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はじめに

弊社はセブン-イレブンの店舗で販売される弁当やおにぎりを製造する専用工場です。
弁当やおにぎりは昔から日本人の食生活の中に深く根を降ろし、どこの家庭でも作られ
誰もが親しんでいる極めて日常的な食品です。
人々の生活の中に当たり前にある弁当やおにぎりだからこそ、安全性はもちろん食材や
味・見栄えのすべてにわたって食品としての良質さを追求し提供し続けることが、食品
製造会社である弊社の使命であり、結果として持続可能な社会に繋がると捉えています。
エコアクションはその使命追及の為の重要な活動であり、全社で取り組んでいます。
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  7．環境活動計画、環境目標の実績、取組結果とその評価及び次年度の取組内容
  8．地域コミュニケーション
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10．教育訓練
11．環境関連法規等の順守状況の確認及び評価の結果　並びに違反、訴訟等の有無
12．代表者による全体評価と見直し
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１．組織の概要

（１）事業所名及び代表者氏名
株式会社　サンヨーフーズ
代表者氏名　　代表取締役　　佐々木　正信

（２）所在地
認証・登録範囲
本社・広島工場
〒738-0203　　広島県廿日市市友田字橋桁10096番地2

笠岡工場
〒714-0006　　岡山県笠岡市みの越13番

（３）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
環境管理統括責任者 取締役本部長 脇田　洋行
ＥＡ２１事務局 設備管理課　課長 廣實　秀敏

設備管理課　係長 田村　孝
設備管理課　主任 中本　翔

内部監査チーム 設備管理課　課長 平田　克弥
総務課　　　　係長　 児玉　征大
商品管理課　係長　 笹木　裕一
設備管理課　主任 木地　基博

連絡先
笠岡工場　〒714-0006 岡山県笠岡市みの越13番
ＴＥＬ 0865-62-6111
ＦＡＸ 0865-62-6600

（４）事業活動の内容
コンビニ店舗向け商品(弁当・おにぎり・寿司)の開発・製造

（５）事業の規模(2021年4月1日～2022年3月31日)
売上額
従業員数

（６）認証登録の対象組織の規模
本社・広島工場 笠岡工場
従業員数 従業員数
敷地面積 敷地面積
（納入先の顧客店舗数　529店舗) （納入先の顧客店舗数　506店舗)

13,213,148千円
1900人

940人 960人

弊社ホームページよりの画像

(4064坪)8,253㎥ (2497坪) 13,435㎥
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両工場外観及び所在地

広島工場 笠岡工場
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２．対象範囲

（１）認証・登録対象組織 本社・広島工場及び笠岡工場
（２）実施体制

更新日：2021年12月01日

役割・責任・権限
代表者（社長） ・環境経営に関する統括責任

・環境経営目標・環境経営計画書を承認
・代表者による全体の評価と見直し、指示
・環境経営レポートの承認

・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間等経営資源を準備
・環境管理責任者を任命
・環境経営方針の策定・見直し

・環境活動の取組結果を代表者へ報告
・環境経営レポートの確認

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐、環境委員会の事務局

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理
(常務取締役) ・環境関連法規等の取りまとめ表を承認

・環境経営目標・環境経営計画書を承認

・環境関連法規等取りまとめ表の作成及び最新版管理
・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施
・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施
・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成
・環境活動の実績集計

部門長 ・自部門における環境経営方針の周知
・自部門の従業員に対する教育訓練の実施
・自部門に関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告

・環境経営レポートの作成、公開（事務所に備え付けと地域事務局への送付）
環境委員長 ・環境経営計画の確認
(工場長) ・環境活動実績の確認・評価

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施
内部監査チーム ・環境に関する内部監査の計画

・環境に関する内部監査の実施・報告

・自部門に必要な手順書の作成及び手順書による実施
・自部門の想定される事故及び緊急事態への対応のための手順書作成
・試行・訓練を実施、記録の作成

全従業員 ・環境方針の理解と環境への取組の重要性を自覚
・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

設備管理課 設備管理課商品管理課 総務課

資材課 生産管理課 加工課 資材課

製造統括 炊飯課 副工場長 製造統括

製造課 加工課 炊飯課 製造課

商品管理課
田村 孝

中本 翔

広島工場 笠岡工場

EA推進員会委員長　大原工場長 EA推進員会委員長　青木工場長

取締役本部長　脇田洋行 木地基博

笹木裕一

品質保証部
環境事務局

廣實 秀敏

代表取締役社長 佐々木正信

内部監査チーム

平田 克弥

管理本部
児玉征大

環境管理統括責任者 内部監査チーム

代表者
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３．経営の課題とチャンス

・光熱費単価の上昇 ・エネルギー使用量の削減
・衛生費の上昇 ・消耗品、使用量の削減
・原料費の上昇 ・原料ロスの削減及び歩留の向上
・売上の減少 ・同業他社との差別化
・セブン-イレブンのグリーン ・キャッチフレーズの設定

チャレンジ2050 「オール・クリア、オールクリーン」
・電気、ガス、水の不適な使用 ・エネルギー使用量の削減
・生産性の低下 ・IT化の推進
・労務費の上昇 ・業務効率化による勤務時間の適正化
・人手不足 ・社会貢献、働きがい改革
・不適合品の廃棄ロス ・不適合品の削減

原材料費・光熱費・衛生費の経費上昇 改善により、省エネ、廃棄ロス、節水等の余地がある
売上の減少による業務改革の必要性 IT化の推進等業務効率化を進め雇用環境の改善が可能
雇用環境の改善 商品開発等で他社との差別化を図り売上改善が可能

安心安全な製品をお客様にお届けするため、働きやすい職場を進める中で
創意工夫による衛生管理の徹底と効率的な生産を目指して継続的な改善を推進する

省エネルギーの削減より二酸化炭素排出量の削減に努める
廃棄ロスをなくす取組と食品リサイクルの維持向上に努める
EA21活動を通して人材育成を推進する

内部

環境に対する課題とチャンス
課題 チャンス

環境経営理念

課題 チャンス

外部

環境保全への行動指針
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４．環境方針

株式会社サンヨーフーズは、地球環境の保全が最重要課題であることを認識し、

本業である食品の生産を通じて、地球温暖化等地球規模の問題や地域の課題の解

決に向けて自主的・積極的に取り組み、また、安心安全な製品をお客様にお届け

するために、働きやすい職場づくりを進める中で創意工夫による衛生管理の徹底

と効率的な生産を目指して、全社一丸となって継続的な改善活動に取り組みます。

1 環境関連法規制や当社が約束したことを遵守します。

2 創意工夫による省エネルギーにより二酸化炭素排出量の削減
に努めます。

3 廃棄物の発生抑制に努め廃棄物リサイクル率の維持向上を目
指します。

4 適正な利用により水使用量の削減に努めます。

5 洗浄剤や殺菌剤など適正管理に努めます。

6 安心で安全な商品を効率よくタイムリーにお客様にお届けし
ます。

7 EA21の活動を通じて能動的に活動できる人材育成を推進し
ます。

8 地域や関係団体の環境活動に積極的に参加します。

制定日： 2017年01月01日
改定日： 2017年03月07日
改定日： 2018年10月01日
改定日： 2021年04月01日

代表取締役社長 佐々木　正信

株式会社 サンヨーフーズ

環 境 経 営 理 念

環境保全への行動指針
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５．主な環境負荷の実績(企業全体、３年分)

６．(基準年の環境負荷と)環境目標

項目 単位 2019年度 2020年度 2021年度

二酸化炭素総排出量 kg-CO2 13,936,467 13,634,154 13,610,404

廃棄物排出量 トン 2706.84 2084.72 2034.54

一般廃棄物排出量 トン 1,042.48 951.71 909.17

産業廃棄物排出量 トン 1,664.36 1,133.01 1,125.37

総水使用量 ㎥ 216,769 200,962 203,565

基準年度 実績 目標 目標

食 43,443,210 37,460,855 45,180,938 45,615,371

kg 9,300,794 7,454,898 9,672,826 9,765,834

使用量 kWh 5,907,446 5,777,278 6,143,744 6,202,818

二酸化炭素排出量 kg-CO2 4,170,657 4,078,758 4,337,483 4,379,190

使用量 kg 950,297 751,101 988,309 997,811

二酸化炭素排出量 kg-CO2 2,852,753 2,254,774 2,966,863 2,995,390

使用量 L 29,144 24,867 30,310 30,602

二酸化炭素排出量 kg-CO2 67,663 57,733 70,370 71,046

使用量 L 35,118 50,082 36,522 36,873

二酸化炭素排出量 kg-CO2 92,160 131,433 95,847 96,768

水使用量 使用量 m3 117,961 109,467 122,679 123,859

食品廃棄物量 発生量 kg 425,740 346,590 442,770 447,027

食品廃棄物リサイクル
※全て肥料として再生利用

リサイクル率 ％ 100 100 100 100

自動車(軽油)
単位発熱量：38.2

項目 単位

広島工場

2018年度 2021年度 2022年度 2023年度

生産量

生産重量

電気
二酸化炭素排出係数：0.706

ガス
単位発熱量：50.2

LPG kg換算：1.99

自動車(ガソリン)
単位発熱量：34.6

基準年度 実績 目標 目標

食 53,797,100 56,651,470 55,948,984 56,486,955

kg 10,142,238 11,041,598 10,547,927 10,649,349

使用量 kWh 6,062,568 6,316,596 6,305,071 6,365,696

二酸化炭素排出量 kg-CO2 4,280,173 4,459,517 4,451,380 4,494,182

ガス kg 775,000 815,871 806,000 813,750

二酸化炭素排出量 kg-CO2 2,326,519 2,449,212 2,419,580 2,442,845

使用量 L 14,859 13,222 15,453 15,602

二酸化炭素排出量 kg-CO2 34,497 30,697 35,877 36,222

使用量 L 54,532 55,971 56,713 57,259

二酸化炭素排出量 kg-CO2 143,111 146,886 148,835 150,266

使用量 L 447 560 465 469

二酸化炭素排出量 kg-CO2 1,113 1,394 1,158 1,169

水使用量 使用量 m3 91,914 94,098 95,591 96,510

食品廃棄物量 発生量 kg 412,290 402,830 428,782 432,905

食品廃棄物リサイクル
※全て飼料として再生利用

リサイクル率 ％ 100 100 100 100

灯油
単位発熱量：36.7

自動車(軽油)
単位発熱量：38.2

項目 単位

笠岡工場

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

生産量

生産重量

電気
二酸化炭素排出係数：0.706

ガス
単位発熱量：50.2

LPG kg換算：1.99

自動車(ガソリン)
単位発熱量：34.6
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７．環境活動計画、環境目標の実績、取組結果とその評価及び次年度の取組内容
活動計画 目標

活動項目・取組内容 工場 実績 判定 2021年度

電気使用量： 電気使用量：

5,777,278kWh 6,084,669kWh

電気使用量： 電気使用量：

6,316,596kWh 6,244,445kWh

ガス使用量： ガス使用量：

751,101kg 978,806kg

ガス使用量： ガス使用量：

815,871kg 770,304kg

ガソリン使用量： ガソリン使用量：

24,867L 30,019L

軽油使用量： 軽油使用量：

50,082L 36,171L

ガソリン使用量： ガソリン使用量：

13,222L 15,305L

軽油使用量： 軽油使用量：

55,971L 56,168L

水使用量： 水使用量：

109,467㎥ 121,500㎥

水使用量： 水使用量：

94,098㎥ 94,671㎥

食品廃棄物量： 食品廃棄物量：

346,590kg 438,512kg

食品廃棄物量： 食品廃棄物量：

402,830kg 424,659kg

リサイクル率： リサイクル率100％

100% 維持

リサイクル率： リサイクル率100％

100% 維持

食品廃棄物リサイクル率向上
[取組内容]
・食品廃棄物とその他の廃棄
物との分別を徹底
・製造ロス削減

広

島

工

場

〇

次年度も再資源化率100％を維持する為

下記の取組を徹底する。

・食品廃棄物とその他の廃棄物との分別

を徹底する。

笠

岡

工

場

〇

全量再生する為に業者に100％引渡し実

施。次年度も歩留まり管理を継続して行

い、発生量抑制、分別の徹底を継続する。

食品廃棄物量の削減
[取組内容]
・製造ロス削減
・社内販売による食品廃棄物
の削減

広
島
工
場

○

年間排出量が減少する傾向が継続してい

る。廃棄ロス削減活動の効果と考えられ

る。次年度も活動を継続し、排出量削減に

努める。

・廃棄ロス削減活動の継続

・歩留まり管理

笠
岡
工
場

○

歩留り管理を実施して必要な量だけ準備

し、余剰管理を行う、炊飯ではコゲやすい

アイテム等は火力調整でコゲを削減。来期

についても同様な取り組みを継続してい

く。

・製品製造の出来高歩留まり修正

水使用量の削減
[取組内容]
・使用状況計測・分析
・節水コマ等による使用量の
削減
・節水運動の推進
・水漏れ箇所の点検、修理

広
島
工
場

○

食数の増加に対し、使用量が前年と同程

度になっており、使用量削減効果が現れて

いる。次年度も活動を継続し、使用量の削

減に努める。

・サニテーショ ン水使用量の削減

・水の出しっぱなしの撲滅

笠
岡
工
場

○

器具洗浄室室シンクを老朽化により

12月に更新し結果的に使用量が増加

した。次

年度も漏水箇所が有れば補修を行い

事務所朝礼の報告と掲示を継続する。

・朝礼で使用量の報告

笠
岡
工
場

○
コロナ禍による外出の自粛規制により

使用量が低下した。

・エコ運転の推進

○

コロナ禍による送迎での感染防止対策

としてマイクロバスでは人数制限を行い

送迎回数が増加し使用量が増加した。

次年度も感染防止は継続していく。

笠
岡
工
場

×

製造食数が基準年度対比109％増加

、特にチルド商品の増加により使用量

が増加したと見られる。次年度も蒸気

漏れがあれば修理をしていきたい。

・ボイラーの適正管理

・蒸気圧力の適正な管理

自動車
ガソリン・軽油使用量の削減
[取組内容]
・エコ運転
・ドライブレコーダー取り付け

広
島
工
場

○
ガソリン使用送迎車が1台になり使用量が

減少している。

・エコ運転推進

×

ガス使用量の削減
[取組内容]
・蒸気ボイラー並列運転
・蒸気ボイラー定期点検
・バーナー等の定期清掃
・ストレーナーの点検、清掃

広
島
工
場

○

使用量が減少しり傾向が継続しているが、

食数減少と使用量削減活動の効果と考え

られる。次年度も継続して使用量削減活動

を行って行く。

・生産ラインの集約

・加熱機器アイドリング時間の見直し

軽油使用車の増加とコロナ対策による送

迎増便で使用量が増加している。

・送迎車の走行距離の調査、分析

・運行スケジュールの見直し

笠
岡
工
場

×

製造食数が基準年度度対109％増加

しているが電力では103％と使用量は

管理出来ている。夏季対策を行い削減

に取組みたい。

・空調温度適正管理

・生産設備待機電源OFF

評価
評価及び次年度

電気使用量の削減
[取組内容]
・照明のLED化
・不要照明の消灯管理
・生産設備待機時電源ＯＦＦ

広
島
工
場

○

使用量の減少傾向が継続している。食数

の減少、夏季長雨によるエアコン負荷の低

下、使用量削減活動の効果が使用量減少

の要因となっている。

・生産ラインの集約

・生産設備待機電源OFF
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８．地域コミュニケーション

● 本社広島工場
地域清掃（2022年2月9日）

●笠岡工場
インターンシップ(2021年8月19日)

地域清掃(2022年3月21日)

サンヨーフーズは地域に密着した企業でありたい！
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９．環境活動

●本社・広島工場
夏季対策（屋上散水） 夏季対策（日照対策）
・エアコン室外機周辺の温度上昇抑制 ・工場内の温度上昇抑制

カラスの巣除去(2021年4月6日) 排水処理点検(2021年7月5日)
・害鳥駆除 ・定期メンテナンス

●笠岡工場
荷物用エレベーターオーバーホール(2021年4月14日)薬品庫空調更新(2021年6月14日)
・安全（設備老朽化）、節電 ・老朽化更新、省エネ

検査室シンク、IHコンロ更新(2021年11月26日) 22kWコンプレッサー更新(2021年10月22日)
・老朽化更新、省エネ ・老朽化更新、省エネ
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●コロナ対策
出勤時検温 来客受付記録

飛沫防止対策 食堂飛沫防止対策

休憩室入退出記録 休憩所飛沫防止対策

抗原検査 抗原検査実施
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１０．教育訓練

●本社・広島工場
テープ貼り機講習(2022年2月25日)

ミニマルチスライサー講習(2022年3月8日)

●笠岡工場
消火訓練（2021年7月15日）

避難訓練（2021年11月25日）
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１１．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

・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。
・食品リサイクル率は１００％を達成している。

環境関連法規名 要求事項
遵守評価

広島工場 笠岡工場

・処理状況の確認 ○ ○
水道法 ・水質基準の遵守 ○ ○

・廃棄物管理票の交付 ○ ○

・交付等状況報告書の提出
○ ○

 (写しの送付、保管5年間）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

・収集業者の許可書確認 ○ ○

・委託書の締結及び保管 ○ ○

・保管基準の遵守 ○ ○

消防法
・防火管理者の選任 ○ ○

・定期点検、記録の保管（3年間） ○ ○

浄化槽法
・設置、変更の届出 ○ ○

・保守点検、清掃、記録の保管（3年間） ○ ○

・定期検査（指定検査機関での実施） ○ ○

・点検記録の保管 ○ ○

・算定漏えい量の報告 ○ ○

フロン排出抑制法

・登録者による適切な引き渡し ○ ○

・証明書の保管 ○ ○

・定期点検の実施 ○ ○

地球温暖化対策の推進に関する法律 ・算定排出量に関する定期報告 ○ ○
高圧ガス保安法 ・技術上の基準に従った貯蔵 ○ ○

・資質向上講習の受講 ○ ○

・中長期計画、定期報告書の提出 ○ ○

エネルギー使用の合理化に関する法律

・使用状況の把握 ○ ○

・管理統括者、企画推進者の選任 ○ ○

・管理員の選任 ○ ○

食品リサイクル法
・再資源化率の目標の達成を目指す ○ ○

・定期報告書の義務化 ○ ○

・リサイクル率８５％以上の達成 ○ ○

○

・現物確認 ○ ○

・笠岡市公害防止協定遵守 － ○

電気事業法 ・定期点検の実施 ○ ○

騒音・振動規制法

・設置届出書 ○ ○

・取扱い説明書 ○

その他
セブンイレブン要求

・エコアクション２１取得 ○ ○

・食品リサイクル率８５％以上 ○ ○
・県条例(温対法)、５ヶ年計画の達成 ○ ○
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１２．代表者による全体評価と見直し

（１）全体評価

（２）見直し

（３）実績コメント

１３．環境活動の今後の検討事項
①セブン＆アイグループ「GREEN　CHALLENGE　2050」の啓蒙

項目 評価の内容

環境への取り組みは適切に実施されているか
エネルギー使用量の削減活動や廃棄物削減
活動は適切に取組が継続して行われている

環境経営システムが有効に機能しているか 問題なく継続して有効に機能している

環境保全行動指針 企業の取り組みを具体的に明記する有 無

SDGsの啓蒙を継続する事でエネルギー削減や廃棄物削減取り組みは確実に進んでいます。
セブン-イレブンのグリーンチャレンジ2050（CO2排出量削減、プラスチック対策、食品ロス・食品リ
サイクル対策、持続可能な調達）についても今後も継続して実施いたします。

遵守すべき関係法案に問題はないか
環境関連法規及び条例に対する違反や関係
当局からの違反指示や訴訟もありませんでし
た

対象 変更の有無 見直し内容

環境経営方針
環境経営を継続実施するにあたり見直しを実
施継続的な改善活動を宣言する

有 無
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