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環境マネジメント

環境憲章

環境理念

自然の恵みを受けて仕事をする当社においては、資源を大切にし、地球や海に感謝の心を持って接することを企業姿勢の基本としています。

私たちは、地球環境と調和・共生できるような、グローバルな事業活動を展開し、持続可能な社会の構築に、継続的に取組みます。

行動方針

1.自然環境及び生物多様性の保全と、資源の持続的利用に配慮した活動を推進します。

2.省エネ、省資源、廃棄物の削減、容器包装の減量化、グリーン購入等による環境負荷低減活動を通じ、循環型社会形成に向け、継続的に

努力します。

3.環境マネジメントの仕組みを構築し、その効果的な運用を目指します。また、環境監査を実施し、環境関連の法規制等の遵守を徹底し

ます。

4.環境教育を通じて、社員一人一人の環境意識の向上を図ります。

5.社会に対して、環境コミュニケーション活動を行うとともに、地域社会との環境に配慮した共生を重視して行きます。

6.この環境憲章は、グループ各社においても共有化するように努めます。

推進体制‐環境部会

環境部会は5回／年開催し、そこでの討議内容はCSR委員会に報告されます。また、各事業分野の事業所およびグループ会社ごとに環境マネ

ジメントシステムを構築し取り組んでいます。

環境部会

CSR委員会が指名する執行役員が部会長となり、5回／年開催。下記事項を協議し、進捗をCSR委員会に報告しています。

環境憲章を有効に機能させるための諸施策策定

新たに生じた対処すべき環境問題への対応措置

環境目標に対する各部署の進捗管理

CSR委員会に諮る重要事項

CSR部

環境部会の事務局機能。また、定期的に環境担当者会議を主催しています。

環境教育

約80事業所の環境担当者を集め、年1回、環境担当者会議を開催しています。

各事業分野の活動状況の進捗確認、情報交換

好事例の横展開

法律順守状況の確認

世間の動向、トピックスの共有

環境監査

環境マネジメントシステムISO14001の認証取得

ニッスイグループは食品や水産品の生産工場をはじめ、ファインケミカル工場、物流関連センター、研究開発施設、造船会社など、多岐に渡る

分野の事業所を抱えています。事業の形態はさまざまですが、CO2の排出や水の使用、廃棄物といった環境負荷の低減や、事業所周辺の自然

環境保全など、環境活動の重要性は同じです。それぞれの事業所においてISO14001の認証取得を進め、環境管理委員会を主体とした継続的

なチェック体制の構築と、計画的な運用を行っています。

ISO14001認証取得状況

� 取得事業所数

国内事業所 53/72事業所

海外事業所 2/9事業所

2021年3月現在�

集計範囲：国内については日本水産（株）および国内グループ会社（持ち分会社除く）、海外については海外グループ会社主要9社。オフィス系

事務所を除く。

監査部監査

ニッスイ直営工場を対象とした監査部の業務監査に、環境に関するチェック項目を設けています。環境負荷低減の目標と進捗状況を確認し

ています。

トップメッセージ ニッスイグループのCSR 2030年の目指す姿 環境 社会 ガバナンス ライブラリー

制定日�2003年6月1日�

改定日�2014年2月20日
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国内事業所の環境マネジメント

八王子サイト　環境協議会

八王子総合工場では、同じ敷地内（八王子サイト）に位置するグループ会社（（株）チルディー、（株）キャリーネット）および東京食品受注課の幹

部職員と環境担当者を招集し、四半期ごとに環境協議会を開催しています。各自、実際に行った環境負荷低減の取り組みと、環境目標に対す

る進捗状況を報告し合い、有効事例については積極的に横展開を進めています。また、環境法令の改正や新規の施行があった場合にはこの場

で周知し、サイト全体での環境管理を推進しています。

姫路総合工場　エコ推進委員会

姫路総合工場には、業務課、冷凍食品工場、加工食品工場、姫路食品受注課の代表から成るエコ推進委員

会があります。毎月1回開催し、従業員の環境意識の強化を図るとともに、施設内での階段利用の促進や

ペットボトルキャップの回収など身近な環境活動を進めています。

姫路総合工場エコ推進委員

活動一覧

取り組み内容 期間 参加従業員数

エコ参加ポイント活動 2020年度年間 のべ299名（注）

エコ・安全川柳 2020年5月～7月
・エコ川柳：126名�

・安全川柳：124名

体験型活動（扇子教室／ポチ袋教室） 2020年5月／2020年12月
・扇子教室：79名�

・ポチ袋教室：62名

エコアートコンクール 2020年8月～10月

・アート部門：21名�

・ポスター部門：20名�

・写真部門：43名

エコササイズ（エレベーターの代わりに階段を使用する） 2021年1月5日～3月31日 204名（注）

海外グループ会社の環境マネジメント（ゴートンズ社）

企業のエネルギー管理では、エネルギー使用の継続的な改善が求められます。�

ニッスイの海外グループ会社であるゴートンズ社（米国）は、2019年、新しいCEI（継続的エネルギー改善）の取り組みを開始しました。これは

エネルギー管理において、計画と運用、取り組みと報告のプロセスを繰り返すとともに、それらと「会社・従業員全体の貢献」を結びつけるこ

とで、もう一段階上の効果を生み出そうというものです。また、ゴートンズ社は、この継続的なエネルギー改善の取り組みのひとつとして、ナ

ショナル・グリッド社（注1）によるCEI検討グループへも加入しました（米国北東部に拠点を置く他の7企業と合同）。これは企業のエネルギー

管理改善を、さらなる省エネルギーやコスト削減など様々な側面からレベルアップさせることを目的とした三年間のプログラムとなりま

す。�

2020年、ゴートンズ社はナショナル・グリッド社のCEIプログラムにおける1年目を完了させました。

2019年の実績

社内にエネルギー管理チームを編成し、エネルギー管理方針を策定

エネルギー使用削減のための26の機会を特定し、それらの優先順位付けを実施

エネルギー管理ツールを使用し、生産工場におけるエネルギー使用と、その日の天候や工場の生産量などのデータを記録（これらはエ

ネルギーの使用に関して問題が発生した場合の分析材料となる）

新たなエネルギー管理ツール開発に向けた取り組み

2020年の実績

ゴートンズ社グロスター事業所の稼働とリアルタイムのエネルギー追跡ソフトウェアとの統合

電力で7.5%、天然ガスで13%の使用効率改善（基準年2018年）

GHG削減プログラムが評価され、ウォルマート社のプロジェクト・ギガトン（注2）において、最高の達成レベルであるギガグルの一社と

して承認

海外グループ会社の環境マネジメント（シーロード社）

漁業・水産品の加工販売会社であるシーロード社（ニュージーランド）は、2020年、サステナビリティを自社の長期の戦略的優先事項に取り入

れました。またこれに先立ち、外部機関Catalystと自社事業におけるカーボンフットプリントを算出し、具体的な削減目標を設定しました。

2020年の実績

自社事業におけるカーボンフットプリントを124,651�t-CO2と算出（2019年実績）

自社のCO2排出量を削減し、また残りの排出量を2050年までにオフセット（注）するため、10の環境プログラムを実施（水、プラスチッ

ク、船舶、貨物輸送とエネルギー、陸と海のインフラストラクチャ、および海水温とバイオマスに関する具体的な目標を伴う取り組み手

順が含まれる）

気候変動と、なぜ 排出量を削減しなければならないかに関する、従業員向けの教育プログラムを開発

2021年の目標

カーボンオフセットプログラムにより、飛行機のCO2排出量のオフセット

自社がニュージーランドでリースしている営業車のうち75％に関してハイブリッド車へ移行

ネルソン事業所の太陽光発電用パネルの見直し

会社の廃棄物転用率の75％への引き上げ

トップメッセージ ニッスイグループのCSR 2030年の目指す姿 環境 社会 ガバナンス ライブラリー

CO 2

（注1）：ゴートンズ社のあるマサチューセッツ州に米国拠点を置く送電・ガス供給会社。�

（注2）：2030年までに世界のバリューチェーンの温室効果ガス排出量を10億メートルトン（ギガトン）削減するというウォルマート社の取り組み。

（注）：従業員以外の参加者も含む。

（注）カーボンオフセット：削減困難な部分の温室効果ガス排出量について、クレジットの購入や排出量に見合った削減活動に投資すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせ

ること。
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方針と推進体制

世界の水産資源は枯渇化が懸念されており、海の恵みを受けて事業を営むニッスイグループにとって、水産資源の保全と持続的な利用は喫

緊の課題です。資源状態を確認した水産物の取り扱いや、環境負荷の低い養殖技術の開発、水産エコラベル認証の取得を通じて、中長期のサ

ステナブルな事業構築を推進します。将来にわたってマーケットの需要に応えられるよう、持続可能な水産物の利用に努めます。

推進体制‐水産資源持続部会

水産資源持続部会は、ニッスイグループで取り扱う水産品の資源状態の把握と資源の持続的利用の推進を目的とし開催されています。

SeaBOSをはじめNGO団体や大学等の研究機関など各種団体と連携しながら、水産資源の持続性向上の取り組みを行っています。

目標と実績

2030年の目指す姿

2030年、ニッスイグループが調達する水産物について持続性が確認されている。

実績

2016年に調達した水産物を対象に、第1回ニッスイグループ取扱水産物資源調査を実施。現在、2019年に調達した水産物を対象とする第2回

調査を行っています。

トップメッセージ ニッスイグループのCSR 2030年の目指す姿 環境 社会 ガバナンス ライブラリー

水産資源の持続可能性
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SeaBOSへの賛同

SeaBOS（Seafood�Business�for�Ocean�Stewardship、持続的な水産ビジネスを目指すイニシアティブ）は、2016年11月にストックホルム大学

(スウェーデン)のストックホルム・レジリエンスセンターが主催した会議「キーストーン・ダイアログ」で提唱された海洋環境および海洋資源

の保全と持続的な資源利用を進めるイニシアティブです。世界の主要水産関連企業10社(創設時は8社)が協働し、科学的側面からのサポート

を受けて活動していることが特徴です。ニッスイは同年12月にSeaBOSに署名・参画し、2017年に開催された「東京サステナブル・シーフー

ド・シンポジウム2017」において、SeaBOSの考え方に賛意を表明するとともに、CSR活動の一環として取り組みを進めていくことを宣言しま

した。�

日本、ノルウェー、タイ、米国、韓国など世界各国の水産業界のリーダー企業や科学者とともに、持続的な水産事業のための課題解決に取り組

んでいます。

第5回SeaBOS会議への参加

2020年10月、第5回SeaBOS会議がオンラインで開催されました。IUU（違法･無報告･無規制）漁業および強制労働・児童労働の撲滅、養殖にお

ける抗生物質使用削減、海洋プラスチック問題、気候変動問題など、各タスクフォースの主要テーマについて議論が行われ、それぞれにおけ

る2021年末までの目標と計画について合意がなされました。

テーマ 主な合意事項

IUU漁業、強制労働、児童労働の撲滅

自社オペレーションの漁業、養殖において、IUU漁業、強制労働、児童労働への関与がないことを確認す

る

外部からの調達品についても、サプライチェーン上の問題への対応策を講じ、2022年と2025年に進捗報

告する

絶滅危惧種への対応 絶滅危惧種への影響を減らす方針への合意

海洋プラスチック問題
GGGI（注）との連携を拡大し、漁具の紛失や遺棄の問題を解決する

海岸や河川のクリーンアップ活動なども組み合わせ、海洋プラスチック問題の解決に取り組む

養殖における抗生物質使用削減 抗生物質の使用削減の方針への合意

気候変動問題 各企業におけるCO2排出削減目標と報告手法を定める

また、11月にオンラインで開催された「東京サステナブル・シーフード・シンポジウム2020」では、SeaBOSに関するパネルディスカッション

が行われました。ニッスイは、SeaBOSマネージングダイレクターのマーティン・エクセル氏、マルハニチロ株式会社とともに登壇し、自社の

CSR調達や水産資源調査、海洋プラスチック問題への取り組みについて報告しました。

�

SeaBOSの特徴

科学とビジネスの融合

SeaBOSの最大の特徴は、科学者と水産業界の主要企業が協力し、科学的根拠に基づき持続可能性に取り組んでいることです。そのひとつの

例としては、SeaBOSメンバーの企業が、生態系研究における古典的な概念「Keystone種」にヒントを得て選定されていることが挙げられま

す。「Keystone種」とは、生態系に大きな影響を与える、要となる種のことです（元々Keystoneとはアーチ型石橋の頂上部の要石(かなめいし)

のこと）。SeaBOSは、この概念に基づき、世界の大手水産企業こそが海洋生態系に大きな影響を及ぼす「Keystone�actors」の可能性があり、

またそれらの企業がサステナビリティの取り組みでリーダーシップを発揮すれば水産業界全体に連鎖的な効果をもたらし、結果として水産

資源や海洋生態系の管理の大きな向上につながると考えています。

�

Keystone種（SeaBOS資料より）

�

取り組み分野

SeaBOSはIUU漁業撲滅や海洋プラスチック問題などに関する複数のタスクフォースを有し、水産資源の持続可能性のため様々な取り組みを

行っています。

�

SeaBOSのタスクフォース（SeaBOS資料より）

�

トップメッセージ ニッスイグループのCSR 2030年の目指す姿 環境 社会 ガバナンス ライブラリー

（注）GGGI：Global�Ghost�Gear�Initiative。ゴーストギア（紛失・遺棄等により海洋に残存する漁具）対策を目的とするイニシアティブ。廃棄漁具のデータベース化や、ゴーストギア発生抑制

のためのガイドライン作成を行っている。
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天然水産資源の持続的な利用

世界の水産資源は枯渇化が進んでおり、2018年の国連食糧農業機関（FAO）の報告書によると、世界の海洋水産資源は資源安定状態が7%、満

限利用の状態が60%、過剰漁獲状態が33%とされています。水産資源の状態は、海の恵みを受けて事業を営むニッスイグループにとって、中

長期的な事業のリスクやチャンスに関わる非常に重要なものであると考えています。�

そのため、調達品の資源状況の把握と、対応すべき課題の特定を目的に、ニッスイグループ全体で調達した水産資源状態について調査を行っ

ているほか、グループ全体で持続的な水産資源の利用のための取り組みを推進しています。

第1回ニッスイグループ取扱水産物の資源状態調査（2016年）

グループ会社（国内28社、海外16社）における2016年の天然魚の取引実績をもとに、資源調査を行いました。ニッスイグループが調達してい

る天然水産物は原魚換算で約150万トンとなり、世界の天然水産物漁獲量の1.6%に相当します。

詳しくはこちら

資源調査のプロセスと結果

魚種、漁獲海域、原産国、重量（原魚換算）を手掛かりに、4つのSTEPで調達した天然水産物の資源状況を分析しました。

STEP1～STEP3の結果、調達品の88%が「心配ない」資源状態であり、うち37%は水産エコラベルの認証品であることが分かりました。�

一方で、12%の魚種および絶滅危惧種は資源状態が「心配ある」「不明」に分類されました。これらの魚種に対しては、STEP4で再調査を行い、

国や地域漁業管理機関の資源回復計画の有無、網目規制や操業期間の制限の有無、漁業管理の有無を確認しました。

「心配ある・不明」の漁業管理の確認結果

STEP4の再調査の結果、配合飼料を中心として「漁業管理の有無が不明な魚種」が8.8%存在することが判明しました。これらの魚種について

は、配合飼料メーカーと協力してトレーサビリティを高めるように努めてまいります。その他の不明魚種については引き続き資源状況や各

漁業国のIUU（違法・無報告・無規制）漁業対策を注視し、各国に科学的な資源管理を行うようSeaBOSを通じた提言を行うなどの対応をしてい

きます。

「絶滅危惧種Ⅰ類」の取り扱い

「心配ある」に分類された魚種には、IUCN（国際自然保護連合）のカテゴリーCR（Critically�Endangered、WWF呼称「近絶滅種」、環境省呼称「絶

滅危惧種ⅠA類）およびEN（Endangered、WWF呼称「絶滅危惧種」、環境省呼称「絶滅危惧IB類」）の魚種が含まれています。これらの魚種につ

いては、それぞれの資源状況を注視しながら、以下のような対応をしていきます。

取扱会社 RedList評価 魚種（学名） 重量 評価 備考

Japan

CR 南まぐろ�（Thunnus�maccoyii) 114 心配ある 資源回復計画あり

EN なまこ�（Apostichopus�japonicus） 20 心配ある 資源管理あり

Denmark

CR EEL�（Anguilla�anguilla） 0.4 心配ある オランダESF養殖

EN HALIBUTWHITE�（Hippoglossus�hippoglossus） 9 心配ある 取り扱い見直し

EN SKATE�（Leucoraja�ocellata） 115 心配ある
北米東海岸の規制

に基づいた漁獲

日本における対応

①南まぐろ：�

南まぐろ保存管理委員会が科学的調査に基づき、総漁獲量（TAC）及び締約国ごとの割り当て量を設定している。輸入に当たっては水産庁の

指導を遵守しており、取り扱いを継続する。

②なまこ：�

各県の資源管理の対象であり、休漁日設定、サイズ制限、種苗放流、漁場造成等の管理措置がとられているため現状程度の取扱いを継続。但

し、資源枯渇が懸念される状況になれば、取扱いを漸次削減・中止する。
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絶滅危惧種Ⅰ類は取扱わない。但し、 お客様からの要望があった場合、 保護・ 管理を確認し継続する。

継続した調査の実施

ニッスイグループは、管理されていないことが明らかな資源や不明な状態が継続する資源、さらにIUU（違法・無報告・無規制）漁業や強制労働

が疑われる資源は取り扱いません。今後も定期的に水産資源調査を実施することで、常に変化する水産物の資源状態を把握していきます。

そして、将来にわたってマーケットの需要に応えられるよう、持続可能な水産物の利用に努めます。�

現在、第2回調査として2019年1月～12月を対象に、資源状態の調査および分析を行っています。

WWFジャパン「太平洋クロマグロ保全の誓い」への参画

ニッスイグループは、WWFジャパンの提起による「太平洋クロマグロ保全の誓い」への参画により、これに賛同する複数の日本企業ととも

に、国際漁業資源である太平洋クロマグロの資源管理に関してさらなる国際合意を進めることを望む意思を表明します。

詳しくはこちら

RFVS認証の取得

ニッスイの海外グループ会社であるオーストラリアン・ロングライン社（オーストラリア）は、主に南氷洋でメロ漁業（MSC認証対象）を営ん

でいます。�

2021年1月、同社が所有するAntarctic�Discovery号が、世界に先駆けて初めてRFVS（Responsible�Fishing�Vessel�Standard）認証を取得しまし

た。RFVS認証は漁船に関する認証で、非営利組織であるGSA（Global�Seafood�Assurances）によってグローバルの規模で運営されています。

漁船の管理や漁獲のトレーサビリティに加えて、船上で働く従業員の安全やウェルビーイングといった人権の観点からも監査がなされま

す。本認証取得により、同社が船内の乗組員に対して高水準の注意と安全を順守しており、奴隷労働や劣悪な生活環境といった違法な慣行に

関与していないことを世間に示すことができました。同社は2021年2月、新船Antarctic�Aurora号においてもRFVSを取得しています。�

また、同じくニッスイの海外グループ会社であるフラットフィッシュ社（英国）は、2019/2020年に認証の技術ワーキンググループの一員とし

て、認証の査読などを通し、このRFVSに貢献しました。フラットフィッシュ社はこの認証スキームに対して、2006年の立ち上げ当初だけでな

く、その後2016年に再開された際にも賛同し、実現に向けて継続的な支援を行いました。

海鳥の偶発的捕獲防止のための取り組み

漁業において、本来目的とする魚ではない、海鳥の偶発的な捕獲が課題視されています。漁業を行うニッ

スイのグループ会社では、トリライン（注1）やムーンプール（注2）を導入し、海鳥の混獲防止に努めてい

ます。

（注1）トリライン：漁船の船尾に取り付けた長い棒の先から吹き流しやテープを付けたロープを曳航（えいこう）し、鳥が餌に近づけないよ

うにする仕掛け。トリポールともいう（出典：WWFウェブサイト）。�

（注2）ムーンプール：船底に開けられた円形の穴。延縄漁船において、そこからラインを巻き上げることで、甲板での作業の場合と比較し、

野鳥を巻き込むリスクが低下する。また船員の安全確保にもつながる。

オーストラリアン・ロングライン社漁船の
ムーンプール

ニューイングランド水族館とのパートナーシップ

ニッスイの海外グループ会社であるゴートンズ社（米国）は、ニューイングランド水族館（米国マサチュ

ーセッツ州ボストン、以下NEAq）と海洋保護、持続可能な水産資源の確保ためパートナーシップを結ん

でいます。ゴートンズ社が2008年に自社のシーフード製品についての科学的な持続可能性評価をNEAq

に依頼したことに始まり、このパートナーシップは2020年12月で12年を迎えました。

NEAqはモントレーベイ水族館とならび、世界的な水産資源研究の知見を有しており、�漁業や養殖事業の動向、飼料、品種改良など、持続可能

な漁業の取組みを進めるうえで科学的で有意義なアドバイスやサポートを提供してくれています。�

また、ゴートンズ社ではSustainability�Action�Plan�（持続可能性に向けた行動計画）を策定し�、KPIを設定して進捗管理を行っており、NEAq

との意見交換を行いながら計画を進めています。

これまで築いてきたNEAqとの強い信頼をもとに、これからもゴートンズ社は資源の持続的な利用、海洋環境の保全に積極的に取り組みま

す。

新たな漁法（PSH）の開発（シーロード社）

水産資源の持続可能性を高めるためには、漁業の方法（漁法）にも工夫が必要になってきます。海の環境を悪化させてしまうような漁法や、目

的とする魚以外の生物を獲ってしまう混獲の問題が指摘されており、海の生態系を守り環境を悪化させないためにも、より生物や環境にダ

メージの少ない漁法を開発する必要があります。

ニッスイの海外グループ会社であるシーロード社（ニュージーランド）は、国内の大手水産会社である

Aotearoa�Fisheries社およびSanford社、そして農業及び水産業の持続可能性を研究するPlant�&�Food

Research社とパートナーシップを組み、混獲を減らし、本来目的とする魚を生きたまま捕獲できる「PSH

漁法システム」を開発することに成功しました。�

PSH漁法システムでは、柔軟なポリ塩化ビニール製で海水が流入すると筒状に広がる漁具を使用するた

め、魚が泳いでいる状態で生きたまま水揚げすることが可能です。小型魚種やサイズの小さい魚は、漁具

の特定のサイズの穴を通って逃げることができます。

科学的試験では、PSH漁法で捕獲した鯛は水深20メートル以内での生存率が100%であるという結果が出ています。水深が深くなるにつれ生

存率は下がる傾向にありますが、PSH漁法では一般的な漁法よりも高い生存率で魚を捕獲できることが明らかになりました。�

このことから、深海生物の研究や、水深の深い場所に生息する海洋生物の捕獲にもPSH漁法は有効と考えられています。

前述の4社は、2005年のプロジェクト立ち上げからおおよそ10年もの間、調査研究などの試行錯誤を繰り返し、2016年ついにPSH漁法の商業

化（実用化）を実現させました。シーロード社は現在、PSH漁業を広め、持続可能な漁業の普及に寄与すべく取り組みを行っています。

デンマークにおける対応
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養殖の推進

ニッスイグループ養殖関連事業所・養殖マップ

AI・IoT技術の活用

ニッスイは、日本電気（株）と、同社が持つ先進のAI・IoT技術を活用して、養殖魚の体長などの測定を自動

化するソリューションを共同開発しました。養殖では、魚の成長状態を常に管理することが求められ、一

般的には、適切な給餌量や漁獲高を推定するために魚の体長・体重測定を直接網で掬い上げて測定した

り、生簀内で撮影した画像をコマ送りして測定するなどの作業を行っています。しかし今回共同開発し

たソリューションは、生け簀内の養殖魚を水中で撮影した映像をアップロードするだけで、魚の大きさ

や体重を算出してレポートします。このソリューションを活用することで、人が魚に触れずに済むため、

魚のストレスや病気のリスクを回避できます。また、これまで費やしていた手間や時間を軽減し、測定精

度も向上するなど、生産性向上が実現します。ニッスイグループでは今後もAI・IoTの活用範囲を拡げて

いくことで、安全で安心、おいしい養殖魚の提供を実現してまいります。

AIによるブリの魚体検知画面

養殖技術のイノベーション

ニッスイグループは、水産資源の持続的利用のために、養殖技術の高度化を進めています。独自技術を投入したブリやギンザケの養殖、困難

とされてきたマダコの完全養殖の技術開発など、国内で次々と新たな領域を開拓しています。また、給餌の際に海中に散逸せず、転換効率の

高い固形配合飼料の開発や、魚の食欲に応じて適量の餌を与える自動給餌制御システム「アクアリンガル®」など、海洋環境への負荷を低減

し、生態系への影響を抑える養殖技術の開発を推進しています。

環境にやさしいエビの陸上養殖

陸上施設での「閉鎖式バイオフロック法」によるバナメイエビの陸上養殖の研究（フィージビリティスタディ）を行っています。これは、使用

する飼育水の量を必要最低限に抑制し、飼育水槽内の微生物集合体（バイオフロック）に水を処理させるもので、従来の飼育方法に比べ環境

負荷も低減することができます。日本国内では初の試みであり、鮮度が良く生食が可能で、投薬をしない安全安心な養殖えびをお届けできる

ようになりました。2018年9月より業務用食材「白姫（しらひめ）えび」として全国に向けて数量限定で発売しています。

国産完全養殖本マグロ

給餌から水揚げ、パッケージングに至るまで、独自の工夫をこらした国産完全養殖本マグロを、「喜鮪（きつな）®金ラベル」として2018年3月よ

り出荷しています。本マグロの種苗生産では、孵化後の仔魚の餌にイシダイ・キスなどの他魚種の孵化仔魚（餌用仔魚）を与えることが一般的

ですが、ニッスイ中央研究所大分海洋研究センターの研究により、独自の配合飼料に置き換え、餌用仔魚が不要となる技術開発に成功し、生

産性の向上を実現しています。「喜鮪®金ラベル」は、水揚げする産地での加工を行い、チルド配送でお客様のもとへ届けられます。品質と鮮

度、おいしさを重視した最適なサプライチェーン構築により、通常のマグロに比べて、ビタミンEに富み、うま味成分のイノシン酸が約2割向

上しています。

養殖本マグロの産地加工

ニッスイのグループ会社である金子産業株式会社では、養殖本マグロを水揚げ時の高い鮮度を保ったまま加工・包装してチルド配送でお届

けする「産地加工」に取り組んでおり、本マグロ加工品「鮪錦（つなにしき）®」として2018年5月より販売しています。「鮪錦®」は水揚げ後、徹底

した独自の温度管理技術（特許出願中）のもと、唐津の食品工場に搬入、特殊フィルムで個包装し出荷されます。この温度管理技術と最適な水

揚げ方法や魚体の冷却方法を組み合わせることで、消費期限をチルド保管で通常より4日程度伸長させるロングライフチルド（LLC）を実現し

ました。

マサバの循環式陸上養殖

ニッスイとニッスイのグループ会社である弓ヶ浜水産株式会社は、日立造船株式会社との三者共同で、国内初となる大規模なマサバ循環式

陸上養殖の開発に着手しました。これは、鳥取県米子市の実証施設を拠点に、ニッスイグループが有するマサバ養殖の知見と日立造船が有す

る水処理技術を組み合わせて行うものです。本共同開発が採る循環式陸上養殖システムでは、地下海水の利用と循環水処理システムにより、

水温・水質を人為的にコントロールし、マサバの生育に最適な環境を保つことができます。また、外海の海水を使用しないため、アニサキスな

どの寄生虫や魚病などのリスク低減が期待され、自然環境に左右されないマサバの安定供給が可能です。2019年6月に実証施設の着工、2020

年5月から稼働開始しており、2023年4月の事業化を目指します。

本件に関するリリースはこちら

岩手県大槌町の「アクアリンガル®」給餌システム
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岩手県でのサケマス類養殖事業化試験に参加

ニッスイとニッスイのグループ会社である弓ヶ浜水産株式会社は、岩手県の新おおつち漁業協同組合（上閉伊郡（かみへいぐん）大槌町）

（注）、大槌復光社協同組合、および東京都の（一財）漁港漁場漁村総合研究所との5者間で、2019年1月、大槌町における新規事業創出の観点か

ら、サケマス類養殖の事業化試験の実施に向けた協働を目的とする協定を締結しました。�

ニッスイおよび弓ヶ浜水産は、新おおつち漁業協同組合が実施する大規模サケマス類海面養殖の事業化に向けた試験養殖に参加します。こ

の試験養殖は、新おおつち漁業協同組合を中心とし、大槌町、地元事業者および漁村振興の総合シンクタンクが協働して行うものです。わた

したちはこれに、ニッスイグループが有するサケマス類の養殖に関する知見やノウハウなどを提供し、岩手県沿岸漁業と漁村の振興、そして

新たな事業機会の創出を目指します。また、弓ヶ浜水産は、大槌町内に現地事業所を設立したうえで新おおつち漁業協同組合に加入し、試験

養殖に参加します。

デンマークのサケ閉鎖循環式養殖企業に資本参加

2020年4月、ニッスイヨーロッパ社は、丸紅株式会社とともに、デンマークでサケの閉鎖循環式養殖事業を営むダニッシュ・サーモン社

（Danish�Salmon�A/S、以下「DS社」）へ資本参加しました。

DS社は、アトランティック・サーモンの閉鎖循環式養殖で成功している数少ない先端企業です。海面養殖や陸上かけ流し式養殖（注）と比較

した場合、メリットの例として以下が挙げられます。

天候や海水の水質に左右されない。温度調節が可能で、病原体侵入の恐れもなく、魚の飼育環境が安定している

立地条件の制限がない。取水の必要がなく、内陸部でも可能。消費地近隣での養殖により鮮度向上や物流コスト低減が実現できる

残餌や糞による海域への環境負荷がない

2021年半ばには新規設備も完成する予定で、これにより現在の水揚げ量1,000トンを2022年に2,700トンに引き上げる計画です。ニッスイグ

ループでは、チリや日本国内でサケ・マス類の海面養殖事業を行っていますが、今回の資本参加により閉鎖循環式陸上養殖という新たな養殖

方法に取り組み、サステナブルな水産物の調達力強化を目指します。

トップメッセージ ニッスイグループのCSR 2030年の目指す姿 環境 社会 ガバナンス ライブラリー

（注）新おおつち漁業協同組合：大槌町南部の大槌湾と北部の船越湾を管轄。いずれも三陸特有のリアス式海岸であり、黒潮と親潮が交差する豊かな水産資源が集まる好漁場で、ワカメ・コ

ンブ・ホタテ・カキなどの海藻・貝類の養殖や、サケ・サバ・ワラサなどの漁業を行っている。今後、水揚げの安定と各事業の拡大を目指し、養殖業の振興に取り組んでいく計画。

（注）陸上かけ流し式養殖：海や川などから取水し、飼育水として水槽で使用（使用した水は排水する）。
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水産エコラベル

日本企業として初のGSSIファンディングパートナーに

MSCをはじめとする水産物の認証プログラムでは、FAO（国際連合食糧農業機関）が発行した「責任ある漁

業のための行動規範」「水産物エコラベルのガイドライン」に則り基準が策定されていますが、持続可能

な水産物への理解が広がるとともに認証プログラムの数も増え、見極めが必要となってきました。そこ

で、認証プログラムがFAOのガイドラインを満たしていることを検証するために、第三者機関のGSSI（世

界水産物持続可能性イニシアチブ、Global�Sustainable�Seafood�Initiative）が設けられました。GSSIは、

持続可能な水産物認証プログラムを検証する国際パートナーシップです。�

ニッスイはグローバルな資源持続性を推進する企業として、この活動を支援するファンディングパート

ナーに、2017年4月、日本企業で初めて参画しました。2021年3月現在、ニッスイグループ6社がファンデ

ィングパートナーとして加入しています。ニッスイおよびグループ会社は、水産事業に携わる企業とし

て、水産資源の持続的利用という課題に取り組むとともに、責任のある漁業の実現に貢献してまいりま

す。

ASC認証の取得推進

ASC認証は、水産養殖管理協議会（Aquaculture�Stewardship�Council）が運営している、養殖業が持続可能な方法で運営され、周辺の自然環境

や地域社会への配慮が行われている「責任ある養殖水産物」であることを証明する認証制度です。この認証制度は自然資源の持続可能な利用

を補いながら、養殖そのものが及ぼす環境への負荷を軽減し、これらに配慮した養殖業に携わる地域の人々の暮らしを支えるための社会的

な仕組みの一つです。

世界で初めてブリのASC認証を取得
ニッスイのグループ会社である黒瀬水産株式会社は、2017年12月16日付で、世界で初めてブリのASC認証を取得し、2017年11月30日付で同

社の加工工場についてCoC認証（注）も取得しました。黒瀬水産は国内最大級のブリ養殖企業で、同社のブランド「黒瀬ぶり」は、身が締まって

いるのが特徴です。ニッスイグループの養殖技術により年間を通じて脂ののった高品質なブリを安定供給しています。

トラウトのASC認証を取得

BAP認証の取得推進

非営利組織のGAA（Global�Aquaculture�Alliance）が2002年に運営を開始したもので、養殖における孵化

場・飼料工場・養殖場・加工工場のサプライチェーンの各段階で、環境や社会的責任・アニマルウェルフェ

アが配慮され、食品安全性が確保されていることを認証する第三者認証プログラムです。特徴は、養殖の

サプライチェーンのプロセスごとに認証する点にあり、孵化場･飼料工場・養殖場・加工工場の4プロセス

を個々に認証し、その組み合わせに応じて「星」の数で示されます。

トラウトのBAP認証「四つ星」を獲得
ニッスイの海外グループ会社であるサルモネス・アンタルティカ社（チリ）は、2018年8月に飼料工場（ビオビオ州ロス・アンへレス）、2019年1

月に加工工場（ロス・ラゴス州チロエ島）、2019年3月に海面養殖場（アイセン州バイア・アカンティラーダ第１区域）、2019年8月に淡水養殖場

（ロス・リオス州ラ・ウニオン市、ロス・タンボーレス淡水養殖場）でBAP認証を取得。4つのプロセス（種苗生産・海面養殖場・飼料生産工場・加

工工場）の認証が揃い、最高ランクの「四つ星」獲得となりました。

MSC認証の取得推進

MSC認証は、海洋管理協議会（Marine�Stewardship�Council）が運営している、海の自然や資源を守って

獲られた持続可能な漁業に対する認証制度で、代表的な水産エコラベルの一つです。MSC認証を取得し

た漁業で獲られた水産物は国際的なトレーサビリティが可能であり、適切な水産資源管理に繋がりま

す。MSC認証はその信頼性と厳格性が認められ、GSSIの承認を受けており、ニッスイグループはアラス

カのスケソウダラの他、複数の漁場魚種でMSC認証を取得しています。なお、2017年に行ったニッスイ

グループ取扱水産物の資源状態調査では、ニッスイグループが取り扱う天然魚の37%がMSC認証などを

取得した漁業で獲られたものでした。

MSC認証を取得したメルルーサ漁業
ニッスイの海外グループ会社であるエムデペス社（Empresa�de�Desarrollo�Pesquero�de�Chile�S.A.、略称EMDEPES、チリ）ほか3社が操業す

る、チリ第10州・第11州・第12州海域でのメルルーサ・オーストラリス(オーストラル・ヘイク)の底引きおよび中層トロール漁業・はえ縄漁業

が、2019年9月24日付で、MSC認証(Fisheries�Certi�cation�Requirement�(FCR)�Version�2.0)�を取得しました。また、2020年6月、エムデペス社

の所属船「UNIONSUR(ユニオンスール)」「UNZEN(ウンゼン)」の2隻および物流施設について、CoC認証を取得しました。エムデペス社は、メ

ルルーサのドレスやフィレーなどを中心に生産しており、主にスペイン市場に販売していますが、このCoC認証の取得により、それらをMSC

認証品として生産・販売することが可能になります。

MEL認証の取得推進

MELは、水産資源の持続的利用や生態系保全に資する活動を積極的に行っている生産者や、そのような

生産者からの水産物を積極的に取扱う加工・流通業者の取り組みを促進させること、漁業や養殖、加工・

流通段階での水産物の取り扱いについての透明性を担保し、関係事業者や消費者の選択や信頼に寄与す

ることを目的とした認証スキームです。このスキームは、2016年12月に設立された一般社団法人�マリ

ン・エコラベル・ジャパン協議会が運営しており、MEL認証には、1)漁業認証、2)養殖認証、3)流通加工段階

（CoC）認証（CoC；Chain�of�Custody）の３つがあります。�

2019年、「MEL�V2」は、国際的に水産エコラベルの承認を行う「GSSI（グローバル・サステナブル・シーフー

ド・イニシアチブ）」から承認を受けました。これはアジアのスキームとして初めてのことです。GSSIか

ら承認された水産エコラベル（MSC、ASC等）は、事実上の国際規格として世界の大手小売り業者などの調

達基準に採用されます。

トップメッセージ ニッスイグループのCSR 2030年の目指す姿 環境 社会 ガバナンス ライブラリー

ニッスイの海外グループ会社であるサルモネス・アンタルティカ社（チリ）は、2019年3月5日付で、トラウトのASC認証を取得し、2019年3月4

日付で同社本社敷地内の加工工場についてCoC認証（注）も取得しました。なお対象の養殖場は、バイア・アカンティラーダ第1区域（Bahia

Acantilada�Sector�1、アイセン州）です。�サルモネス・アンタルティカ社が手掛けるトラウト・銀ザケは、ニッスイグループの販売網により世

界中のマーケットで流通しており、��FIVE�STAR��ブランドとして親しまれています。

（注）CoC認証：MSCが管理運営する、加工流通過程の管理（Chain�of�Custody）に対する認証のことで、製品の製造・加工・流通の全ての過程において、認証水産物が適切に管理され、非認証原

料の混入やラベルの偽装がないことを認証する。
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トップメッセージ ニッスイグループのCSR 2030年の目指す姿 環境 社会 ガバナンス ライブラリー

クロマグロで初のMEL認証を取得

ニッスイのグループ会社である金子産業株式会社は、長崎県内の養殖場について2019年7月26日付でクロマグロ（人工種苗、4漁場）およびマ

ダイ（3漁場）のマリン・エコラベル・ジャパン（Marine�Eco-Label�Japan、以下MEL）の養殖認証規格Ver.1.0を取得しました。認証番号は、おの

おのJFRCA10A7200011、JFRCA10A7200021です。今後はさらに流通加工段階（CoC）の認証も取得し、加工品の出荷に取り組んでいきます。

同社のクロマグロ養殖事業では、2019年度より完全養殖クロマグロの出荷を開始しています。またニッスイグループ独自の配合飼料「T～セ

ージ®（ティーセージ）」やモイストペレット（配合飼料率1～3割）の使用を増やすなどして、持続可能な養殖事業を目指しています。今後とも

MEL規格対象となる人工種苗・配合飼料の割合を増やし、地球環境に常に配慮する企業を目指し、お客様にいっそう信頼していただける製品

作りを行っていきます。

国内ギンザケ養殖・加工品で初のMEL認証を取得

ニッスイのグループ会社である弓ヶ浜水産株式会社は、同社および契約の淡水養殖場と鳥取県美保湾の生け簀の一部について、2019年4月17

日付でマリン・エコラベル・ジャパン（Marine�Eco-Label�Japan、以下MEL）のギンザケの養殖認証規格Ver.1.0を、あわせて同日付でギンザケ

加工品のMEL流通加工段階（CoC）認証規格Ver.2.0を取得しました。認証番号は、おのおのJFRCA10A5800011、JFRCA20C5800011です。�

国内でのギンザケ養殖・加工品では初の取得、また、ニッスイグループとしても初の取得です。今後は、MEL規格対象となる養殖ギンザケ尾数

を増やし、お客様にいっそう信頼していただける製品作りを行っていきます。

水産エコラベルの取得状況

ニッスイグループでは水産資源の持続可能性向上のため、�水産エコラベル認証取得と普及に取り組んでいます。

水産エコラベルの取得状況

� 2018年 2019年 2020年

認証名称 商品数 販売重量合計（t/年） 商品数 販売重量合計（t/年） 商品数 販売重量合計（t/年）

MSC（注1） 20 2,189.8 25 2,352.2 20 1,662.1

ASC（注2） 1 18.9 4 32.2 2 33.3

（注1）集計範囲：ニッスイ個別より申請した商品（各年5月現在。2018年に関しては11月現在のデータ）。�

（注2）集計範囲：ニッスイ個別および国内グループ会社より申請した商品（各年2月現在）。
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環境負荷低減

ニッスイグループはCO2、水、廃棄物を重要3指標とし、2018年度に中長期目標を策定、環境負荷低減に取り組んでいます。SDGs、パリ協定、

循環型社会の実現など、地球規模で示されるさまざまな持続可能性のビジョンに対し貢献していきます。

環境負荷低減目標　（基準年度　2015年度）

環境

指標
対象範囲

中期目標（～2023年度）

長期目標（～2030年度）

� 2020年度進捗結果

CO2

日本水産�（�株�）�および国内グルー

プ会社（持ち分会社�5�社含む）

10%削減（原単位） 13.4%削減（原単位） 15%削減（原単位）

水 10%削減（原単位） 14.3%削減（原単位） -

廃棄

物

1)�5%削減（原単位）�

2)�ゼロエミッション率99%以上

の事業所の割合を75%とする

1)�9.3%削減（原単位）

�

2)�ゼロエミッション率99%

以上の事業所の割合76.5%�

達成事業所数

直営工場�8/8�

グループ工場�18/26

ゼロエミッション率99%以上の

事業所の割合を100%とする

フロ

ン漏

洩量

ニッスイ個別 1,000t-CO2未満 2,981t-CO2 -

フードロス削減の中長期目標はこちら

ESG環境データはこちら

CO2

CO2の排出量

冷蔵倉庫／物流センターにおけるCO2の排出量削減

ニッスイの国内グループ会社である日水物流株式会社は、全国に16の物流センター（本社オフィス除く）を抱える低温一貫物流サービス会社

です。通関から保管・輸送までの一連の機能を保持しており、対応温度帯は冷凍・冷蔵に加え、常温まで可能です。ニッスイ製品を取引先に届

けるためのネットワーク拠点となっています。

【高効率自然冷媒機器への更新‐脱フロンと省エネルギー】

日水物流では、老朽化した特定フロン（R-22）冷媒の冷却設備を、高効率の自然冷媒機器へ更新し環境負荷低減につなげています。冷蔵倉庫の

冷却設備は大型であり、出力が大容量です。それに比例して保有冷媒量も多く、漏洩時には環境負荷が甚大になる可能性があります。そのた

め、自社設備に対する冷媒漏洩のリスク評価を行い、リスクが高い設備から更新を実施しています。また、新しい自然冷媒機器の選定に際し

ては、冷蔵庫の規模と冷却による冷却負荷を考慮しています。

� 物流センター 更新後の冷凍機 更新後の自然冷媒
CO2排出削減量�

（t-CO2）
備考

2020年度

仙台港BC
水冷式　スクリュ

ー冷凍機

NH3/CO2（前川製

作所）

1491.5
環境省「令和2年度�二酸化炭素排出抑制対

策事業費等補助金」を利用

甘木BC
空冷式　レシプロ

冷凍機
CO2（前川製作所）

【製品の入出庫における改善‐省エネルギー】

製品の入出庫の際、倉庫内部の冷気を外部へ漏らさないようにするなど、省エネルギーの工夫を進めています。

� 取り組み（効果・目的） 物流センター 備考

2020年度

トラックバース（注）の冷

気漏れ防止

（冷却負荷低減）

川崎BC

製品の入出庫の際に使用する輸送トラック用接車口と扉（オーバースライ

ダー）の間に、シートシャッターを設置。前室を作ることで、外部への開放

状態を無くす

冷蔵倉庫棟の荷捌き室に

おける防熱増強

（電力使用量削減）

仙台扇町BC、大津BC
荷捌き室の天井・壁面のウレタン防熱材を増強し、外気熱の遮断性を向上。

製品の品質確保にもつながる

（注）トラックバース：トラックを駐車して荷物（製品）の積み下ろしをするスペース。

輸送におけるCO2の排出量削減

ニッスイの国内グループ会社であるキャリーネット株式会社は、日本全国に11営業所（本社オフィス除く）を抱える運送会社です。日々ニッ

スイ製品を取引先に届ける役割を担っています。冷凍を中心とし、冷蔵・常温といった全温度帯に合わせた輸送が可能であり、各営業所での

エリア配送から、自社車輌および協業会社とのパートナーシップ・�ネットワークを活用した全国広域輸送までを行っています。

トップメッセージ ニッスイグループのCSR 2030年の目指す姿 環境 社会 ガバナンス ライブラリー
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トレーラー40フィート コンテナ内部

生産工場におけるCO2の排出量削減

【新工場の温暖化対策がJCM二国間クレジット制度の対象事業として採択（タイデルマール社）】

2020年1月、ニッスイの海外グループ会社であるタイデルマール社のAIE新工場の建設が完了し、5月より操業を開始しました。新工場には温

室効果ガス削減の取り組みとして、前川製作所の「省エネ型冷凍機」とTosplant社の「太陽光発電装置」を設置しています。これらはJCMより

二国間クレジット制度（注）の対象事業として採択されました。�

・省エネ型冷凍機：原料冷蔵庫・製品冷蔵庫（容積28,000㎥）の冷凍機として設置。2020年（4～12月）は、電力量1,462,324kWhの削減、CO2排出

量851mt-�CO2の削減となりました（基準年2019年）。�

・太陽光発電装置：新工場の太陽光発電システムでは、電力を工場の冷蔵庫や排水処理施設・照明設備・空調システムの電力系統に供給。2020

年（4～12月）は、発電・利用実績957,843kWhとなり、CO2排出量557mt-CO2の削減に結びつきました。

（注）二国間クレジット制度（Joint�Crediting�Mechanism:�JCM）：日本がパートナーとなる途上国と協力して温室効果ガス（GHG）の削減に取り組み、削減の成果を両国で分け合う制度。日

本の優れた低炭素技術、製品、システム、サービス、インフラ等に関して、途上国への普及や対策実施を促進し、これらの活動により実現したGHG排出削減・吸収に対する日本の貢献を定量

的に評価、削減目標の達成に活用する。

エコカーによるCO2の排出量削減

【従業員に対しエコカーを推奨　（ノルディック・シーフード社）】

ニッスイの海外グループ会社であるノルディック・シーフード社（デンマーク）は水産品の販売会社です。ノルディック・シーフード社では、

従業員の通勤と営業手段として、エコカー（電気自動車とハイブリッド車）の使用を推奨しています。社内に充電ステーションを設置、また社

外に関しては充電サブスクリプション・サービス（注）の使用を可能にし、従業員がエコカーを積極的に活用できる環境を整えています。

再生可能エネルギーの利用

【太陽光発電】

� 会社名・事業所名 事業内容

2020年度

備考
発電量

（kWh）

CO2削減量�

（t-CO2）

国内

ニッスイ八王子総合工場 食品の製造 23 10.7 -

ニッスイ姫路総合工場 食品の製造 60 23.3 -

ニッスイ東京イノベーションセンター 研究開発 57 26.0 -

株式会社ハチカン 食品の製造 27 14.0 -

ニッスイマリン工業株式会社 海洋エンジニアリング他 13 4.5 -

海外 タイデルマール社（タイ） 冷凍食品の製造 958 557.0 2020年新工場完成・稼働開始

【�モーダルシフト（フェリー等内航船の活用）】

トップメッセージ ニッスイグループのCSR 2030年の目指す姿 環境 社会 ガバナンス ライブラリー

キ 2ャリーネットでは、フェリーを活用した運送を行ない、CO 削減に取り組んでいます。

区間 年度 モーダルシフトの乗船便数 2 2CO 排出削減量（t-CO ）

関西～福岡間

460km

2015年度 949 461.2

2016年度 896 435.5

2017年度 1,188 577.4

2018年度 1,564 760.1

2019年度 1,586 770.8

2020年度 1,586 770.8

【トレーラー輸送】

冷凍食品の工場デポ間においてトレーラー輸送を行い、大量輸送を実施しています（注1）。またスイッチ運行（注2）を行うことで、運転手の労

働環境改善にも役立っています。

【二層式トラックの活用】

二層式トラックでは、仕切りにより前室が冷凍、後室は冷蔵や常温など多様な運送を実現、お客様のニーズに合わせて車両内部を最適化する

ことが可能です。また、異なる温度帯を一度に輸送することにより、従来であれば温度帯別に複数台用意していた車両を削減することができ

ます。

（注1）トレーラー輸送：大型車の約1.3倍積載することが可能。シートパレットは40枚の積載が可能。

（注2）スイッチ運行：ヘッドとトレーラーを切り替えて運行すること。

（注）：定額支払い型。利用の流れの例としては、ある企業が管理する充電ステーションを利用するために、月額料金を支払い、会員認証カード（充電カード）を取得。会員ユーザーはその企業

が管理する充電ステーションであればどこでも利用可能となる。
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【100％再生可能エネルギーによって発電された電力の購入】

海外グループ会社を中心に、太陽光、風力、水力などといった再生可能エネルギーのみによって発電された電力の購入が進んでいます。

購入実績

会社名・事業所名 事業内容 2020年度

ゴートンズ社シーフードセンター（米国） 冷凍食品の製造・販売
マサチューセッツ州シーフードセンターで使用する全電力

9,389,520�kWh/年

ケイスター・シーフード社（英国） 鮮魚・水産加工品の製造販売
自社で使用する全電力

2,264,039�kWh/年

計画・目標

会社名・事業所名 事業内容 目標

フラットフィッシュ社（英

国）

鮮魚・水産加工品の製造販

売

自社の使用に関して、再生可能エネルギーによって発電された電力の購入に切り替え

を検討

上記取り組みにより、2030年までに自社のCO2排出を正味ゼロにする

水

水の使用量

生産工場における水の使用量削減

蒸発式凝縮器の使用中止による水の使用量削減（シテ・マリン社）

ニッスイの海外グループ会社であるシテ・マリン社（フランス）は、水産加工食品の製造会社です。2020年、シテ・マリン社は自社のCM5工場

において、2つの蒸発式凝縮器（注）の使用を中止し、その取り外しを行いました。蒸発式凝縮器を使用した場合（水消費量10,265�m3）と比較

し、取り外し後は、10％のみの水消費となります。2021年にはCM3工場においても同様の取り組みを実施する計画です。

廃棄物

廃棄物の発生量

廃棄物の削減に関連する取り組み

フードロスの削減はこちら

漁具の海洋流出防止の取り組みはこちら

プラスチック製容器包装の削減はこちら

トップメッセージ ニッスイグループのCSR 2030年の目指す姿 環境 社会 ガバナンス ライブラリー

（注）：冷凍機などに使用。冷媒配管に直接水を散布し、水の蒸発により冷媒を冷却する。一定の水量を必要とする。
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フードロス

フードロスとは、まだ食べられるはずの食品が捨てられてしまうことです。現在、世界のフードロス発生量は年間で13億tと言われていま

す。日本では、食料自給率は約40%（カロリーベース）と低く、多くを輸入に頼っていますが、その一方で年間600万t以上ものフードロスが発

生しています。また大量の食品が廃棄されている現状とは反対に、世界には依然として飢餓の問題が存在し、深刻な飢えや栄養不足に陥って

いる人々が約8憶人いるとされます。�

ニッスイグループは食品を取り扱う企業の責任としてCSRのマテリアリティ（重要課題）のひとつにフードロス問題を掲げています。フード

ロス部会を中心に、国内事業所の生産・流通・消費段階におけるフードロス削減、従業員の意識向上、一般消費者を対象とした活動など、サプ

ライチェーン全体を通した取り組みを行っています。

サプライチェーン全体を通したフードロスの削減

*フードバンク：品質に問題はないものの販売に適さない食品と、食べ物を十分に手に入れることのできない人々を結ぶ団体。

2019年5月、日本では食品ロス削減推進法が公布されました（2019年10月施行）。その中で言及されているSDGsのターゲット「2030年までに

食料廃棄を半減させる」への貢献はもちろんのこと、法律で記された事業者の責務を真摯に受け止め、これまで以上に積極的にこの問題に取

り組んでいきます。

推進体制‐フードロス部会

フードロス部会は執行役員（CSR部担当）を部会長として、品質保証部、SCM部、CSR部（事務局）の部長、課長がメンバーとなり、国内グループ

全体で事業におけるフードロス削減と従業員の意識向上のための取り組みを進めています。

中長期目標

2030年の目指す姿を「サプライチェーン全体を通じてフードロス削減に取り組んでいる」こととし、自助努力において削減可能な動植物性残

渣（生産過程で発生する魚の非可食部や、野菜の芯や外葉などを除く）について目標を設定し、取り組みを行っています。

� 対象範囲

中期目標（～2023年度）
長期目標

（～2030年度）
� 2020年度進捗結果

フードロス削減の取り組み

（基準年度　2017年度）
日本水産（株）および国内グループ会社（持ち分会社5社含む）

6%削減�

（原単位）

21.0％削減�

（原単位）

10%削減�

（原単位）

�

賞味期限の延長と年月表示化への取り組み

フードロス削減のため賞味期限表示を見直す取り組みを進めています。2019年7月1日製造分より、プラ

イベートブランド品を除くすべての缶詰製品において賞味期限の年月表示化を開始しました。その際に

は、品質が保たれているかどうかをチェックする保存試験を行い、賞味期限の延長が可能なことを確認

しています。これらの効果として、サプライチェーン全体でのフードロス削減に加え、物流における効率

化が期待されます。�

また、2021年2月15日製造分より、おさかなのソーセージの賞味期限を120日から150日に30日延長しま

した。家庭用・業務用の冷凍食品、瓶詰製品、レトルト品などにおいても賞味期限の大幅延長に取り組ん

でいます。

食品の寄贈

セカンドハーベスト・ジャパンへの寄贈

2008年度より、支援の必要な人々に食料を提供するNPO法人セカンドハーベスト・ジャパンへ冷凍食品

を寄贈しています。セカンドハーベスト・ジャパンとは、品質に問題はないものの販売に適さなくなった

食品と、食べ物を十分に手に入れることのできない人々を結ぶフードバンクです。児童養護施設や母子

支援施設など福祉施設への支援とともに、本来なら食べられる食品の廃棄削減につながるこの活動を、

今後も継続的に行っていきます。

� 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

寄贈実績（t） 9.6 12.6 9.4 7.9 9.0

トップメッセージ ニッスイグループのCSR 2030年の目指す姿 環境 社会 ガバナンス ライブラリー
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その他の団体への寄贈

2020年度実施　ニッスイ国内事業所

事業所名 寄贈先 寄贈内容 実施日

ファインケミカル総合工場つくば

工場

つくば市フードドライブキャンペ

ーン

・従業員が持ち寄った食品（食堂にきずなBOX

設置）�

・工場備蓄用乾パン�

上記合計11kg

2020年10月19日～10月

28日

ファインケミカル総合工場鹿島工

場
NPO法人�フードバンク茨城

・アルファ米100食�

・マジックライス200食�

・イマーク�スティックゼリー5箱

2020年5月27日

・飲料水（2L）　60本�

・飲料水（500ml）　432本�

・乾パン　24缶�

・ハーベスト　48缶�

・ミニクラッカー　24缶

2021年2月5日

つくば工場　きずなBOX

つくば工場

鹿島工場

WRI「10×20×30食品廃棄物削減イニシアティブ」日本プロジェクトに参加

ニッスイは2019年12月にWRI（World�Resources�Institute、世界資源研究所）が呼び掛ける「10×20×30食品廃棄物削減イニシアティブ」への

イオン株式会社の参画に伴い、同社のサプライヤーであることから、同社主導の「日本プロジェクト」にパートナーの1社として参加しまし

た。このプロジェクトではWRIが提唱する「目標設定・算定・行動」の取り組み手法を元に、先行して取り組む海外の事例などを参考に、自社の

課題をふまえ、具体的取り組み内容を決定していきます。ニッスイはこの取り組みを通じて、サプライチェーン全体でのフードロス削減をさ

らに推進していきます。

本件のニュースリリース

トップメッセージ ニッスイグループのCSR 2030年の目指す姿 環境 社会 ガバナンス ライブラリー
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生物多様性の保全

「とっとり共生の森」への参画

おさかなをはぐくむ湧水と海を守る森

鳥取県では、ニッスイのグループ会社である弓ヶ浜水産（株）が養殖・加工事業を、共和水産（株）が漁業を

営んでいます。弓ヶ浜水産の船上山採卵センターは、同県琴浦町内の大山隠岐国立公園内船上山のふも

とに立地していますが、付近の広葉樹林は一部樹木の枯死もあり整備が必要な状態となっていました。�

2018年10月30日、鳥取県、琴浦町およびニッスイの3者は森林保全・管理協定を締結し、付近の森林5.933

ヘクタールを「おさかなをはぐくむ湧水と海を守る森」と名付けて保全していくこととしました。

保全活動

森を守っていくためには継続的な保全作業が必要です。�

ニッスイグループでは、2018年の協定以降、従業員参加型の保全活動を毎年実施しています。参加者にとって「森・川・海」のつながりを実感

する貴重な原体験の場であり、鳥取県関係者との交流を通して地元の文化に親しみ、グループ会社同士での交流を深める機会ともなってい

ます。

2020年10月17日、通算第3回目となる保全活動を行いました。�

新型コロナウイルス感染症対策のため、参加者をニッスイ鳥取県内事業所、弓ヶ浜水産、共和水産関係者や鳥取県関係者等の同県内に限定

し、検温やマスク着用など、鳥取県のマニュアルに基づいた防止策を講じて実施しました。また、「みどりの少年団交流集会（注）」も同日に開

催され、参加した小学生3名に対してニッスイグループの事業紹介や「森・川・海」に関するレクチャーを行いました。�

当日は、ニッスイグループ、鳥取県・琴浦町他関係者、みどりの少年団関係者の総勢33名の参加となり、ソーシャルディスタンスを保ちなが

ら、約40分間下草刈りで汗を流しました。

トップメッセージ ニッスイグループのCSR 2030年の目指す姿 環境 社会 ガバナンス ライブラリー

「国連生物多様性の10年日本委員会」（UNDB-J）連携事業の認定

UNDB-Jは、愛知目標（注）の達成を目指し、国内のあらゆるセクターの参画と連携を促進、生物多様性の

保全と持続可能な利用に関する取り組みを推進するため、2011年9月に設立された委員会です。その活

動の一つとして連携事業の認定があり、UNDB-J構成団体や関係省庁の関連する事業において「多様な主

体の連携」「取り組みの重要性」「取り組みの広報の効果」等の観点から、推奨する活動に対し審査を行っ

ています。

2020年4月7日、ニッスイグループの「おさかなをはぐくむ湧水と海を守る森」での森林保全活動が、

UNDB-Jの連携事業として認定されました。ニッスイグループはこれからも様々なステークホルダーと

連携をとりながら、マテリアリティ(重要課題)のひとつ「豊かな海を守り、持続可能な水産資源の利用と

調達を推進する」の達成のため活動を行ってまいります。

本件のニュースリリース

UNDB-Jのシンボルマーク

宇津貫緑地の保全活動

宇津貫緑地は、2011年に建設された東京イノベーションセンターに隣接する里山です。八王子みなみの地区という都心近くにありながら、

ホタルが生息するなど、自然の宝庫でもあります。�

2013年からは毎年、「宇津貫みどりの会」の指導のもと、事業所周辺の自然環境保全および地域社会との共生を目的とした活動を行っていま

す。当日は、まず敷地内にあるログハウスで「森・川・海」のつながりや里山に生息する植物や動物について座学をし、その後実際に里山で下草

刈りをはじめとする作業を行います。�

2020年11月14日、第8回の活動を実施しました。新型コロナウイルス感染症対策のため規模を抑え、ニッスイの従業員12名の参加となりまし

た。当日は緑地内の階段修理と下草狩りを行いました。

なお、ニッスイは2015年度より「宇津貫みどりの会」の賛助会員となっています。

（注）みどりの少年団：公益社団法人鳥取県緑化推進委員会が主催。次代を担う子供たちが、緑と親しみ、緑を愛し、緑を守り育てる活動を通じて、ふるさとを愛し、そして人を愛する心豊か

な人間に育っていくことを目的とした団体。

（注）：国連では2011�年から2020�年までを「国連生物多様性の10�年」と定めている。2010年10月に名古屋で開催された国連生物多様性条約

第10回締約国会議(COP10)では、生物多様性保全のための新たな世界目標「愛知目標」が採択された。
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準絶滅危惧種「フエコチドリ」の保護（ゴートンズ社）

フエコチドリはIUCNレッドリスト（注1）で準絶滅危惧種（NT）に分類されており、ニッスイの海外グルー

プ会社であるゴートンズ社が拠点を置く米国北東部ニューイングランド地方においても絶滅が心配され

ている小鳥です。その住処は海岸で、人や犬などの営巣地への侵入が減少理由と言われています。

ゴートンズ社のある港町、マサチューセッツ州グロスターのグッド・ハーバー・ビーチ（Good�Harbor

Beach）では、多くのボランティアがフエコチドリ保護活動を行っています。2018年には、ゴートンズ社

のメンバーも参加した取り組みが実を結び、多くの卵が浜辺に産み落とされました。�

2019年、ゴートンズ社は、グロスターの自治体やその他の活動団体（注2）と2年目となるパートナーシッ

プを組み、繁殖期間の保護活動を実施しました。フエコチドリは5月の終わりから6月の初めにかけて産

卵する傾向があります。そのため、ヒナが最も脆弱な状態にあるその生後数か月間、見守りを行うことに

しました。ボランティアたちは、6～7月の毎週、月・水・金曜日の1時間、地元のグッド・ハーバー・ビーチ

を歩きながら見回りを行い、ビーチを行く人や犬などからヒナを保護しました。�結果、関係するすべて

の協力者の努力により、卵からかえった4羽のヒナのうち3羽が生き延び、浜辺から移動することができ

るようになりました。�

2020年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により住処となる海岸への立ち入りが禁止されたた

め、保護活動は行われませんでした。大変な状況でありますが、フエコチドリに限って言えば、立ち入り

禁止の措置はその保護に良い影響を与えるのではと考えられています。

トップメッセージ ニッスイグループのCSR 2030年の目指す姿 環境 社会 ガバナンス ライブラリー

オンラインイベント「LET S�おうちサンゴ！」

2020年5月30日、オンライン会議ツールを利用し、サンゴをテーマにした環境イベントを開催しました。新型コロナウイルス感染拡大で自粛

生活が続く中、全国のニッスイグループの従業員と家族、合計113名が自宅から参加しました。�

今回のイベントのパートナーである株式会社イノカは、「自然の価値を、人々に届ける」をミッションに活動している東京大学発のベンチャ

ー企業です。水槽の中にサンゴ礁などの生態系を再現する「人工生態系技術」を用いて、生態系の価値を広め、残し、活かしていくための様々

な環境教育を行っています。�

当日はイノカのスタッフの一人が「ハカセ」として登場。参加者は「ハカセ」の案内のもと、複数の接写カメラを通して、イノカの技術によっ

て作られた90種類を超える生物が暮らす水槽を観察しました。また、サンゴが植物ではなくイソギンチャクやクラゲの仲間であることや、海

やサンゴが直面している環境問題についてレクチャーを受けた後、オンライン会議ツールの投票機能を使ってサンゴにまつわるクイズを行

いました。チャット機能を用いた質問や感想のやり取りもあり、コミュニケーションも充実したものになりました。最後には「ハカセ」から

参加者に「サンゴマスター」の称号が送られました。

（注1）IUCNレッドリスト：IUCN（国際自然保護連合）が作成した絶滅危機にある生物のリスト。9万種の生物についての情報が掲載され、日

本の環境省が作成しているレッドリストもその評価がもとになっている。

（注2）：The�Gloucester�Conservation�Department（グロスター環境保護局）,�Essex�County�Greenbelt,�Mass�Wildlife,�Gloucester�DPW。
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推進体制‐海洋環境部会／プラスチック部会

プラスチック等による地球規模での深刻な海洋汚染の進行、海洋生態系やヒトへの影響が懸念されます。廃プラスチックの有効利用率が低

迷し、資源循環が機能しないなどの社会的な課題を背景として、事業として取り組むべきことを検討するため、2019年2月に推進部会を立ち

上げました。部会長を執行役員とし、部会メンバーは関係各署の部長、課長で構成されています。

海洋環境部会

海洋環境におけるプラスチックのゼロ・エミッションを推進しています。

漁業、養殖事業での使用プラスチックの管理実態把握と改善、コミットメント

マイクロプラスチックの流出実態調査と抑制活動の推進

陸域での清掃および海洋漂着物等の回収活動の推進

養殖における抗生物質の使用見直し（2021年度よりの新課題）

4）社員ひとりひとりの取り組み

トップメッセージ ニッスイグループのCSR 2030年の目指す姿 環境 社会 ガバナンス ライブラリー

社員が参画する清掃活動を通じて、街・川・海でのプラスチックごみを低減し、海洋環境の保全に取り組みます

�

プラスチック問題

方針と推進体制

プラスチックは軽くて丈夫な素材であり、わたしたちの生活を便利にしてくれますが、廃棄の問題や海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化

などの社会課題に関わっています。�海のプラスチックごみや大きさが5㎜以下のマイクロプラスチックは、海洋環境だけでなく、生態系に影

響を及ぼす問題として大きな注目を集めており、国際社会および国内においてもその対策が急がれています。プラスチックは世界中のあら

ゆる海に存在し、現在でも年間800万トンが新たに海へ流出していると言われます。そして、それらの8割がペットボトルなど私たちの暮ら

しにかかわる陸由来のものであることが分かっています。

ニッスイグループはプラスチック問題への取り組みとして、漁業・養殖業で使用するプラスチック製漁具の管理徹底を進めます。生産工場で

使用するプラスチック類や、製品のプラスチック製容器包装に関しては、3R+R（Reduceリデュース、Reuseリユース、Recycleリサイクル、

+Renewableリニューアブル）推進と代替素材の検討を行っていきます。また、企業としてだけではなく、従業員のひとりひとりがこの問題

に取り組むこととし、その活動のひとつである事業所周辺および海や川など公共エリアのクリーンアップについては、目的を、

�

地域社会へ貢献すること

プラスチックを含むポイ捨てごみや漂着ごみを拾い、それらが海域へ流出するのを防ぐこと

と位置づけ、意識を共有しながら進めていきます。

�

ニッスイグループ�プラスチック問題に対する基本方針の策定

海洋プラスチック問題やプラスチックの使用に関する基本的な考え方を整理し、方針としてまとめました。

ニッスイグループ�プラスチック問題に対する基本方針

私たちは、海洋プラスチックをはじめとする地球環境問題に取り組みステークホルダーの皆様と共に豊かな海を守ります

1）海洋への流出

漁業・養殖業で使用するプラスチック製漁具については、材質の見直しや管理の徹底によりマイクロプラスチックやゴーストギア（注）と

なることを防ぎます

2）事業活動での排出

生産工場では、廃プラスチックの排出量の削減とリサイクルの拡大に取り組みます

3）消費段階での排出

食品の容器包装では、品質保持機能などプラスチックの有用性を活かすとともに環境負荷の低減に取り組みます

継続的な商品設計の見直しにより、プラスチック使用量を削減します

植物由来（バイオマスプラ）、易リサイクル、再生素材などを使用（代替え）します

制定日�2020年2月21日
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プラスチック部会

プラスチック資源の3R＋R（リデュース・リユース・リサイクル+リニューアブル）を推進しています。

工場、家庭（使い捨て容器包装）、物流の各段階でのプラスチックの削減とリサイクル推進

外部団体（CLOMA ）への参画、協働、情報収集

トップメッセージ ニッスイグループのCSR 2030年の目指す姿 環境 社会 ガバナンス ライブラリー
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海洋プラスチック

漁具の海洋流出防止の取り組み

現在、海洋プラスチックごみの一部は紛失・遺棄された漁具であることが明らかになっています。これらはゴーストギアやALDFG（注1）など

と呼ばれます。ニッスイはSeaBOS（注2）を通してGGGI（注3）に加盟するとともに、国内グループ漁業会社・養殖会社で使用する漁具の海洋流

出防止に取り組んでいます。

漁具の管理ルール再構築

ニッスイグループでは、漁具の管理を徹底することにより、漁具の海洋流出を防止するだけでなく、漁具の破損事故（操業ロス、養殖魚の逃亡

など生態系への影響）と労働災害の削減につなげていきます。�

また、国内グループ漁業・養殖会社において漁具の管理ルールの再構築を進めています。これはGGGI「Best�Practice�Framework�for�the

Management�of�Fishing�Gear」に沿った項目（Prevention（防止）、Mitigation（緩和））で構成され、漁具や設備状態のチェック、従業員への教

育、使用済み漁具の適切な処分、万が一漁具の紛失・遺棄があった際の報告フローを含みます。

海洋へのプラスチック流出リスクの低いフロートへの切り替え

ニッスイグループの目標

2024年度末までに養殖用のナイロンカバー発泡スチロール製フロートの使用を止め、より海洋へのプラスチック流出リスクの低いフロ

ートへの切り替えを完了させます。

ニッスイグループは海外ではサケ・マス、国内ではブリ、マグロ、ギンザケ、サバ、マダイなどの養殖事業

を行っています。従来、国内の海面養殖ではナイロンカバーで包まれた発泡スチロール製フロートが多

く使われてきましたが（注1）、私たちはこのナイロンカバーが他のフロート類と比べて強度の面で劣り、

万が一カバーが破れてしまった場合、中の発泡スチロール（ポリスチレン）が砕け、海洋へ流出してしま

うリスクがあることを問題視しました。そこで2019年度、グループ全体におけるナイロンカバー発泡ス

チール製フロートの保有量・使用状況を調査しました（2019年7月時点で、18,828個保有）。そしてニッス

イグループとして、2024年度末までに、それらの使用をすべて止め、より海洋への流出リスクの低いフロ

ート（注2）への切り替えを完了させることを決定しました。グループ全体でより海洋流出リスクの低い

漁具使用の検討を進め、事業を通して海洋プラスチック問題の改善に取り組んでいきます。

海面養殖場のフロート

【切り替え前】ナイロンカバー発泡スチロール製フロート

【切り替え後の例】PEコーティングされた発泡スチロール製フロート

海外グループ会社の取り組み

会社名 漁法 主な使用漁具 取り組み内容

エムデペス社（チリ） トロール漁業

曳網ワイヤー、オッターボード（開

口板）、トロール網、コッドエンド

（魚を溜める袋状の漁網）

曳網ワイヤーの自動制御が可能なATW（Automatic

Trawl�Winch）を導入し、漁具が海底に絡まった場

合、自動的に曳網ワイヤーを延ばしてワイヤー及

び漁網類の切断を防止。この機能により漁具の被

害を最小限にとどめ、海洋への漁具流出を防ぎま

す。

エムデペス社のAutomatic�Trawl�Winch エムデペス社の漁具

トップメッセージ ニッスイグループのCSR 2030年の目指す姿 環境 社会 ガバナンス ライブラリー

（注1）：Abandoned,�Lost�or�otherwise�Discarded�Fishing�Gear.�

（注2）：Seafood�Business�for�Ocean�Stewardship.�

（注3）：Global�Ghost�Gear�Initiative、漁具の海洋流出防止に取り組む国際団体。

（注1）：海外グループ会社の海面養殖場においてはナイロンカバー発泡スチロール製フロートを使用していないことが確認できている。�

（注2）：PEコーティング発泡スチロール製フロートや中空樹脂フロート。

国内ニッスイグループ養殖会社

ナイロンカバー発泡スチロール製フロート

使用・保管総個数（2019年7月）

切替個数

2020年度

18,828個 2,040個
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プラスチックの海洋流出問題に取り組むベンチャー企業（株式会社ピリカ）へ

の協賛

プラスチックなど海洋ごみの発生源は都市を中心とした陸域とされていますが、それらの流出ルートは解明されていません。2018年度よ

り、ニッスイはプラスチックの海洋流出問題の実態解明を目指す「アルバトロス」プロジェクトに取り組む、株式会社ピリカへの協賛を行い、

自社の事業に直結する海の環境問題・プラスチック海洋流出問題への具体的なアプローチをスタートさせています。

プラスチックの海洋流出問題の実態解明を目指す「アルバトロス」プロジェクトの内容

●STEP1

調査手法の確立…海洋へのプラスチック流出について有効な調査手法を開発する

●STEP2

流出メカニズムの解明…海洋へのプラスチック流出メカニズム（流出経路と流出品目）を調査し、問題を絞り込む

●STEP3

対策の検討と実施…海洋へのプラスチック流出問題について優先順位の高い順から対策を検討し、実行する

株式会社ピリカ

トップメッセージ ニッスイグループのCSR 2030年の目指す姿 環境 社会 ガバナンス ライブラリー
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容器包装と廃棄物

ニッスイ独自のエコマーク「みらいの海へ」

2021年3月より、エコマーク「みらいの海へ」の商品パッケージへの表示を開始しました。環境配慮に対するニッスイの取り組みを広く理解

いただくとともに、お客様が環境に配慮した商品を選択できるようパッケージ上でお伝えすることを目的としています。「みらいの海へ」は

2021年3月1日発売の新商品・リニューアル品より表示を開始しています。

本件のニュースリリース

デザインに込めた思い

森・川・海の水の循環の意味を込めて、「∞」（in�nity、無限）をモチーフとしました。マークの左側はエコ

への取り組み、右側は豊かな海を示しています。環境への配慮が海の豊かさと結びつき、ひいては人々の

いきいきした生活と希望ある未来につながっていくことを表現しています。

表示対象

ニッスイブランド全商品を対象とし、容器包装において環境配慮の取り組みを行った際に表示が可能となります。表示に関する環境配慮基

準は、ニッスイの「容器包装選定ガイドライン（注）」および本マークの表示基準で定めています。

表示基準および表示例（一例）

商品の個包装やラベルなどに、「トレーのプラスチック使用量を減らしました(従来比○%削減)」などの具体的な環境配慮の内容をマークと

併記します。

トップメッセージ ニッスイグループのCSR 2030年の目指す姿 環境 社会 ガバナンス ライブラリー

（注）：次ページ「容器包装選定ガイドライン」を参照。
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表示商品（一例）

大きな大きな焼きおにぎり

もち麦が入った！枝豆こんぶおにぎり

�ニッスイ容器包装選定ガイドラインの策定

2020年度、海洋プラスチック問題や温暖化など、プラスチックが与える地球環境への影響を踏まえ、容器包装選定ガイドラインを策定しまし

た。商品保護や品質保持といった役割・機能は生かしつつ、可能な限り容器包装のプラスチック使用量削減を図ることを目的のひとつとして

います。また、対象はニッスイブランド全商品（調理冷凍食品、加工食品、常温食品、水産品、ファインケミカル品）となります。

容器包装選定ガイドライン

� 取り組み内容 具体例

Reduce�

（減らす）

容器包装に使用するプラスチック量の抑制

（最小化）

・中身のサイズに合った包装サイズ�

・厚みを抑えたフィルム、トレー�

・パーツ数の抑制

Replace�

（置き換え）
植物由来、再生素材原料の採用、置き換え

・バイオマス配合素材�

（バイオマス由来の生分解性プラを含む）�

・再生素材（再生PETなど）�

・紙素材

Recycle�

（リサイクル）
リサイクルしやすい素材の採用、変更

・アルミレス�

・単一素材化（モノマテリアル）�

・分別しやすいデザイン、設計

その他環境配慮

（プラスチック以外）

植物由来インキや森林認証紙の採用など、プラスチック以

外の環境配慮も進める

・植物由来インキ�

・森林認証紙

商品開発フローへの組み込み

当ガイドラインに沿って「容器包装選定チェックリスト」を作成、商品開発のフローに組み込み運用しています。容器包装の素材・サイズ・厚

さなどに関し、適切な環境配慮が検討されているかどうかを確認できる仕組みです。

プラスチック製容器包装の削減

ニッスイは、プラスチック部会および容器包装エコプロジェクトを中心とし、自社のすべての製品を対象に、プラスチック使用の見直しを進

めています。

ニッスイの取り組み（削減）

� 2018年度 2019年度 2020年度

ニッスイが販売する製品のプラスチック製容器包装の削減重量（kg） 4,896 15,630 33,465

トップメッセージ ニッスイグループのCSR 2030年の目指す姿 環境 社会 ガバナンス ライブラリー
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グループ会社の取り組み（削減）

会社名 2020年度の取り組み実績・今後の目標

国内グループ養殖会社
水産品の輸送用発泡スチロール箱（魚箱）の使用を見直し、代替素材の使用検討を進めています。気温の高い夏場以

外の期間を中心とし、代替品として、撥水性のある段ボール箱の使用を推進しています。

ケイスター・シーフード社（英国）

英国大手スーパーマーケットMorrisonsと協働し、水産チルド製品のプラスチック製容器包装の削減を実施。トレ

ーのサイズを縮小し、プラスチック削減重量35t／年を実現。また、一部の紙ラベルについても見直しを実施、削減

重量は3.1t／年となった。

シテ・マリン社（フランス）
2020年、チルド製品向けに、現行より薄いプラスチック製容器包装のための研究開発プロジェクトを行い、以降継

続している。2021年は子会社も合わせ、プラスチック削減重量130t／年となる見込み。

リサイクル可能なプラスチック製容器包装

食品のプラスチック製容器包装は、多くの場合、複数の素材を張り合わせて作られています。また、大きさや薄さ、使用後の汚れの程度も様々

です。これらのことが食品容器包装のリサイクルを難しくしているという実状があります。そのため、設計段階からリサイクル可能なデザ

インとすること、また、リサイクル可能な場合にはそのことを消費者の皆様に分かりやすく伝え、使用後の回収・再資源化に結び付けること

が重要です。

グループ会社の取り組み（リサイクル可能なデザイン）

会社名 2020年の取り組み実績・計画・目標

ゴートンズ社（米国）

2019年より自社の製品における二つの主要な容器包装形態（SURPs立型再密封可能パウチと直接充填型容器包装）

に関して、サプライヤーと協働し、既存の素材の見直しとリサイクル可能な新しい素材のテストを開始。2020年は

今後に向け、下記の通り目標を決定。�

【中長期目標】市販品の容器包装に関して、�

・2023年までに100%のHow2Recycleラベル（注）表示を行う。�

・2025年までに95％以上（重量ベース）をリサイクル可能とする。

フラットフィッシュ社（英国）

2020年、自社の大部分の製品において、消費者がリサイクルすることのできるプラスチック容器の導入を進めた。

2021年、下記計画の通りさらにこの取り組みを推進する。�

【計画と目標（2021年）】容器包装に関して、�

・リサイクルができない容器包装について、リサイクル可能な代替品への置き換えを進める。�

・2021年末までに、全体の85％以上がリサイクル可能になることを目指す。

トップメッセージ ニッスイグループのCSR 2030年の目指す姿 環境 社会 ガバナンス ライブラリー

（注）：その容器包装がリサイクル可能かどうかを示す米国・カナダのラベル。ゴートンズ社では、2020年12月現在、既にすべてのジッパー付きラミネート加工

ピロー容器�にこのラベルを表示している。
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ひとりひとりの取り組み

ニッスイグループのクリーンアップ作戦

ニッスイグループでは2010年より2回／年、全国で事業所周辺の清掃活動「クリーンアップ作戦」を行っています。参加者に対しては、ポイ捨

てごみが川に流れやがて海へ行きつく可能性があること、この活動が単なるごみ拾いではなく、ごみの海洋への流出防止を目的としている

ことなどを事前案内し、事業との関連を明確にしています。�

2020年度は新型コロナウィルス感染拡大の影響もあり、グループ全体での実施は見送りましたが、 11事業所から369名が参加し、合計で

395kgのごみを拾いました。

ニッスイグループ�国内クリーンアップ活動�実績

海外のクリーンアップ活動

海外のグループ会社においても事業所周辺の清掃活動を行っています。

ニッスイタイランド社（タイ）�
海岸清掃

サルモネス・アンタルティカ社（チリ）�
Rio�Arena養殖場周辺の海岸清掃

荒川環境学習

2017年より、NPO法人�荒川クリーンエイド・フォーラムの協力を得て、荒川の環境や生物多様性について学び、河川敷の漂着ごみを拾う清掃

活動をしています。2018年度からは、この活動を新入社員研修に組み入れています。座学では、参加者は海洋プラスチック問題という社会課

題について最新のデータに基づいたレクチャーを受け、その後の河川敷でのフィールドワークでは、その実態に向き合います。課題解決のた

めに一人ひとりが身近なところからできることは何かを考えるきっかけとしています。

参加人数

� 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

新入社員研修 - 48名 25名 33名

その他従業員（家族等を含む） 21名 24名 51名 -

新入社員研修�座学の様子1 新入社員研修�座学の様子2 新入社員研修�清掃活動1

新入社員研修�清掃活動2

デザインにこだわったオリジナルエコバッグを全従業員（3,200名）へ配付

2020年7月1日より、日本では全国でプラスチック製レジ袋の有料化がスタートしました。これを機に、

私たちはプラスチックとの付き合い方について改めて考え、持続可能な社会のために、従来のライフス

タイルを見直すことが必要です。

ニッスイグループが2020年2月に策定した「プラスチック問題に対する基本方針」では、企業としてだけ

でなく、従業員ひとりひとりがこの問題を考え、身近なところから取り組みを行うことを目指していま

す。そこで2020年9月、プラスチック問題に対するファーストステップとなるよう、ニッスイのすべての

従業員に対し、オリジナルデザインのエコバッグを配付しました。

レジ袋チャレンジ

ニッスイはレジ袋チャレンジ・

サポーターに登録しています
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http://plastics-smart.env.go.jp/rejibukuro-challenge/
http://plastics-smart.env.go.jp/rejibukuro-challenge/examples/96-nissui.html


ニッスイ�オリジナルエコバッグの特徴

エコバッグにおいても、生産から廃棄までの間にCO2など環境負荷が発生します。その地球環境への影響を、使い捨てプラスチック製レジ袋

よりも低く抑えるには、当然のことながら、エコバッグを一度だけではなく繰り返し使用する必要があります（注）。そのため私たちはできる

だけ使いやすいよう、デザインの方向性を検討しました。

注目したのは、女性に比べ、男性のエコバッグ利用率が低い点です。社内でリサーチしたところ、その背景には「デザインが派手であったり、

かわいらし過ぎたりするため持ちにくい」「サイズが大き過ぎて持ちにくい」という理由があることが分かりました。

そこでニッスイ�オリジナルエコバッグ（ポリエステル製）は

性別や趣味趣向に関係なく持ち歩きやすいジェンダーフリーなデザイン

コンビニなどへのちょっとした買い物に便利なコンパクトなサイズ

としました。�

また、折り畳む際に使用する内ポケットには、SDGsのロゴと、ニッスイのCSRスローガン「知ろう今、変えよう未来　Sustainable�World」を

プリントしています。

シンプルなジェンダーフリーデザイン 便利なコンパクトサイズ 折り畳んだサイズは、ポケットに入る名刺ケース大

トップメッセージ ニッスイグループのCSR 2030年の目指す姿 環境 社会 ガバナンス ライブラリー

（注）：薄いポリエチレン製（PE）エコバッグで約5-10回、厚みのあるポリプロピレン製（PP）エコバッグで約10-20回、コットンバッグで約50-150回。国連環境計画「Single-use�plastic�bags

and�their�alternatives:�Recommendations�from�life�cycle�assessments」より。
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