経営資源の準備。
各サイトでの環境目標・活動計画の承認及び評価と見直しの実施。

サステナビリティ推進委員会
各サイトのＥＡ２１委員会

定期的に環境活動状況の確認・評価を実施。

各サイト環境管理推進責任者
（地区本部業務部ＧＬ）

各サイトでの環境経営システムの構築、実施、管理。
各サイトでのＥＡ２１委員会メンバーの任命
各サイトでのＥＭＳの構築・推進をする責任。
各サイトでの環境目標・活動計画を確認
各サイト内での従業員に対する教育訓練の実施。

一般従業員
環境方針の理解と環境取り組みの重要性への自覚。
決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加。

事務局

環境管理責任者の事務的業務及び社内調整を実施。
環境目標・活動計画の取りまとめ。
環境活動の実績集計。
環境活動レポートの作成、公開。
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社長

内部監査員

サステナビリティ推進委員会事務局※1

一般従業員

環境管理
推進責任者

経営企画部長

環境管理推進責任者
業務部GL

事務局
※1と同じ

事務局

一般従業員

環境管理
推進責任者
業務部長

事務局

環境管理
推進責任者
業務部GL

事務局

環境管理
推進責任者
業務部GL

北海道本部
環境管理責任者

本部長

環境担当

者委員会

一般従業員一般従業員

東日本本部
環境管理責任者

本部長

一般従業員

東海北陸本部環境管理
責任者本部長

近畿圏本部環境管理
責任者本部長

西日本本部環境管理
責任者本部長

一般従業員

一般従業員

本社環境
管理責任者

（取締役執行役員）

統括環境管理責任者

（経営企画担当役員）

ＥＡ２１

委員会

首都圏本部
環境管理責任者
本部長（※）

ＥＡ２１

委員会

ＥＡ２１

委員会
事務局

ＥＡ２１

委員会

環境管理推進責任者
業務部GL

事務局
ＥＡ２１

委員会

環境管理推進責任者
業務部GL

事務局
ＥＡ２１

委員会



環境活動実績
2021年目標 2021年実績 2022年目標 2023年目標

2019年比2%減（※）
2019（2,658ｔ）

1,925t
（2019年比72.4％)

前年比1%減 前年比1%減

2019年以下（※）
2019（680.4ｔ）

991.4t
（2019年145.7％)

前年以下 前年以下

前年比1%減
2020（101.6％）

98.9% 前年比1%減 前年比1%減

前年比1%減
2020（192ｋｌ/万kl）

178kl/万kl
（93.0％）

前年比1%減 前年比1%減

平均一人一活動の実施
参加者　710名 美化活動＋社会貢

献活動
美化活動＋社会貢

献活動

2019年以下（※）
2019（5,282㎥）

3.905㎥

（2019年比73.9％）
前年以下 前年以下

・カーボンオフセット商品発売
・容器包装削減
・環境保全缶の発売及び寄付

・カーボンオフセット商品発売
・容器包装削減
・環境保全缶の発売及び寄
付

・カーボンオフセット商品発売
・容器包装削減
・環境保全缶の発売及び寄
付

・カーボンオフセット商品発売
・容器包装削減
・環境保全缶の発売及び寄
付

※2020年実績がコロナ禍で異常値のため、2021年目標は対2019年として目標を設定。

環境目標と実績 評価方法　○＝達成、　×＝未達成、　△＝基準年より向上

評価

ｵﾌｨｽ・ｶﾞｿﾘﾝのCO2排出量削
減 ○

オフィス系廃棄物の削減 ×

全生産拠点のエネルギー原単
位削減
（特定事業者定期報告書より）

○

輸送CO2排出量原単位削減
（特定荷主定期報告書より） ○

社会との共生（環境美化活動） ○

オフィス水道使用量の削減 ○

商品サービスへの環境配慮
○
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オフィス水道使用量の削減
（本社棟）

商品サービスへの環境配慮

オフィスCO2排出量削減

オフィス系廃棄物の削減

全生産拠点のエネルギー原単位
（特定事業者）

輸送CO2排出量原単位削減
 (特定荷主)

社会との共生
（環境美化活動）

コロナ禍での勤務ルール（3割出社）による、オフィス使用人数の減少が大きく影響している。
コロナの状況が改善されても、働き方改革の一つとしてテレワークを推奨するなど、全体の使用削減に努め
ていく。

・北海道でカーボンオフセットを利用した「北海道の森を元気にしよう！」キャンペーンを９年連続で実
施。この取組は、自治体と流通企業との協働による環境啓発効果が評価され「第４回カーボン・オフセット
大賞」環境大臣賞を受賞しています。
・サッポロ生ビール黒ラベル「信州環境保全応援缶」第７弾を長野県限定で数量限定発売。売上の一部を長
野県へ寄付し生物多様性・環境保全活動を応援しています。また長野県とは2017年から「生物多様性保全
パートナーシップ協定」を締結しています。
他にも、熊本県、埼玉県、新潟県等の環境保全缶や地域貢献缶を発売しました。
・2021年9月に「サッポロビールプラスチック方針」を発表。事業活動で使用するプラスチックについて循
環型社会への対応を進めます。
・サプライヤーとの協働により外装の使用量を削減した。
・ビール類缶製品のアルミ使用量を削減　年間約１９．４ｔ削減

2020年に続き清掃活動はコロナ禍の影響で地域により中止、縮小となった。2022年は状況を見ながら従業
員1人ひとりが主体的に取り組んでいくよう進める。

2021年振り返りと2022年に向けてのコメント

オフィス部門でのＣＯ２排出では、営業車両のガソリンが約半分を占めていたが、２０２１年は４割弱と
なった。エコドライブ推進、低燃費車導入、車両数削減及び社内外とのカーシェア導入を進めている結果と
思われる。使用量についても、コロナによる影響もあったが、前年９１％と減少した。今後も継続して削減
を推進していくと同時にドライブレコーダーにより、安全運転とエコドライブの啓発活動を実施していく。

年によって、金属ゴミである生ビールサーバーの廃棄、ラベル不良や在庫過多のワインの廃棄、木くず（パ
レット）の価格変動により売却できず廃棄する場合、事務所の移転等、様々な外的要因はある。
２０２１年は、実績の内５６６ｔが木くず（パレット）の廃棄量となっており、全体の量を上げているが、
他の廃棄物は削減となっている。引き続き、適正在庫管理や広告品アイテムを絞るなど、関係部署と調整し
ていく。

生産量の微増とエネルギー効率が比較的良い缶製品が増加していることで効率化が図れ、前年比は改善して
いる。老朽の設備更新に合わせた効率化と最適化を通じ、改善を継続していきたい。

今年度より、データ集計方法の精緻化を進めている。積載率向上やモーダルシフトの推進などの取り組みに
よって原単位の引き下げにも努めており、今後も改善していきたい。



環境への負荷の状況（取りまとめ表）

環境への負荷 単位 2019年 2020年 2021年
エネルギー使用量 購入電力 MJ 25,275,193 21,830,540 19,342,728

ガソリン MJ 15,316,319 11,471,630 10,455,811

化石燃料（ガソリン以外）※1 MJ 520,436 562,493 493,335

その他※2 MJ 8,825,610 8,158,116 6,793,703

温室効果ガス排出量 二酸化炭素 kg-CO2 2,657,855 2,177,956 1,925,170

一般廃棄物総排出量 t ※3 ※3 ※3

産業廃棄物総排出量 t 680 665 991

水使用量 上水 m3 5,282 4,426 3,905

※４ 工業用水 m3 0 0 0

地下水 m3 0 0 0

化学物質使用量 ㎏ 0 0 0

物質使用量 紙使用量　　※5 枚 約9,400,000 約6,700,000 約5,200,000

総販売量 ビール類販売量 万箱※6 4,347 3,995 3,820

容器包装使用量 千ｔ 51.8 39.0 35.1

※１　軽油、灯油、重油、都市ガス

※２　熱供給蒸気、熱供給冷水

※３　テナント共用で一括管理のため把握できません

※４　本社棟以外はテナントのため計測できませんでした

※５　全社での使用量の傾向を把握するための概算値（社内プロジェクトより提供）

※６　大瓶換算
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２０２１年環境活動のまとめ

１．総括

●エコアクション２１の全国活動が６年目を迎えた本年も、各地区本部での共通テーマ「ＣＯ2の排出抑

制（省エネ法）」「廃棄物排出量の削減」「環境美化活動」（平均一人年一回参加）」を設け共通の目

標を設定した。

●２０２１年も２０２０年に続いてコロナ禍の影響を受け、「環境美化活動（平均一人年一回参加）」

については縮小となったが、温室効果ガス排出量は、営業活動の効率化、テレワークの推進等により、

削減となった。

●廃棄物においてアミタ社のSmartマネジメントシステムを導入・活用し、廃棄物管理と法令遵守徹底の

仕組みは出来上がった。電子マニフェスト使用により、業務効率化も図れてきた。

２．２０２２年の方向性

●２０２１年と同様に、サッポログループとしての中期環境目標に連動したテーマを作成し、全地区本

部共通テーマを設定した。他に各地区本部が、自ら目標を掲げ自走した形での活動展開を図り、地域密

着型の目標を設定した。

●プラスチック削減方針に基づき、広告品削減に向け、本社・地区本部と情報を共有して取り組んでい

きたいと考えている。

●エコアクション２１の活動を当社のサステナビリティ経営と直結させ、持続可能な社会と持続的グ

ループの成長の両立に貢献できる方向付けしていきたい。



＜社員教育活動＞

実施月 実　施　概　要

6月
7月
11月

11月

社内研修

＊オンライン研修

＊Ｗｅｂ研修（ｅラーニング実
施）

　

　
　

11月

・11月10日
　　自衛消防隊模擬訓練実施
・その他
　動画コンテンツ視聴
　

通年 社外向け
＜適正飲酒啓発セミナー＞実施

小中学生向け
未成年飲酒防止

社内向け
アルコール問題啓発活動
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取り組みの紹介

・廃棄物新任担当者向け研修
　春：基礎編　23名・応用編　15名　参加
　秋：基礎編　 5名　参加

 
テーマ「サステナビリティ」
同時に確認テストを行い理解度を確認した。
2,095名　（サッポロビールグループ従業員含む）

「新しい働き方」に合わせて防災の在り方を見直しました。火災
発生を想定した模擬訓練と、動画コンテンツを自主作成し従業員
が視聴しました。
【模擬訓練】
①自衛消防隊初期初動対応の一連の流れ確認
②発災を想定し模擬訓練を実施
【動画視聴】
・動画コンテンツを自主製作し、同動画コンテンツを自衛消防隊
員となりえる全社員が視聴。
①災害発生時の初期初動対応についての動画
・全社員に役立つ防災スキルを学び、オフィスだけでなく在宅防
災への対応動画視聴
②消火、心肺蘇生等、対応スキルの動画
③耐震基準、水害への備え、備蓄品対応の動画

スキルを学ぶ動画には、講師に危機管理アドバイザーをお招きし
実演いただきました。

アルコールを製造販売する会社の社会的責任としてオンラインに
よる20歳未満飲酒防止／適正飲酒セミナーを実施。
2021年実績
・2大学（320名）、8企業（640名）
・小中学生向け小冊子＜知っておこう　お酒のこと＞
　25校（約4,500冊）

・その他
「責任ある飲酒の推進」としてグローバルスローガン「Promote
Responsible Drinking」を策定
https://www.sapporoholdings.jp/news/dit/?id=8874
　

・従業員を対象e-learningで適正飲酒への啓発実施。



＜製品の売り上げの一部を環境保全活動へ寄付＞

実施概要
当社の製品の売り上げの一部を
<環境保全活動>
<被災地復興支援>
<地域貢献活動>
等に寄付を行い活動を支援しています。
　写真は
・信州環境保全缶第7弾　発売
・熊本城復興応援缶　発売
・埼玉１５０周年記念缶発売
・埼玉西武ライオンズ応援缶　発売
・新潟限定ビイル 風味爽快ニシテ
　アルビレックス新潟缶　発売

＜環境に配慮した取り組み＞

＜地域美化活動＞

実施概要
各事業場（工場含）では地域の清掃活動を
通じ、地域の皆様への感謝をこめて安全・
安心・綺麗で住みやすい・働きやすい街に
するために継続して活動しています。
2021年は新型コロナ感染拡大防止の観点
から活動は縮小。
（参加人数　合計710名）

各事業場でおこなった活動は、株式会社ピ
リカが運営する　ゴミ拾いＳＮＳ『ピリ
カ』にて発信しています。
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取り組みの一部紹介

「サッポログループ プラスチック方針」を策定

事業活動で使用するプラスチックの削減などの取り組みを加速さ
せ、循環型社会の構築に貢献します。
【サッポログループ プラスチック方針】
サッポログループでは、持続可能な社会の実現に向けて、
事業活動で使用するプラスチックについて、以下のステップで検
討・取り組みを進め、循環型社会の構築に貢献します。
①プラスチックの使用場面を見直し、不要な使用をなくします
②減量化等の削減に取り組みます
③リサイクル性の高い設計や、再生材・バイオマスプラスチックに
転換します
画像：リサイクルPET導入。
　　　ポリコップから紙コップへの切り替えを推奨。

取り組みの紹介

　新しい紙製包材を採用「ヱビス ホップテロワール」
数量限定発売の「ヱビス ホップテロワール」は、当社独自で開発した新し
い紙製包材（3缶パック）を店頭装製資材として一部店舗にて販売。この紙
製包材（3缶パック）では、350ml缶1本当たりの紙の使用量を、従来の6缶
パックに比べて約30％削減しました。一方で、缶のホールド性を落とすこ
となく、また、「開封ジッパー」を設けることで、開け易さも追及した包
材です。



２０２１年環境活動目標の取組結果と評価
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温室効果ガス排出量 

本社棟水道使用量（㎡）

本社棟電気使用量（kWh）

ガソリン給油量（全社）

２０２１年は、緊急事態宣言、蔓延防止等

重点措置に対応し出社制限を行った。

（緊急事態宣言）

第二回：2021/1/8～3/21

第三回：2021/4/25～6/20

第四回：2021/7/12～9/30

（まん延防止等重点措置）

2021/4/5～9/30

解除後は経済活動との両立で出社人数が

増えたのに伴い、月の使用量も増加。

年間を通じては前年より減少した。

社内イントラネットを通じ毎月水光熱費の

使用状況を周知している。

2021年は稼働の少ない自動販売機削減、

一部廊下の照明時間変更や照明のLED化

を実施した。2020年に続きコロナ禍によるテ

レワーク推奨により、１年を通して、使用量は

2020年並みとなった。

給油総量は、エコドライブ推進、カーシェア、

エコカー及び低燃費車導入等により毎年削

減。さらに車両管理・安全運転支援システム

を営業車全車に導入してエコ運転の推進と

安全管理を行い、アルコールチェッカーで運

転前の確認を義務付け社員の安全を守って

いる。コロナ禍による直接訪問営業が前年同

様控えた時期があること、働き方を見直しに

より、給油量は減少した。

＜ガソリン総量＞

2017年 556,211Ｌ

2018年 505,128Ｌ

2019年 442,668Ｌ

2020年 331,550Ｌ
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全社的に営業車の効率運用を進めており、ガ

ソリン使用量が削減、また働き方の見直しによ

る電子化を進めていることにより、温室効果ガ

スが削減となっている。さらなる営業活動の効

率化、テレワークの推進、電子化などを促進

すること等管理会社と協働で温室効果ガスの

削減を今後も図っていく。

合計

2019年 2,657,855kg-co2

2020年 2,177,956kg-co2

2021年 1,925,170kg-co2
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環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

関係する主な環境関連法規と対応状況は以下の通りです。
適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）
廃棄物処理法 マニフェスト管理・交付状況報告書（6月）・処分場視察他

容器包装リサイクル法

フロン排出抑制法 業務用冷凍・冷蔵機器の簡易（四半期）点検の実施

省エネルギー法

食品リサイクル法 定期報告書（６月）

東京都環境確保条例

ＮＯｘ・ＰＭ法

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。
尚、関係当局よりの違反等の指摘は、過去３年間ありませんでした。

代表者による全体の評価と見直し
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容器包装リサイクル協会への再商品化委託
・再商品化委託申告（２月）
・自主回収状況報告書（３月）
・容器包装利用製造実態調査（６月）

特定荷主定期報告書（６月）特定事業者定期報告書（７月）
※上記の定期報告書は、温対法の定期報告書を兼ねています。

主要テナントとしてサッポロ不動産開発に協力（報告書９月頃）
※サッポロ不動産開発から東京都への提出は１１月

５～７月に札幌市、東京都、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府の報告書

２０２２年２月開催のサステナビリティ推進委員会を通し、全体進捗状況と目標への総括について報告を受けました。

この活動は、ＰＤＣＡサイクルをきちんと繰り返し、出来ていなかったことへは対応を改善し、目標達成に向けて着実に

取り組んでいくことが必要です。

２０２１年、サッポログループでは「サッポログループプラスチック方針」を策定し、サッポロビール社でも削減に向けた目

標を掲げ、取り組みを開始しました。目標達成には容易な事ばかりではありませんが、社会の要請や当社の方針に従

い、全社員がなんとしても達成するという強い思いをもって取り組んでいきましょう。

併せて、サステナビリティにおける環境保全の目指す姿「脱炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」の実現に向け、

今まで以上に取り組みを推進しています。

また、働き方の多様化に合わせて、誰もが自衛消防隊員になりえることから、火災発生を想定した模擬訓練と動画コ

ンテンツを自主作成し、従業員が視聴するという、防災のあり方を見直しました。

新しい働き方に合わせた取り組みについても今後も進めていきます。

エコアクション２１の活動の基本は、全従業員が自分事として環境への取り組みを意識を高め、活動を継続的にスパイ

ラルアップしていく事にあります。

一人ひとりが主体的・継続的に取り組むことによって、来年以降も全員で目標の達成に繋げていきましょう。

取締役執行役員 佐藤 雅志



環境への負荷の状況（内訳）

拠点 環境への負荷 単位 2019年 2020年 2021年

本社 エネルギー使用量 購入電力 MJ 17,581,747 14,985,458 12,673,340

ガソリン MJ 2,243,374 1,614,684 1,494,884

化石燃料（ガソリン以外）※1 MJ 140,714 136,760 102,751

その他※2 MJ 7,639,530 6,979,953 5,648,527

温室効果ガス排出量 二酸化炭素 kg-CO2 1,347,715 1,132,847 954,845

一般廃棄物総排出量 t ※3 ※3 ※3

産業廃棄物総排出量 t 422 415 802

水使用量 上水 m3 5,282 4,426 3,905

工業用水 m3 0 0 0

地下水 m3 0 0 0

化学物質使用量 ㎏ 0 0 0

物質使用量 紙使用量 枚 ー ー ー

北海道 エネルギー使用量 購入電力 MJ 860,056 835,874 721,453

本部 ガソリン MJ 2,190,334 1,736,481 1,736,690

化石燃料（ガソリン以外）※1 MJ 280,442 338,563 369,089

その他※2 MJ 0 0 0

温室効果ガス排出量 二酸化炭素 kg-CO2 218,548 184,517 175,316

一般廃棄物総排出量 t ※3 ※3 ※3

産業廃棄物総排出量 t 46 46 46

水使用量 上水 m3 ※4 ※4 ※4

工業用水 m3 0 0 0

地下水 m3 0 0 0

化学物質使用量 ㎏ 0 0 0

物質使用量 紙使用量 枚 ー ー ー

東日本 エネルギー使用量 購入電力 MJ 1,201,354 1,129,555 1,324,130

本部 ガソリン MJ 3,398,059 2,582,264 2,336,871

化石燃料（ガソリン以外）※1 MJ 0 0 0

その他※2 MJ 1,186,080 1,178,163 1,145,176

温室効果ガス排出量 二酸化炭素 kg-CO2 346,452 286,793 273,714

一般廃棄物総排出量 t ※3 ※3 ※3

産業廃棄物総排出量 t 52 44 39

水使用量 上水 m3 ※4 ※4 ※4

工業用水 m3 0 0 0

地下水 m3 0 0 0

化学物質使用量 ㎏ 0 0 0

物質使用量 紙使用量 枚 ー ー ー

東海北陸 エネルギー使用量 購入電力 MJ 2,105,517 1,667,886 1,638,799

本部 ガソリン MJ 2,369,538 1,699,145 1,510,876

化石燃料（ガソリン以外）※1 MJ 0 0 0

その他※2 MJ 0 0 0

温室効果ガス排出量 二酸化炭素 kg-CO2 255,811 186,293 164,564

一般廃棄物総排出量 t ※3 ※3 ※3

産業廃棄物総排出量 t 18 39 33

水使用量 上水 m3 ※4 ※4 ※4

工業用水 m3 0 0 0

地下水 m3 0 0 0

化学物質使用量 ㎏ 0 0 0

物質使用量 紙使用量 枚 ー ー ー
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含：首都圏

本部



拠点 環境への負荷 単位 2019年 2020年 2021年

近畿圏 エネルギー使用量 購入電力 MJ 1,738,648 1,571,178 1,442,206

本部 ガソリン MJ 2,178,771 1,607,281 1,460,173

化石燃料（ガソリン以外）※1 MJ 99,280 87,171 21,495

その他※2 MJ 0 0 0

温室効果ガス排出量 二酸化炭素 kg-CO2 210,225 163,026 150,547

一般廃棄物総排出量 t ※3 ※3 ※3

産業廃棄物総排出量 t 81 67 31

水使用量 上水 m3 ※4 ※4 ※4

工業用水 m3 0 0 0

地下水 m3 0 0 0

化学物質使用量 ㎏ 0 0 0

物質使用量 紙使用量 枚 ー ー ー

西日本 エネルギー使用量 購入電力 MJ 1,787,871 1,640,588 1,542,799

本部 ガソリン MJ 2,936,244 2,231,775 1,916,318

化石燃料（ガソリン以外）※1 MJ 0 0 0

その他※2 MJ 0 0 0

温室効果ガス排出量 二酸化炭素 kg-CO2 279,104 224,480 206,183

一般廃棄物総排出量 t ※3 ※3 ※3

産業廃棄物総排出量 t 61 53 39

水使用量 上水 m3 ※4 ※4 ※4

工業用水 m3 0 0 0

地下水 m3 0 0 0

化学物質使用量 ㎏ 0 0 0

物質使用量 紙使用量 枚 ー ー ー

合計 エネルギー使用量 購入電力 MJ 25,275,193 21,830,540 19,342,728

ガソリン MJ 15,316,319 11,471,630 10,455,811

化石燃料（ガソリン以外）※1 MJ 520,436 562,493 493,335

その他※2 MJ 8,825,610 8,158,116 6,793,703

温室効果ガス排出量 二酸化炭素 kg-CO2 2,657,855 2,177,956 1,925,170

一般廃棄物総排出量 t ※3 ※3 ※3

産業廃棄物総排出量 t 680 665 991

水使用量 上水 m3 5,282 4,426 3,905

工業用水 m3 0 0 0

地下水 m3 0 0 0

化学物質使用量 ㎏ 0 0 0

物質使用量 紙使用量　※5 枚 約9,400,000 約6,700,000 約5,200,000

総販売量 ビール類販売量 万箱※6 4,347 3,995 3,820

容器包装使用量 千ｔ 52 39 35

※１　軽油、灯油、重油、都市ガス

※２　熱供給蒸気、熱供給冷水

※３　テナント共用で一括管理のため把握できません

※４　本社棟以外はテナントのため計測できませんでした

※５　全社での使用量の傾向を把握するための概算値（社内プロジェクトより提供）

※６　大瓶換算

係数は、右記載の 調整後排出係数 2019年 2020年 2021年
各年度を使用 H30度 Ｒ1度 Ｒ2度

（kg-CO2） 北海道電力 0.656 0.601 0.55
東北電力 0.528 0.522 0.457
東京電力エナジーパートナー 0.455 0.442 0.443
中部電力ミライズ 0.452 0.426 0.379
北陸電力 0.527 0.498 0.466
関西電力 0.334 0.318 0.351
中国電力 0.636 0.585 0.521
四国電力 0.528 0.411 0.574
九電みらいエナジー 0.347 0.371 0.474 13


