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対象範囲

対象期間

作成担当部署

東洋冷蔵株式会社の国内全事業所及び関係会社 2社の事業所

2017 年 4月 1日～ 2018 年 3月 31 日

東洋冷蔵株式会社　CSR・環境推進室

（※組織等は 2018 年 10 月現在）/（※対象事業所詳細は P.5 に記載）
（※対象範囲外の活動には、都度記載しています）

（※対象期間が異なる場合には、都度記載しています）

【エコアクション 21 認証取得範囲】

編集方針

本冊子では、TOREI グループのエコアクション 21 認証範囲を中
心に、ステークホルダーの皆様に特に知っていただきたい環境や
CSR に係る内容について掲載しています。
本書を通じて、TOREI の環境に対する姿勢にご理解を深めていた
だければ幸いです。

CONTENTS

授賞式の様子

「環境活動レポート2017」が第21回環境コミュニケー
ション大賞の環境活動レポート部門で、「優良賞」を
受賞しました。受賞を励みとし、今後も継続的な環
境活動と情報開示の質を含めた取組の向上を目指し
ます。

環境コミュニケーション大賞とは？？
環境省と一般財団法人地球・人間環境フォーラムが主
催する、優れた環境報告書や環境活動レポートなどを
表彰することにより、事業者などの環境経営および環
境コミュニケーションへの取り組みを促進するととも
に、環境情報開示の質の向上を図ることを目的とする
表彰制度です。
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会社概要・業績推移・取扱い商品

社長メッセージ

環境経営方針

対象範囲

実施体制・環境目標・活動計画

SDGs と TOREI 事業の関わり

環境関連法規などの遵守状況の確認及び評価の結果
・外部からの環境に関する苦情等の有無・内部コミュ
ニケーション・コンプライアンスへの取組

2017 年度環境負荷実績

直近 5年間の環境負荷推移

活動報告【冷凍冷蔵設備に関わる取組】

活動報告【食品リサイクルに係る取組】

活動報告【その他の取組】

緊急事態対応

外部コミュニケーション

2017 年度　目標達成状況・取組結果とその評価

2018 年度　環境経営目標と環境経営計画
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世界各地で遠洋延縄船により漁獲された天然冷凍マグ
ロ、地中海沿岸諸国・オーストラリア等の養殖マグロ
や国内関係会社による国産養殖マグロ等を取扱ってい
ます。養殖マグロは、活け込み・給餌・取り上げまで
を一本一本管理したマグロを『TUNA QUEEN』として
ブランディング。国内では養殖魚から採卵した卵を人
工的に孵化させた稚魚を育成する事業を展開。『TUNA 
PRINCESS』というブランドを立ち上げています。

2Torei Environmental Report 2018

会社概要

東洋冷蔵株式会社商号

代表者 代表取締役社長　佐藤 理一

本社所在地 東京都江東区永代二丁目 37 番 28 号
澁澤シティプレイス永代 2階

設立

資本金

売上高

従業員数

業績推移

取扱い商品

マグロ

サーモン

エビ

その他の商品

メインとなるマグロ・サーモン・エビ以外にも、すし種をはじめ、刺身用食材・調理用食材など、幅広い用途に対応できる加工品を取り扱っています。
輸入水産物は、タコ・イカをはじめ、サバ、パンガシウス、明太子など、世界の海から原料や加工品を輸入しています。買付けた原料は、国内外の工
場ですし種やお惣菜用の食材に加工しています。国産水産物は、国内産地にある品質にこだわった加工場から、ホタテ、イクラなど、国産の冷凍・鮮
魚加工品を直接仕入れ、新鮮で季節感漂う商品をご提案しています。

天然エビのほか、タイ・ベトナムの提携企業からは、
トレーサビリティの確保された養殖エビを調達し、取
扱っています。
海外の提携工場では現地スタッフがそれぞれの池で収
穫された原料ごとに品質検査（見た目、鮮度、均一性、
臭いなど）を行い、最終商品までの管理を徹底するこ
とで安心安全な商品を提供出来るよう管理体制を構築
しています。

サーモンは近年世界的に需要が拡大しています。サー
モンの安定供給を目指し 2011 年にはグループとして
海外のサケ養殖事業にも本格参入し、調達力を強化。
グループ企業が管理･運営する養殖場で生産された高
品質なサーモンを中心に安定的な供給を確保すると共
に、養殖サーモンを主体として、天然サーモンを含め、
すし種・切身・焼き魚・スモークサーモンなど多彩な
加工品を取扱っています。
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1,6841,652 1,707 1,619 1,674 1,650

2017

売上高（億円）

昭和 23 年 10 月（昭和 46 年改組）

21 億 2,145 万 2,637 円

1,650 億円

924 名（TOREI 単体・2018 年 4月現在）

事業内容 水産物・農産物・畜産物・酪農製品
・飼料及び化成品の仕入れ、販売並び
に開発、加工・製造、保管、物流
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社長メッセージ

水産資源の持続的利用を通じて地球環境の維持に努めるとともに、豊かな
社会の実現に貢献する。
TOREI は、1971 年に水産物の取り扱いをはじめて以来、マグロ、カツオ、エビ、さらにサーモンを中心とした水産資源の持続的利用を通
じて、世界規模での事業を推進して参りました。

自然の恵みである水産資源の価値をいかに高めることができるのか、
 安心・安全な商品をいかにおいしく、お客様の食卓にお届けすることができるのか、

私どもに課せられている命題に対して、生産現場から商品開発、加工場、保管、物流、販売に関わるすべての現場において、全社員が一
丸となって現場対応力を磨き、その実現に日々尽力しております。
食品を扱う企業として「食の安全・安心」に対する責務を全うすることはもとより、テクノロジーの進歩によって今後予想される劇的な
社会の変化には柔軟、且つスピーディに対応することで、より豊かな未来の創出にも貢献して参りたいと考えております。

企業をとりまく環境はこの数十年、特にここ数年で大きく変化し、企業に求められる役割も変わってきました。
国内では、IoT の活用やエネルギー転換が進むと同時に、消費者意識の多様化や少子高齢化、人手不足といった TOREI にとっても大きな課
題が顕在化しています。
また、2015 年以降は、SDGs（持続可能な開発目標）の策定や気候変動枠組条約パリ協定の採択に代表されるように、環境面や社会が抱
える課題解決に向けた全世界的な動きが加速しています。

これらで示されている目標は、TOREI が事業を継続していく上でも大きな課題であり、企業として中長期的な成長を続けていくためには、
こうした社会課題や情勢を踏まえた対応が必要不可欠であると考えております。
特に現在、地球規模の課題とされている地球温暖化をはじめとする環境問題、生物多様性の保全については、水産資源という自然の恵み
を享受している一企業として真摯に向き合っていく必要があると認識しております。

TOREI の環境への取組としては、2006 年を「環境への取組元年」と位置付け、「環境規定」を策定しました。
2007 年のエコアクション 21 認証取得を契機に、全社の体制を整備し、環境負荷の把握を開始。
以来、企業活動における環境負荷について、全社及び部署の規模や設備・業務内容等に合わせ各部署で具体的な目標を定めて環境活動に
取り組んで参りました。近年では、全社的な取組とは別に、部署内にてオリジナルの環境活動に取り組む等、環境活動や省エネに対する
意識が浸透してきていることが窺えます。

2006年の活動開始当初より実施している取組の継続や向上はもちろんですが、2014年度ごろより事業所の大規模リノベーションも実施し、
事業所全体の省エネ化を推進。また、働きやすい職場環境となるよう、2016 年度には女性活躍推進チームを立ち上げました。女性活躍推
進チームは女性社員の活躍推進に留まらず、男性社員も含めた働き方改革もテーマに入れ、「性別や立場、年齢を問わず全従業員が働きや
すい職場作り」を目的に役員への施策の提言や社内への周知・浸透活動を行っています。環境面だけの取組に限らず、社員にとってもよ
り良い会社を目指して、今後も取り組んで参ります。

一方、環境負荷面では、活動開始より 10 年以上が経過し、直近 5年間では、過去のような大幅な削減が達成出来ていないのが現状です。
この点については、真摯に受け止め、新たな取組等を模索することにより、事業全体としてのエネルギー効率や生産性を向上させていく
ことが必要であると感じております。
環境負荷が大きい設備として、TOREI の主要製品である冷凍マグロの品質維持の要となっている超低温冷蔵庫（-50℃以下）の冷凍機の電
気使用量は全社電気使用量の大半を占めており、その多くがオゾン層破壊物質や地球温暖化係数の高いフロンを冷媒として使用している
事から、高効率且つ環境負荷の小さい冷媒を使用した冷凍機の導入は、全社的な課題の一つです。
2016 年度には、4件の高効率自然冷媒冷凍機の導入・従来機からの更新を実施しましたが、設備更新時には積極的にノンフロン化推進、
省エネ型機器導入、環境配慮型製品の採用等に努めて参ります。

今後は、従来の環境活動の維持向上に加え、広い意味でのサスティナビリティ経営に係る取組や長期的な視点を踏まえ、ステークホルダー
の皆様と TOREI の事業領域における社会課題を解決していく為の取組を実行していきたいと考えています。
SDGs については、2018 年度より関係の深いゴール等について、事業活動の棚卸や取組の検討をはじめとする活用を開始したばかりですが、
今後もこれまで継続しているエコアクション 21 活動と連動しながら、持続可能な社会の構築に寄与することを目指します。

TOREI は、水産資源の持続的利用を通じて、日本の食文化を守り、継承し、豊かな社会の実現に貢献することを命題としています。
 同時に、自然の恵みである水産資源を事業の礎と位置づけ、地球・海への感謝の気持ちを常に持ち続け、今後もステークホルダーの皆様
の期待や社会の要請に応えていけるような企業であるために、様々な取組を推進していきます。

代表取締役社長　佐藤　理一
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環境経営方針
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企業理念に基づく TOREI の環境経営や取組に関する基本方針を示すと共に、社会に誓約するものとして「環境経営方針」を策
定しています。環境経営方針では、基本理念のほか、自らの事業活動を踏まえて重点的に取り組む活動や分野を定め、中長期
の活動計画や目標の策定につなげています。
2018 年 4月 1日に策定した「環境経営方針」では、従来『活動の範囲』としていた内容について『取組の重点分野』として明
記しました。2017 年度までの「環境方針」から大きく内容を改正したものではありませんが、今後、より発展的な環境（サス
ティナビリティ）経営を推進していく上で変化する経営課題やチャンスを考慮し、必要に応じて都度改正して参ります。
環境経営レポートやHPでの公表に加え、全事業所で掲示すると共に、改正時には全従業員に通知することで、会社としての
方針を周知しています。
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対象範囲（認証・登録範囲）
※エコアクション 21 認証・登録範囲には、TOREI 全事業所のほか、TOREI 清水地区（静岡県静岡市）と同所に立地し、活動を共にしている関係会社 2社を含みます。

03-5620-3200
011-667-0015
011-795-1677
022-378-2111
03-5148-0703
047-329-0100
045-773-6418
054-354-1234
059-361-5761
0597-22-8022
082-500-6333
089-942-1700
092-621-4911
054-354-1237
047-329-0113
054-354-1271
054-367-2550

①　本社
②　札幌支店
③　八軒工場
④　東北支店
⑤　営業第３部 築地連絡事務所
⑥　東京支社
⑦　横浜工場
⑧　清水地区（静岡支店含む）
⑨　名古屋支店
⑩　尾鷲工場
⑪　大阪支店
⑫　広島支店
⑬　福岡支店
⑭　㈱ティー・アール・エス
⑮　㈱ティー・アール・エス 東京営業所
⑯　東洋冷蔵フードサービス㈱ 本社工場
⑰　東洋冷蔵フードサービス㈱ 飛島工場

〒135-0034  東京都江東区永代２-３７-２８
〒063-0836  北海道札幌市西区発寒十六条１３-３-１０
〒063-0850  北海道札幌市西区八軒十条西１２-１-２１
〒981-3206  宮城県仙台市泉区明通４-８
〒104-0045  東京都中央区築地４-５-９
〒272-0003  千葉県市川市東浜１-１-１
〒236-0051  神奈川県横浜市金沢区富岡東２-６-２０
〒424-8511  静岡県静岡市清水区島崎町１６１-１３
〒510-8005  三重県四日市市富双２-１-２７
〒519-3611  三重県尾鷲市朝日町２-１
〒598-0061  大阪府泉佐野市住吉町２７-１４
〒733-0832  広島県広島市西区草津港１-６-１０
〒813-0062  福岡県福岡市東区松島４-９-３４
〒424-8511  静岡県静岡市清水区島崎町１６１-１３
〒272-0003  千葉県市川市東浜１-１-１
〒424-8511  静岡県静岡市清水区島崎町１６１-１３
〒424-0037  静岡県静岡市清水区袖師町飛島１９７４-４０

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

　⑰

主な設備
加工場

トラック冷蔵庫

トラック

加工場
冷蔵庫 トラック

加工場
冷蔵庫

事務所

加工場
冷蔵庫

加工場
冷蔵庫

冷蔵庫
加工場

冷蔵庫

加工場
冷蔵庫

加工場
冷蔵庫

加工場
冷蔵庫

加工場

加工場
冷蔵庫

加工場
冷蔵庫

×4

（2018 年 10 月現在）

×2 ×3

事務所

事務所

事務所

事務所

事務所

事務所

事務所

事務所

事務所

事務所

事務所

事務所

事務所

事務所

事務所

事務所

事務所
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実施体制（環境マネジメントシステム推進体制）

単年度の環境目標（2017 年度） 活動計画（2017 年度）

株主総会

監査役会取締役会

代表取締役社長

ＣＳＲ・環境推進室 社長室 監査室

品質管理部 情報システム部経理部総務人事部

営業第１部 営業第２部 営業第３部 営業第４部 営業第５部 営業第６部 広域商品販売部増養殖事業部 冷蔵部カジキ商品部

札幌支店 東北支店 東京支社 静岡支店 名古屋支店 大阪支店 広島支店 福岡支店

尾鷲工場 八軒工場

横浜工場

（2018 年 10 月現在）

本社部署
清水地区部署

TOREI 組織図

代表取締役社長

CSR 環境担当役員

CSR・環境推進室

部署長・事業所長

エコ委員
（エコアクション 21 推進委員）

管理責任者

P

D

A

C

継続的改善

Ｐlan【計画】

Ｄo【実施】

Ａct【見直し】

実施体制の整備・構築
必要な取組（リスク管理・教育訓練・コミュニケーション含む）
の実施及び運用
マニュアル・記録・文書等の作成・管理

全体の評価と見直し・指示
Plan へのフィードバック

Check【確認】
システムの運用・目標及び計画達成・取組状況の確認・評価・
問題の是正及び予防

指示

報告

対象組織・活動の明確化：全社全組織+関係会社 2社
経営における課題とチャンスの明確化
環境負荷と環境への取組状況の把握・評価
環境関連法規等の把握
環境経営方針・環境経営目標・環境経営計画の策定

全社推進体制

文書類体系 環境規程

環境経営に関する方針

環境経営方針 環境実務基準 環境ガイド

基本理念 管理基準 手順書

※2016 年度の実施結果を受けてトップマネジメントとして実施した見直し及びその他の事項に
関する活動の指示事項

1

2

3

4

5
 事務用品のグリーン購入率

 CO2 排出量（エネルギー）
 電気使用量
 水資源使用量
 紙資源使用量
 食品廃棄物等再生利用等実施率
 食品廃棄物等発生量
 廃棄物排出量
 化学物質使用量
 フロン漏えい量（CO2 換算）

―
―

―

―
全量資源化

適正管理

1％削減

※基準年度：2016 年度

1％削減
1％削減

1％削減
1％削減
1％削減

1％削減

10％削減

1％削減

営
業
部
門

支
社
・
支
店

経
営
機
関

職
能
部
門

環境目標の未達が見られる為、社内の環境教育をさらに充
実させ社員の意識を向上させる。環境教育として、環境活
動の意味、内容を体系的に説明する事。

外部コミュニケーションとして、外部からの苦情等の報告
体制 ( 社内 ) を策定済みも、さらなる活動として各事業所で
地域清掃活動等の社会貢献活動を実施すること。

定期的に許可期限を確認し、許可更新期限間近のものがあ
る場合には、事前に処理業者から取り付けること。

環境内部監査で指摘事項が多い部署には、注意・指導を徹
底し、指摘事項の改善を図ること。

排水処理設備の設置から年月が経過している為、必要に応
じて故障時の交換シュミレーション、オーバーホールを計
画すること。

総量・原単位共に目標未達項目が多くなった 2016 年度の実績を
踏まえ、2017 年度の単年度目標については、一部 2016 年度目
標より下方修正しました。

本ページに掲載している 2017 年度の活動開始時に策定した環境目標及び活動計画の達成・実施状況については、P17 に記載しています。

±0％

業務改革推進室
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SDGs（持続可能な開発目標）と TOREI 事業の関わり

SDGs（Susta inable  Deve lopment  Goa ls：持続可能な開発目
標）とは、2015 年に国連で採択された先進国を含む国際社会
全体の共通目標で、2030 年に向けた環境・経済・社会につい
ての 17 のゴールと 169 のターゲットからなっています。
TOREI としても、企業が中長期的に継続し、成長していく上で、
「SDGs に示されているゴール＝全世界的な社会ニーズ・課題」
を把握し、事業活動や将来的な事業展開につなげていきたいと
考えています。
SDGs と事業活動との結びつけの整理や取組の検討は、2018
年度に開始したばかりで、具体的な取組については、2018 年
度中に TOREI の事業活動に関連する重要課題等を整理したうえ
で、環境関連の取組については、エコアクション 21 に基づき
実施している従来の活動を発展させる形で経営に組み込んでい
きたいと考えています。
具体的な取組については、来年度以降の環境経営レポートにて
ご報告できるよう、取り組んで参ります。

SDGs の 17 の目標

取組手順・スケジュール ※GRI、国連グローバル・コンパクト及びWBCSD が共同作成した「SDGsCompass」に則り、活用（経営への統合）を進めます。

実施済みの環境関連取組と SDGs との関連性

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々
の完全かつ生産的な雇用と働き甲斐のある人間ら
しい雇用を促進する

持続可能な生産消費形態を確保する

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児
の能力強化を行う

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策
を講じる

持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全
し、持続可能な形で利用する

優先課題（重点取組分野）として想定している SDGs ゴール

現在実施している主な環境関連の活動と SDGs の目標との関連については、以下の通りに整理しています。
ただし、SDGs でに係る取組は、従来の環境活動として実施している内容以外のものも多く、今後の取組を検討していくにあたっては、
環境関連の取組に限定するのではなく、社内の他の取組とも結びつけた上で取組を検討し、経営課題として推進していきたいと考えて
います。

化学物質の適正管理
騒音・振動・悪臭の防止

環境教育・研修

学校教育への協力

水使用量の削減

クーリングタワー水の適正管理
排水の適正処理

節水型設備の導入

エネルギー使用量の削減
省エネ型機器の導入
敷地内の緑化

エネルギーの効率的な利用

廃棄物の適正処理
廃棄物発生量の削減
排出物の分別
建物・設備の適切な維持管理
社会貢献活動の実施 グリーン購入

紙・資材等の省資源化

フロン漏えい防止
フロン冷媒切替
温室効果ガスの削減

認証品の活用

環境負荷の把握

STEP4

STEP5

STEP2

STEP3

STEP1

SDGs を理解する

優先課題を決定する

目標を設定する

経営へ統合する

報告とコミュニケー
ションを行う

（2018 年度）

（初回：2018 年度）

（初回：2018 年度）

（2019 年度～）

（2019 年度～）
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内部コミュニケーション

環境関連法規などの遵守状況の確認及び評価の結果

外部からの環境に関する苦情等の有無

環境関連法規を遵守する為、事業所毎に適用を受ける環境関連法令及び
規定の一覧を作成しています。遵守状況については、年 1回 CSR・環境
推進室が全部署を対象に内部監査を実施。遵守状況を確認すると共に、
必要に応じて改善指導を行っています。内部監査の結果、改善が必要と
なった項目については、半年後を目安にした書面でのフォローアップ監
査及び次年度の内部監査時に改善状況を確認しています。

2017 年度に環境関連法規などへの違反及び関係当局より違反等の指摘は
ありませんでした。

コンプライアンスへの取組

環境に関わる取組や設備に関する外部からの苦情や要請等については「環
境事故」の 1つとして社内規程で規定し、社内ルールに則った報告ルー
トを定めています。
2017 年度に環境に関わる取組や設備に関する外部からの苦情や要請等
は、ありませんでした。

遵守状況を確認している主な環境関連法規

水質汚濁防止法
下水道法
浄化槽法
大気汚染防止法

騒音規制法
振動規制法

高圧ガス保安法

PCB 特別措置法
毒劇法

フロン排出抑制法

廃棄物処理法

容器包装リサイクル法

食品リサイクル法
家電リサイクル法

省エネ法

地球温暖化対策法
建築物省エネ法

悪臭防止法

消防法（危険物取扱に
係る部分のみ）

全事業所で毎月１回定期に「安全衛生委員会」を開催し、労働安
全衛生に係る事項のほか、環境負荷実績及び環境活動の実施状況
や環境上の課題などについても報告と共有を行っています。従業
員からの意見聴取についても、事業所ごとに安全衛生委員会を活
用したり意見箱を設置する等の取組を実施しています。
発表した環境負荷実績については、毎月エコ委員が取りまとめ、
周知しています。 2017 年度に CSR・環境推進室員が

エコ検定に合格。環境に関わる基礎
的な知識習得・環境教育のためのツー
ルの 1 つとしてエコ検定を活用する
こととしました。2018 年度からは、
全社で受験を奨励し、各部署で合格
率や合格者数の目標を設定して取り
組んでいます。

法令順守のための取組

事業所ごとの環境法
令の把握・一覧作成
（毎年度活動開始時）

内部監査による遵守
状況の確認、指摘と
是正指導

測定・記録・管理・訓
練の実施

要改善項目への対応・
是正

エコ検定

環境教育

日常的な取組や活動については、社内に POP を掲示する等して、
啓蒙と意識向上を図っています。

新入社員に対しては、研修の中で TOREI の環境への取組に係る
講義を実施し、活動についての理解を深めてもらっています。管
理職やエコ委員、管理責任者に対しては、各階層に応じた教育を
適時実施しています。

コンプライアンス要綱をはじめとする社内規程・会社方針への理解や浸透度の確認と、
従業員からのコンプライアンスに係る会社への要望・問題点について幅広く提案しても
らうことを目的に、年 1回コンプライアンス浸透度調査を実施。環境活動を含めたコン
プライアンス体制全体の運用や課題について、従業員の率直な意見を直接経営層が把握
できる機会になっています。
また、2017 年度には従業員のモチベーション・組織風土の状況を把握することを目的と
して、社員意識調査を実施。ステークホルダーの一端を担う従業員の意見を経営に取り
入れ、従業員満足度を向上させる好循環を生み出せるよう、今後も定期に継続して実施
していく予定です。

コンプライアンス浸透度調査

社員意識調査

対象者数 回答者数 回答率

内部通報制度として、従業員がコンプライアンス関連事案（法令や行動規範違反等）
について報告・相談窓口できるルート（窓口）を複数設け、全従業員に周知しています。
社内のコンプライアンス担当部署や窓口のほか、社外の弁護士あてに直接通報できる
目安箱制度を運用しています。
また、具体的なコンプライアンス事例を掲載したハンドブックを社内イントラに掲載
し、各種セミナーや社内研修を実施することで、従業員教育を実施しています。

623 名

637 名

597 名

544 名

95.8％

85.4％

TOREI グループ　コンプライアンス体制図

東洋冷蔵株式会社
取締役会（社長）

東洋冷蔵株式会社
チーフコンプライアンスオフィサー
（コンプライアンス担当役員）

監査役協議会

顧問弁護士

コンプライアンス会議

東洋冷蔵株式会社
コンプライアンスオフィサー

子会社
コンプライアンスオフィサー

コンプライアンス委員会

コンプライアンス事務局

所属長

社員

所属長

社員

Fun to Share 

STOP

130cc

Fun to Share 

Fun to Share 

Fun to Share 

Fun to Share 

Fun to Share Fun to Share 

Fun to Share 

Fun to Share 

Fun to Share 
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【参考】電力 CO2 排出量算出に用いた排出係数（対象年度の前年度電気事業者別調整後排出係数をそれぞれ使用）

CO2 排出量（エネルギー起源）

エネルギー 水資源 紙資源

環境負荷の実績（2017 年度）

※環境負荷の把握範囲は、エコアクション 21 の認証（対象）範囲とし、バリューチェーン全体における環境負荷を示したものではありません。
※グループ全体の実績には、エコアクション 21 の認証（対象）範囲である関係会社 2社（㈱ティー・アール・エス，東洋冷蔵フードサービス㈱）を含み、その他の関係会社は含みません。

TOREI 単体

グループ全体

＜期間：2017 年 4月～ 2018 年 3月＞

TOREI 単体

グループ全体

廃棄物排水

フロン算定漏えい量

上水

井水

工業用水

上水

井水

工業用水

電力

灯油

重油

都市ガス

LPG

ガソリン

軽油

一般廃棄物

産業廃棄物

食品廃棄物等

※食品廃棄物等とは、食リ法定義に基づく
（詳細：P13）

一般廃棄物

産業廃棄物

食品廃棄物等

使用エネルギー割合（原油 kl 換算）：TOREI 単体

フロン回収・破壊法が改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の
適正化に関する法律」（略称「フロン排出抑制法」）として 2015 年 4 月
1 日から施行されました。これに伴い、業務用の空調機器及び冷凍冷蔵
機器（第一種特定製品）の管理者は、事業者全体で年間 1,000t -CO2 以
上の漏えいがあった場合、国（事業所管大臣）に漏えい量を報告するこ
ととなっています。
TOREI の 2017 年度の算定漏えい量は、2,934 .8t -CO2 で、特定漏えい
者に該当するため、報告を実施しました。

算定漏えい量（2017 年度）

実漏えい量

算定漏えい量

※算定漏えい量＝充塡量－整備時回収量（差引量を漏えいしたと見做している）
※機器整備時の充塡量のみを算定対象とする（設置時充塡量及び廃棄時回収量を除く）

R-502R-23 R-404AR-22 R-32

（t-CO2）

合計

（kg） 161.4 137.0 50.0 -0.590.0

419.4 -0.3196.02,027.6292.1

437.9

2,934.8

フロンの種類

算定漏えい量の推移（2015 ～ 2017 年度）

0

200

400

600

800

1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
（t-CO2） （kg）

2015 年度 2016 年度 2017 年度

北海道電力 東北電力 東京電力 中部電力 関西電力 中国電力 九州電力
2011 年度
2012 年度
2013 年度
2014 年度
2015 年度
2016 年度

※CO2 換算係数は右下【参考】記載。
電力 CO2 排出量の推移（グループ全体）

0.000485
0.000680
0.000681
0.000688
0.000676
0.000640

（t-CO2/kWh）
0.000546 
0.000560 
0.000522 
0.000573 
0.000559 
0.000548 

TOREI 事業所別電力 CO2 排出量

0.000463 
0.000406
0.000522 
0.000496
0.000491 
0.000474 

0.000469 
0.000373 
0.000509 
0.000494 
0.000482 
0.000480 

0.000414 
0.000475 
0.000516 
0.000523 
0.000496 
0.000493 

0.000502 
0.000672 
0.000717 
0.000709 
0.000700 
0.000694 

0.000503 
0.000599
0.000617 
0.000598 
0.000528 
0.000483 

四国電力
0.000485 
0.000656 
0.000706 
0.000688 
0.000669 
0.000529 

 灯油
 重油
 都市ガス（13A）
 LPG
 ガソリン
 軽油

【参考】化石燃料 CO2 排出量算出に用いた排出係数

エネルギー使用量の 96％は電力

本社
築地事務所
清水事務棟
静岡支店
広島支店
札幌支店
東北支店
東京支社
名古屋支店
大阪支店
福岡支店
八軒工場
横浜工場
尾鷲工場
冷蔵部

本社
築地事務所
清水事務棟
静岡支店
広島支店
札幌支店
東北支店
東京支社
名古屋支店
大阪支店
福岡支店
八軒工場
横浜工場
尾鷲工場
冷蔵部

11,524
 t-CO2

冷蔵部
（第 1/2/5/6 冷蔵庫）

38％

大阪支店
15％

札幌支店
14％

0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

17,500

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

（t-CO2）

14,643
13,946

 16,500 16,372 
15,671 

14,637

22,713 千 kWh

27 kl

39 kl

84 千 m3

29 千 m3

70 kl

9 kl

29,199 千 kWh

28 kl

39 kl

84 千 m3

31 千m3

72 kl

1,631kl

公共用水域

下水道

公共用水域

下水道

コピー用紙

11,524 t-CO2

67 t-CO2

105 t-CO2

188 t-CO2

173 t-CO2

163 t-CO2

23 t-CO2

　14,637 t-CO2 

67 t-CO2

105 t-CO2

188 t-CO2

189 t-CO2

168 t-CO2

4,273t-CO2

81,693 m3

130,966 m3

125,499 m3

130,966 m3

178 t

664 t

5,859 t

196 t

992 t

9,103 t

150,090 m3

51,252 m3

29,952 m3

161,739 m3

51,252 m3

86,124 m3

39 t

電力

灯油

重油

都市ガス

LPG

ガソリン

軽油

0.0024895t-CO2/L 
0.0027096t-CO2/L 
0.0022340 t-CO2/m3 
0.0059678 t-CO2/m3 
0.0023217 t-CO2/L 
0.0026192 t-CO2/L 

電力

灯油

重油

都市ガス

LPG

ガソリン

軽油

電力

灯油

重油

都市ガス

LPG

ガソリン

軽油

Before After

本社・清水地区では通常のコ
ピー用紙にグリーン購入法適
合の古紙パルプ 100%紙を使
用しています。

44 tコピー用紙

（※省エネ法報告対象である事業所内使用エネルギーに限る）
（※構外走行車等に使用しているエネルギーは除く）

電力

灯油

重油

都市ガス

LPG

ガソリン

軽油

5,994kl

電力

灯油

重油

都市ガス

 LPG

ガソリン

軽油

算定漏えい量

0

200

400

600

800

1,000

1,200

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2015年度 2016年度 2017年度
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本ページに掲載している 2017 年度実績に関する目標達成状況等については、P17 に記載しています。

※排水の適正管理についての取組は P14 に記載
しています。
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12,243 t-CO2

合計
19,627 t-CO2
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物流現場における倉庫システムの導入を始めた 2015 年頃を
契機にコピー用紙の使用量が増加に転じています。出力機
の転換等により、特殊用紙は大幅に減少しました。

直近 5年間でも社有車の切替・整理等により段階的に削減
が図れています。今後更なる削減をする為には、燃料の転
換や高効率機器への更新等が必要になると考えています。
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直近 5年間の環境負荷推移

水資源使用量電気使用量

（※使用量には関係会社含む）

化石燃料使用量 紙資源使用量

（※使用量には関係会社含む /TRS 物流燃料使用量除く）
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t

原単位 原単位

TOREI 単体 関係会社 原単位（TOREI 単体） 上水 井水 工水 原単位（TOREI 単体）

コピー用紙 連続用紙 帳票類灯油 Ａ重油 LPG 軽油都市ガス ガソリン

29.1
31.5

30.7

296.0

30.731.0

302.6 304.4 312.6 311.4

299329 320 315
315

3.29 3.25
3.11 3.07 3.11

270

302
294

278 272
50.349.1

44.5 45.0
48.2

2017 年度2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度

前年度から総量では 5％の削減でした。第 2冷蔵庫冷凍機
更新等に伴う冷蔵部における電力使用量の削減効果が大き
く、横ばい・悪化傾向にあった原単位も減少しました。

水使用量の大半を占める加工場併設型事業所において、高
加工度製品増等により原単位分母としている生産数量が減
少し、原単位の削減幅は総量と比較し小さくなりました。

（※使用量には関係会社除く）

2017 年度2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度

2017 年度は電気や水使用量の総量が減少しましたが、EA21 の認証を取得し、環境活動を開始した当初 5年間と比較すると、直近 5年間の削減
幅は小さくなっています。この理由として、環境活動が浸透し、従来の取組を継続する一方、社内で新たな取組の実施や実施している取組の変
革が起きにくくなっている側面もあります。また、生産数量あたりのエネルギーや水使用量の悪化に見られるように、TOREI の事業所における
加工内容や倉庫からの出荷形態・単位は、消費者ニーズの変化等により生産・加工内容の高度化、小ロット化の方向に大きく変化していること
も影響していると考えています。



TOREI は、再生可能エネルギー電気
の調達に関する特別措置法に基づく賦
課金の特例措置の認定を一部の事業
所で受けています。認定を受ける
に当たり、「省エネ投資計画」を
策定し、経済産業大臣に対して提
出しています。

2016 年度には本計画に基づき、高効率の自然冷媒（ノンフロン）
冷凍機を清水地区（第 2 冷蔵庫）・大阪支店・横浜工場の 3 事業
所に導入しました。

TOREI のエネルギー使用量
の約 95％を占める電力使用
量のうち、最も大きな負荷
となっているのが世界の漁
場・養殖場で急速凍結した
冷凍マグロの品質保持を目
的とした超低温冷蔵庫です。
マグロの品質を長期に維持
するためには、超低温
（-50℃以下）での保管が必
要不可欠ですが、超低温冷

蔵庫の冷却に必要な『冷媒』には多くの場合フロンを使用しており、電力
使用量の削減以外にも、冷媒の環境負荷低減が大きな環境課題の一つと
なっています。

フロンは、1928 年に不燃性・人体への毒性がない等の特徴を持ち、冷媒
に最適な物質として発明され、1960 年代以降、先進国を中心に様々な用
途に使用されてきました。
フロンは CFC・HCFC・HFC の３種類に分けられ、特定フロンと呼ばれる
CFC 及び HCFC はオゾン層破壊物質として国際的な規制が行われており、
全廃が決定しています。また、代替フロンと呼ばれるHFC は、オゾン層
破壊物質ではないものの、二酸化炭素の数百倍～数千倍の温室効果がある
ことがわかっており、漏洩時の環境負荷が非常に大きいガスです。HFC に
ついても、モントリオール議定書（オゾン層を破壊する物質の廃絶に向け
た規制措置を実施する国際的な取り決め）のキガリ改正で、新たに議定書
の規制対象となり、段階的な削減が国際的に進んでいく事となっています。
フロンを使用している冷凍機の更新を進め、機器使用時のフロン漏洩を防
止することは、持続可能な社会の実現にむけて TOREI がすべき重要な取組
の一つであると認識しています。
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活動報告【冷凍冷蔵設備に係る取組】

赤外線

有害紫外線

ＵＰ

ＵＰ

オゾン層破壊・地球温暖化物質増加による影響

超低温冷蔵庫内

省エネルギーの取組

使用時のフロン漏洩防止のための取組

LED 照明

冷蔵部工務課が技術統括として、超低温
冷蔵庫の管理運用に関する技術指導を
行っており、常に事業所担当者と情報を
共有しています。TOREI では冷凍機を日
常的に管理する専任の技術統括が在籍し
ていることにより、フロン漏洩の防止・
早期対応、適切な機器運用による省エネ
運転の推進が可能となっています。

冷蔵設備の管理体制

また、事業所ごとに冷凍冷蔵設備関連の管理責任者を選任。冷凍機の能力
によって必要に応じて高圧ガス保安法に定められる国家資格保有者を配置
しています。
内部監査を毎年度 2回実施し、維持管理状態を確認すると共に、メンテナ
ンスに関する単年度及び中長期の計画を策定し、重要度・必要性に応じて
適宜実行しています。

▼運転状況確認 / データ記録

事務所・加工場・超低温冷蔵庫で構成される TOREI の代表的な事
業所において、超低温冷蔵庫で使用する電気は事業所全体の電気
使用量の約 6 割を占めています。
設備の入れ替えや更新時の高効率・省エネルギー型設備等の採用
はもちろんですが、日々の運転調整や夜間シフトによるピークシ
フト対応、適切なデフロスト（霜取り）、入出庫方法の効率化や庫
内照明の LED 化等により、電気使用量削減に取り組んでいます。

▲防熱扉へのエアーカー
テン /ビニールカーテン
設置

▲冷凍機運転の夜間シ
フト

▲庫内照明の LED化

自然冷媒機器への更新

「省エネ投資計画」と再生可能エネルギー特別措置法に係る特例認定

フロン排出抑制法では、業務用フロン含有機器からの使用中及び
使用後のフロン類の漏洩防止に関する内容等が定められており、
多くの業務用フロン含有機器（第一種特定製品）を所有している
TOREI では、本法に則り、フロンの漏洩防止の為の取組を実施し
ています。

機器の定期的な点検・漏えい発覚時の適切な修理を実施し、廃棄時には、
登録業者によるフロン回収が確実に行われたことを確認しています。
しかしながら、機器使用時には、定期的な点検では見つけられなかった
微小な漏洩の蓄積や機器の故障・経年劣化による破損等、様々な要因で
機器の使用中にフロンが漏えいしてしまう場合があります。
2017年度は、第一種特定製品からの漏えい量が1,000t-CO2を超過した為、
「算定漏えい量報告」を行いました。（詳細：P9-10）

R004-1 

TOREI は、超低温冷蔵庫冷凍機の自然冷媒への転換を中長期目標として
掲げています。自然冷媒とは、元来自然界に存在する物質を冷媒として
使用したもので、空気・二酸化炭素（CO2）・アンモニア（NH3）等をい
います。フロン等の冷媒と比較して環境負荷が非常に少ない（またはない）
のが特徴です。
2016 年度に導入したNewTon は CO2・NH3、PascalAir は空気を冷媒に
使用した高効率の自然冷媒冷凍機です。今後も冷凍機の更新時には、自
然冷媒もしくは低GWP冷媒を使用した機器への転換を積極的に進めてい
きます。

第 2冷蔵庫 大阪支店 横浜工場

▲冷媒使用記録表

▼簡易点検記録簿

▲フロンガス検知器による漏えい点検

再生可能エネルギー賦課金減免制度とは

電力多消費事業者の国際競争力の維持・強化の観点から、再生可能エネルギー電気
の調達に関する特別措置法では、一定の基準を満たす事業所については、経済産業
大臣の認定を受けることにより、賦課金の減免措置の適用を受けることができるこ
ととなっています。
適用される減免率は、事業の種類や電気の使用に係る原単位改善に向けた取組の状
況 ( 優良基準 ) が基準を満たすか否かで適用される減免率が異なります。TOREI は
2016 年度の申請において優良基準を満たすとみなされ、2017 年度は対象事業所に
ついて、8割の減免率が適用されています。
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活動報告【食品リサイクルに係る取組】

TOREI の自社工場では主にマグロ類の加工を実施しています。一本のマグ
ロを刺身用のサク等の販売形態に加工していく過程で、骨や皮といった
不可食部（食品廃棄物等）が発生します。
TOREI は、食品関連事業者として、工場における歩留まり向上や加工過程
で発生する副産物の有効活用などによって、食品廃棄物の発生抑制に取
り組んでいます。
また、発生した食品廃棄物の再生利用・未利用部位の有効活用を目的と
して、専門部署による新商品の開発等も実施しています。カマ・血合い肉・
内臓など、従来不可食部として食品廃棄物になっていた部位を、調理例
を提案して販売することで、商品化を推進しています。
自社工場で発生した残さいについては、100%再生利用しており、マグロ
の皮を、他の残さいと分別回収することで、コラーゲンを抽出。自社製
品として販売しています。残さいの再生利用によって得られる魚油の一
部は、自社のマグロ加工品に添加して活用しています。
マグロには、コラーゲンの他にもDHAをはじめとする有用な成分が含ま
れていることが確認されており、それらを抽出する事等による新たな活
用法についても検証を進めています。

食品リサイクル法に基づく定期報告

流通過程で発生する食品廃棄物等
商品となったものが流通過程でなんらかの理由により使用できなくなる
場合があります。これらは、容器包装と分別して排出することが難しい
ことがあり、多くのケースで再生利用ではなく、焼却処理となっています。
このような流通過程における廃棄を抑制するため、製品製造や流通段階
の管理等を適切に行っています。また、メタン化等の処理を実施しており、
容器包装と一体でも再生利用可能な業者に委託するなど、再生利用等実
施率向上のための取組を推進していきます。
なお、このような商品については、不正流通を防止するために、廃棄物
処理法や食品リサイクル法、「食品循環資源の再生利用当の促進に関する
食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めた省令」等に基づき、
廃棄時の社内ルールを定めています。

食品廃棄物等発生総量

発生抑制量
再生利用等　　　肥料
　　　　　　　　飼料
　　　　　　　　油脂及び油脂製品
　　　　　　　　メタン
再生利用等以外　化成品
　　　　　　　　廃棄物としての処分
減量量
熱回収量

5,859.0 t

1,732.0 t
1,774.8 t
2,842.6 t
1,216.2 t
0.4 t
19.4 t
5.6 t
０ t
０ t

TOREI は、年間の食品廃棄物等発生量が 100ｔ以上の「多量排出事業者」
として、前年度の食品廃棄物等の発生状況や再生利用の状況について、
行政あての定期報告を適切に行っています。

再生利用等実施率 99.7 ％

2017 年度

食品リサイクル法に基づく「食品循環資源の再生利用等の促進に関する
基本方針」では、業種別に再生利用等実施率が設定されており、食品製
造業の基準実施率は 95％となっています。また、前年度までの再生利用
等の状況に応じて事業者ごとに設定される当該年度の基準実施率を上回
ることを求められており、TOREI の 2017 年度の基準実施率は「100％」
となっています。
TOREI が実施している再生利用の取組のうち、残さいのコラーゲン等化成
品への再生利用は、食品リサイクル法の定義上、再生利用等実施率に含
まれていません。また、流通過程で生じた食品廃棄物の多くは焼却処理
をしている為、再生利用等実施率が目標値である 100％に達していません。
今後も引き続き、再生利用の推進だけでなく、食品廃棄物等の発生抑制
に取り組むことにより、基準実施率の 100％に少しでも近づけるよう取
り組んで参ります。

再生利用業者の現地調査
自社工場で発生したマグロ類の残さいの多くは、飼
料や肥料等の原料として再生利用業者に「売却」し
ています。引き渡した残さいが適切に再生利用され
ていることを確認するため、定期的に全ての残さい
引き渡し先（再生利用業者）の現地調査を行い、処
理方法や受け入れた残さいの再生利用方法・実績の
確認等を実施しています。
一部、廃棄物として排出している残さいについても
肥料製造等を実施する産業廃棄物業者に処理委託し
ており、同様に定期の現地調査を実施しています。
自社工場での製品製造・加工に伴い発生した残さいについては、100％再
生利用することで、食品としては使用が難しい部位の有効活用を推進し
ています。

未利用部位の商品化
自社工場残さいの再生利用フロー

100％
再生利用

魚油 化成品
（コラーゲン等） 飼料肥料

▲現地調査表

商品

残さい

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

食品廃棄物等発生量・再生利用等実施率

100

0

（％）（ｔ）

6,345.6 6,530.2 5,950.7 5,963.7 5,978.0 5,859.0

98.5 99.799.599.499.398.7
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活動報告【その他の取組】

は、Fun to Share に賛同しています。

紙コップ

マイカップ

マイボトル

本社の給茶機を紙コップが自動供給され
るタイプから、紙コップかマイカップか
を選択できるタイプに変更しました。
給茶機横には、TOREI が賛同登録してい
る環境省の気候変動キャンペーン「Fun 
to  Share」の活動とも結びつけて、啓
蒙する POP を掲示。本社の安全衛生委
員会においてもマイカップ使用を推進す
るよう周知・啓蒙しています。実際に事
務所内でマイカップを使用する社員も増
えてきて、意識の面での好影響が見られ
ます。

TOREI では、事業所設立より数十年が経過し、施設の老朽化が
見られる事業所について、2014 年度頃より随時大規模リノベー
ションを実施しています。2017 年度は、札幌支店・東北支店・
東京支社で改修工事を一部実施しました。設備更新時には、社
員が働きやすい環境を整備すると共に、節水・節電型トイレや
LED 照明、人感センサー等を導入することにより、事業所全体
での省エネ化を図っています。

本社はテナントとしてビル管理業者が清
掃等を実施していることもあり、ゴミ分
別への意識が他の事業所と比較して低
く、分別が不徹底なことが散見されてい
ました。そこで、捨ててもいい具体的な
ゴミの種類等を記載した POP をゴミ箱
の投入口上部に設置。ビルの分別ルール
を社員に周知しました。これまで不明確
だったルールを分かりやすくしたこと
で、社員にとってもゴミを捨てる際の判
断に迷うことが少なくなりました。

事務所エリアにおける取組

省エネルギー・節電の取組

社有車における取組
TOREI では、公共交通機関の活用を推進していますが、営業活動
等に社有車を使用することがあります。社有車には、ハイブリッ
ド車や低燃費車を優先的に選択しており、リース更新時には、よ
り燃費の優れた車種を選択するようにしています。
また、社有車を運転する社員に対しては「安全運転講習会」を受
講させ、安全運転はもちろん、エコドライブを実施するよう教育
し、社内や事業所のトラックヤードには、アイドリングやエコド
ライブに関する啓蒙 POP を掲出しています。

エコドライブで地球に優しく、安全運転を

- 不要な燃料消費を無くそう -

アイドリング

は、Fun to Share に賛同しています。

STOP

アイドリングは 10 分間で
130cc 程度燃料を消費します。

＊環境省 CoolChoice エコドライブ参照

エコドライブで地球に優しく、安全運転を

- 車の運転は自分を映す鏡 -

車間距離にゆとりを
加速・減速の少ない運転

減速時は早めに

アクセルを離す

は、Fun to Share に賛同しています。

▲トラックヤード用 POP ▲社有車用 POP▲ハイブリッド車

本社や清水地区等、複数の部署がある事業所
では、使用頻度の少ない備品については、共
用にしたり、不要になった事務用品のリサイ
クル BOX を設置することで、リユースを推
進しています。

排水の適正処理に関する取組

節水の取組
衛生的な環境を維持し、商品を製造するため、TOREI の加工場
では、加工工程や工場内の洗浄に多くの水を使用します。
そこで、清掃用のホースへの手元ノズルの設置、高圧洗浄装置の
導入、手洗い場の自動センサー化等の取組により、衛生管理レベ
ルを落とさず、衛生的な環境の維持と節水の両立が図れるような
取組を推進しています。

主要な機器の電源には、安全面も考慮し、
不使用時の「電源 OFF」表示を掲示、
超低温冷蔵庫は、作業終了時と昼休憩時
の「消灯確認表」を記録することで、電
源の切り忘れを防いでいます。
一部の事業所では、空調を効率よく使用
するため、事務所内にサーキュレーター
等を設置して空気を循環させています。

業務・情報共有のスピードアップ、業務
効率化及び出張に伴うエネルギー・経費
の削減を図るため、2018 年度より TV
会議システムを一部導入しました。
2018 年度中には本社及び全ての支社・
支店に設置し、事業所横断的に実施する
打ち合わせ等に積極的に活用していく方
針です。

工場排水を水質汚濁防止法や下水道法で定められた排水基準内
に管理するために、必要に応じ事業所内に排水処理設備を設け、
有機物（魚の血やカスなど）を微生物によって分解し、排水基
準値を遵守するレベルまで水質を改善したうえで、公共用水域
や下水道に排出しています。
また、処理設備の運転・管理は「環境ガイド」に基づき管理責
任者を選任して適切に行っています。

工場排水

曝気槽 沈殿槽or膜槽排水処理設備

河川・海域
下水道

排水処理設備は、活性汚泥処理方式と呼ばれる方式を採用しており、微
生物で有機物を分解し、沈殿式もしくは膜式によって汚泥と綺麗になっ
た水（上澄み又は濾過水 ) を分けて排出しています。排水処理設備の排
水については、定期的に外部検査機関に水質検査を依頼して、 水質を確
認しています。また、担当者が設備の稼働状態を日々日常点検で確認・
記録しています。

水資源の有効活用

-STOP 流しっぱなし！必要な時に必要な分だけ -

は、Fun to Share に賛同しています。

節水



企業の事業活動に対して多大な影響を与え
る事が想定される事態に対して、事前に防
災に努め緊急事態対策マニュアルを整備す
るといったことにより、事業活動を早期に
復旧させ社会・経済への負のインパクトを
軽減させることができると考え、取組を実
施しています。
安全確保と人命の再優先を原則として、事
業を継続し、従業員の雇用を守ると共に、

社会的責任を果たす為、BCP（事業継続計画）を策定してい
ます。

2011 年 3月に発生した東日本大震災を受けて、
TOREI では 2012 年降に全事業所に基本的な防
災備蓄品を配備しています。食料品や飲料水は
3日分を基本として、事業所ごとに必要なもの
を選定し、事業所内で指定している避難場所等、
緊急時の使用に備えて保管・管理しています。
防災備蓄品の保管場所については、避難訓練等
を通じて社員に周知し、有事の際に使用できる
ようにしています。
消費期限の近づいた食料品等は、防災意識を高めるために社員へ配
布して実際に食べてみてもらったり、フードバンク等へ無償提供し
ています。

超低温冷蔵庫（-50℃以下）での庫内
作業には高い危険が伴います。そこで
TOREI では、物流冷蔵作業員以外の冷
蔵庫内への入室を原則禁止していま
す。庫内に出入りする際の服装や注意
点についても定め、教育の機会を設け
ることで、労働安全衛生に取り組んで
います。
また、超低温冷蔵庫への閉じ込めや冷
媒（フロン・アンモニア等）の漏洩と
いった、超低温冷蔵庫をはじめとする
冷蔵設備に係る、万が一の緊急事態発
生時に備え、対応マニュアルを策定。
マニュアルの内容や対応を関係する従業員に周知するための訓
練を 1 年に 1 回以上実施する事を義務付けています。
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環境に係る緊急事態

緊急事態対応

冷蔵設備に係る緊急事態

災害への備え

防災備蓄品の寄贈

α化米
保存水

50 食 / 箱×51 箱
1.5L×8 本 / 箱×308 箱

防災備蓄品の配備を開始してから 5年が経過し、入れ替えが必要と
なったことから、2017 年度に事業所内備蓄品の一部をコープフード
バンク（コープ東北）様及びフードバンク札幌（特定非営利活動法
人　札幌市福祉生活支援センター）様に寄贈しました。

寄贈品 コープフードバンク様

フードバンク札幌様

避難訓練

α化米
保存水

カイロ
保存パン

レディースセット

地震や火災の発生を想定し , 有事の際にも従業員が落ち着いて安全に
行動できるよう、避難訓練を全事業所で実施しています（消防法に基
づく訓練を含む）。
なお、大規模地震発生時に津波被害が想定されている沿岸域立地事業
所においては、津波の発生を想定した訓練も実施し、津波避難場所等
も周知しています。 37 個

24 缶 / 箱×96 箱

50 食 / 箱×12 箱
1.5L×8 本 / 箱×72 箱

30 個

事業所ごとに想定している環境に係る緊急事態（環境事故）につ
いては、発生時の対応マニュアルを策定し、関係従業員による年
1 回以上の訓練を実施しています。
また、排水処理設備、冷凍設備に起因する環境事故の予防として、
各管理責任者のもと、日常点検・定期検査・機器交換などの日常
的な保守管理が行われています。

想定している環境事故例
・排水処理設備からの汚泥流出
・薬品の流出
・機械油等の敷地外流出

油漏洩時処理キット

▲ 庫内監禁脱出訓練 ▲ ガス漏れ用保護具着用訓練 ▲ アンモニア保護具

▲ 避難訓練の様子 ▲ 事業所で掲示している避難経路図 ( 例）

安否確認システム

防災備蓄品

BCP（事業継続計画）

▲ 防災無線

企業の危機管理の一環として、震度 5弱以上の地震発生時や新興感染
症の流行時、台風や水害等その他大規模災害の発生時等に社員の安否
確認をスムーズに行うべく、外部業者を起用した安否確認システムを
導入しています。
定期的に安否確認システムを利用した訓練も実施し、登録情報の更新
状況等を確認することで、意識向上を図ると共に有事に備えています。
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外部コミュニケーション

地域活動への参加

社会科見学の受け入れ

TOREI は様々な社外活動を通じて、外部とのコミュニケーションを図り、
豊かな社会の実現に貢献していきたいと考えており、その一環として清
掃活動をはじめとする事業所立地地域における地域活動に積極的に参加
しています。

災害ボランティア・義援金

江東区アダプトプログラム（本社）

七北田川クリーン運動（東北支店）

清水湾岸地区清掃活動（清水地区）

このほかの事業所でも定期的に事業所周辺の清掃活動を実施したり、地
域行事に参加することで、地域の皆様との交流を図り、事業所立地地域
の環境保全に取り組んでいます。

西日本を襲った平成 30 年 7月豪雨（西日本豪雨）では、岡山県や広島
県のほか、西日本の広い範囲で土砂災害・浸水害が発生しました。広島
支店では、親会社の三菱商事と協力して、ボランティアの受け入れ態勢
が整った 8月に岡山県で土砂の撤去作業などをお手伝いしました。
被害にあわれた方々に心よりお見舞いを申しあげるとともに、被災地の
一日でも早い復旧をお祈りいたします。

土砂撤去作業の様子

清水地区では従業員が自発的に事業所内に受
付 BOXを設置し、大規模災害が発生した際に
同意した社員からの義援金の受付を行ってい
ます。
社員の出身地が被災した際にはじまった取組
ですが、1人 1人が「自分にできること」を
考えながら活動しています。

年 1回、仙台市泉区が主催している七北田川周辺の一斉清掃活動（クリー
ン活動）に参加し、地域の皆様と一緒にゴミ拾いを行っています。
2018 年の活動には東北支店の社員 11 名が参加しました。

江東区アダプトプログラムは、区民等で組織された団体が、区道、区立
公園等の一定の区域を養子に見立て、里親が我が子を想うような愛情を
持って定期的に清掃する、ボランティア活動です。本社では全ての部署
から社員が参加し、年 2回事業所周辺のゴミ拾い活動を行っています。

清水地区では、同所に立地する関係会社 2社（㈱ティー・アール・エス，
東洋冷蔵フードサービス㈱と協同して、事業所近くの側溝の草取りやゴ
ミ拾いを定期的に行っています。

清水地区では、TOREI の事業内容や環境への取組等について理解を深め
て頂くため、地元静岡市の学校をはじめとして、小学校の「社会科見学」
の受け入れをしています。
また、清水港にて開催されるお祭りでは、マグロが保管されている -50℃
以下の超低温の世界を体験して頂くイベントに協力し、冷蔵庫の一部を
一般公開しています。

冷蔵庫に入る前には、冷蔵庫の仕組みや庫内での注意点を説明しました。庫内では
濡れたタオルを数十秒回しただけで、カチンコチンに凍る程寒い環境でマグロを保
管していることを体験してもらい、凍ったマグロも実際にみていただきました。

TOREI の事業活動に関するDVDを見てもら
い、取り扱っている商品がどのように調達・
管理されているのかについて説明しました。
小学生からは「マグロに美味しい時期はある
んですか？」「マグロは冷蔵庫にどれくらい
の期間入っているんですか？」といった質問
がありました。（2018.07.24 元八王子小学校）
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単年度目標の達成状況　及び　中長期目標の進捗状況

2016 年度活動に基づく 2017 年度環境活動における指示事項に対する取組結果とその評価

2017 年度には、2016 年度を基準年とし 2021 年度での達成を
目標とした中長期目標を新たに策定しました。上記数値目標のほ
か、「自然冷媒への転換」も掲げています。エネルギー使用量に
ついては、省エネ法により努力目標として規定されている 5 年平
均で「原単位当たり 1% 削減」達成を必達目標としました。また、
新たにフロン漏えい量の削減を中長期目標に設定しました。

代表者による 2017 年度活動の全体の評価と見直し

代表者による指示事項 実施結果・対応状況

原単位 5%削減
原単位 5%削減

総量 5%削減

総量 10%削減
原単位 5%削減

全量資源化

総量 7%削減

70%

中長期目標

環境目標の未達が見られる為、社内の環境教育をさらに充実させ社員
の意識を向上させる。環境教育として、環境活動の意味、内容を体系
的に説明する事。

1
コンプライアンス会議及び新人研修等での研修は継続
的に実施したが、その他社員やエコ委員 / 管理責任者
への個別教育は継続課題として残った。

外部コミュニケーションとして、外部からの苦情等の報告体制 ( 社内 )
を策定済みも、さらなる活動として各事業所で地域清掃活動等の社会
貢献活動を実施すること。

2
2017 年度活動としてほぼ全ての事業所で地域清掃活
動を実施した。実施状況詳細については、2018 年度
内部監査時に確認することとした。

3
定期的に許可期限を確認し、許可更新期限間近のものがある場合には、
事前に処理業者から取り付けること。

2017 年度内部監査にて契約締結先全業者の有効期限
を確認し、未対応の部署に対しては対応を指示した。
今後の管理方法については、継続課題とした。

環境内部監査で指摘事項が多い部署には、注意・指導を徹底し、指摘
事項の改善を図ること。5 内部監査後、半年を目安とした書面によるフォロー

アップを実施する運用に変更した。（2018 年 2 月実施）

排水処理設備の設置から年月が経過している為、必要に応じて故障時
の交換シュミレーション、オーバーホールを計画すること。4

仕様や定期に実施すべき事項が設備によって大きく異
なり、一覧化するメリットが少ないと判断。各事業所
で業者と協議し、中長期のメンテナンス・管理計画を
策定し、計画的に実行するよう指示することとした。

多くの項目で、2016 年度比で削減が見られ、目標を達成するとい
う結果になりました。これは、継続的な環境活動の成果のほか、
自社工場での取扱量が減少により事業所の稼働が低下したことに
加え、2016 年度に更新した冷凍機が 2017 年度に稼働を開始した
ことが要因と考えられます。大阪支店第 3 工場の新設という増加
要因があったものの、それを上回る削減がありました。

項　目

 事務用品のグリーン購入率

 CO2 排出量（エネルギー）
 電気使用量
 水資源使用量
 紙資源使用量
 食品廃棄物等再生利用等実施率
 食品廃棄物等発生量
 廃棄物排出量
 化学物質使用量
 フロン漏えい量（CO2 換算）

2017 年度実績（2016 年度比）

70％

総量比 原単位比

―
―

―

―

全量資源化

適正管理

1％削減
1％削減
1％削減

1％削減
1％削減
1％削減

1％削減
10％削減

1％削減

±0％

適正管理
総量 1%削減

69.1％

総量比 原単位比

―
―

―

―

99.5％

適正管理

5％削減
5％削減
6％削減

5％削減
5％削減
1％削減

3％削減
4％削減

23％削減

4%削減

※総量値はエコアクション 21 の認証（対象）範囲である関係会社 2社（㈱ティー・アール・エス，東洋冷蔵フードサービス㈱）を含み、原単位値は TOREI 単体とした。 
※食品廃棄物等再生利用等実施率は、2017 年 6 月に届出した定期報告書の 2016 年度実績に基づく。
※ フロン漏えい量は、2017 年度に届出した算定漏えい量報告の（2016 年度実績）に基づく。（比較対象年度は 2015 年度とした）

環境担当役員のトップダウンのもと、各組織においてはエコ委員を中心として環境活動や取組が推進された。
但し、CSR・環境推進室の活動としては、2017 年度活動開始時の指示事項について、環境教育の充実等、一
部達成できなかった項目があった。

2016 年度に実施した設備更新等の影響もあり、多くの項目で目標達成した。但し、原単位については、総量
と比較して削減率が低い若しくは目標未達となっていることから、今後は同じ負荷項目の中でも、固定量と
して発生する負荷（設備の運転管理や更新が必要）と生産に伴って削減可能な負荷を見極めて活動計画を策
定し、実行していく必要がある。
部署毎に年間の活動計画を作成しており、2017 年度は外部コミュニケーションとしての地域清掃活動等社会
貢献活動の計画及び産業廃棄物処理委託業者の現地調査計画の策定を指示した。実施状況は 2018 年度内部
監査時に確認する。

2017 年度は、環境関連法令に関する法令違反や外部からの環境に関する苦情や要望等の報告はなかった。関
連法令遵守状況については、内部監査にて確認し、必要に応じて是正指示した。

パリ協定・SDGs 等の国際的な枠組みもあり、地球温暖化係数が高いフロン類等使用機器の切替、水産資源
の持続的な利用に向けた認証品の取扱い拡大等をより一層取り組むべき課題として検討していく必要がある。

取組状況の確認、問題
の是正状況

環境目標の達成状況

環境活動計画の実施及
び運用結果

環境関連法規の遵守状況
/ 外部からの環境に関す
る苦情や要望
事業をとりまく状況等

2017 年度　目標達成状況・取組結果とその評価



18Torei Environmental Report 2018

2018 年度活動における代表者による指示事項

TOREI では、エコアクション 21 ガイドライン 2017 年度版の発行をうけて、2018 年度の活動開始時より、事業活動における課題とチャ
ンスを整理したうえで、「環境経営目標」と「環境経営計画」を策定しました。
従来の環境活動に係る評価と見直しも継続して実施し、2018 年度に全社レベルで特に実施すべき事項については、環境経営目標達成
の為の取組である環境経営計画とは別に「代表者による指示事項」として策定しています。
なお、環境経営目標と環境経営計画については、2019 年度以降、SDGs の取組とリンクさせながら策定・推進していきます。

エコアクション 21 ガイドライン 2017 年度版が公表され
た為、新ガイドラインの要求事項に則した形に社内管理体
制等を変更する。社内規程類を改正し、2018 ～ 19 年度
を移行期間として 2020 年度の活動時には業種別ガイドラ
インを含め、新ガイドラインに適合していることを目指す。

1

2

3

外部からの環境に関する苦情や要望等については、環境事
故とし社内報告を実施するようガイドに定めているが、
2018 年度の内部監査時に改めてエコ委員あて周知する。

環境教育の一環として従業員の環境意識向上を図る為、エ
コ検定の受験を奨励する。2018 年度活動開始時初年度と
して、管理者及びエコ委員を受験奨励対象者として指定し、
受験を促した上で、環境目標としての設定も推奨する。

4
環境への取組について、社員が主体性をもって自己の業務
と結び付けて活動できるような行動目標を 2018 年度活動
開始時に部署ごとに検討・策定を指示する。

5
環境関連事項に関する法令改正や世界的な動向等、環境へ
の取組を行っている背景について管理担当者をはじめとす
る社員に教育する機会を設ける。

単年度目標については、事業所の再編に伴い削減が見込まれる
電気使用量（及びそれに伴う CO2 排出量）以外は、基本的に
2017 年度目標と同等の数値を継続設定しました。2021 年度を
待たずに達成が見込まれる中長期目標もありますが、中長期目
標については、2018 年度の結果を踏まえ、必要に応じ 2019 年
度の活動開始時に見直しします。

2018 年度単年度目標（環境経営目標）

70％

項　目 総量比 原単位比

 事務用品のグリーン購入率

 CO2 排出量（エネルギー）
 電気使用量
 水資源使用量
 紙資源使用量
 食品廃棄物等再生利用等実施率
 食品廃棄物等発生量
 廃棄物排出量
 化学物質使用量
 フロン漏えい量（CO2 換算）

―

―

―

―
全量資源化

適正管理

5％削減
5％削減
1％削減
±0％

1％削減
1％削減
1％削減

1％削減

±0％

1％削減

2018 年度　環境経営目標と環境経営計画

背景（課題とチャンス）

環境経営計画

★
TO

PICS★

環境に配慮した製品の企画や認証品の取扱い拡大を検討す
る。

フロン類を使用している機器及び使用中のフロン類漏えい
量を把握し、機器更新時には低 GWP 冷媒や自然冷媒使用
機を積極的に選択する。

2018 年度中に省エネ法に基づく管理標準の改正を全事業
所で実施し、管理標準に則ったエネルギーの使用の合理化
を推進する。

環境負荷低減の為に実施している施策を継続的に実施する
と共に、他事業所での好事例を事業所間で共有して追加的
な措置を講じる等により活動を発展させる。

取組

水産資源の持続的な利用に関する
社会や取引先からの要請

会社としての評価 / 信頼性向上・
中長期的な視点での事業継続

冷蔵設備や空調等に使用している
フロン類に係る規制強化・漏えい

先進技術導入・環境負荷低減・冷
媒調達リスクの解消

設備・拠点の老朽化（エネルギー
効率が低い・生産内容や事業規模
とのアンマッチ）

生産効率の向上・集約化によるコ
スト削減・労働環境の向上

環境コスト（電気料金・燃料費等）
の上昇

省資源 / 省エネの推進

TOREI では、社員がその能力を発揮し、仕事と生活の
調和を図り、働きやすい雇用環境の整備に取り組んで
います。
 仕事と育児の両立支援については、産休・育児休業予定・
休業中の社員へのフォローや相談窓口の設置、有給休
暇の取得促進、男性の育児休業推進など施策を実施し
た結果、厚生労働省東京労働局より次世代育成支援対
策推進法に基づく基準に適合した企業として 2015 年
度、2017 年度と継続して認定を受けています。認定を
受けた企業は子育てサポート企業として次世代認定
マーク「くるみん」を使用することができます。
 現在は、全従業員が働きやすい環境の整備を行うため、
一般事業主行動計画を策定し、取り組んでいます。

2016 年 11 月からは、「女性活躍推進チーム」と
いう社内のあらゆる部署から男女問わず集まった
メンバーで構成されるタスクフォースを結成。
2017/2018 年度も活動を継続し、「定刻チャイム
導入」「用語集の作成」等、職場の改善に関する様々
な取組を実施しています。
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