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綱領

本

期 す こと 。

かなう永続する事業の実現を

とによって 、 神のみこころに

屈 することのない勇 気と忍 耐

教 えの言 葉に 従い、 困 難に

原 理に基づき 、いのちの道の

個 人の尊 厳 と 自 由 平 等の

寄 与 す ること を 使 命 とし、

社 会の進 展と文 化の向 上に

わが社は、企業経営を通じて

基

われわれは、常に良 きものへ

向って絶えず 進 歩 しつづける

ため、各人が自由な決心に基
づき、 正しき道につき、 断 固
として実 行 し、 自 主 独 立の
協 力 体 制 を 作 り 、 もって

針

⑤ 業 務の遂 行に関するすべての決 定を行なうに
あたって、常にその一件を処 理する上での便 宜
よりも、事 業 全 体にとって何が正しいか、何が
最善であるかを中心に考えること。

④ 産 業 界と一般 社 会との間に協 力 関 係 を 創り
出し、維持していくため、実行可能な一切のこと
を行なっていくこと。

③ 入手できる限りの、事業に独特な要求に適合
した最善の設備と施設を備えること。
この設備や施設の調達は、維持運営が経済的
であることと会 社の組 織に最 も 仕 事 をしや
すい道 具を与えるという二つの観 点から考えら
れること。

② 充 実した効 率のよい積 極 的な組 織 体を作り
あげ、
そして維 持 拡 充していくため、
あらゆる
可能の努力を注ぐこと。
その組 織 体の人々は、会 社を信 頼し、仕 事が
喜びであり、普 通 ではできない仕 事 を 完 遂
することが個人的な願望にまでなっていること。

① 最高の品質と最善のサービス
（今日到達しうる
ベストクオリティー・ベストサービスの実 践 、
実 行 、実 証 ）を 目 標とし、品 質 は 今 到 達 し
うる最高のものであり、新鮮であること。
それは 製 品 、組 織 、仕 事 、
工場 、財 産 並びに
設備のなかに表わさるべきこと。

二十一世紀のヤマザキは、新しいヤマザキの精神と新
しいヤマザキの使命に導かれて、
いのちの道の教えの
言 葉に従い、すべての仕 事を種 蒔きの仕 事から開
始する
「部門別製品施策・営業戦略」、「小委員
会によるなぜなぜ改 善 」を行ない、次の六つの具 体
方針の実践、実行、実証に 進する。

具体方針

方
かつ相
⑥ 顧客に接するときは、常に公明正大で、
手が何を欲しているかを充分に考慮すること。
配 達や品 質やサービスについては、
その成 果が
最優秀なものになるように努力すること。
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営

使命達成に 進すること。
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21 世 紀 の ヤ マ ザ キ の 経 営 方 針

当社は、
２１世紀の事業環境と社会の変化に対応するため、
「企業経営を通じて社会の進展と
文化の向上に寄与することを使命とし、
自主独立の協力体制を作り、
もって使命達成に 進する」
と
いう顧客本位の精神で、潜在需要に着目しイノベーション
（技術革新）
によって需要を創造するとい
う、前向き積極的なピーター・ドラッカー博士の経営理論に導かれる山崎製パン株式会社の
「経
営基本方針
（綱領および具体方針）
」
を改めて高く掲げると同時に、
これを補完するものとして、
「日々、
お取引先からご注文いただいた品は、
どんな試練や困難に出会うことがあっても、
良品廉価・
顧客本位の精神でその品を製造し、
お取引先を通してお客様に提供する」
という、新しいヤマザキの
精神に導かれ、科学的根拠の上に立った食品安全衛生管理体制の上に築き上げる科学的・合
理的・効率的な事業経営手法として、生命の道の教えに従ったすべての仕事を種蒔きの仕事から
開始する部門別製品施策・営業戦略、小委員会による
「なぜなぜ改善」
を実践、実行、実証する
ことで、新しい価値と新しい需要を創造し、社会の負託に応え社業を前進させることを２１世紀のヤマ
ザキの経営方針といたします。
事業経営の具体的遂行に当たっては、経営陣、管理職は、本物の５Ｓ・全員参加の５Ｓとピー
ター・ドラッカー博士の５つの質問を連動させる
「２本立ての５Ｓ」
を行うとともに、生命の道の教えに
従った部門別製品施策・営業戦略をピーター・ドラッカー博士の５つの質問と連動させ、
「私たち
の使命は何ですか」
（What is our mission?）
と問うだけでなく
「私の使命は何ですか」
（What is my mission? ）
と問い、生産部門・営業部門一体となった業務を推進するとともに、
内部管理体制を充実・強化して、各部門毎の自主独立の協力体制を構築いたします。
また、
「良品
廉価・顧客本位の精神で品質と製品、
サービスをもって世に問う」
というヤマザキの精神と
「知恵
と知識によって変化に挑戦し、新しい価値と新しい需要を創造する」
という生命の道を導く言葉によ
って日々の仕事の実践、実行、実証に励み、業績の着実な向上を期してまいります。

ヤマザキと社会や環境との関わり
～企業経営を通じて社会の進展と文化の向上に寄与することを使命として～

お客様
ヤマザキは、お客様に安全・安心で高品質な製品を提供するため、生産・
販売に係るすべての過程で衛生面、品質面の対策を徹底しています。また、
あらゆる年齢のすべての人の健康で豊かな食生活に貢献するため、近年の
少子化、高齢化に対応する製品や健康につながる安全かつ栄養に配慮した
製品の開発など常に新しい価値と新しい需要の創造に取り組んでいます。
市場買い付け製品の検査
（中央検査室）

原材料仕入先様

海外産地の視察
（小麦）

ヤマザキは、安全・安心で良品質な原材料を安定的に調達するために、原
材料仕入先様との良好なパートナーシップを築いています。国内外の農産物
の産地や工場を定期的に視察して管理状況や品質のチェックを行うとともに、
生物多様性や労働環境についての確認を行い持続可能な調達に取り組ん
でいます。

環境

ヤマザキは、工場での生産活動、販売店様への配送、店舗での販売等の事
業活動において、気候変動の主原因であるCO₂をはじめとする温室効果ガ
スの発生抑制に努めるとともに、循環型社会の構築を目指し、食品ロスやプ
ラスチックの発生抑制と資源循環に取り組んでいます。

都市ガスを利用して発電した電気と発生した熱の
両方を有効に利用する、
コージェネレーションシステム
（札幌工場）
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SDGsについて

SDGs
（Sustainable Development Goals) とは、2 0 1 5年に
国連が定めた持続的な開発に関する17の目標と169のターゲッ
トのことであり、2030年までに経済格差、持続可能な消費や生
産、気候変動対策など、世界が抱える問題を解決するために、各国
政府やNGOだけでなく、民間企業も日々の活動を通して取り組
んでいくことが求められています。本ページにおいては、当社の取
り組みに関わるＳＤＧｓ目標のアイコンを掲載しています。

販売店様

※「お客様とともに」
「社会・地域とともに」
「食を大切に」
と関わる内容のアイコンも含みます。

ヤマザキは、販売店様とパートナーとして良好な協力関係を築き、
お客様に最
高の品質と最善のサービスを提供することを使命としています。お客様のより良
スーパー店内での親子サンドイッチ教室

い食生活のために食事や栄養バランスの大切さに対応した提案を販売店様とと
もに行っています。さらには、食を大切にする考え方を通じて食品ロスの削減に
つながる提案などにも取り組んでいます。

社会・地域

ヤマザキは、地域社会とのコミュニケーションを大切にし、地産地消、地域産業
との連携、地域行事への参加などを積極的に進めるとともに、総合的な防災計
東日本大震災における避難所への緊急食糧供給

画の策定を行い、災害時の緊急食糧供給は食品企業としての当社の社会的使
命と考え、ヤマザキグループの総力を挙げて災害時の対応に取り組むなど、本
業を通して社会の課題の解決に取り組んでいます。また、財団などを通じ、開発
途上国の子ども、女性への支援や殖産事業への支援活動を継続的に実施し、グ
ローバルな視点での社会貢献活動にも取り組んでいます。

従業員
ヤマザキは、人権を尊重するとともに従業員の働きがいのある仕事を実現す
るために、働く人の多様性を前提に、個々人の能力を伸ばし最大限発揮できる
従業員教育、啓発活動を計画的に推進しています。
また、従業員の健康を含めた
労働安全衛生を最優先に配慮し、
さまざまな制度において、
より安全・安心な労
働環境の促進に取り組むことで、お客様に最高の品質と最善のサービスをお届
けする想いにつなげています。
山崎製パン企業年金基金会館での階層別研修
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お客様とともに
食の安全・安心への取り組み
ヤマザキの工場では、原材料調達から販売までのすべての工程で、科学的根拠に基づいた徹底した食品安
全衛生・品質管理を行っています。
また本社に統括的に管理する専門部署を設け、細菌面、異物混入防止対
策面、製品表示面の3つを大きな柱として、
日々万全な管理を行っています。

■食品安全衛生管理体制
ヤマザキの食品安全衛生管理体制の

ヤマザキは食品企業として、食品の衛生や安全性を守

3つの柱

る品質管理を、何よりも優先すべき重要な使命であると考
えています。そのため当社では、食品安全衛生・品質管理
を強化する専門部署として
「食品安全衛生管理本部」
を設

細菌面の
衛生管理

置しています。
「食品安全衛生管理本部」
は、各工場との密

異物混入
防止対策

製品の表示

接な連携のもと、原材料調達から生産、販売までのすべて
の工程で、
「AIB国際検査統合基準」
に則った徹底した食
品安全衛生・品質管理を行っています。

製品の流れ

原材料調達

生産

物流

販売
製品

STORE

お客様
情報の流れ

本社各部門

お問い合わせ

食品安全衛生管理本部（お客様相談室）

ご意見
ご要望

ご返答

情報の流れ

製品の流れ

■食の安全を守る４0０名の専門スタッフ
「食品安全衛生管理本部」
は、食品安全衛生管理の役割

材料の検査や製品の食品安全衛生管理、製造設備の清

別に
「食品衛生管理センター」
「 食品品質管理部」
「お客様

掃、お客様からのお問い合わせ対応など食の安全・安心

相談室」
の3つの部門に分かれています。すべての工場に

の徹底のため日々活動しています。

本社直轄の組織を設け、食品安全衛生・品質管理を行っ
ています。各部門では総勢約400名の専門スタッフが、原
■ 食品安全衛生管理体制
食品安全衛生管理本部

本社

食品衛生
管理センター

食品品質
管理部

お客様
相談室

工場

●食品衛生管理センター分室
（食品検査室）

毎月全国から市場買い付けした製
品を検査し、
全工場の衛生管理体
制の検証を行っています。

●フードハイジーンセンター

すべての工場に本社直轄の組織を設けています。

食と環境への取り組み 2021

5

フードハイジーンセンターでは、科
学的な根拠に基づき、日常的な清
掃では行き届かない製造設備の清
掃などを行っています。

■細菌面の衛生管理
安全・安心な製品をお客様にお届けするために、製品に
使用する原材料、製品の製造工程、製品の特性などを詳
ハ サ ッ プ

細に分析し、
これらに基づくHACCPの衛生管理を実施し
ています。こうした衛生管理の仕組みを検証するため、定
期的な細菌検査を本社、工場において実施し、製品の安
全性を確保しています。本社の食品衛生管理センターで
は、調理パンや生菓子など要注意製品について、定期的
な市場買い付けによる細菌検査を実施し、全工場の衛生
管理体制の検証を行っています。また、各工場の食品衛生
管理センター分室(食品検査室)では、衛生管理計画に基
づき日々細菌検査を実施し、衛生指導、従業員教育を行

各工場の食品衛生管理センター分室では、
原材料や製品の細菌検査、
理
化学検査などを行っています。

い、食品衛生管理レベルの維持向上に努めています。

■AIBフードセーフティによる異物混入防止対策
AIBフードセーフティ指導・監査システムは、安全な食品

成されています。2020年よりAIB監査の際にHACCPの

を製造するためにとらなければならない行為のガイドライ

制度化にあわせた日本の食品安全規格JFS-B監査を同時

ンであるGMP
（ 適正製造規範）
を重視した食品安全管理

に実施しています。

システムです。このシステムは60年以上の活動実績があ
り、諸外国では認知度が高く、食品工場のみならず、流通
倉庫や包装資材製造施設を含む原材料供給業者などの
幅広い業種で活用されています。
このシステムは、世界のさまざまな法規を基にAIBが独
自に作成した
「AIB国際検査統合基準」
に則って指導・監
査が進められます。
「AIB国際検査統合基準」
は、原材料の入庫から製品の
出荷までのすべての工程において、安全性を確保するた
めの重要な事項を列挙したもので、5つのカテゴリーで構

AIB監査では、
生産設備の隅々まで厳しくチェックします。

■適正なわかりやすい製品表示
製品の表示は、お客様にその製品の内容をお知らせする
大切な情報源です。食品衛生上の事故や危害の防止を図る
とともに、お客様の食品選択に役立つ情報を提供するもの
と考えています。
ヤマザキのすべての製品表示は、食品衛生管理センター
が原材料確認、表示作成、実際の製品表示の最終チェックま
でを一貫して行います。表示内容が、食品表示法・包装食パ
ンの公正競争規約などの関連法規、関係基準に適合してい
ることを厳重に確認しています。
また、正確であることに加え、表示位置や文字の大きさ、

製品にはお客様に内容をお知らせする情報を表示
しています。

配色、喫食上の注意事項や説明文など、お客様にとって必
要な情報や注意事項を正しく伝えるために、読みやすく、
よ
りわかりやすい表示の作成・改善にも努めています。

食と環境への取り組み 2021
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ＡＩ
Ｂフードセーフティシステムに基づく
工場での安全・安心への取り組み
※食パンの生産工程は簡略化して表現しています。
ヤマザキでは、食の安全・安心を確保するために原材料調達から販売に至るまでの工程において
厳しい安全衛生管理を徹底しています。製品が店舗に届くまでをご紹介するとともに、
右表の
「AIB国際検査統合基準」
の５つのカテゴリーごとに安全衛生への取り組みをご紹介します。

〔カテゴリー１〕作業方法と従業員規範取り組み事例
小麦粉中の異物除去

原材料受け入れ時の確認

生産ライン入室時の身だしなみ確認

小麦粉をサイロから製造現場へ送る
送粉ラインに目の細かい篩
（ふるい）
を設置して、異物のない安全な小麦
粉をミキサーに送っています。

原材料受け入れ時は段ボールなどの
表面に異物・汚れがないことや、
期限
や品温を確認記録し、
また納入日を記
入して、
先入れ先出しを行っています。

生産ライン入室時は私物持ち込みを禁
止し、相互確認をするとともに毛髪の
落下を防止するヘアネット、帽子、白衣
を着用後、手洗い、
アルコール消毒、粘
着ローラー、
エアシャワーを行います。

液卵
（要冷蔵）
の入庫時検温状況

インラインシフター
（篩）
の設置

入庫時は外装を点検し納入日を記入

生産ライン入室前のエアシャワー室

原材料受入

仕込

発酵

成型

パンづくりに必要なさまざ
まな原材料を入庫します。

小麦粉や水、酵母などを
混ぜてこね合わせます。

発酵室でパン生地を発酵
させます。

分割して形を整えてから
もう一度発酵させます。

〔カテゴリー３〕清掃活動取り組み事例

〔カテゴリー４〕ＩＰＭ取り組み事例

機械・設備や高所の清掃管理

清掃用具の色分け管理

清掃と調査による防虫管理

マスタークリーニングスケジュール
（清
掃計画）
に基づき機械・設備や高所の
定期清掃管理を行っています。

清掃場所別にブラシの毛の色を替え
て、
細菌汚染やアレルゲンの混入防
止を図っています。

機械・設備の定期清掃を行うととも
に屋内に昆虫・有害生物用トラップ
を設置し定期確認を行っています。

屋内に設置したライトトラップ

仕込ミキサー上部清掃風景

清掃用ブラシの色分け管理表

食と環境への取り組み 2021
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屋内に設置した歩行虫トラップ

「AIB国際検査統合基準」を構成する5つのカテゴリー

1
2
3
4
5

作業方法と従業員規範

原材料受入れ・製造・配分・出荷等の工程で、
製品の汚染を防ぐ食品の取扱いや処理の基準・方法

食品安全のためのメンテナンス

衛生的で信頼性のある製造環境を維持するための施設や設備の最適な設計、維持管理方法

清掃活動

製品の汚染を回避するための製造設備、器具、および建築物の清掃や洗浄殺菌方法

IPM
（総合的有害生物管理）

有害生物
（虫・ネズミ・鳥・その他野生動物）
による製品の汚染を避けるための方法、管理方法

前提条件と食品安全プログラムの妥当性

上記カテゴリーのプログラムが確立され、実際に行われているかを確実にするための基準

〔カテゴリー２〕食品安全のためのメンテナンス取り組み事例
金属検出機で製品を検査

蛍光灯・ガラスの安全対策

すべての生産ラインに金属検出機
（1,380台）
を設置し、
出荷する製品に金
属の混入がないことを確認しています。

機械内部の点検や清掃ができるよう
機械・設備の改善を行っています。

香料・洋酒びんを樹 蛍光灯は飛散防止タ
脂製へ変更
イプを使用

金属検出機によるチェック

清掃可能な設備改善

内部を確認しやすいよ 粉タンク内部点検用
うにカバーを透明化
ハッチの設置

焼成

包装

配分・出荷

オーブンに入れて焼き上
げます。

冷ましたパンをパッケージ
に入れていきます。

製品を番 重
（ケース）
に丁寧に
入れて店舗ごとに配分します。

ばんじゅう

販売

工場から店舗へフレッシュ
な製品を直接配送します。

〔カテゴリー５〕前提条件と食品安全プログラムの妥当性取り組み事例
工場外部の有害生物対策

食品安全プログラムの作成

食品安全プログラムの定期評価

安全な食品を提供するために、すべ
ての部署が効果的で確実に機能す
るように文書化し、教育・訓練・モニ
タリングのシステムを明確にしてい
ます。

適格な検査員が定期的に設備の自主検
査を行い「前提条件と食品安全プログラ
ム」
の遂行・監視状況を評価しています。

搬出口屋根裏部に設置した防鳥ネット
工場外周に設置した
鼠調査用の専用ボッ
クス(外周に一定間
隔で設置）
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お客様の安心のために
■アレルギー対応

■製品の期限設定について

食物アレルギー物質の表示

ヤマザキでは、一般社団法人日本パン工業会の
「期限表

ヤマザキでは、
アレルゲンの表示が義務付けられている

示マニュアル」
に沿った基準を設け、製品の保存検査を実

特定原材料と推奨されている特定原材料に準ずるものを

施して消費期限や賞味期限を決定しています。

すべて製品に記載しています。

微生物学的基準の指標は、生菌数・大腸菌群・黄色ブド
ウ球菌等、官能的基準の指標では、味・色・香り・形状・食

食物アレルギー物質の管理

感の変化やカビ・酵母の発生です。これらの試験結果と、

表示されていないアレルゲンの混入を防止するため、品

その他理化学試験の結果等に基づき科学的・合理的根拠

種切り替え時のライン清掃・洗浄はもちろんのこと、
アレル

に基づいて製品の期限設定を行っています。

ゲン原料置場・使用器具等の区分けをするとともに、原材
料や商品のアレルゲン検査を実施しています。

■トランス脂肪酸
ヤマザキでは、主要な製品について、
トランス脂肪酸、飽
和脂肪酸およびコレステロールに関する情報をホームペー
ジに掲載しています。また、当社では2005年からトランス
脂肪酸の低減化に向け検討を行っており、現在ではパン類
の原料油脂中のトランス脂肪酸は最大95%低減が図られ
ています。
今後もおいしさを維持しながらトランス脂肪酸の低減化
を進めるとともに、安全・安心な製品をお届けするため、適
切な情報を提供していきます。

色分けされたアレルゲン原料置場(伊勢崎工場)

■中央研究所でのさらなる食の安全・安心への取り組み
ヤマザキは、東京都墨田区に中央研究所を設置し研究
開発拠点としていましたが、近年の研究業務の多様化、高
度化に対応するとともに、当社グループのさらなる成長発
展の原動力となる技術革新を目指し、最新鋭の設備を備え
た中央研究所を2016年創業の地市川市に建設しました。
中央研究所では、製品品質のさらなる向上につながる
技術開発をはじめ、食の安全・安心に伴う原材料の分析調
査を迅速に行うとともに、当社グループ各社が製造する製
菓、米菓、米飯、麺の研究体制を強化しています。

味覚センサーによる旨味や酸味などの測定

創業の地、千葉県市川市に建設された中央研究所

製品の成分分析による品質評価

食と環境への取り組み 2021
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液体クロマトグラフで糖組成を測定

お客様とのコミュニケーション
ヤマザキでは、お客様からの声を製品やサービスに反映させるため、お客様と会社を結ぶ架け橋として
「お
客様相談室」
を設置し、お客様からのご意見・ご要望は情報管理システムを活用して一元管理しています。
寄せられた情報は関係各部と共有し、多様化するお客様のニーズに応え信頼を得られるよう、お客様との
コミュニケーションの充実に努めています。

■お客様の声を活かすコミュニケーション

■お客様情報管理システム
ヤマザキでは、
全国の工場と本社をネットワークでつなぐ、

お客様相談室では、
「迅速」
「的確」
「丁寧」
に、
お客様のご
相談にお応えすべく、お客様の目線に立ち、安全・安心は

お客様情報管理システムを導入しています。
このシステムの

もとより、お客様にご満足いただけるよう製品・サービス

活用により、
お客様から寄せられるお電話やお手紙の相談

に関する情報を提供しています。お客様から当社に寄せら

に迅速に対応し、
また貴重なご意見・ご要望など、
お客様の

れたご意見・ご要望は真摯に受け止め、工場や本社の関

声をリアルタイムで関係部署に提供を行っています。なお、

連部署にフィードバックし、製品の開発、改良・改善やサー

お客様からお預かりした個人情報は、
セキュリティを施した

ビスの向上に役立てさせていただいています。

データベースシステムに保管し、
厳重に管理しています。
■ お客様情報管理システム
お客様の声

様

報告

枠内は、
厳重なセキュリティが施されています。

製品の改善・サービスの提供

お客様の声を製品やサービスに反映しています。

関連部署︵生産・営業・購買など︶

お 客

お客様相談室
情報管理システム
データベース
（電話・手紙）
（情報の蓄積・共有・一元化）
ご返答
連絡
工場
ご意見・ご要望
お問い合わせ

お客様からのご相談件数
（2020年度）
その他 15%
カロリー 2%
キャンペーン
11%

■ホームページでの情報発信
お問い合わせ

約7万件/年

製品仕様･
原材料・添加物
11%

ヤマザキでは、多くのお客様が製品に関する情報を手軽

製品に関する
ご相談・ご要望
48%

に入手できるように、ホームページを通じた情報発信を
行っています。その一つとして、
日頃お客様からお問い合わ
せの多い質問についてご紹介するページを設け、
「製品の

販売店紹介 13%

保存方法」
「原料の主な働き」
や
「固有記号から製造場所を
特定できる一覧表」
など、お客様のお役に立つ情報を掲載

■お客様の声を活かした改善事例
改善事例①

改善事例②

賞味期限が長いパン(45日間)
について、
「こんなに日持ちする
の？」
と期限を確認されることか
ら、賞味期限の白枠部分に表示
を追加しました。

1歳未満のお子様がハチミツを
食べることが原因の乳児ボツリ
ヌス症を心配されるお母様より
ハチミツの使用についてお問い
合わせをいただくことから、包装
紙表面に注意文を加えました。

「おいしさ長持ち」
「賞味期限の長い製品です」

しています。

「ハチミツを使用しておりますの
で1歳未満の乳児には与えない
でください」
ホームページ掲載例
（商品に関するお問い合わせ）
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新型コロナウイルス感染防止対策
科学的根拠と公衆衛生の観点による感染防止対策
ヤマザキでは、従業員の健康と安全を守るとともに、事業活動を維持継続し、お客様に安定して安全・安
心な食品を提供するという食品企業としての使命を果たすために、食品安全衛生管理体制の上に、科学
的根拠と公衆衛生の観点に立った新型コロナウイルス感染防止対策を徹底しています。

■職場における感染防止対策
（37.2℃以上の発熱および自覚症状による判断）
ヤマザキでは、科学的根拠と公衆衛生の観点からの感

また、
ＰＣＲ受検者数と検査の結果、陽性者数、陽性者の

染防止対策として、当社独自基準に基づく管理を各事業

経過観察についても、本社に情報を集約する管理体制を

所のみならず関係会社の従業員の日々の体調観察を実

構築し、関連部署で迅速かつ適切な感性防止対策がとれ

施しています。

るようにしています。

当社独自の基準である３７．
２℃以上の発熱がある場合

事業所の入口では、手洗い・うがいの励行を促し、アル

や発熱がなくても、倦怠感、のどの痛み、味覚障害、嗅覚

コールによる手指の消毒実施も徹底しています。お取引

障害等の体調異常が

先様をはじめとする来

ある場 合 は、自 宅 待

場者にも従業員同様

機する対策を講じて

の検温、手洗い、アル

おり、
これらの日々の

コール消毒、マスクの

状況を本社にて把握

着用をお願いして、当

しています。

社の基準に従い入場
して頂いています。
従業員入口の検温実施
（広島工場）

食品衛生基準を遵守した手袋・マスクの着用

従業員入口の手洗い・うがい（横浜第一工場）

ワクチン職域接種の実施状況
（横浜第二工場・本社）

通勤時のマスク着用だけでなく、事業所内では食堂や

ます。生産設備や機械器具のアルコール消毒等による殺

休憩室での飲食時や喫煙室での喫煙時以外は常時マス

菌を行い、衛生管理を徹底しています。また、共用部にお

クを着用し、
マスクを外した状態での会話は極力控えると

いても定期的にアルコール消毒を実施しています。
また、感染拡大の早期収束を目指して、全国の各事業

いった防止対策も周知徹底しています。

所・グループ会社で合計2万人を超える従業員が職域接

生産現場では、食品衛生法に定められる食品衛生基準

種を完了し、感染防止に効果を挙げています。

を遵守し、手袋の着用・手指のアルコール消毒を行ってい

■日常生活における感染防止対策

■自宅待機者および陽性者へのフォロー

日々の生活では、各地域の感染状況を踏まえ社内基準

自宅待機者および陽性者には、各事業所の人事・総務

を設けることで、公衆衛生の更なる向上に努めています。

課長より体調や困りごとに関する連絡を日々行うことで、

主なものとして、
「 多人数(5人以上・家族を除く)による会

少しでも不安を和らげるとともに復職まで適切なフォロー

食や懇親会の原則的禁止」
や
「感染の恐れの高い一部施設

を行う体制を構築しています。

の利用禁止」
等が挙げられます。
食と環境への取り組み 2021

11

■３密
（密閉・密集・密接）
を避ける感染防止対策
各事業所では食堂での感染防止対策として対面での食

え、二酸化炭素濃度計による換気状況のモニタリングを

事を避けるためアクリル板の設置やレイアウト変更、
また

実施し、二酸化炭素濃度が７００ppm以下となるよう、換

利用者による混雑をふせぐための時差利用などを行って

気扇、サーキュレーター機器の設置、二ヶ所以上の開口部

います。

を設けるなど、適切な換気量の確保による感染防止対策
を行っています。また、会議や研修に関しても人の移動と

事務所や休憩室、更衣室、会議室・研修などについても
アクリル板の設置や隣席の間隔を広げるなどの対策に加

接触を減らすためのWEBも活用しています。

従業員食堂における飛沫感染防止
（神戸工場）

事務所休憩スペース・ＣＯ２濃度計
（伊勢崎工場）

小売業店舗における感染防止対策
デイリーヤマザキやヴィ・ド・フランス、
サンエトワールなどの各店舗におきましても、新型コロナウイルス感染防
止対策の観点から、
お客様と店舗で働く従業員の安全・安心を最優先に以下の対策を徹底しています。
デイリーヤマザキでは、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会などの小売業界団体が策定した
「小売業
の店舗における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン」
を遵守していることを全店で確認し、確認し
たことを示す
「自己適合宣言ステッカー」
を掲示しています。
また、
ヴィ・ド・フランスのお店では、飲食ができるイート
インスペースを持つ東京都内全店舗において、東京都より
「感染防止徹底点検済証」
の交付を受ける等、
ヤマザキ
グループの各店舗では、
ご来店のお客様に安心してお買い物、
ご飲食いただける店舗づくりに努めています。

店舗入口でのアルコー 二酸化炭素濃度計に
ル消毒のお願い
よる換気管理

トレイやイートインスペースの使用ごとの消毒

接 触 機 会 の 多い 箇 レジ前のディスタン
所の消毒
ス確保

イートインスペースのパーテーション設置

食と環境への取り組み 2021
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レジカウンターでのフィルムガード設置

デイリーヤマザキ
「自己適合宣言ステッカー」(左)
ヴィ・ド・フランス「東京都感染防止徹底点検
済証」(右)

原材料仕入先様とともに
責任ある原材料調達
ヤマザキでは、お客様にとって価値のある安全・安心で良品質な製品を提供し続けるために、国内はもと
より世界各国から調達する原材料について、原材料仕入先様にご理解とご協力をいただきながら、持続
可能な供給体制の構築に取り組んでいます。

■原材料の安全性と品質基準を確保するために
お客様に信頼していただける安全・安心で良品質な製

的に訪問し、農薬の管理状況や作柄、品質などの確認を行

品を提供し続けていくために、購買部門では原材料の安

っています。
また、2021年は新型コロナウイルスの感染拡

全性と品質管理を最重要課題として取り組んでいます。購

大のためWEBを活用し、産地の作柄や品質の確認を行

買部門だけではなく、食品安全衛生管理部門や生産部門

い、
ヤマザキの求める安全性と品質基準を理解していただ

とともに小麦やレーズンなど主要な農産物の産地を定期

くとともに、信頼関係を構築、維持しています。

アメリカ産小麦の産地視察
（ノースダコタ）

WEBで現地とつなぎ原材料仕入れ先様と品質についての意見交換

■原材料の納品における環境負荷低減への取り組み
原材料を納品する際に使われる段ボール等の梱包資材

で順次実施しており、特にパン酵母はほぼ100％が通い

を繰り返し使用できるプラスチック製の通い容器にするこ

容器に変更されました。これらの取り組みによって段ボー

とで、環境への負荷を低減する取り組みを推進していま

ルが年間約54万箱分削減されました。これは紙の原料と

す。通い容器への変更はパン酵母や油脂・ジャム・包材等

なる杉の木で換算すると、約2万本分に相当します。

変更前のパン酵母の納品形態
（段ボール）

通い容器に変更することで段ボールの使用
を年間約54万箱分削減
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納品後の通い容器を折りたたむことで、返却
時のトラックへの積載量がアップし、CO₂排
出量の抑制につながっています。

■持続可能なパーム油およびカカオ豆調達への取り組み
パンや和洋菓子の製造にはマーガリンやショートニン

る基 準を定めた持 続 可 能なパーム油 調 達の認 証 機 関

グ、
フライオイルなどの油脂が不可欠です。これらの油脂

（RSPO）
の理念に賛同し、2020年2月に正会員に加入し

に多く使用されているパーム油は、世界的に需要が拡大し

ました。
また、
チョコレートについても、
カカオ豆の持続的な

ています。その需要を満たすため、生産地マレーシアやイン

生産を支援する団体に加盟しているサプライヤーを中心

ドネシアでは熱帯雨林の伐採などが行われ、大規模なプラ

に購入しています。購買部門では海外の産地や現地の工

ンテーション
（栽培地）
がつくられていますが、一方で生物

場視察なども実施し、調達先の環境についての情報収集

多様性の喪失や児童労働などの人権侵害等が問題となっ

やサプライヤーとの意見交換にも努め、安全・安心で持続

ています。ヤマザキでは地球環境や人権・労働問題に関す

可能な原材料調達を推進しています。

マレーシア産パーム油の産地視察
（クアラルンプール郊外）
マレーシア産パーム油の産地視察
（クアラルンプール郊外）

カカオ畑の様子(ガーナ)

■原料調達における気候変動リスクへの対応
温室効果ガスの排出量増加による地球温暖化が世界各

的に行い、
リスクの分散を図っています。例えばレーズンは

地で気温上昇、豪雨や渇水などの異常気象を発生させて

米国カリフォルニア産が中心でしたが、高品質なトルコ産

います。干ばつや異常気象などによる収量や品質の低下

も採用し、
リスクの分散を図っています。
またバナナは主力

は事業にとって大きなリスクとなります。こうしたリスクへ

のフィリピン産の他、
メキシコ・エクアドル産などを採用し

の対応として、調達国の分散や新たな産地の開拓を積極

てリスクに対応しています。

トルコ産レーズンの産地視察における天日乾燥状況の確認

メキシコ産バナナの産地視察における生育確認
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販売店様とともに
販売店様とのパートナーシップ
ヤマザキは、販売店様とパートナーとして良好な協力関係を築き、お客様に最高の品質と最善のサービス
を提供することを使命としています。 (新型コロナウイルスの影響により、2020年、2021年につきましては自社業態店展示会・工場
製品提案会・専業店会は見合わせました。写真につきましては過去のものを使用しています。)

■全国の工場から新鮮なおいしさを毎日お届けしています
ヤマザキは、全国に28か所の工場・事業所を配置し、
効率的な生産ライン及び万全の品質管理体制によって、
全工場で均一で高品質なパンや和・洋菓子、米飯・調理
パンなどを生産しています。また、良くて安い品を自分で
作って売るという創業以来の精神のもと、全国の工場・
事業所・営業所から自社物流によって新鮮なおいしさを
毎日11万店舗に直接お届けしています。
●工場・事業所
●営業所

札幌工場

新潟工場

十和田工場
仙台工場

名古屋工場
安城工場・安城冷生地事業所

古河工場

京都工場

伊勢崎工場

神戸工場・神戸冷生地事業所

松戸第一工場

岡山工場

松戸第二工場

広島工場

千葉工場

香川製餡事業所

福岡工場

埼玉第一
工場

熊本工場

埼玉第二
東村山工場
大阪第一工場
大阪第二工場
泉佐野事業所
阪南工場

武蔵野工場

杉並工場
横浜第一工場
横浜第二工場
神戸工場・神戸冷生地事業所
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■ヤマザキ自社業態店展示会・工場製品提案会
菓(株)といったグループ製菓事業のブランド力を結集させた商品

ヤマザキでは、例年秋に
「ヤマザキお取引先様・デイリーヤマザ

の紹介を行っています。

キ展示会」
を関東・関西・九州の3会場で開催しています。
「知恵と
知識によって変化に挑戦し、新しい価値と新しい需要を創造する」

また、各工場においても工場に販売店様をお招きし、製品提案

というテーマのもと、ヤマザキグループの総力を結集し、当社の幅

会を開催しています。地域性を取り入れた展示コーナーを設置し、

広い製品群とベーカリーやカウンター商材を含めた多彩な店舗機

新製品や季節商品の紹介や売り場づくりの提案をしています。
新型コロナウイルスの影響により、開催を見合わせた2020年、

能を販売店様にご提案しています。また、(株)サンデリカを中心と
した米飯、サンドイッチ、調理麺等の魅力の訴求と、(株)不二家、ヤ

2021年は販売店様の秋冬商戦をバックアップすべくWEB動画

マザキビスケット(株)、(株)東ハト、(株)末広製菓、秋田いなふく米

を活用した
「ヤマザキ秋冬商戦冊子」
を制作しました。

ヤマザキお取引先様・デイリーヤマザキ展示会
（関東会場）

製品提案会(熊本工場)

■専業店会
ヤマザキでは、販売店様との関係を大切にしています。販売

ており、2年に1度の
「専業店会総会」の開催に加え、各工場にお

店様の組織として、
１９８０年より
「ヤマザキパン専業店会」
を結成

いては例年研修会を開催し、市場環境や小売店経営のあり方を

し、当社に対する理解と協力体制を深める役割を担っています。

学ぶとともに工場幹部と販売店様との直接の対話による情報交

２０21年現在、関東工場の販売店様を中心に339店が会員となっ

換、会員相互の理解と信頼を深めています。

例年秋に工場別に販売店様との研修会を開催しています。

製品展示スペースでは、秋冬商戦を見据えた製品を充実させています。

■商品発注システムの効率化
ヤマザキは、販売店様にオンラインでご発注をいただいていま

在、チラシや提案書などを画像ではなく、QRコードをタブレット端

すが、販売店様全体の2割を占める個人経営のお店には、
２０１４

末で読み取り、そのまま動画で再生させる取り組みを実施してい

年より当社から貸与したタブレット端末でご発注いただいていま

ます。焼き立てパンやサンドイッチの調理例などをオンラインで配

す。発注台帳や、製品画像などすべてオンラインで配信すること

信することによってさらに販売店様のお役に立てる情報を発信し

で、紙の大幅な削減と、情報のスピード化が図られています。現

ていきます。
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社会・地域とともに
（公財）
飯島藤十郎記念食品科学振興財団を支援    
食品科学分野の学術研究助成支援
ヤマザキは、米麦等主要食糧に関する食品科学、食品と健康、食品の加工技術、安全性等の分野を中心に研究者への助

成活動を行っている、公益財団法人飯島藤十郎記念食品科学振興財団を支援しています。
しゅつえん

当財団は、当社創業者の故飯島藤十郎社主が主たる基本財産を出捐し、当社と共同で１９８４年に、農林水産省所管の財

団法人として設立したのち、
２０１３年４月１日に公益財団法人へ移行しました。

当財団が2020年度までに実施してきた助成事業の総件数は2,600件に達し、
助成金等の総額は47億5,000万円に達してい

ます。なお、
2020年度の助成事業の件数は96件で助成金等の総額は2億1,068万円でした。内訳は、飯島藤十郎食品科学賞・
技術賞が4件で1,400万円、
学術研究助成は57件で1億2,000万円、
研究者の海外派遣援助が1件で35万円、
国際学術会議等

開催援助が2件で85万円、
外国人留学生研究助成が6件で600万円、
特定課題研究等への助成は26件で6,948万円となりました。

■学術研究国際交流援助事業および
外国人留学生研究助成事業

■学術研究助成（2020年度は57件に助成）
全国の国公私立大学、公的試験研究機関の食品化学、
栄養学、食品機能学、食品工学、食品衛生学、調理科学等

（2020年度は9件に助成）

の研究を行う研究者および研究グループから公募ならび

食品科学等に関する研究の国際交流の促進のため、
海外

に推薦のあった研究の中から、選考された個人研究と共同

で開催される学会等への研究者の派遣や、
日本で開催され

研究に研究助成金を交付しています。

る国際学術会議等への援助を行っています。
また、
食品科学等を研究する在日外国人留学生の研究環

■ 学術研究助成の助成金額・件数等の推移
（件）

■

140

助成件数

■

申請件数

■

助成金額

境を改善するとともに、
助成を受けた留学生が帰国後、
行政

（百万円）

140

機関、
民間企業、
学会等における活動を通じて出身国に貢

120

120

献されることを期待して、
外国人留学生への研究費助成を

100

100

実施しています。
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設立当初の助成金は2,300万円でしたが、徐々に増加
し、2020年度には1億2,000万円となりました。また、助
成件数・申請件数ともに増加傾向にあり、特に最近の申
請件数は、
４年連続で過去最高を更新し、2020年度には
137件
（うち助成件数は57件）
となっています。

■特定課題研究等助成（2020年度は26件に助成）

2020年度学術研究助成贈呈式、飯島藤十郎賞授与式および特定課題
研究等助成金贈呈式。

高齢化等の課題に対応した国民の食生活向上、健康増
進や食文化の向上、食品産業の発展に必要な食品科学等
の研究並びに普及啓発活動等を特定し、
これを担うのに
相応しい研究者、団体等に助成しています。
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■飯島藤十郎食品科学賞・技術賞

■学術講演会の開催

（2020年度は4件に助成）

当財団の事業活動の一環として、学術研究助成の研究

当財団では、食品科学分野の研究で、学術上特に優れた

成果発表や、飯島藤十郎賞受賞者の特別講演からなる学

業績をあげた研究者に飯島藤十郎食品科学賞を、
また食

術講演会を毎年開催しています。また、研究成果の概要を

品加工等の食品の技術開発に優れた業績をあげた研究者

とりまとめた財団年報を発行し、学術研究成果の紹介と食

または研究グループに飯島藤十郎食品技術賞を授与し表

品科学の知識の普及に努めています。

彰しています。飯島藤十郎賞の受賞者は、食品科学関連学
会等からの推薦を受け、飯島藤十郎賞選考委員会の審議
を経て、理事会で決定し、
それぞれ賞状・賞牌のほか、研究
奨励金が贈呈されます。これまでに食品科学賞は24件、食
品技術賞は25件、合わせて49件の研究者・グループを表
彰しました。

飯島藤十郎食品科学賞

学術研究助成の対象となった研究課題の研究成果を発表する学術講演
会を例年実施しています。
（山崎製パン総合クリエイションセンターにて）

■ 2020年度 飯島藤十郎食品科学賞

■ 第32回学術講演会（2020年）成果発表内容

受賞者

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科
教授 高木 博史 氏

研究課題

製パンプロセスにおける酵母のストレス耐性機構の
解析と育種への応用に関する研究

受賞者
研究課題

（特定課題研究）

発表者
研究課題

徳島大学大学院 医歯薬学研究部
教授 二川 健 氏

研究課題
受賞者
研究課題

日本人の食生活におけるパン食の意義と役割

（大型特定研究）

サルコぺニアに有効な機能性蛋白質・
ペプチド食材の開発

発表者
研究課題

■ 2020年度 飯島藤十郎食品技術賞
受賞者

高崎健康福祉大学 健康福祉学部
教授 綾部 園子 氏

東京大学大学院 新領域創成科学研究科
准教授 久恒 辰博 氏
食による脳の老化制御と
健康寿命の延伸に関する研究

〈特別講演〉
（2019年度 飯島藤十郎食品技術賞）

農研機構食品研究部門
上級研究員 川崎 晋 氏
食品製造現場に適応した簡易迅速微生物検査法の
開発と実用化

発表者

協同乳業株式会社 研究所
主幹研究員 松本 光晴 氏

研究課題

株式会社ファーマフーズ
代表取締役社長 金 武祚 氏
ＧＡＢＡの機能性開発と新市場開拓

（2019年度 飯島藤十郎食品科学賞）

腸内細菌叢のポリアミン産生を強化する
新規機能性食品の開発

発表者
研究課題

（公財）
飯島藤十郎記念食品科学振興財団

東北大学大学院 農学研究科学術研究員
（東北大学名誉教授）駒井 三千夫 氏
ビタミン類の新しい機能の解明と食品の味覚感受性に
影響する栄養因子と遺伝子多型の解析

WEB http://www.iijima-kinenzaidan.or.jp/
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フ ァ イ ダ ー

（公財）
国際開発救援財団
（Ｆ
ＩＤR）
を支援
ヤマザキは、公益財団法人国際開発救援財団
（FIDR）
の活動を支援しています。
FIDRは、開発途上国の自立的発展のために援助活動を行うとともに、自然災害
による被災者に対して国内外で緊急援助や復興支援を行っており、2020年に
設立30周年を迎えました。
［FIDR］
：Foundation for International Development/Relief

■FIDRとは
を数え、現在は、
カンボジア、ベトナム、
ネパールに事務所を

Ｆ
ＩＤＲは、
１９９０年に当社創業者の故飯島藤十郎社主が
主たる基本財産を出捐し、設立され、2020年に設立30周

置き、医療や保健衛生などの健康と福祉に関する支援や、

年を迎えました。子どもの未来を育む
「チャイルド・ケア」
と

学校建設など教育環境を改善する支援など、幅広い分野に

「日本企業と日本人による国際協力の推進」
をミッションに

おいて、地域に根ざしたきめ細かい活動を展開しています。

掲げ、開発途上国の人々の自立と発展を目的とした国際協

2020年度の事業規模は2億5,000万円、
これらの活動

力および海外や日本国内での自然災害における緊急援助

は約300社の法人賛助会員と約2,400名の個人賛助会員

を実施しています。

をはじめとする多くの支援者により支えられています。

Ｆ
ＩＤＲの設立より今日までの事業実施地域は世界30カ国

■災害への緊急援助活動

■開発途上国の子どもたちの栄養改善への取り組み

FIDRは、国内外で大規模な自然災害が発生した際に緊

ヤマザキはFIDR設立当初より法人賛助会員として支援

急援助活動を行っています。

を継続し、開発途上国の子どもたちが直面する課題への長
期的な取り組みを後押ししてきました。その一つが、栄養改

2020年9月から11月にかけて、ベトナム中部を7個の台

善の活動です。FIDRは、ベトナムやカンボジアの栄養不

風が襲い、洪水、土砂崩れ、家屋流失など、甚大な被害が

良率の高い農村地域において、妊産婦や乳幼児を持つ親

発生しました。FIDRは発生から数か月を経ても行政や他

への栄養知識の啓発や家庭の衛生環境の向上、バランス

の援助機関からの支援が届いていないクァンナム省・コン

のよい栄養摂取の一助となる野菜栽培の普及を進めてい

トゥム省の4,800世帯に対して、
もち米や毛布、鍋などを支

ます。またカンボジアでは、国の基準に認定された
「学齢期

援しました。新型コロナウイルスの流行が続いていたこと

の子どもたちのための食事摂取基準」
を作成し、
これに基

から、物資配布の際には、感染予防のため全員へのマスク

づく栄養教育が公教育の中で開始できるよう、教科書執

の配布、
アルコール消毒、
ソーシャルディスタンスの確保な

筆やカリキュラム作成、指導者育成等を行っています。

どを徹底しました。

手作り教材で食品と栄養について学ぶ子どもたち

支援物資を住民に手渡すFIDRスタッフ
（ベトナム クァンナム省にて）

（公財）
国際開発救援財団
（FIDR） WEB http://www.fidr.or.jp/
食と環境への取り組み 2021

19

（特非）
ワールド・ビジョン・ジャパン
（WVJ）
を支援        

  

ヤマザキは、特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパンの活動を支
援しています。WVJは、世界中のすべての子どもたちのために支援活動
を行うワールド・ビジョンの日本組織です。現在はチャイルド・スポンサーシ
ップによる支援を中心に活動しています。

■ワールド・ビジョン・ジャパンとは

ＷＶＪは、
世界中のすべての子どもたちのために支援活動を行うワールド・ビジョンの日本組織として１９８７年に設立され、
２０１７年

１０月に設立３０周年を迎えました。国際ＮＧＯ
（非政府組織）
として、
チャイルド・スポンサーシップなどによる地域開発プログラム、
緊
急人道支援、
および活動を前進させるための政府・国際機関および市民社会への働きかけを行っています。

■チャイルド・スポンサーシップ

■
「マッチングギフト」
による支援

チャイルド・スポンサーシップとは、支援地域の人々が

ヤマザキは、WVJが 主催しているチャイルド・スポン

子どもの健やかな成長のために必要な環境を整えてい

サーシップの理念に賛同し、
「マッチングギフト」
による支援

けるよう、水衛生、保健、栄養、教育、生計の改善などの

を行っています。
チャイルド・スポンサーシップとは、開発途上国の地域に

活動を約15年にわたり継続的に行うプログラムです。
活動の成果を維持・発展できるよう人材や住民組織の

根差し、子どもたちとの心のつながりを大切にしながら、
そ

育成も行ってい

の健やかな成長を目指す支援プログラムです。教育、保健

ます。2 0 2 0年

衛生、水資源開発、収入向上などその地域に必要な支援

度 は2 1か 国 で

活動を長期的に実施します。

4 8事 業を実 施

ヤマザキは、
チャイルド・スポンサーシップへの支援金を

し、
5万9,050人

寄付するとともに、従業員へ
「マッチングギフト」
による支援

の子どもたちを

への参加を募っています。
２021年11月現在、957名が
「マ

支援しました。

ッチングギフト」
へ参加しており、364名の子どもたちの支
援を行っています。WVJがルワンダやバングラデシュで

生計向上支援によ
り家畜の提供を受け
たルワンダの家族

実施する支援プログラムを通じて、貧困に苦しむ子どもた
ちの成長を支援しています。

（特非）
ワールド・ビジョン・ジャパン
（WVJ） WEB https://www.worldvision.jp/
■ ヤマザキ
「ラブ・ローフ」
募金に協賛
ヤマザキは、
Ｆ
Ｉ
ＤＲとＷＶＪが飢えと貧困に苦しむ世界の人々を支援するために共
催・実施しているヤマザキ
「ラブ・ローフ」
募金に1991年から協賛し、
デイリーヤマ
ザキなど約3，
6００店に募金箱を設置し、
お客様よりご協力をいただいております。
これまでの募金額は、
累計で約11億7,000万円にのぼり、
Ｆ
ＩＤＲとＷＶＪを通じてカ
ンボジア、
ベトナム、
ルワンダなどでの国際協力活動や、
国内外の災害発生時の緊
急募金による緊急援助に役立てられています。

募金箱設置風景
（デイリーヤマザキ）

■「愛の泉」
チャリティーコンサート開催への協力
ヤマザキは、
「 国際開発救援財団
（Ｆ
ＩＤＲ）
並びにワールド・ビジョン・ジャパン
（ＷＶＪ）
を支援する会」
が主催する
「愛の泉」
チャリティーコンサートの開催に協力
しています。
２０１７年９月に開催された
「第１６回『愛の泉』
チャリティーコンサート」
で集めら
れた善意の募金は、
Ｆ
ＩＤＲ、ＷＶＪを通じてカンボジアの病院改善事業と、
マラウイ
の女子教育促進支援事業の支援活動に役立てられています。
サントリーホールで開催された

第１6回
「愛の泉」
チャリティーコンサート
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緊急食糧供給

   

地震や大規模な自然災害の発生に際して、ヤマザキでは、
「日々、お取引先からご注文いただいた品は、ど
んな試練や困難に出会うことがあっても、良品廉価・顧客本位の精神でその品を製造し、お取引先を通し
てお客様に提供する」
という新しいヤマザキの精神のもと、販売店様へ製品をお届けすることと、被災地へ
調理の必要がなく、そのまま食べられるパンやおにぎりなどの緊急食糧を供給することは食品企業として
の当社の社会的使命と考え、
ヤマザキグループ総力を挙げて災害時への対応に取り組んでいます。

■緊急食糧供給に対応するヤマザキの生産・物流体制
ヤマザキはフレッシュさが要求される日配品のパンや和菓子、洋菓子を扱っているため、生産してから納品するまでの時間を
なるべく短くしなければなりません。そのため、
ヤマザキの生産・物流体制は次のような特徴があります。

生産・
物流体制の
特徴

１.販売店様への配送時間を短くし、新鮮な製品をお届けするため、主力製品は集中生産
ではなく、同様の製品を生産する工場を全国に配置している。
２.消費期限が短く作り置きができないため、毎日各工場で生産したフレッシュな製品を、
自社の物流網により全国約11万店の販売店様に直接お届けしている。

このことが災害時において、
ヤマザキが
「販売店様への納品と緊急食糧の供給」
という食品企業としての２つの使命を果
たすうえで重要な役割を担っています。

東日本大震災の際、緊急食糧を運ぶために全国から仙台に集結したセールスドライバー

西日本の工場で生産された緊急食糧は、自衛隊小牧基地で輸送
機に積み替えられ、被災地に届けられました

各工場の配送車で被災地に向かう車列

１.現地の工場が被災し稼働できなくなっても、全国の他の工場で増産し被災工場の

災害時の
対応

生産をカバーすることができる。
２.自社配送を行っているため、全国のトラックやセールスドライバーにより、機動的・
効率的に避難所や物資集積所へ緊急食糧を供給することができる。

このように、日常的な事業活動のあり方そのものが災害時においての迅速な対応につながっています。

■地域との災害協定
各工場では、地域自治体との災害時の食糧供給に関する協定を締結し、工場所在地域の防災対策でも重要な役割を果た
しています。
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■阪神・淡路大震災への対応
1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災の際、翌
日18日から4月末まで、パンやおにぎりなどの緊急食糧の
供給をヤマザキグループ一丸となって実施しました。緊急食
糧は関西工場はもとより、中京、中国地方の工場および
ヤマザキグループの
（株）
サンデリカなどで生産され、
また輸
送には陸路の混乱に対応するため、自衛隊や航空会社に協
力をいただく一方、全国の工場および
（株）
イケダパンから
トラックを派遣し、自社のトラック便で緊急食糧を各避難所
に供給しました。このように各方面からさまざまなご支援を
いただき、
ヤマザキグループは、パン1,155万個、弁当サン
ドイッチ524万食の緊急食糧を避難所に供給しました。

自衛隊協力のもと、
ヘリコプターで緊急食糧を運びました。

■東日本大震災への対応
2011年3月11日の東日本大震災発生翌日から、農林水
産省、自治体からの要請に応えて緊急食糧の供給を実施しま
した。地元にある仙台工場は地震によりすべての生産ライン
が停止したため、仙台工場が担当する販売店様へ納品する
製品は、関東の各工場で生産し、
また、避難所への緊急食糧
については計画停電のない中京・関西の工場およびグルー
プ会社で生産し、自衛隊の輸送機で宮城県へ空輸されまし
た。4月17日からは再稼働した仙台工場で生産した製品を、
全国の工場から仙台工場へ集結したトラックとセールスドラ
イバーが各避難所や救援物資集積所へ直接配送しました。ヤ
マザキグループが総力を挙げて取り組み、パンだけでなくお
にぎり、飲料、菓子も一括して配送し、11月10日までに、パン

通常の配送ルートを活かした自社配送は、迅速で安定した緊急食糧の
供給体制につながりました。

1,560万個、
おにぎり810万個の緊急食糧を供給しました。

■2020年発生の自然災害への対応
２０２０年7月３日～３１日に日本付近に停滞していた前線
の活動が活発になり、九州南部から東北地方にかけて広
範囲に記録的な豪雨災害にみまわれました。熊本県では、
河川氾濫による大規模な洪水災害が発生し、政府や自治
体からの要請を受けて行政機関等へパン類１２万個の緊
急食糧を供給しました。
また、
２０２１年８月１１日～１９日にかけて、九州から中国
地方にかけて停滞していた前線の活動が活発となり、各地
で大雨となり河川の増水や氾濫、土砂災害などが発生しま
した。自治体の要請により、広島工場では合計パン５，
０００
個、飲料３，
０００本、岡山工場からは、総社市にパン類約１，
５
００個の緊急食糧を供給しました。

緊急食糧としてパンと飲料をお届けしました。
（熊本・岡山）
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自然災害への備え

   

    

ヤマザキでは、各地で甚大な被害をもたらす地震・台風・大雨・大雪等の自然災害に際して、従業員の
安全確保を第一に考えるとともに、設備被害を最小限に抑え、早期に生産活動を再開し、食糧供給をは
じめとする事業活動を継続するための防災対策を徹底しています。

■災害時における従業員の安全を守るために
１.事業所における訓練と防災組織
①総合防災訓練の実施と社会的使命達成に向けて
全国の事業所では、所轄の消防署の指導のもと、毎年総
合防災訓練を実施しており、一部では消防署との合同訓練
も行っています。火災発生時の初期消火訓練や夜間の災
害発生を想定した夜間訓練などの実施、
また、地震や津
波、水害の際の避難ハザードマップによる避難場所への歩
行訓練を実施するなど、
さまざまな災害から従業員の安全
総合防災訓練
（本社）

を守り、被害を最小限に抑える訓練を実施しています。ま
た、
これらの訓練への参加を通じ、ヤマザキが果たすべき

避難場所への歩行訓練
（和歌山デポ）

社会的使命への理解と意識を高めています。

②自衛消防隊の組織と活動
災害時に迅速な活動ができるよう各職場から選抜した
隊員で構成される自衛消防隊を組織し、定期的な職場で
の災害時対応訓練を実施しています。また、災害に関する
知識の取得や防災点検等を行い、職場での防災知識の普
及や啓蒙を行い、
日々の防災活動でも活躍しています。

自衛消防隊員任命式
（大阪第二工場）

③安否確認訓練と防災カードの配付
災害時に従業員の安否を迅速に把握するための安否確

自衛消防隊と地元消防署との合
同訓練
（大阪第二工場）

認システムやメールシステムを導入し、緊急時の実効性を
確保するために定期的な安否確認訓練を実施しています。
また、全従業員に災害時の安全確保、家族・会社への連絡
手段、災害時の使命、従業員がとるべき行動を記載した
「防
災カード」
を配付し、従業員証とともに携帯することとし万

全従業員に配付している防災カード

一に備えています。

安否確認システム画面の一例

2.非常用備蓄品・食糧を常備
全事業所においては、工場の従業員のために非常用備
蓄品も備えています。
ヤマザキ本社ビルでは、災害時の帰宅困難者のため非
常用備蓄品800名(5日)分の食糧を常備しています。

工場の防災備蓄品倉庫
（広島工場） 従業員に支給している防災用品（本社）

■災害時における早期の事業活動の再開・継続に向けて
１.生産設備の固定、落下防止の徹底
ヤマザキの工場では、主要な生産設備の床固定や配管・
コンベアの落下防止対策を施しており、地震の際の機械の
転倒や落下から従業員の安全を確保するとともに、機器の
損害を最小限とし、早期復旧ができるように地震への対策
を徹底しています。

生産設備の床への固定(オーブン)
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コンベア・配管等の落下防止

2.災害時の飲料水確保
災害時には水は飲用や製品の製造の他に、生産を開始
するための清掃用としても必要です。災害時の水を確保す
るために井水の利用と受水槽に非常用水栓を設備してい
ます。なお、井水は工場内の浄水設備で水道水基準よりも
厳しい水質検査で管理されており、平常時においても日々
の生産活動にも利用されています。

工場受水槽

小分け可能な水栓

3.災害時の非常用発電機を設置
被災による地域のエネルギーの供給が途絶えた場合で
も、最低限の事業活動ができるよう、非常用電源を確保し
ています。コージェネレーションシステム導入の工場におい
ては、外部電力を必要としない自立型運転設備への切り替
えも進めています。
非常用発電機
（本社）

4.自家給油設備の確保

自立型コージェネレーションシステム
（札幌工場）

物流拠点となる工場には、自家給油スタンドを35拠点で
保有し、車両燃料852キロリットルの貯蔵が可能となって
おり、緊急時の物流体制を継続するための燃料を確保して
います。
また、停電時でも車両への給油ができるように、手
動式の給油ポンプや発電機による運転を可能にしており、
災害時でも配送継続が可能な体制を取っています。
自家給油設備
（京都工場）

手動式給油ポンプ

5.災害時緊急連絡手段の確保
災害用の緊急連絡手段として、全事業所に広域無線機
や衛星携帯電話を配備しています。また、操作・通信の訓
練も定期的に実施しています。さらに、災害発生時、通信事
業者が行う通信制限を受けずに電話を発信することがで
きる
「災害時優先電話」
も全事業所に整備しており、複数の
通信手段を整備しています。

広域無線機

衛星携帯電話

■災害に備えた情報システム
車両車載端末による位置情報収集と車載カメラ画像送信
ヤマザキの配送トラック全車には、位置情報と画像記録
を備えた端末が搭載されており、走行中のドライブレコー
ダーの画像を本社や工場の管理用端末で確認することが
できます。災害時の現地の道路状況を位置情報とともに確
認し、
ドライバーの安全確保や迂回ルートの指示等に利用
し、災害時でも安全・効率的な配送を可能としています。
車載カメラによる走行道路の画像
(２０２０年７月九州豪雨による道路浸水)
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リアルタイムで表示される走
行中車両の位置情報
（GPS）

スポーツ振興支援
ヤマザキは、健康増進につながるスポーツ振興を支援するため、国内最高峰の駅伝大会
「全日本実業団
対抗駅伝競走大会」
への協賛をはじめ、
「日本陸上競技選手権大会」
などへの協賛を通し、陸上競技の支
援とアスリートの育成、地域の振興に寄与しています。
（新型コロナウイルスの影響により開催を延期、
または見合わせた大会につきましては、前年度の写真を掲載しています。）

■ 全日本実業団対抗駅伝競走大会
「ニューイヤー駅伝2021」
（2021年1月1日）
毎年元日に駅伝日本一の座
をかけて行われる全日本実
業団対抗駅伝競走大会に協
賛しています。
当社が 協賛を始めて２8回
目の今大会は、地区予選を
勝ち抜いた37チームで競わ
れました。

■ 日本陸上競技選手権大会（2021年6月24日～27日大阪市ヤンマースタジアム長居）

■ 東京マラソン
（2020年3月1日）

第105回日本陸上競技選手権大会に特別協賛しました。

国内外のトップランナーをはじめ、多くの市民ラン
ナーも参加する東京マラソンに公式スポンサーと
して協賛しています。

■ ちばアクアラインマラソン
（2018年10月21日）

■ 神戸マラソン
（2019年11月17日）
第9回神戸マラソンに
ボ ラン ティアス ポ ン
サーとして協賛しまし
た。また、コースの 途
中では、給食用のミニ
パンの 提 供も行いま
した。
（2020年、2021
年大会は開催中止）

千葉県で２年に１回開
催される
「ちばアクア
ラインマラソン」
に協賛
しています。
（2020年
大会は開催中止）

■ ＪリーグＹＢＣルヴァンカップ（2021年3月2日～2021年10月30日）

©J.LEAGUE
©J.LEAGUE

©J.LEAGUE

ヤマザキビスケット㈱では、1992年から
「ＪリーグＹＢＣルヴァンカップ」
に冠協賛しています。大会期間中には小学生を対象としたイベント
「ルヴァンカップ
キッズイレブン クラブといっしょにファイナルを目指そう!!」
を開催し、子どもたちがサッカーに触れ合う機会を設けています。
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地域に愛される工場を目指して
ヤマザキは、企業経営を通じて社会の進展と文化の向上に寄与することを使命とし、地域社会の一員と
して地域貢献活動や環境保全活動を推進しています。

（新型コロナウイルスの影響により開催を見合わせた活動につきましては、前年度の写真を掲載しています。）

■防災・防犯・交通安全
地域の
「安全」
のために、積極的に取り組んでいます。

■ 千葉工場
（九都県市合同防災訓練 2021年10月）

■ 大阪第二工場（松原市 地域防災ネットワークプロジェクト訓練 ２０１９年３月）

首都圏の１都３県５市で実施される合同防災訓練に参加

松原市が主催する訓練において、緊急食糧の供給訓練を

し、今後予想される首都直下地震に対応すべく、被災地・被

小学校で実施しました。また、関西地区では2府6県4市で

災者対応や緊急食糧輸送訓練を行いました。

構成される関西広域連合と連携した訓練も行っています。

■ 杉並工場
（春の火災予防運動 2020年3月）

■ 大阪第一工場（安全で安心なまちづくり活動 2021年3月）
福崎警察署と協定書を締結し、パントラックに啓発ステッ

杉並消防署が実施する
「春の火災予防運動」
に参加し、パ

カーを貼るなど
「安全で安心なまちづくり活動」
に協力して

ントラックにＰＲ幕を設置し配送することで、地域の皆様に防
火防災に対する啓蒙活動を実施しました。

います。

■ 本社（万世橋警察署 フレッシュキャンペーン 2019年5月)

■ ㈱高知ヤマザキ
（高知東地区安全運転管理者協議会
秋の全国交通安全運動 2020年9月）

万世橋警察署が年に2回主催する全国交通安全運動
「フ

高知東地区安全運転管理者協議会の一員として、交通

レッシュキャンペーン」
に参加し、交通安全に対する啓蒙活

安全の注意喚起のための早朝街頭活動に参加しました。

動を実施しました。
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食を大切に
ヤマザキの
「食」
への考え方
ヤマザキでは、
「食育基本法」
および
「食品リサイクル法」
「食品ロス削減推進法」
の基本理念に基づき、
“『食』
を大切にする活動”
に取り組んでいます。

食事

食べものを大切にする心

食事を大切にする心

食料資源の有効利用と国産食材の利用拡大
ヤマザキでは、貴重な食料資源をムダなく利用するた
めに、食品ロスを発生させないことを第一に取り組んで
います。やむを得ず発生してしまう食品副産物は食品原
料への利用を進め、そのうえ
で、食品リサイクル法に基づ
き飼料化を最優先に再生利
用を行っています。
また、地産
地消製品の開発による国産
食材の利用拡大や未利用農
国産小麦も積極的に利用
産物の有効活用にも力を入
しています。
れています。

食 を大 切にする 心

食料資源

朝食の欠食率改善と食事バランス改善の提案
1日3食きちんとバランスよく食べることを提案するた
めに、
ヤマザキでは、
「朝食をちゃんと食べよう!!」
を合言
葉に、朝食の欠食改善に向け、
「 食事バランスガイド」
を
活用した栄養バランスのとれ
たメニュー提案を行っていま
す。
また、
食育活動の専門スタ
ッフであるマーケットクルーに
よるメニュー提案活動を通じ、
つくること・食べることの楽し
親子サンドイッチ教室を通
さや大切さと健康配慮を伝え
じて食事の大切さを伝えて
ています。
います。

■食品ロスを減らすためのたゆまない努力
ヤマザキの各工場では、本物の５Ｓ・全員参加の５Ｓとピーター・ドラッカー博士の５つの質問を連動させる
「２本立ての５Ｓ」
や
「なぜなぜ改善」
などにより、製品の品質向上をはじめとする現場改善活動を絶えず推進しています。その結果としてさらなる
品質向上を図り、不良製品や原料使用のムダが減少し、食品ロスの発生量の削減につながっています。
また、新製品発売前に
はラインテストを実施し、作業のポイントを確認するなど、食品ロスの発生抑制対策を絶えず実施しています。

「なぜなぜ改善」
による現場改善活動

消費期限の延長による食品ロスの削減

困っていること、
もったいないことを中心とした
「なぜなぜ改善」
の

ヤマザキでは、科学的根拠に基づいた消費期限設定の適正化や容

活動事例について、全国の工場から募集した案件を年1回のコンクー

器包装の変更、食品安全管理の設備・拡充によって多くの主力製品に

ルで評価し、優秀な案件を事業所間で共有することで品質、生産効率

おいて消費期限を延長しています。
また工場内でチルドに対応した設

の向上を図る取り組みを１7年前より始めています。2020年は310

備を導入し、
さらに物流体制を整えることにより、
チルド製品の取り扱

件の応募があり、
ロス削減、品質向上の効果につながるだけでなく、

いを拡充し、品質向上と合わせて、製品の日持ち向上を図っています。

従業員のモチベーションの向上にもつながっています。

こういった取り組みは、
期限切れにより店舗や家庭で廃棄されてしまう
食品ロスの削減につながっています。

（件）

400
300

なぜなぜ改善案件数

260

281

304

315

期限設定の適正化

310

200

ルヴァンたまごロール
+1 日延長
（夏季）

100

容器包装等の改善

0

ナイススティック
（チョコ）
+1 日延長
チルド対応

2016 2017 2018 2019 2020（年度）
月餅
+35 日延長
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マリトッツォ
+2 日延長

未利用食料の有効活用
まるごとバナナやスナックケーキな

ケーキスポンジの
カット部分を使用した
「りんごのケーキ」

どの洋菓子を生産する際に発生する
ケーキスポンジのカット部分を別の
洋菓子製品の原料一部として有効
に利用しています。

■食パンの耳もムダなく有効利用
ヤマザキでは、
パンづくりの過程で発生する副産物である食パンの耳を従来からムダなく利用しています。食料資源として
の価値を最大限に利用するために、
ヤマザキグループにおいて食品原料として使用することを第一に取り組んでいます。
さら
に、豚や鶏などの飼料原料としても再生利用され、
その全量が有効に利用されています。
食パンの生産工程
生産された
製品の一例
食パンと
「ランチパック」
シリーズ

製品の生産工程でカットされた食パンの耳

は、専用ラインで自動搬送され、衛生的に管
理されています。

まずは…

食パンの耳を食品原料として有効利用した製品の開発

ヤマザキグループの㈱末広製菓では
「ちょいパクラスク」
に、
食パンの耳を製菓原料として活用し、製品化しています。

次に…

業務用パン粉に加工

生産された
製品の一例

委託先のパン粉メーカーで業務用パン粉として
加工されています。
この業務用パン粉は、ヤマザキの製品の一部に
メンチカツなどのつなぎなどとして使用しています。

最後に…

ランチパック 大きなメンチカツ
（メンチカツ）

飼料に加工

さらに、食パンの耳は、食品リサイクル法に
基づき飼料原料としても再生利用され、
その
全量が有効に利用されています。
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■フードバンク活動
ヤマザキでは、
障がい者支援施設、
児童養護施設などの福

■ フードバンク関係図

祉施設等へ食品を無償配布しているフードバンク へ、
製品の
※

（松戸工場、
千葉工場、
名古屋工場、
広島工場）
およびヤマザキ

企業

グループの
（株）
サンキムラヤが日配品を即日配送できるフード
バンク団体に製品を提供しました。
また、
2021年には、
札幌工

食品の寄贈
食品の寄贈

無償提供

福祉施設
など

企業

2011年のセカンドハーベストを皮切りに、
現在では４工場

フードバンク

一部を寄贈しています。

福祉施設
など

配布先

企業

供給者

場がフードバンク札幌に製品を提供しています。
※フードバンクとは・・食品企業から品質に問題のない未出荷の製品の
提供を受け、支援を必要とする方々に無償で配布する活動

セカンドハーベスト・ジャパン
（松戸工場、千葉工場）

セカンドハーベスト名古屋
（名古屋工場）

あいあいネット
（広島工場）

フードバンク山梨(㈱サンキムラヤ)

■自治体との取り組み
ヤマザキでは、工場が立地する自治体や社会福祉協議会が行う子ども生活支援
事業等へ、製品の一部を寄贈する取り組みを試験的に開始しました。
2021年9月より札幌工場が恵庭市に対し、
また10月より阪南工場が羽曳野市
社会福祉協議会に対し製品を提供しています。
恵庭市支援事業
（札幌工場）

■WRI
「10×20×30食品廃棄物削減イニシアティブ」
に参加
ヤマザキは、WRI
（世界資源研究所）
の呼び掛ける
「10×20×30食品廃棄物削減イニシアティブ」
の活動理念に賛同し、
「日
本プロジェクト」
のサプライヤーの一社として参加しています。
「10×20×30食品廃棄物削減イニシアティブ」
とは、世界大手小売業など10社が、
それぞれ20社の主要サプライヤーと共
に、2030年までに主要サプライヤーの食品廃棄物の半減に取り組む活動です。
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国産食材の持続可能な利用拡大を目指して
ヤマザキでは、各工場の地元生産者の皆様と協力して、地産地消製品の開発を積極的に行っています。
これにより、地域特産物の利用拡大や規格外農産物の有効利用につながっています。

福岡県（福岡工場）

山形県（仙台工場）

石川県（名古屋工場）
コッペパン

あんこの塩パン

ふわもちこっぺ

（ぶどうゼリー入りホイップ）
希少価値の高い石川県産ぶどう
「ルビーロマン」
使用

九州産小麦使用

山形県産米
「つや姫」
の米粉、
宮城県産卵入りカスタードクリーム使用

栃木県（古河工場）
ナイススティック

岡山県（広島工場）

（栃木県産とちおとめ苺の
ジャム＆ホイップ）

ピーチスフレ

（ホイップクリーム＆白桃ジャム）
岡山県産白桃のジャム使用

PICK UP!

千葉県
和梨

31ページ

山梨県、長野県（武蔵野工場）
ランチパック

（シャインマスカットゼリーと巨峰ジャム）
長野県産シャインマスカットのジュース入ゼリーと
山梨県産巨峰のジャム使用

和歌山県（大阪第二工場）
ランチパック

（梅ツナマヨネーズ）
和歌山県産梅の梅肉使用

愛知県（安城工場）
厚切りロールケーキ

静岡県（横浜第二工場）

愛知県産小麦
「きぬあかり」
使用

コッペパン

（静岡県産茶葉の抹茶入りクリーム＆ホイップ）
静岡県産茶葉の抹茶入りクリーム使用

※掲載したご当地製品は一例です。
また、一部地域のみでの販売製品や、販売季節が限定されているものも含まれています。
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創業の地、
「市川のなし」
を使った梨スイーツの開発（松戸工場の取組み）
「市川のなし」

梨スイーツの開発

千葉県市川市は、梨に最適な土壌や気候の良さ、200年以

2012年には
「和梨バウム(市川の梨)」
、2014年には
「梨ウ

上続く栽培技術により、梨生産量日本一の千葉県の中でもトッ

ォーター」
を発売し、地域の皆様に愛される定番商品となって

プクラスの生産量を誇ります。
「市川のなし」
は、早生で酸味控え

います。特に梨ウォーターは国を越え、
ドバイでも販売され、人

めの甘い
「幸水」
、甘み酸味も強く濃厚な
「豊水」
、程よい甘さの

気を博しています。

「あきづき」
、新品種の
「秋満月
（あきみつき）
」
等があり、
これらの

2020年8月には、梨入りジャムを使用したシュークリーム
を発売しました。梨のみずみずしさをより引き出すために、ス

梨はみずみずしく、糖度の高さが特徴です。
JAいちかわでは、2007年に
「市川の梨」
「市川のなし」
の２つ

イーツの開発に積極的に取り組んでいます。2021年10月か

の商標について地域団体商標登録認証を取得し、地域ブランド

らは、さらに2品の洋菓子製品
「雪娘」
「 和梨のシュトロイゼル

化を推進してきました。

クーヘン」
を発売しています。これらは関東1都6県をはじめ、
宮城・福島・新潟・長野・山梨・静岡で販売されています。
松戸第一工場営業課の数川は
「市場の動向を見ても、ス
イーツの伸びは大きく、
この分野での開拓は欠かせません。」
とスイーツ部門の開発にこだわりました。

10年続くJAいちかわ様との地産地消の取り組み

雪娘

市川市は山崎製パンの創業の地というご縁もあり、地域活
性化のお手伝いが出来れば、
という思いから市川エリアを受
け持つ松戸第一工場を中心に規格外の梨を使った製品開発

和梨のシュトロイゼルクーヘン

さらなる高みを目指して
2023年に60周年を迎えるJAいちかわ様からは、
「今後も地

が始まりました。
JAいちかわ様と協議を重ねながら、2011年から菓子パン

産地消製品の取り組みを継続して行っていきたい」
というお言

や洋菓子、清涼飲料水など様々な製品を毎年発売してきまし

葉をいただきました。松戸第一工場の数川は、
「梨の食感を味わ

た。その数は30種類を超えます。これまでJAいちかわ様より

えるような製品開発が今後の課題」
と話します。

100ｔを超える量の規格外の梨を原料として供給していただ

松戸第一工場では引き続きJAいちかわ様のご協力をいただ
きながら、地産地消製品の開発、規格外農産物の有効利用を推

き、製品化しています。
「生産した梨の内、出荷基準に満たない梨は店頭に並ぶこ

進してまいります。

とができません。姿形は満たさないものの美味しさは変わらな
いので、本当にもったいないです」
とJAいちかわの理事長 今
野様が教えてくれます。
「 特に2019年の台風の際には大変苦
労しました。台風が立て続けに千葉県に上陸し、梨が大量に
落ちてしまいました。その時に規格外の梨を山崎パンに使って
もらい、生産者の方も大変感謝していました」
とおっしゃってい
ました。

梨ウォーター

和梨バウム

前列左から JAいちかわ
同
後列左から 当社松戸第一工場
同

和梨プリン
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代表理事理事長 今野 博之 様
相談部 部長 伊藤 研吾 様
営業課 数川 あかね
営業課長 浦澤 和宏

「朝食の大切さ」
と
「栄養バランスの大切さ」
を発信



専門スタッフ
（マーケットクルー）
が、店頭などでのミールソリューション活動やサンドイッチ教室
を通して食事の大切さを伝えるために
“朝食をちゃんと食べよう”
を合言葉に、欠食の改善や
栄養バランスの大切さを伝えるための取り組みを継続的に行っています。
（新型コロナウイルスの影響により、現在は店頭でのご試食の提供やサンドイッチ教室の実施を見合わせております。写真につき
ましては２０１９年のものを使用しています。）

■マーケットクルー
（Mクルー）
がお伝えします！
エ ム

「Ｍクルー」
は全国の営業拠点のある20工場の営業課に
所属しており、現在約75名在籍しています。
食に関するさまざまな情報をお客様にお伝えするため
に、
スーパーマーケットの店頭や各地の食育イベント、学校
などで店頭プロモーションやサンドイッチ教室を開催してい
ます。お客様との直接的なコミュニケーションを大切にし、
パンを通じて食に関する情報や知識を提供しています。
店頭で情報提供するマーケットクルー

■ミールソリューション活動

ると相性のよい食材を使い、簡単にでき、栄養価を考えた

「ミールソリューション」
とは、直訳すると
「食事に関する

メニュー提案を実施しています。

問題解決」
となり、製品を販売することに加えて、調理の方
法やメニュー提案、栄養管理など食生活全般に関わる問

例えば、お子様のお弁当メニューでお悩みのお客様には

題を解決するという、米国から始まった考え方といわれて

「彩りがよく、持ち運びに便利なロールサンド」
を、毎朝朝
食づくりに時間をかけられないお客様には
「毎日のトース

います。
食品事情の変化が激しく、いろいろなお客様の食事に

トがちょっとおいしくなるひと工夫」
など、お客様になるほ

対する要求がある中、ヤマザキはお客様のニーズに合わ

どと思っていただけるような提案を行い、
「 安い」
から買う

せた
「パンを使った食の提案」
に着手しました。

のではなく
「つくってみたい」
から買うという購買動機づけ
のために、販売店様の店頭を中心に活動しています。

マーケットクルー発足の2004年より、パンと組み合わせ

お客様への
提案

お悩み 解決！

販売店様への
提案

お悩み 解決！

野菜がたくさん摂れるメニューを知りたい
たっぷり野菜が摂れて簡単にできるサンドイッチをご紹介します
パンの売り上げだけ上がってもなぁ…
その日のオススメ品を使ったメニューをお客様にPRします！

ロイヤルブレッドの
「キャベツたっぷりサンド」

VO ICE
ヤマザキの製品でより多くのお客様が楽しくおいしい食生活を
送っていただけるような提案を行って参ります
大阪第一工場

営業課

三代 優花

私たちは、
食パンや菓子パンを使用したメニュー提案を行なっております。
食パンでは火や包丁を使わずにお子様でも簡単
に作れるサンドイッチや旬の食材・地元の食材を使用したサンドイッチ、
菓子パンではトースターで温めて焼き立ての状態に
近いリベイク等をご提案しています。
コロナ禍により日常に変化が出てきていますが、
私たちMクルーもそれに対応しヤマザ
キの製品を通じてより多くのお客様に豊かな食生活を送って頂けるよう、
これからも邁進していきたいと思います。
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■栄養バランスのよい食事をお伝えする
「親子でつくるサンドイッチ教室」
2007年夏より、
「食の大切さ」
について広く伝える体験
型のイベントとして、保護者の方とお子様が一緒に参加し
て楽しめるサンドイッチ教室を実施しています。ただ手順
通りにサンドイッチをつくるだけではなく、
「 食事バランス
ガイド」
を使用しながら食に関するマナーや知識を内容に
組み込み、
「つくる楽しさ」
「 朝食の大切さ」
「 栄養バランス
の大切さ」
を伝えています。
食事で
「心と体の健康問題を解決」
していくヤマザキの
ミールソリューションの考えをもとに、お子様の将来を考え
た活動を展開しています。
❶衛生指導
（手洗いの大切さ、
エプロン・帽子の着用）

水・お茶

「いただきます」
「ごちそうさま」
の大切さ、箸の持ち方など）
❷マナー指導（あいさつ

❺食品ロス削減
（家庭にあるもので簡単に出来る。パンの耳までおいしく食べる）

主食

・

子
し
楽

❹１日３食きちんと食べよう
（朝食の欠食をなくそう）

菓

❸
「食事バランスガイド」
を活用し、食事の栄養バランスの大切さを説明

「食事バランスガイド」
とは…

嗜
く
好
適
飲
度
料
に

副菜
主菜

牛乳・乳製品

果物
厚生労働省・
農林水産省決定

１日に何をどれだけ食べた
らいいのか料理のイラストで
わかりやすく表現したもので、
2005年に厚生労働省と農林
水産省が策定しました。

「朝食をちゃんと食べよう!!」
をキャッチコピーに、
“１日の始まりに朝食は大切”
“忙しい朝にはパンが便利”
という気持ちを込め、朝食の欠食改善に向け取り組
んでいます。

■認定ＮＰＯ法人 健康都市活動支援機構との取り組み
認定ＮＰＯ法人 健康都市活動支援機構とは、世界保健機関
（ＷHＯ）
が提唱する健康
都市(住民が身体的・精神的・社会的に優れて良好な状態)の普及・啓発を目的として、
国内外の自治体・大学・企業・市民などとともに活動している団体です。ヤマザキでは、
この取り組みに賛同し、食生活改善推進員などの方々とともに活動に協力しています。

■パンをおいしく楽しむレシピサイト
「ヤマザキッチン」
ヤマザキの公式レシピサイト
「ヤマザキッチン」
では、忙しい朝など時間がない時に活用
できる時短レシピや、塩分量やカロリーを抑えたヘルシーレシピなど、バラエティ豊富
なレシピをご紹介しています。また、料理研究家の監修による栄養バランスにも配慮し
た新レシピを毎月アップしています。さらに、料理経験が少ない方にも気軽においしく
作っていただけるよう、一部のレシピでは動画で作り方をご覧いただけます。
URL：https://recipe.yamazakipan.co.jp/

ヤマザキッチン
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市川市おやこの食育イベント

多様なニーズに応えるために



■ルヴァン種の研究と活用
ルヴァンはフランス語で発酵種を意味し、
ルヴァン種は小麦粉等を乳酸菌等で発酵させて作られます。
ルヴァン種をパン製品に使用することで豊かな風味と柔らかさが付与されます。中央研究所では、パン製品の品質向上に
大きく寄与する乳酸菌種を一定期間安定して生息できる技術を開発し、
さらに発酵原料を工夫することで、
ルヴァン種の品
質を向上させるとともにパン製品の特徴に即したルヴァン種の活用が可能になりました。これらの取り組みが評価され、
2019年に食品産業の発展に貢献した企業に贈られる
「食品産業技術功労賞」
（食品産業新聞社）
の商品・技術部門に当社の
「ルヴァン種によるパンの品質向上」
が選ばれました。

■国産小麦の利用拡大
中央研究所では、国産小麦の利用を更に拡大するため、国産小麦の特長を生かした製品開
発と新しい特徴を有する国産小麦選定の研究を行っています。新規国産小麦粉ブランド
「太陽
（ひ）
のちから」
は北海道立総合研究機構の北見農場試験場と北海道の農家が連携して作り
上げた当社専用粉で、
これを使用したパンは国産小麦特有のしっとりもちもちした食感に加
え、味の濃さ、香ばしさが特徴です。今後も更に高い品質の国産小麦品種を見出す取り組み
を継続し、国産小麦の利用拡大に繋げていきたいと考えています。

■栄養改善・健康を応援する製品の開発に取り組んでいます。
毎日お召し上がりいただく食パンなど食事を通して健康増進にお役立ていただけるよう、日々研究を重ねています。中
央研究所では、最新の分析技術や機器を用いて、科学的アプローチから栄養機能食品などの保健機能食品をはじめ、食べ
やすさに配慮した食品の開発にも取り組んでいます。

糖質が気になる方へ

塩分を抑えたい方へ

手軽に葉酸を接種

乳酸菌配合

食物繊維入り

健康応援製品ユニーバーサルデザインフード
（UDF）
UDFは日常の食事から介護食まで幅広く利用できる食
べやすさに配慮した食品であり、硬さや粘度に応じて
「容易
にかめる」
「歯ぐきでつぶせる」
「舌でつぶせる」
「かまなくて
よい」
の４つの区分に分類されています。当社製品のダブ
ルソフト及びふんわり食パンは、
「 容易にかめる」
区分とし
て日本介護食品協議会からUDFの認定を受けた製品で、
これらの製品にはUDFの規格に適合した製品であること
を示すロゴマークが表示されています。当社では今後も高
齢者の方々を中心に豊かな食生活を送っていただけるよ

パン製品のやわらかさの測定

う支援していきたいと考えています。
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従業員とともに
人権尊重への取り組み



ヤマザキグループでは、
「 企業経営を通じて社会の進展と文化の向上に寄与することを使命」
とする経営
基本方針に則り、社員一人ひとりが高い人権意識を持って仕事に取り組んでいく事が大切であると考
え、全事業所に
「人権啓発推進委員会」
を設置し、人権教育啓発活動の推進、人権に関わる相談窓口の
設置及び運営等、グループ一体となった人権意識の向上等に取り組んでいます。

■人権啓発推進委員会

活動方針
基本的人権の尊重

私たちは、
「個人の尊厳と自由平等の原理に基づき事業を永続させる」
という人権尊重の精神を基盤とする
『経営基本
方針』に則り、あらゆる人の尊厳と基本的人権を尊重し、性別、年齢、国籍、人種、民族、宗教、信条、社会的身分、性的指
向・性自認、障がいの有無などを理由とした一切の差別を行いません。
１. 人権啓発活動の充実
私たちは、従業員一人ひとりが人権に関する正しい知識と理解を深めるため、あらゆる機会を通じ、幅広い人権啓発に
取り組んでいきます。
２．
風通しの良い職場作り
私たちは、
『 21世紀のヤマザキの経営方針』
に示される
『全員参加の５Ｓ』
を基盤として、全ての従業員がお互いを認め
合い、
自由闊達なコミュニケーションを深めることによって、働きやすい職場環境を確立していきます。
３．
ハラスメント行為の禁止
「ヤマザキは職場のハラスメントを許しません」
私たちは、
お互いの人格を尊重し、相互に信頼し合うことでその能力を発揮することができるよう、ハラスメントに該当
する行為を禁止し、
その防止に努めます。

■人権啓発推進体制
相談対応プロジェクトチーム統括責任者
（人事本部長）
（事務局）
相談対応プロジェクトチーム
(チーム責任者・相談対応担当・相談受付教育担当)
事業所人権啓発推進委員会
本社

工場

工場

工場

工場
社員作成のハラスメント
防止ポスター

■主な取り組み
①人権啓発推進委員会の定期開催
ヤマザキでは、各事業所に事業所長を委員長とする人権啓発推進委員会を設置しています。
委員会は事業所の各部門から選任された
「人権啓発推進委員」
で構成されており、
1) 山崎製パン(グループ)の人権に対する方針の明確化と周知・啓発
2) 人権に関する相談、苦情対応のための相談窓口の明確化と相談体制の整備
3) 職場で人権問題が生じた場合の迅速かつ適切な対応
4) 人権を尊重した明るく働きやすい職場づくりに向けた広報、啓発活動の推進
を目的として活動を推進しています。

人権啓発推進委員会
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②階層別の人権啓発研修の実施
管理職昇進者研修、準管理職研修、係長昇進者研修、基幹職研修、新入社員研修、社員
登用者研修、社員入社後フォロー研修など各階層別の研修において人権啓発に取り組ん
でいます。

2022 年度

選考用

公正な採用選考を
実施するために

③採用担当者に対する
「公正採用選考研修」
の実施
公正な採用選考は、様々な人権に関する課題の中でも重要な業務であり、当社では従
前より採用方針、選考基準、選考方法、判定基準を明確化し、応募者の基本的人権を尊重
した厳正な採用選考体制を敷いています。具体的な取り組みとして、各事業所での採用選
考においては、
「採用選考ハンドブック｣の厳格運用による公正な採用を徹底し、
とりわけ9
月に実施の｢高卒者統一採用選考｣では面接官全員に、公正採用に関する事前研修を毎
年実施しています。

山崎製パン株式会社 人事本部

「公正採用選考」
社内作成テキスト

④人権週間への取り組み
「人権啓発イベントの実施」
毎年、法務省が定める人権週間活動行事の一環として、
人権啓発推進委員が主体となって、各事業所において｢人
権啓発イベント｣を実施しています。人権啓発映画会、体験
コーナー、人権啓発パネル・ポスターの展示等により、分か
りやすいタイムリーな内容の展示を心がけ、従業員の人権

人権啓発イベント(体験コーナー)

人権啓発イベント(パネル・ポスターの展示)

人権啓発標語入選作品の掲示

人権啓発教育ビデオの視聴

尊重の意識の醸成を図っています。
「人権啓発標語の募集」
ヤマザキグループ内にて人権啓発標語の応募活動を行
い、優秀賞の表彰を実施しています。
2020年度は、グループ合計で16,017点の応募がありま
した。
また、毎年実施される｢東京人権啓発企業連絡会｣主催
の人権啓発標語募集事業に、グループの優秀作品を応募
しており、2018年度には家族の部で最優秀賞を、2020年
度には職場の部で優秀賞と佳作、家族の部で佳作を受賞
し表彰されました。
「人権啓発朝礼の実施」
毎年人権週間の期間に、各職場の人権啓発推進委員
が、人権を題材としたスピーチを実施し、職場における人

人権週間の人権啓発朝礼

権尊重意識の高揚を図っています。

⑤
「東京人権啓発企業連絡会」
への加入
当社は1980年より
「東京人権啓発企業連絡会」
に加入
し、あらゆる差別の撤廃と人権問題の解決に、会員企業と
ともに取り組んでいます。

人権啓発推進委員が参加した東京人権プラザ見学会での
「ボッチャ」
の体験
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ダイバーシティ
（人材の多様性）



人権啓発推進委員会の掲げる基本的人権尊重の活動方針のもと、ヤマザキで働く従業員一人ひとりが
持てる力を発揮し、活躍できる働きやすい職場環境づくりに取り組んでいます。

■女性の活躍推進
ヤマザキでは、性別にかかわらず個人の能力や適性に応じた適材適所の人材配置を基本としています。近年、新製品開
発や中央研究所、小売店舗の運営など女性の活躍の場が拡大しており、女性役職者の登用と育成についても積極的に推
進しています。
■ 女性の採用・在籍状況
項目
女性新卒者採用 （人、％）
女性在職者
（人、％）
生産職
（人、％）
営業職※
（人、％）

2019年度
487（44.6）
3,935（20.2）
2,243（23.7）
791（17.1）

2018年度
507（45.8）
3,864（19.8）
2,245（23.7）
753（16.0）

2020年度
501（45.2）
4,034（20.3）
2,282（23.8）
833（17.8）

2021年度
570（48.3）
4204（21.0）
2368（24.4）
881（18.7）

※営業職には、
ルート配送従事者を除いた人数・％を表示。
（）
内は女性の比率。(2021年度は10月15日現在の実績)

女性製品開発担当者による新製品検討会

ベーカリー店舗の女性店長

中央研究所の女性研究員

■障がい者雇用の推進
当社は、人権啓発活動を基盤として、障がいのある方が働く特定部署をつくるの
ではなく、一人ひとりの障がいの種類や程度に応じて、共に働く仲間が助け合いな
がら就労できる働きやすい職場環境づくりに取り組んでいます。現在650名の方
が、工場、本社、自社業態店など様々な部署(2021年11月現在、生産部門：342
名、営業部門176名、管理部門：132名)でイキイキと働いています。
■ 障がい者雇用状況
（各年6月）
当社雇用率
民間企業全国平均
法定雇用率※

2017年度
2.25
1.97
2.00

（％）
2019年度
2.31
2.11
2.20

2018年度
2.26
2.05
2.20

2020年度
2.33
2.15
2.20

ベーカリーで接客している様子
（サンエトワール店舗）

※法定雇用率は、
2021年1月1日に、
2. 30％に引き上げられました

また、当社の自社業態店舗や工場生産実習による
「特別支援学校」
就労教育へ
の協力、障がい者の自立を目的とした
「就労支援施設」
が運営するベーカリー店舗
等に対する冷凍生地の提供や技術指導など、障がい者の方への間接的な就労支
援も行っています。
特別支援学校の生徒さんの実習の様子
（ハースブラウン店舗）
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■高年齢者の活躍推進

■ スキルドパートナー在籍者数推移

（※ハーフタイム勤務者は0.5人でカウント）

（人）

ヤマザキでは、定年退職後の生活基盤を確保し、いきい

1200

きと意欲を持って仕事をしていただくための定年退職後再

1000

雇用制度として、2002年に
「スキルドパートナー制度」
を導

800

519

600

入し、希望者をスキルドパートナーとして再雇用していま

508

663 706
582 627

796

928

1,036

1,095

400

す。2013年4月には、
スキルドパートナー制度を一部改定

200

し、高年齢者のさらなる職域拡大と定年退職後の生活基

0

盤の確保につなげています。

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020（年度）

■外国人従業員への配慮
ヤマザキグループでは、製パン工場やサンドイッチ・お弁当を生産している㈱サンデリカにおいて、外国人従業員の方々にも
活躍していただいています。外国人従業員の方々にも受け入れ時の研修を実施するとともに、社内ルールを確実に理解してい
ただくため、各種表示、
マニュアルを多国語やひらがな等のわかりやすい表現とし、労働安全衛生、食品安全衛生を中心とした
管理体制の徹底を図っています。
また、
ヤマザキで培った技能、技術や知識をもとに、母国の経済発展等を担う
「人づくり」
に寄
与することを主たる目的とした技能実習生を受け入れています。

外国人従業員生産実習の様子
（㈱サンデリカ）

外国人向けの安全衛生・食品衛生ハンドブック
（ベトナム語版）

■仕事と育児・介護の両立を支援

■ 育児休業、育児短時間勤務制度利用者数推移
（人）

ヤマザキでは、全ての従業員が
仕事と育児・介護との両立を図る

短時間勤務

350

309 317

300

ことができるよう、各種人事制度

250

を導入しています。育児短時間勤

200

務については、1日8時間の就業時

100

148

150

間を最大2時間短縮する制度で、
従業員の利用が拡大しています。

育児休業

400

50
0

仕事と育児の
両立支援ガイドブック

■地域社員制度

70

149
122

183
119

225 202
132

181

232

217

328

357

384
345

277 283

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020（年度）

■ 地域社員在籍者数推移
（人）

ヤマザキでは、転居を伴う異動がない働き方をすること

2,500

ができる地域社員制度を2015年より導入しています。従

2,000

業員の仕事に対する価値観の変化に対応するとともに、仕

1,500

事と生活の調和や多様なキャリア形成の実現につなげて

1,000

います。

500
0
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1.679

1,891

2,240

1,220
676

2016

2017

2018

2019

2020

（年度）

労働安全衛生
ヤマザキでは
「安全と健康は事業経営の推進ならびに従業員の生活を支える基盤である」
を基本方針と
し、安全最優先の職場風土づくりに努めています。また、管理職には
「職場の労働安全は第一のマイミッシ
ョン」
のスローガンを掲げて、労働安全衛生管理体制の整備充実強化に日々取組んでいます。

■労働安全衛生管理体制の整備充実強化について
当社では安全・安心な職場づくりを目指し、4月度に
「労働安全管理体制強化 決起大会」
を執り行いました。また、労働安
全強化に向けて、①全員参加の５S活動を活用すること ②社外専門家による各事業所への安全衛生実査巡回を実施するこ
とで、現場の実態に即した労働災害の未然防止と従業員の安全意識の向上につなげることを目標としました。

会社幹部出席のもと行われた決起大会
（労働安全宣誓）

社外専門家から通路と作業場の明確な区分、階段の見直し等の労働安
全管理に関する指導・アドバイスを受けている様子

安全衛生実査巡回でのポイント
通路・物置き場・作業場所の３つを明確に分けること
●転倒防止の要点(濡れた床、階段、片付け)
●高所作業をなくす、墜落防止措置
●動くものを隔離(動くものから人を分離)
●設備機械は本来の姿で使う
●不要な設備機械は撤去する
安全指導ミーティングで情報を共有

■労働安全衛生改善の強化について
当社では労働安全衛生の社外専門家による
「安全衛生実査巡回」
を全事業所で実施し、以下の内容で５S活動を取り入れ
ながら労働安全衛生活動の底上げにつなげています。
①
「安全衛生実査巡回」
においての指摘事項の改善

③５S活動
（なぜなぜ改善）
による労働安全衛生改善

実査巡回での指摘事項については、課の最重要課題と

①②での課題について、
なぜなぜ改善の手法を用いて

して改善を図る。

５S活動・チームで改善に取り組む。

②安全日誌、
チョコ停・ヒヤリハット、工務課出動データ、

④有効事例の情報共有と水平展開

安全パトロールの指摘事項の改善

従業員との対話、
５S小委員会、
５S交流会等を通じて内容

活動で得たデータの分析や状況把握を行い、課題を

を把握・共有し、
好事例は全事業所で水平展開を行う。

明確にした上で計画的に改善を行う。
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■労働安全衛生活動における重点実施事項
重点目標

施策

機械への巻き込まれ災害の防止

1.新規設備導入時にリスクアセスメントを実施し、リスク低減を図る
2.非定常作業時における機械停止等のルール遵守の徹底
3.機械設備等のハード面におけるフェールセーフ化の推進
1.通路と作業場を明確にし、整理整頓を徹底する

転倒災害の防止

2.転倒危険個所を把握し、計画的に改善する(段差の解消等)

3.危険予知力向上と身体能力維持の観点に基づいた集合研修の実施

■従業員への労働安全衛生教育
当社では、役職や資格等級、雇用区に合わせた様々な労働安全衛生教育を実施しています。最近の労働災害の傾向とし
ては、
「被災者の不安全行動に起因する」
労働災害が発生している為、全従業員に対する安全研修を実施し、日々の作業に
ついての意識と行動を変えることで、行動に起因
（ヒューマンエラー含む）
する災害の未然防止活動を行っています。
教育名称

内容

対象者

安全意識WEBアンケート
（年2回実施）

従業員の意識変化を把握し、アンケート項目で
弱い点を各事業所にフィードバックすることで
各安全活動の軌道修正を図る

全従業員

27,310名

転倒災害防止研修

①災害傾向(災害事例［滑り・つまずき・踏み外し］)
②転倒のメカニズムと対策(徹底事項）の周知を図る
③転ばない歩き方の実践

50才以上
の従業員

11,494名

行動災害防止研修

基本ルールの徹底と行動変容を促し、作業行動
に起因（ヒューマンエラー含む）する災害の未
然防止を図る

全従業員

24,988名

RST講師の養成

安衛法第60条に基づき、RSTﾄﾚｰﾅｰの資格を取得
し、事業所で職長教育(12の教育事項)を実施す
ることで安全最優先の職場風土を構築する

生産部門の
管理職

410名
(累計)

転倒災害防止研修

受講者数

転倒災害防止体操・ストレッチ実施の様子

■ 災害発生の確率を高めるもの

②人間特性

③ルール違反
（故意）

行動災害防止研修資料の一部
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やらない

〜美しい職場は、安全職場です〜

①知識経験不足

できない

不安全行動
︵３つの原因︶

日頃から整理・整頓・清掃・清潔に取り組むことが、転倒災害を防ぐため
には重要です。対策としては、通路に物を放置しない、床面の汚れを取り
除く、
ドライ化をする等です。

知らない

■ 転倒災害を防ぐためには…

●ルール
●機械の構造
●原因と結果
●ミス
（間違い）
●思い込み
●能力不足・失念
●皆も守っていない
（雰囲気）
●面倒くさい
（近道行動）
●手抜き
（不作為）
●慣れ、過信

■従業員の健康管理
健康保険組合と連携した健康の維持向上に向けた取り組み
①特定健診・特定保健指導
特定健診の結果からメタボリックシンドローム
（内臓脂肪症候群）
の予防が必
要な方に対して保健指導を実施しています。対象の方が、
自らの健康状態を把握
し、食事・運動などの生活習慣改善のため、
自分に合った行動目標を設定・実行
できるよう健康管理室スタッフ
（産業医・看護師等）
が支援を行っています。

事業所専任の健康管理室スタッフ(産業医・看護師)

②従業員食堂で健康づくりを応援
従業員食堂では、専任の栄養士による栄養バランスのとれたメニューが朝、
昼、夕、夜食まで豊富にそろっています。特に全国労働衛生週間中
（10/1～７）
には、食の大切さや健康意識を高めさせる
「健康メニュー」
を提供しています。健
康管理においては、バランスの良い食事と豊富なメニューは、仕事への活力に
もなっています。

労働衛生週間健康メニュー

③健康チャレンジキャンペーン
年2回(春・秋)に分けて、被保険者を対象として、
「健康チャレンジキャンペー

2021年度

日の歩数をスマートフォンやパソコンを用いて結果を記録するだけで自動的に

9月1日（水）〜10月31日（日）

第2グループ

10月1日（金）〜11月30日（火）

チーム制ウォーキング
抽選
ポイント

G

E

F

ラジオ体操
ストレッチ

H

10階分
階段を使う

毎日野菜
果物

I

1日30分以上
運動

400 ポイント／ 2 ヶ月

400 ポイント／ 2 ヶ月

400 ポイント／ 2 ヶ月

400 ポイント／ 2 ヶ月

400 ポイント／ 2 ヶ月

8 ポイント／日

ウォーキング・体重記録・血圧記録はコース選択不要！

ウォーキング
体重記録
従業員への啓蒙ポスター
（一部）
1ヶ月1日平均10,000歩以上で1,200 ポイント／2ヶ月
または平均7,000歩以上で800 ポイント／2ヶ月

血圧記録

400 ポイント／ 2 ヶ月

400 ポイント／ 2 ヶ月

※A〜H のコースは、１ヶ月２５日以上達成できた記録入力がある方が付与の対象となります

制の構築、過重労働による健康障害防止を目的とした助言指導や面接指導、
ス

ウォーキング・体重・血圧記録は、
年間得々コースも同時に貯まります！

※I コースは、1 日単位で達成できた日が付与対象となります

※ウォーキング、体重記録、血圧記録はコースの選択は不要です

健康チャレンジ参加方法

トレスチェックの集団分析結果を活用した職場環境改善、産業医によるメンタ

1 ログイン

2 コースを選択

スマートフォンやパソコンより チャレンジするコースを選択
健康ポイントサイトへログイン （最大2コース）

ルヘルス講話の実施等、心身の健康づくりへの支援を行っています。

3 チャレンジ開始

詳しくはホームページを
ご覧ください

4 ポイント獲得

2カ月間（61日）チャレンジ
し結果を記録

チャレンジ達成でポイント
獲得！！

http://www.yamazakipan-kenpo.or.jp/

QRコード

健康ポイント専用アプリ ログイン方法

健康ポイントプログラムの利用は
「ハピルス健康ポイント」
アプリを
ダウンロード！

このマーク
が目印！

iPhoneをお使いの方
「App Store」
から
Androidをお使いの方
「Google Play」
から

5月31日の
「世界禁煙デー」
に合わせ、禁煙サポートプログラムを実施してい

スマホがない方は、パソコンから下記 URL で専用サイトで初回登録しご利用ください。

URL

ます。2020年度より、通院することなくオンラインで受診し、
さらに処方された

https://point.happylth.com/web/yamazakipan/login

健康ポイントプログラムについて
山崎製パン健康保険組合
TEL 03-3258-1801

山崎製パン健康保険組合主催

ログイン ID・パスワードを入力し、
「アプリの利用規約に同意する」
に を入れ、
ログインをタップしてください。

初回ログインID
※ ＋は入力せず、続けて入力
してください

初回パスワード

YAMAZAKI＋被保険者記号＋番号
半角大文字

社員番号の頭の0は不用

生年月日8桁（西暦）

※
「次回から自動ログインする」
に を入れていただくと、
次回より自動的にログインされ大変便利です。

ログイン後「ポイントの確認・商品交換・記録はこちら」をタップすると、
WEB サイトに遷移し初回ログインポイントが付与されます。WEB サイト
内のお知らせをクリックし、コースを選択してください。

サイトの利用方法・商品交換・パスワード忘れの問合せについて
㈱ベネフィット・ワン

産業医によるメンタルヘルス講話

薬が自宅に届く
「オンライン禁煙」
を始めました。

4月1日〜12月31日の年間
得々コースで、440ポイン
ト以 上 獲 得 者 から抽 選で
30名に1,000ポイントプ
レゼント！

睡眠
6時間以上

400 ポイント／ 2 ヶ月

腰痛・転倒
予防体操

抽選
ポイント

※A〜Iで最大2コース

400 ポイント／ 2 ヶ月

毎食後歯磨き

年間得々コース達成特別ポイント

1人1日平均7,000歩達成
したチームから抽選30組
全員に1,000ポイントプレ
ゼント！

就寝2時間前の
食事

400 ポイント／ 2 ヶ月

D

上記1グループ以外の事務所

実施期間：2021年

C

B

毎日朝食

十和田、
札幌、
熊本、
本社の一部、
YBC古河

実施期間：2021年

選択コース一覧

A

して、生活習慣の改善や運動習慣のきっかけの一助としています。

⑤禁煙サポートプログラム

第1グループ

獲得！

参加者募集中！

ポイントが貯まり、豪華景品と交換が出来る活動です。このキャンペーンを活用

全従業員が心身の健康を維持できるよう、法定健診後の確実なフォロー体

最大

4,132Pt

健康チャレンジ
キャンペーン!

ン」
をＷＥＢ上で開催しています。生活習慣改善に向けたコース設定・実践や1

④心身の健康に関する啓蒙・啓発活動

秋の

TEL

point.happylth-info@bohc.co.jp
0800-919-7015（通話無料）受付：平日 10 時〜 18 時

ヤマザキ製パン従業員組合協賛

■従業員同士の交流
働きやすい職場づくりのためには、従業員の連帯感とコミュニケーションの充実が重要と考え、ヤマザキの各事業所では、
従業員旅行や成人式、
ファミリーバスハイクなどの諸行事を実施しています。さらに、従業員組合とタイアップしてスポーツ
サークル・文化サークル活動の充実にも力を入れ、事業所間での交流も盛んです。
※新型コロナウイルス感染防止のため一部の行事や活動を休止しています。

全国支部対抗駅伝大会
（万博記念競技場 2020年1月）

従業員家族も参加してのバスハイク
（本社 2019年11月）
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全国支部対抗将棋大会
(山崎製パン企業年金基金会館 2020年1月)

「新しいヤマザキ」
を牽引する人材の育成
ヤマザキでは、世の中の変化を先取りして、革新的にチャレンジする人材を育成しています。

■人材育成の考え方
ヤマザキでは、早くから企業成長の原動力は人材であることを認識し、
「人材の育成」
「社員の能力開発」
に取り組んできま
した。このことは今後の事業展開にも、最も重要なキーになるものと確信しています。
山崎製パン総合クリエイションセンターでの研修
（現在新型コロナウイルス感染防止策を講じて実施）

WEBを活用した研修の導入

基幹職研修
（密を避けた会場レイアウト）

フェイスシールド・マスクを着用してのグループ討議

■各種研修によるキャリアアップ支援
ヤマザキでは、入社時研修をはじめ、階層別研修や、部門ごとの専門性を高める部門別研修、
さらには個々人が独力でスキルア
ップを図る通信教育など、多角的な研修プログラムを体系化しています。生産部門では、毎年70名程度の従業員が日本パン技
術研究所や当社の製パン技術伝承の場であるVEM技術研修所での研修を通じて、製パンの理論やノウハウを習得しています。
また、パン・洋菓子製造の知識や技術の習得に加え世界の食文化を体感し、国際感覚を養うことを目的とした数カ月にわたる
海外研修も実施しています。
■ キャリアアップ体系図
入社

階層別研修
個別育成
自己啓発
技術研修
事業所研修

異動・昇格・昇進

新入社員研修・
フォロー研修
（2年目・3年目）

基幹職研修

係長
昇進者研修

準管理職研修

自己申告制度・育成面談・通信教育

管理職昇進者研修
ライフプラン
セミナー

【国内】VEM技術研修・和洋菓子技術研修・日本パン技術研究所研修
【海外】ヤマザキフランス留学
新入社員・中堅社員・基幹職・監督職研修およびテーマ別研修
（安全衛生・食品衛生など）

■２本立ての５Ｓによる人材育成
ヤマザキでは、
ピーター・ドラッカー博士の５つの質問によってあるべき姿を求め
実践する管理職の５Sと、従業員が身の回りの困っていること、
もったいないことに
気づき改善する全員参加の５Sからなる２本立ての５S活動に取り組んでいます。全
員参加の５Ｓ活動により、従業員の声を改善に活かすとともにコミュニケーションの
向上を図ることで、変化に対応して主体的に現場改善ができる人材の育成を行
い、
やりがいと一体感のある働きやすい効率的な職場づくりを推進しています。
また、
５Ｓ活動を通じた食品安全衛生、労働安全衛生を基盤とした品質向上への
取り組みにより、製品ロス削減、生産性向上、収益向上などにつなげています。
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5Sリーダー研修(横浜第一工場)

環境活動報告

事業活動における環境への影響
■ 2020年度のマテリアルフロー図

※( )内はヤマザキグループ全体の数値です

INPUT

OUTPUT

エネルギー

CO2
（生産）

（生産）
85千kℓ （143千kℓ）
電気
都市ガス・LNG等 123千kℓ （156千kℓ）
2千kℓ （3千kℓ）
重油・軽油
210千kℓ （302千kℓ）

合計

8%
10%

70%

その他
東ハト 2%
ヤマザキ
ビスケット 4%
不二家 6%
サンデリカ
山崎製パン

サンデリカ 10%

52千kℓ （73千kℓ）

111千t

合計

28%

その他

72%

山崎製パン

（157千t）

詳細はP48〜50で掲載

原材料

山崎製パン

29%

その他

71%

山崎製パン

副産物・排出物

●原料

494千t
小麦粉類
82千t
油脂類
124千t
糖類
57千t
クリーム・餡・ジャム
296千t
その他
（米・穀粉・乳製品・卵等）

●容器包装材料

プラスチック
紙
その他
合計

70%

（物流・店舗・その他）

25千kℓ （36千kℓ）
24千kℓ （33千kℓ）
3千kℓ （4千kℓ）
0.44千kℓ（0.44千kℓ）

合計

その他 8%
東ハト 2%
ヤマザキ
ビスケット 4%
不二家 5%

（563千t）

詳細はP45〜47で掲載

（物流・店舗・その他）
電気
軽油
ガソリン
天然ガス等

392千t

合計

23千t
2千t
1千t

（557千t）
（121千t）
（144千t）
（71千t）
（692千t）

19%

その他 8%
東ハト 2%
ヤマザキ
ビスケット 3%
不二家 3%
サンデリカ

未利用食料(副産物を含む)133千t （174千t）
汚泥
16千t （25千t）
紙類
15千t （23千t）
廃プラスチック類
19千t （26千t）
金属・ガラス類
3千t （4千t）
詳細はP51〜55で掲載 その他
3千t （8千t）
合計

（31千t）
（18千t）
（10千t）

66%

8%
13%

その他
東ハト 1%
ヤマザキ
ビスケット 2%
不二家 3%
サンデリカ

189千t （260千t）
73%

山崎製パン

山崎製パン

1,077千t （1,643千t）

用水

排水

井水
水道
工業用水

5,196千m （7,525千m ）
926千m3 （2,767千m3）
654千m3 （1,187千m3）

合計

6,776千m3（11,478千m3）

3

3

12%
17%

59%

その他 8%
東ハト1%
ヤマザキ
ビスケット 3%

河川放流
3,203千m3（3,923千m3）
公共下水放流 2,346千m3（3,865千m3）

不二家

合計

サンデリカ
山崎製パン

5,549千m3（7,788千m3）

詳細はP56〜57で掲載

9%
12%
71%

その他
東ハト 1%
ヤマザキ
ビスケット 3%
不二家 4%
サンデリカ
山崎製パン

※四捨五入の関係で合計が合わない場合があります。

販売製品の容器包装

年間製品販売個数
約73億個
（約98億個）
［1日あたり約1,990万個
（約2,680万個）
］

詳細はP54で掲載

プラスチック製容器包装
紙製容器包装
ペットボトル
その他

20千t （26千t）
1千t （7千t）
0.7千t （0.9千t）
0千t （0千t）

合計

22千t （34千t）
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8%

その他 1%
東ハト 7%

20%

不二家
ヤマザキ
ビスケット

64%

山崎製パン

環境目標と実績
ヤマザキでは、一般社団法人日本パン工業会が策定した
「低炭素社会実行計画2030」
「循環型社会形成自
主行動計画2030」
を最低限達成する目標として設定し、目標値以上の改善が図れるよう継続的な環境負荷
の低減に取り組んでいます。なお、CO₂排出量原単位は2013年以降毎年削減が図れていましたが、2020
年度は新型コロナウイルスによる売上の逸失等があり、原単位が前年比を上回っています。
「低炭素社会実行計画2030」
への対応

項目

中期目標
（2030年度）

2020年度実績

前年度比

基準年度比
（2013年）

年平均

（2013-2020）

(1)ＣＯ2総排出量の削減(Scope1・2)
※対象事業は生産・物流・販売店舗等

排出量 503千ｔ

■2013年度を基準年として2017年度から
目 標 年 次である2 0 3 0 年 度の間に原 単 位
（売上高10億円あたり）
を年率1%削減する

地球温暖化防止対策の推進

1

98.1 %

87.8%

1.7%削減

101.3%

79.4%

2.9%削減

排出量 392千ｔ

98.0%

86.7%

1.9%削減

排出量原単位 613t/生産高10億円

99.3%

80.9%

2.7%削減

101.2%

78.3%

3.1%削減

97.3%

99.8%

0.02%削減

排出量原単位 92t/売上高10億円

100.4%

90.2%

1.5%削減

排出量 44千ｔ

100.1％

83.2％

2.4％削減

排出量原単位 68t/生産高10億円

101.4％

77.6％

3.2％削減

103.3％

75.1％

3.6％削減

排出量原単位 689t/売上高10億円

(2)生産部門のＣＯ2排出量の削減
■2013年度を基準年として2017年度から目
標年次である2030年度の間に原単位
（生産
高10億円あたり）
を年率1%削減する

（※売上高原単位の場合536t/売上高10億円）

(3)物流部門のＣＯ2排出量の削減

排出量 67千ｔ

■2013年度を基準年として2021年度から目
標年次である2030年度の間に原単位
（売上
高10億円あたり）
を年率1%削減する

(4)店舗・本社・研究所等のＣＯ2排出量の削減
■2013年度を基準年として2017年度から目
標年次である2030年度の間に原単位
（生産
高10億円あたり）
を年率1%削減する

（※売上高原単位の場合60t/売上高10億円）

※省エネ法では、生産や物流に使用するエネルギー使用量を中長期的に年率 1% 以上低減することが定められており、パン工業会のＣＯ２削減目標もこれを参考に設定

「循環型社会形成自主行動計画2030｣への対応

項目

中期目標
（2030年度）

２０２０年度実績

(1)再資源化率の向上
（総排出物・副産物）

副産物・排出物の発生抑制と再資源化の推進

2

■2021年〜2030年度の期間、総排出物・副産
物の再資源化率を90%に維持向上

(2)再資源化率の向上
（未利用食料）
■2021年〜2030年度の期間、未利用食料の
再資源化率を95%に維持向上

【参考】
(3)食品リサイクル法における食品廃棄物の発生抑制
■食品リサイクル法で、パン製造業の食品廃棄
物の発生抑制目標値166ｋｇ/売上高百万円
が設定されている

発生量 189千tに対し
再資源化率 99.5%

発生量 133千tに対し
再資源化率 100%

発生量 124千tに対し
発生量原単位 187.5kg/売上高百万円

前年増減
+0.04%
(リサイクル率向上)

ことばの定義
【総排出物とは】
生産活動に伴い発生する全ての排出物

【未利用食料とは】
当社では副産物、生産工程から排出さ
±0％ れる生地・製品ロス、生産過剰などの製
(前年度維持) 品として出荷できなかった食品のこと
【副産物とは】
食パンや菓子パン
（ランチパック）の生産
-5.8㎏ 過程でやむを得ず発生する食パンの耳
/売上高百万円

(5.8㎏の削減)

※食品リサイクル法では、食品製造業の食品廃棄物のリサイクル目標を 95% と定めていることから、パン工業会の目標もこれを参考に設定
※食品リサイクル法で定める食品廃棄物には、食品利用されているものは含まれていません。
※排出物・副産物・未利用食料等の詳細につきましては、P51 をご参照ください。

中期目標
（2030年度）
(4)プラスチック容器包装の削減
■2030年度までに生産高10億円あたりのプラ
スチック容器包装排出量を基準年の2004年
比で25%削減する

２０２０年度実績
排出量原単位 31ｔ/生産高10億円
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前年度比
102.9%

基準年度比
22.2%削減

地球温暖化防止対策
（工場における取り組み）
ヤマザキの各工場では、パンをつくる過程で使用する電気やガスなどのエネルギーの効率的な利用を
推進することで、地球温暖化の主要因であるCO 2やフロンなどの排出削減に取り組んでいます。

■ヤマザキ全体のＣＯ2排出量実績
２０２０年のＳｃｏｐｅ１・２のＣＯ２排出量は５０３千ﾄﾝ、
売上高

■ CO2排出量と原単位の推移
Scope1

（千t-CO2）

700

１０億円あたりのＣＯ２排出量は689ﾄﾝとなりました。
ＣＯ２
排出量削減実績は対２０１３年度比でそれぞれ１２．
２％、
20．
６％の削減となりました。

600

572

500

267

400

（注）
Scope1:事業者自らの直接排出
（燃料使用、
自社物流等）
Scope2：他社から供給される間接排出
（電気使用等）

200

ヤマザキでは工場、
自社物流、
販売店舗等が対象事業となります。

221
721

306

100

521

199

原単位 （t-CO2/売上高10億円）
1,500
512

503

193

190

696

689

679

316

322

318

2017

2018

2019

1,000

2013

500

313

0

0

■エネルギー管理体制の構築

537

867

300

Scope2

2020（年度）

0

■生産部門からのCO2排出量

ヤマザキでは、全社的なエネルギー管理体制の構築によ

2020年の生産部門からのCO2排出量は392千ﾄﾝ、生

り、工場・事業場単位でのエネルギー管理から、事業者単位

産高10億円あたりのCO2排出量は613ﾄﾝとなりました。

（企業単位）
でのエネルギー管理を実施し、従業員一丸と

■ 生産部門のエネルギー使用量とエネルギー原単位の推移

なったエネルギー効率の改善を推進しています。

（原油換算千kℓ）

■ 山崎製パン
（株）
エネルギー管理体制図
200

社長

100

エネルギー管理統括者
（生産担当役員）

電力

ガス

214

216

344

343

2015

2016

重油

エネルギー原単位（kℓ/生産高10億円）

213

215

214

210

335

336

331

330

2017

2018

2019

400

350

エネルギー管理副統括者
（総務担当役員）
0

エネルギー管理副統括者
（生産統括本部長）

■ 生産部門のCO2排出量とCO2排出量原単位の推移

エネルギー管理企画推進者
（施設本部長）

CO2排出量

（千t-CO2）

500

事務局

施設本部

437

400

総務本部

300

434
692

703

CO2排出量原単位

422

664

408

工場

399

0

800
392
700

618

100

工場

（t-CO2/生産高10億円）

637

200

工場

0
2020（年度）

613
600

2015

2016

2017

2018

2019

2020（年度）

0

（注）
2019年度〜2020年度の電気の使用に伴うCO2排出量の算定には、
環境省公表の電気事業者別排出係数
（2019年度）
を用いています。
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■エネルギー効率のよいコージェネレーションシステムの活用
工場で使用する電気エネルギーと生産工程で使用する蒸
気や温水などの熱エネルギーを同時に効率よく供給するた
め、都市ガスを利用したコージェネレーションシステムを9工
場で導入しています。
コージェネレ―ションシステムは、発電
された電気と発生した熱の両方を使用することで一次エネル
ギーの約７０％以上が有効に利用できるため省エネルギーを
図ることにつながり、
ＣＯ2排出量の削減に寄与しています。
また、
導入している工場のうち、
7工場では災害などの非常
時に自立運転ができ、
大規模停電が発生した際でも、
ガスが
供給されていれば電力の供給を行える機能を持った設備を
導入し、
事業が継続できる仕様になっています。

コージェネレーションシステム
（札幌工場）

VO ICE
コージェネレーション設備導入で省エネ化を実現
札幌工場

工務課

台丸谷仁
（だいまるや ひとし）

札幌工場では、
ガスエンジンによるコージェネレーション設備を２０２１年３月から導入し、
電気と蒸
気を工場に供給するだけでなく、
設備から発生する熱を利用した温水も供給することができま
す。
温水は、
工場内の給湯やボイラー給水の加温に有効利用され、
エネルギー（ガス使用量）
の削
減を図りました。
設備導入によって、
２０２１年１０月までの実績でＣＯ２排出量は全体の９.８％
（１,１３０
ｔ-ＣＯ２）
、
光熱費は燃料単価上昇の影響もありますが今期は約660万円を削減できる見込みで
す。
さらに災害時の自立運転による発電が可能な装置を組み込み、
大規模停電が発生した際でも、
ガスが供給されていれば工
場全体の４５％の電力を供給し、
一部のラインを稼働することが可能になりました。
これにより災害時の長時間停電でも
「被災地

導入したガスエンジン発電機

への食糧供給」
という使命を果たすことができるようになりました。

■省エネルギー機器の導入

（LED照明の導入）

（熱回収式電動コンプレッサー）

各 工 場では省エネル
ギー推進の一環として照

各工場では、
エネルギーの効率的な利用を目指し、
ボイラーや

明 のLED化を進 めてい

コンプレッサーなどの設備を最新型の機器に更新しています。

ます。2 0 2 0年はLED照

埼玉第一工場では、熱回収式電動コンプレッサーを導入し、

明への交換を15,202台 LED照明への交換を約450台実施し、
配分場の電力使用量が約40%削減され
実施しました。

圧縮空気をつくる過程で発生する熱を活用しています。
これによ
りボイラーの給水を加熱しており、年間でCO2排出量を約48ﾄﾝ
削減しています。
工場ライン

燃料

温水

ました。
（京都工場）

（洗浄機の熱交換器）
京都工場では天板
（パンなどをオーブンで焼くときにの

蒸気
ボイラー

せる鉄板）
洗浄機、神戸工場では番重洗浄機で使用する温

圧縮空気

水の熱
（約60℃）
を回収し、再利用しています。洗浄機に熱
交換器を設置して排水された温水から熱を回収し洗浄機

電気

の給水を加温することでエネルギー使用量とCO2排出量

水
廃熱を回収して
温水を生成

熱回収式コンプレッサー

を削減しています。

熱回収式コンプレッサーシステム
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■ＣＯ２排出係数のより少ない天然ガスへの燃料転換
ヤマザキではクリーンエネルギーの利用を推進し、環境
への負荷軽減を図るとともに重油やＬＰＧからＣＯ２排出の
少ない天然ガス
（都市ガス）
への燃料転換を進めています。
２００８年からは都市ガスのパイプライン未整備地域におけ
る
「ＬＮＧサテライト方式」
を利用した天然ガスへの燃料転
換を進めています。広島工場では２０１８年にＬＮＧサテライ
ト設備の設置とボイラー設備の更新を実施、
２０１９年には
各生産設備のオーブン燃料機器の燃料転換工事が完了し
ました。仙台工場では、
２０２０年１１月からパイプラインによ
る都市ガス供給がスタートしました。
ＬＮＧサテライト設備
（岡山工場）

■フロン使用機器の管理
フロンは無色、無臭、不燃性で冷媒として優れた特性が
ありますが、地球温暖化係数がCO₂の数千倍の影響があ
る物質です。
ヤマザキでは、工場に設置している空調設備や冷却機
器をはじめとして、店舗のショーケース、自動販売機や配送
トラックの荷室の冷凍機などに、
フロンを冷媒として使用
しています。フロン排出抑制法は２０２０年４月に改正され、
企業への管理責務が一層強く求められている中、当社で
は法で定められている機器の簡易点検
（出力7.5kW以上
の機器は自社の有資格者による定期点検を実施）
および
修理時および廃棄時の管理ルールを定め、機器を適切に
管理してフロン漏えいの抑制に努めています。

フリーザー用大型冷凍機（伊勢崎工場）

■再生可能エネルギーの活用
風力や太陽光などの再
生可能エネルギーを利用
した発電設備を一部の工
場で導入し、実効性の検
証を行うとともに、従 業
員の意 識 高 揚に役 立て
ています。

風力発電機
（埼玉第一工場）

太陽光発電パネル
（武蔵野工場）
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地球温暖化防止対策
（物流における取り組み）
ヤマザキでは、新鮮な製品を毎日自社のトラックで全国のお店にお届けしています。物流面においては、
デイ
リーヤマザキへの共同配送の自社化や工場への原材料の共同配送などにより車両台数を削減するなど、
CO2排出量の削減に取り組んでいます。
■ 物流部門のCO2排出量とCO2排出量原単位の推移

■物流部門からのＣＯ２排出

排出量

（千t-CO2）

70

2020年度の物流によ

排出量原単位

（t-CO2/売上高10億円）

100

95

るＣＯ２排出量は67千ﾄﾝ

92

で 前 年 比9 7.3 ％ でし
た。売上高10億円あた

92

92

91

92

65

90

りの排出量は92ﾄﾝと前
年に対して0.4％の増加
となりました。

60

69

68

68

69

69

2015

2016

2017

2018

2019

67
90
2020
（年度）

■エコドライブの推進
2000年6月に配送部門を持つ全国20工場でエコドラ
イブを実施する体制を整備しました。2020年に全工場に新
「車載端末」
を導入し、車両位置や運転状況をリアルタイム
で把握できるようになりました。
工場では全国で1日当たり約2,700台のトラックが走っ
ており、1日の走行距離は約339,000km(地球を約8.4周)
です。エコドライブの実施前と実施後を比較すると、軽油
の使用量は年間約865kl削減され、CO2排出量は年間約
2,270ﾄﾝ削減されています。

新「車載端末」
で走行状況をリアルタイムに把握

■運行管理システムによる走行距離の最適化

■ 運行管理システムの仕組み
出発

ヤマザキでは、
ＧＰＳを利用した運行管理システムによ

納品

帰着

り、最適な配送ルート網を構築し、車両台数や総走行距離
の削減を進めています。また店舗への到着時間や荷室の
配送ルート管理・スピード管理・温度管理・時間管理

温度のほか、平均速度や急激な速度変化の回数などを車
載端末に記録し、
エコドライブに役立てています。

分析、改善

■原材料の共同配送によるＣＯ２排出量の削減

原材料の共同配送体制
原材料
メーカーA社

ヤマザキの製品に使用する原材料の物流については、従
来は原材料メーカー各社が工場に納品していましたが、近
年はヤマザキグループの㈱ヤマザキ物流の拠点と物流網

原材料
メーカーB社

を活用した共同配送化を推進しています。原材料メーカー

（株）ヤマザキ物流
営業所

から㈱ヤマザキ物流の営業所に集まるさまざまな原材料を

原材料
メーカーC社

トラックに最大限に積載することで、工場への納品車両台
数を削減しています。関わる原材料メーカーは118社、取り

または

配送センター
（全国７ヵ所）

包装資材
メーカー

扱い品目は約4,000アイテムに上ります。これによって燃
料の使用と燃料の燃焼によるCO2排出を抑制しています。

共同配送に関わる原材料メーカーは118社
取り扱い品目は約4,000アイテム
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山崎製パン
各工場

■デイリーヤマザキの物流自社化によるＣＯ２排出量の削減
由でパンと一緒に自社便での配送を開始しています。
この

デイリーヤマザキの店舗への納品は、
配送業者のトラック
で届けられていましたが、
2015年からはチルド商品
（牛乳・

取り組みによって、
店舗に納品するトラックの台数が削減さ

サンドイッチ・弁当）
や冷凍食品
（アイスなど）
、
2016年からは

れ、
ＣＯ２排出量削減につながっています。

ドライ商品(食品・菓子・雑貨)の一部をヤマザキの工場経
デイリーヤマザキの自社物流体制

【従来】

【現在】

（ドライ商品）

配送
（アイス・冷凍食品）
センター

（チルド商品）

配送
センター

デイリー
ヤマザキ
各店舗

（ドライ商品）

ヤマザキ一括配送

山崎製パン
各工場

山崎製パン
各工場 （パン・和洋菓子）

デイリー
ヤマザキ
各店舗

(ドライ商品)
(アイス・冷凍食品)
(チルド商品)
(パン和洋菓子)

チルド商品→全エリアの80％で導入済み。今後も順次予定

■電気トラック
（ＥＶ）
の共同実験

■モーダルシフト
（鉄道輸送）
の活用

低炭素社会への貢献を目的として、2019年9月から

一般的に鉄道輸送のＣＯ2排出量はトラック輸送の12分

ＣＯ２排出量の削減や騒音防止、大気汚染の防止に効果

の1と言われています。
松戸第一工場ではCO２排出量の少

のあるＥＶトラックを導入して配送業務の実証実験を行

ない貨物列車を活用した拠点間物流の運用を行っていま

っています。

す。
週3回(年間60ﾄﾝ)の頻度でロングライフの洋菓子を鉄

いすゞ自動車様製のエルフＥＶトラックにチルド室を架

道コンテナに積み込み南千住駅にて積み替え、
札幌駅を経

装し、横浜第二工場において、
１日２便のルート配送を行

由して札幌工場に配送しています。

っています。

試験運用として、
伊勢崎工場で製造した原材料を鉄道コ

これまでの実証実験では、ディーゼルトラックに遜色

ンテナに積み込み熊谷駅にて積み替え、
福岡駅を経由して

ない使い勝手やＣＯ２の削減効果を確認できており、継

福岡工場に配送しました。
今後も引き続きCO２排出量の少ない輸送手段として、
貨

続して効果を検証しています。

物列車の活用を検討していきます。

電気トラック(EV)の共同実験を実施

充電設備

鉄道コンテナを利用して配送
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工場を出発する鉄道コンテナ

地球温暖化防止対策
（小売店舗における取り組み）

デイリーヤマザキでは地球温暖化防止のため、省エネ機器の導入と店舗運営の工夫によって、
エネルギー使
用の削減に取り組んでいます。
①～⑧は
「店舗の省エネマニュアル」
の取り組みを示

❷
●
❽
●

❶
●

❸
●

❹
●

❻
●

しています。

【店舗の省エネマニュアル】

①店内の室温は夏期27℃、冬期19℃で管理
②機器の温度は温度管理表で点検を実施
③機器のフィルターは2週間に1回清掃

❼
●

④室外機の周りには物を置かない

夏のピーク時には室外機に散水する

⑤フライヤーは使用しないときはこまめに電源OFF

❺
●

⑥ショーケースの吸込み口には物を置かない

⑦バックヤードや厨房は使用しないときは電源OFF
⑧ストック用冷凍冷蔵庫の上には物を置かない

■店舗における省エネ取り組み
店舗では日々の店舗運営の中で、機器の温度管理やフィルター清掃などの省エネに取り組み、CO２排出の削減に取り組ん
でいます。また店舗は自店の電気・ガスの使用量等の情報を本部に提供し、本部はエネルギー使用実績や使用状況をデータ化
し、店舗に毎月フィードバックすることで、本部と店舗が協力してエネルギー使用の削減取り組んでいます。

■照明機器のLED化

■冷凍冷蔵機器の省エネ化

照明は店舗のエネルギー使用の約10％を占めています。

空調機器と冷凍冷蔵機器には高効率なインバータータイプ

蛍光灯と比較して消費電力の少ないLED照明を店内照

の機器を設置しており、一部の店舗では冷媒にCO₂を使った

明、看板照明およびパン棚照明に使用しています。また看

ノンフロンのショーケースを設置する等、省エネ化を進めると

板の照明には点灯・消灯タイマーを設置しています。

ともに、改装・開店店舗へノンフロン機器の導入を増やし、フ
ロンの漏えい抑制にもつなげていきます。

店内照明、看板照明をLED照明に

一部の店舗にノンフロン機器を設置

■レジ袋の有料化、バイオマスプラスチック化
プラスチックは便利な素材ですが、プラスチックごみは海洋を汚染するなど大きな影響を与えています。
石油由来のプラスチック使用を削減するため、デイリーヤマザキでは2020年7月からレジ袋を有料化し、バ
イオマス由来の原料を30%配合したレジ袋に切り替え、石油資源の節約とCO２の削減に貢献しています。
有料化後は、
レジ袋を受け取らないお客様が75％を超えています。
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副産物・排出物の発生抑制と再資源化
パンなどを製造する過程で、食パンの耳などの副産物

寄与し、再資源化率は99.5%と高い水準を維持すること

の発生は避けられませんが、
「なぜなぜ改善」
や
「5S活動」

ができました。食品由来の副産物・排出物をはじめとする

などの現場改善活動などによりヤマザキでは可能な限り

未利用食料は100%が再資源化されており、最優先再資

発生抑制に努めています。

源化手法として定められている
「飼料化」
の構成比は81.3

2020年度は、副産物・排出物の発生量は189千ﾄﾝと

％と高い水準を維持しています。

前年度に比べ3.4%減少し、生産高10億円あたりの排出

以上の取組みが寄与し、日本パン工業会の2020年度

物発生量は297ﾄﾝと前年度に対し、2.2％減少しました。
ま

目標を昨年度に引き続いて達成することができました。

た、各工場における分別の徹底や処理方法の変更などが

※未利用食料の内訳は下記の
「副産物・排出物処理フロー」
をご参照ください。

■ 副産物・排出物発生量の推移

■ 再資源化率と生産高10億円あたりの発生量

（千t）

200

150

食パンの耳を除く発生量

188

192

71

71

食パンの耳の発生量
197
193

70

70

100

69

0

98.5

95

100
50

再資源化率

（%）

189

299

90

117

121

123

127

120

2016

2017

2018

2019

2020（年度）

発生量原単位

（t/生産高10億円）

98.8

99.3

99.5

302

302

303

99.5

310

297

85
0

2016

2017

2018

2019

2020（年度）

■ 山崎製パン単体の副産物・排出物フロー

再資源化量
（再資源化率）
188,565t
（99.5％）

発生量
189,465t

未利用食料
133,066ｔ
（100.0％）

再資源化方法

食品原料（パン粉・製菓）

食パンの耳(副産物) 69,085t 食品原料、飼料
生地・製品ロス

47,639t 飼料、肥料等

フィリング類

9,081t 飼料、肥料、メタン等

バナナの皮

4,454t 飼料、肥料、メタン等

廃食油

363t 油脂製品等

その他

2,445t 肥料、熱回収等

非食品系
56,399t

15,755t 肥料等

段ボール・紙くず

15,030t 製紙原料等

プラスチック類

19,323t 固形燃料、熱回収等

空缶・金属くず
ビン・ガラスくず
その他

飼料
肥料

メタンガス
油脂・油脂製品

熱回収
その他（炭化、エタノール等）

構成比
8,999t

6.8%

108,216t

81.3%

9,865t

7.4%

1,728t

1.3%

242t

0.2%

3,449t

2.6%

568t

0.4%

非食品系
55,499
（98.4%）

再資源化方法

汚泥

11,750t

21.2%

製紙原料

13,840t

24.9%

固形燃料

4,544t

8.2%

668t

1.2%

金属原料

85t 再利用、各種原料

熱回収

2,940t 再利用、各種原料

構成比

肥料

プラスチック原料

3,266t 金属原料

その他（再利用、各種原料等）

3,141t

5.7%

18,407t

33.2%

3,150t

5.7%

※再資源化されない排出物：900t
（燃え殻、
ばいじん等）
※食品ロスの削減・再資源化についてはP27〜28もご参照ください。
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300
290

■副産物・排出物処理フロー

未利用食料
133,066t

320

0

■ゼロ・エミッション工場の拡大
ヤマザキでは、やむを得ず発生した排出物については積極的に再資源化して
います。その結果、ゼロ・エミッション工場が拡大し、
２０21年11月現在、
２8工
場中２4工場がゼロ・エミッション工場となっています。ゼロ・エミッションを達成
した工場については、今後もゼロ・エミッションを維持するとともに、
リサイクル
の質の向上を図っていきます。

排出物を14種類に分けているリサイクルセンター
（神戸工場）

■食品リサイクルループの構築

リサイクルループとは、食品関連事業者から発生する食品排出物から肥料・飼料を生産し、
それを用いて生産した農・畜産
物などを食品関連事業者が取り扱う、環境にも配慮した循環型社会モデルの1つのことです。
ヤマザキおよび㈱サンデリカでは、工場から排出された未利用食料由来の飼料
（エコフィード）
を与えて育った鶏や豚からと
れる卵や肉を使用するなど、食品リサイクルループの構築を進めています。

飼料製造業者

ヤマザキグループの
食品リサイクルループ
イメージ図

ヤマザキパン工場
サンデリカ工場

卵

豚肉

食肉加工業者
鶏卵加工業者

鶏肉

お客様

スーパー
ヤマザキ

■ 製品の原料

名古屋工場では、
エコフィードを
使って育った養鶏の卵を、
同工場
で菓子パン製品の生地に使用し
ています。
また福岡工場では、
エコフィード
で飼育されたブランド鶏
「華味
鳥」
を使った製品を販売しました。

養豚場
養鶏場

■ 豚肉の販売

製品例
名古屋工場
菓子パン製品

福岡工場
ランチパック
九州産華味鳥の照焼き
とりそぼろ＆マヨネーズ

ヤマザキグループの
㈱スーパーヤマザキ
において、エコフィー
ドで肥育された豚肉を
「エコニコポーク」
とし
て販売しています。

■ 従業員食堂でのメニュー提供
工場の従業員食堂では、
エコフィードを与えて肥育された豚肉・鶏肉・卵を使用したメニューを各工場で定期的に提供しており、従業員の環
境意識向上につなげています。
名古屋工場
「味噌カツ」

大阪第二工場
「豚生姜焼き」

横浜第一工場
「ビビンバ丼」

札幌工場
「スクランブルエッグ」
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福岡工場
「油淋鶏」

■小売店舗における取り組み
デイリーヤマザキでは、商品や設備に様々な工夫を施し、食品ロスの削減に取り組んでいます。

1.納品期限を3分の1ルールから2分の1ルールに移行
菓子や飲料等の食品の納品期限は、従来は全体の3分
の1以内とする
「3分の1ルール」
が一般的でした。しかし、
食品ロスの抑制のため、納品期限を全体の2分の1以内と
する
「2分の1ルール」
に変更する動きが広がっています。
デイリーヤマザキでは、2 0 1 5年から飲 料について、

（例）
賞味期限が6カ月の商品の場合
3分の1ルール
（変更前）

2分の1ルール

納品期間

販売期間

お客様購入後

1/3

1/3

1/3

3/6

（変更後）

1月1日

2020年からは菓子、
カップ麺、
レトルト食品等の一般食品

賞味期限

2/6

3月1日

4月1日

1/6
6月1日

賞味期限

7月1日

従来、3月1日までに納品出来なければ食品ロスになってしまう商品が

について、
それぞれ2分の1ルールへの変更を行い、食品ロ

4月1日までに納品されれば受け入れられるようになる。

スの削減に努めています。

2.中華まんの食品ロスの発生抑制
秋冬の定番商品である中華まんは、季節の人気商品ですが、蒸し器での加温販売は生地にダメージ
が加わる為、最適な状態で販売できる時間が短く、食品ロスが発生しやすいという課題がありました。
2021年秋冬の中華まんについては、
これを解決すべく、蒸し器での販売に加えて、
チルドコーナーで
の販売を開始しました。
レンジアップをしても生地に含まれる水分を逃がしにくい商品を開発し、食品ロ
スの削減に効果をあげています。これらの取り組みは、
コロナ禍におけるお客様の家庭内消費にも応え
ることができ、女性のお客様の複数個買いなど新たな需要を創造することが出来ました。

3.できたてをタイムリーに提供できる
デイリーホット

4.発注精度の向上
店舗ではお弁当やパンなどの発注時に販売データや天

デイリーヤマザキでは、
店内で焼き立てパンの製造(680

候などの情報を活用して発注精度の向上を図っています。

店)と手作り弁当の製造(460店)を行い、
フレッシュな商品

しかし、
どうしても発生してしまう売れ残り商品を抑制す

をお客様にご提供して

るため、
2021年3月より、商品の値引きシステムを導入し

います。当日の販売状況

ています。残り消費期限が短くなった商品を対象に、
レジ

により必要数を提供する

での簡易な操作で値引き処理

タイムリーなオペレーシ

を実施することができ、
お買い

ョンを行うことで、食品

求め頂きやすくし、売り切るこ

ロスの発生抑制に努め

とで食品ロスの抑制を図って

ています。

います。

5.排出物の発生抑制と再資源化の取り組み
デイリーヤマザキでは、排出物の削減に取り組んでいま

（kg）

2,000

1,800
1,600

す。2 0 2 0年 度 は1店 舗 あ たりの 月 間 排 出 物 量 は 約

1,400

1,415kgで、缶・びん・ペットボトルや段ボールのリサイク

1,200

ル量は約628kg、自治体の焼却施設で熱利用している量
は約601kgで、排出物の再資源化率は86.9％、単純焼却
量は約186kg(13.1％)でした。

単純焼却量

1,000
800

熱回収量

再資源化量

▲ 再資源化率

（%）

87.0
▲

86.9
▲

87.0

85.0

84.5

86.4
▲

▲
210

192

190

185

186

628

629

612

609

601

605

593

637

625

628

2016

2017

2018

2019

2020
（年度）

600
400
200
0

86.0

84.0
83.0
82.0
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88.0

86.8
▲

81.0
80.0

石油資源の効率的な利用(発生抑制と再生利用)
■容器包装削減
（9割以上を占めるプラスチック容器包装の軽量化）
ヤマザキでは、食品の安全衛生の確保と品質の保持を

■ プラスチック容器包装の削減量推移

第一に考え、容器包装の企画と選定を行っています。その

原単価
（t/生産高10億円）

年間削減量
（t）

うえで、一般社団法人日本パン工業会が定める
「循環型社

原単位
（t/生産高10億円）
45

10,000

会形成自主行動計画2030」
で定める
「容器包装の環境配

41.6
8,000

慮設計指針」
に基づき、可能な限り、容器包装の簡素化・
軽量化を図るとともに、環境に配慮された容器包装を利用

41.3

40.5

削減量
（t）
原単位
（t/生産高10億円）

41.8
40.3
38.7

37.8

6,000

することによる、資源の節約と家庭での廃棄物の発生抑制

36.9

5,627

5,920 5,974

33.5 33.1 33.2

に努めています。

4,000

2000年の容器包装リサイクル法完全施行以来、当社製

2,498
2,000

品の9割以上を占めるプラスチック容器包装の軽量化や
設計見直し等により、2020年までの20年間累計で約11

1,645

1,224

6,674

8,337 8,365 8,114

8,512
7,838

7,224

40

35
32.7 32.3

31.5

30.4 30.2 30.3

30.9

31.3

30.5

29.7

30

1,727
940

25
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

万ﾄﾝのプラスチックの節減につながりました。

1,070

3,014

3,575

6,317

7,983

8,897

■現在も続いている主な取り組み
食パン1斤袋の薄肉化とサイズ見直し

主力菓子パン使用フィルム包装の薄肉化

食パン1斤袋のフィルムの厚さを見直し、製品1

菓子パンをはじめとする製品のフィルム包装の

個当たりの容器包装重量を約7％削減しました。さ

厚さを見直し、製品1個当たりの容器包装重量を
約7％削減し年間約520ﾄﾝを削減しました。

らに、食パン1斤袋の高さの適正化を図り、製品1
個当たりの容器包装重量を約4％削減しました。こ

れにより年間約350ﾄﾝを削減しました。

製品例

製品例

「シュガーロール」のトレー使用中止と袋サイズの小型化

「3本入り串団子」
トレーの薄肉化と軽量化

「シュガーロール」
で使用していたトレーを使用中

「3本入り串団子」
シリーズで使用しているパックの

止し、さらに袋のサイズの適正化を図ることで、製

形状を見直し、厚みを段階的に薄くすることで、製品

品1個当たりの容器包装重量を約65％削減しまし

1個当たりの容器包装重量を約16％削減しました。

た。これにより年間約270ﾄﾝを削減しました

これにより年間約200ﾄﾝを削減しました。

製品例
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強度を保持するリブ
（凸凹）
を
付けることで軽量化を実現

■長期間利用した納品ケースの再生利用

■加工用食パン袋の再生利用
ヤマザキでは、
食パン加工製品を生産する過程で一時的

ヤマザキでは、創業当初からパンの納品に、繰り返し使用
できる
「番重
（ばんじゅう）
」
と呼ばれるケースを用いることで、

に加工用食パン
（三斤）
を保管するためにプラスチック製の

段 ボ ール など の 梱 包 材 の 発 生を抑 制してきました。

袋を使用しており、
そのリサイクルを推進しています。
さらに

創業時からの木製に代わり、
1967年にはプラスチック製番

一歩進んだ取り組みとして、処理先のプラスチック再生業

重を開発・導入し、
現在では販売店様への納品に約550万枚

者の協力のもと、
古河工場ではゴミ袋に再生加工、
千葉工

利用しています。
２００８年からは、
番重メーカー様と協力し、
長

場ではパレットに再生加工して工場で使用しています。
ゴミ

期間使用した番重を新しい番重の原料として再生利用する

袋は消耗品であるため継続的に原料が必要となることか

取り組みを開始しており、
資源の有効利用に努めています。

ら、
リサイクルが円滑に進むという利点があります。

圧縮梱包機投入後の当該物

加工用食パン袋

古くなった番重を回収

破砕・洗浄し、原料化

２０20年は
約9万5千枚の番重を再資源化

（古河工場）
ゴミ袋

（千葉工場）
パレット

プラスチック再生業者

新しい番重として
再生利用
ペレット

■バイオマスプラスチックを配合したゴミ袋の使用
ヤマザキでは、製品の包装フィルムに使用するインキに
ついて、原料の一部が植物由来に置き換えられた環境配
慮型インキの使用を積極的に進めており、
ほぼすべての製
品に採用しています。また、ヤマザキの各工場において使
用するゴミ袋については、
これまでは100％石油由来のポ
リエチレンでしたが、2019年11月より植物由来のバイオ
マスプラスチックを10％配合したゴミ袋を導入していま
す。現在はバイオマスプラスチック配合量を15％にまで引
き上げています。

２０２０年１１月使用分からは、
バイオマスマークが印字された
ゴミ袋を使用
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バイオマスプラスチック配合のゴミ袋
(一般社団法人日本有機資源協会よ
りバイオマスマーク商品として認定
を受けています。)

水使用量の削減と排水の環境負荷低減
ヤマザキの事業は水資源に支えられており、製品の生産をはじめとする事業活動全般において重要な役
割を果たしています。貴重な水資源を保全するために水使用量の削減と排水の管理に取り組んでいます。

■安全な水使用のために
（法令より厳しい基準）
工場で使用する水については、上水道の他、井戸水や工業用水も使用しています。給水の分析については、水質の分析回
数や分析項目を上乗せするなどの自主基準を設けて水道法等による規制以上の管理を行い、各工場において安全な水の
使用に努めています。

■水の使用量の削減

■水使用量および原単位の推移

ヤマザキでは、取水による環境への影響を抑制するため

（千㎥）

工業用水

8,000

に、日ごろより水使用量の削減に取り組んでいます。節水

12.86
7,000

活動によって使用量の削減を図るとともに、用途に応じて
水のカスケード利用
（一度利用した水を再利用する）
にも取

6,000

り組み、水資源の効率的な利用を進めています。工場にお

7,135

6,702

6,926

井水

6,997

原単位

6,919

14.00
13.00

6,776

12.00

751
706
690
727
654
11.36
10.93
10.90
10.70
10.61
990
974
957
953
926

674
969

いて水の使用量を毎月原単位で把握しており、給水量原単

水道水

（㎥/生産高
百万円）

11.00
10.00

5,000

位(生産高百万円あたりの水使用量)については過去5年間
で6.6％削減されており、水使用量については359千㎥の

4,000

9.00
5,060

5,394

5,242

5,318

5,277

8.00

5,196

7.00

削減となりました。
0

■工場における使用水量の削減①

2006

2016

2017

2018

2019

2020

0
（年度）

節水対策

工場では水の使用量を削減するための取り組みを行っています。
・洗浄機や給水栓のノズルに節水ノズルを取り付け、
ムダな水の使用を抑制しています。
・給水設備にタイマー機能を設置して、自動停止によりムダな水の使用を抑制しています。
・天板
（パンなどをオーブンで焼くときにのせる鉄板）
を使用した後に洗浄する機器には水位制御センサーを取り付けて
水の過剰な使用を抑制しています。
・天板洗浄機の水位センサーは、汚れが付着して誤動作が発生することによるムダな水の使用を防止するため、従来の
水位センサーから汚れの影響を受けにくく故障の少ないガイドパルス方式へ変更して、水の使用量を削減するとともに
精度の高い水位制御を行って節水に努めています。
パルス信号を送り
反射時間を測定して
水位を検知

反射波 送信波

天板洗浄機の給水タンク

節水ノズル

水

水位センサーの仕組み

節水ノズルの仕組み

節水ノズル

水に空気を含ませて水泡をつくることで使用感は変わら
ずに水の使用を抑制

従来の水位センサーでは水を
ムダに使用する誤作動があった
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精度の高い水位センサーで
水の使用を抑制

■工場における使用水量の削減②

水のカスケード利用

工場の給水使用設備
（ミキサーや洗浄機など）
では、水の使用量を削減するために再利用に取り組んでいます。
①天板
（パンなどをオーブンで焼くときにのせる鉄板）
を使用した後に洗浄する機器においては、すすぎで使用した比較的きれいな
水をフィルターで濾過して洗浄工程に戻し、再利用しています。
②廃水処理場では、排水処理をした後の放流水を処理水槽の上面の浮遊物
（泡やゴミなど）
を洗浄する水として再利用しています。
③水をボイラーによって蒸気に変え、加熱設備
（スチーマーや加熱釜など）
で利用し、その後ドレン水
（加熱の役割を終えた水）
とな
った排温水を回収し、ボイラー用の給水に再利用しています。
きれいな水を再利用

カスケード利用（天板洗浄機のイメージ図）

濾過
装置

給水

給水
タンク

天板の流れ

排水

洗浄工程

すすぎ工程

■排水量および原単位の推移

■排水の環境負荷低減

（千㎥）

排水を適切に処理して自然に返すことは水を生産設備

公共下水放流

7,000

で使用する企業として重要な課題であると考えています。

6,000

排水は工場によって河川放流と下水放流がありますが、

5,000

いずれも水質汚濁防止法および都道府県による規制以上

4,000

の管理を行っています。排水量原単位は過去5年間で4.2

5,697

排水は各工場において高度な処理技術や処理方式を組

2,000

み合わせて処理しており、汚泥発生量の削減と排水処理

1,000

の安定的な運用に取り組んでいます。

0

・神戸工場では、汚泥がほとんど発生しないオゾン処理
を採用しており、処理水は基準値
（BOD200mg/L以下、
SS200mg/L以下、n-Hex30 mg/L以下）
を下回る数値
に処理した後、下水道へと放流されています。

5,597

原単位

5,658

10.00
9.80

5,549

9.60
9.40

2,379
9.07

3,000

％削減されています。

5,568

河川放流

（㎥/生産高
百万円）

2,367

2,405

2,346

9.20
9.00

8.76
3,318

2,381

3,201

8.74
3,215

8.75
3,252

8.69
3,203

8.80
8.60
8.40
8.20

2016

・岡山工場では、汚泥を特殊な膜で濾過し、一時的な負荷
の増加にも対応できる膜処理方式を採用して安定的な
処理ができるように取り組んでいます。

2017

2018

2019

0

2020（年度）

汚泥がほとんど発生しない
オゾン処理方式
（神戸工場）

・各工場では、洗浄水の節水と排水への負荷低減のため、
パンなどの原材料として使用するフィリング
（ジャムや
クリームなど）
は、ホッパー（供給する機器）
などの内部
に付着した中身が残らないように手作業で拭き取りを
行っています。

ホッパー内に残ったクリー
ム 類 はゴ ム ベラで 拭き取
り、排水への負荷を軽減し
ています。

京 都 工 場では処 理 後の浄
化された排水は工場内の池
を通じて用水路に放流して
います。工場内の池や水路
には多くの魚が生息してい
ます。
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河川・地域清掃活動

  

■海洋プラスチック汚染防止のための河川・地域清掃活動
マイクロプラスチックによる
「海洋プラスチック汚染防止」
のため、工場近隣の河川や地域の清掃活動に、地域の皆様と
一緒に取り組んでいます。

（新型コロナウイルスの影響により、2020年につきましては河川・清掃活動の実施を見合わせました。2021年につきましては、新型コロナウイルスの感染状
況等を注視しながら、引き続き感染防止対策を徹底した上で、順次活動を再開しております。）
マイクロプラスチックとは、
市街地や河川などからプラス
チック製品が海に流れ着き、
紫外線や波などによって細か
く砕かれた海洋プラスチック
ゴミです。自然分解されない
ため、海の生態系への影響が
世界的に懸念されています。

■ 横浜第一工場・古河工場・本社・
（株）不二家・
（株）東ハト
（東京港野鳥公園内前浜干潟清掃活動 2018年10月）
公益財団法人 日本野鳥の会のご指導のもと、東京湾とつながる干潟の清掃活動およびマイクロプラ
スチックの生態系への影響について勉強会を行いました。

マイクロプラスチックの
原因となるゴミ

■ 松戸工場・本社（国交省・13市区町 江戸川クリーン大作戦 2019年4月）

■ 古河工場
（渡良瀬遊水地クリーン作戦 2019年4月）

「江戸川クリーン大作戦」
に参加し、創業の地市川や松戸流域の河
川敷周辺の清掃活動を実施しました。

利根川上流の渡良瀬遊水地において清掃活動を行い、
マイクロプ
ラスチックによる海洋汚染について勉強会を行いました。

■ 仙台工場
（白石川おもてなしクリーン作戦 2019年3月）

■ 千葉工場
（千葉食品コンビナート清掃 2021年4月）
千葉市美浜区の食品工業団地内の清掃活動に参加しました。

桜の名 所である白石川河川敷を清掃する
「白石川おもてなし
クリーン作戦」
に参加しました。
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■ 福岡工場
（大根川清掃 2019年3月）

■ (株)不二家 富士裾野工場
（五竜の滝清掃 2019年3月）

裾野市中央公園五竜の滝周辺の河川敷の清掃活動に参加しました。

古賀市内を流れる大根川の清掃活動に参加しました。

■ 名古屋工場（環境デークリーンキャンペーン名古屋2019 2019年6月）

■ 神戸工場
（西神中央駅周辺美化活動 2019年8月）
西神中央駅周辺の清掃活動を行いました。

国道302号北の側道の清掃を行いました。

生物多様性保全に向けた取り組み
■豊かな森林と水源を保全する活動
地球温暖化の原因である二酸化炭素の吸収源増加と、生態系保全、
また豪雨などの自然災害に強い森林づくりのために、
地域の皆様と森林保全活動に取り組んでいます。

■ 松戸工場・千葉工場・本社（2019年4月）

■ 熊本工場（2021年3月）

創業の地市川市の市民ボランティアの皆様にご協力いただき、千
葉県山武市の社有地で竹林整備を毎年行っています。

熊本県西部にある金峰山で、
NPO法人
「金峰・有明環境会議」
の
方々とともに、
生物多様性を保つための広葉樹植樹作業を行いました。

■ 仙台工場・本社（2018年6月）

■（株）不二家（2019年7月）

山形県西川町の月山山麓で、森林ボランティア
（
「災害に強い広葉
樹を育てる首都圏住民の会」
など）
の方々とともに、人工林枝打ち・間
伐作業、
さらに広葉樹植樹作業も行いました。

長野県最北部黒姫にある
「C.W.ニコル・アファンの森」
内の
「ペコ
ちゃんの森」
で、森の整備活動や森を活用した環境教育を毎年実施し
ています。
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環境マネジメント
ヤマザキでは、環境に配慮した事業活動を継続的に行うため、各工場に
「工場環境推進会議」
を設置し、
工場の実情に即した環境活動を展開するとともに、環境パトロールの実施や社内報による広報を通じて、
環境目標の達成に向けて活動しています。

■環境マネジメント体制

■環境パトロール

ヤマザキでは、環境管理活動を効果的に行うために、各

各工場では、
工場環境推進委員を中心とした環境パト

工場に工場環境推進会議を設置し、工場の実情に即した

ロールチームが、
節電や節水、
排出物の分別状況などを定期

独自の環境活動を組織的に推進することで継続的な改善

的にチェックしながら、
従業員への協力を呼びかけています。

を図っています。
■ 工場における環境管理体制図
工場長

環境推進会議責任者
生産・営業統轄次長

環境パトロール
（大阪第二工場）

事務局
（総務課他）

■環境教育

工場各課環境推進委員

関連法令の遵守と環境保全への意識向上に努めています。

総務課

人事課

経理課

資材課

営業課

セールス課

製品管理課

営業所

食パン課

菓子パン課

和菓子課

洋菓子課

工務課

・
・
・生産各課・
・
・

各工場では、
工場環境推進会議を定期的に開催し、
環境

重点管理項目

ヤマザキでは、工場レベルで具体的に環境対策に取り組む

環境推進会議の開催
（武蔵野工場）

際、重点的に管理すべき事項を定めています。

■環境情報の共有・従業員啓発

1 省エネルギー活動の推進

地球温暖化の主な原因となるＣＯ２排出量の削減を図る

ヤマザキでは、社内報やまざき
（毎月約8,000部発行）
で

ため、省エネルギー施設の導入や新技術の導入を推進

さまざまな環境情報を紹介する
「エコらいふ」
ページを設け、

するとともに、従業員への教育による省エネルギー意識

従業員の環境意識の高揚を図っています。各工場において

の向上に取り組む。

2 排出物の削減と再資源化率の向上

も、工場独自の
「環境壁新聞」
を作成し、
エネルギー使用量
や排出物の発生状況などの環境情報を共有化しています。

排出物の排出による環境負荷低減のために、生産ロス

の低減、新技術の導入など排出物の発生量を削減する

16

とともに、排出物の再資源化率を向上させる。

3 環境汚染の防止

大気汚染、水質汚濁をはじめとする環境汚染の防止に
積極的に取り組む。
社内報やまざき
「エコらいふ」
ページ
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環境新聞を読む従業員
（埼玉第一工場）

■出張授業・環境イベント出展
ヤマザキの環境活動を紹介する取り組みの一つとして、学習を希望する小学校を対象に、食品ロス削減やＣＯ２削減などを
テーマにした出張授業を実施しています。

横浜市の小学校での出張授業
（横浜第一工場）

新潟市の小学校での出張授業
（新潟工場）

■国内最大級の環境イベント
「エコプロ２０１９ 持続可能な社会の実現に向けて」
に出展
2019年12月に東京ビッグサイトにて開催され、515社・団体が参加した国内最大級の環境イベント
「エコプロ２０１９ 持続可能な社
会の実現に向けて」
（主催：一般社団法人産業環境管理協会、日本経済新聞社）
に出展しました。
※新型コロナウイルスの影響により、2020年につきましては出展を見合わせました。

【展示内容】

13回目の出展となった2019年は、近年、世界的なテー
マである環境保全や持続可能な社会の実現に向けて、ヤ

１．食品ロス削減への取り組み

マザキグループの環境への取り組みを紹介するとともに、

①副産物の有効活用

「食品ロス削減への取り組み」
「プラスチック削減への取り

②食品リサイクルループ

組み」
「CO2削減への取り組み」
など持続可能な社会の実

③地産地消の取り組み

現につながる具体的な取り組みを紹介しました。

④消費期限延長の取り組み

前年に引き続き
「地球環境と共存するヤマザキパング

２．
プラスチック削減への取り組み

ループ」
をイメージしたジオラマでは、森林保全活動・河川

①容器包装削減の取り組み

清掃活動への取り組みや太陽光発

②プラスチックの再利用・原料削減の取り組み

電、モーダルシフトをイメージした貨

③海洋プラスチックゴミ清掃活動

物列車などを展示し、見て楽しく学べ

３．CO2削減への取り組み

るブースにしました。

①工場・物流・店舗でのCO2削減の取り組み

ヤマザキ環境キャラクター エコッペくん

食パンの耳を有効利用したお菓子
「ちょいパクラスク」
は
食品ロスの発生抑制などが評価され2012年度に
「第9回
「ちょいパクラスク」

エコプロダクツ大賞受賞

エコプロダクツ大賞 エコプロダクツ部門
を受賞しています。
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環境大臣賞」

〒101-8585 東京都千代田区岩本町3-10-1
TEL 03-3864-3111

http://www.yamazakipan.co.jp/
食と環境への取り組み

