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人権の尊重

人権方針の策定

ニッスイグループは、事業にかかわる全てのバリューチェーンにおける人権尊重への考え方をより明確にするため、2020年9月に、国連の「ビ

ジネスと人権に関する指導原則」に準拠した「ニッスイグループ人権方針」を策定しました。

推進体制‐人権部会

人権部会は執行役員（リスクマネジメント・人事部担当）を部会長とし、メンバーは人事部、法務部、原料開発部、食品生産推進部、コンビニエ

ンス事業部、水産事業第四部、営業企画部、CSR部（事務局）の部長、課長で構成しています。

ニッスイグループ人権方針

人権デューデリジェンスの取組み

人権リスクアセスメント

ニッスイグループのバリューチェーンにおける潜在的人権リスクの把握のため、2020年12月に部門横断型のワークショップ形式で人権リス

クアセスメントを実施しました。「一般的・業界横断的な人権リスク」と「水産業・ニッスイグループ特有の人権リスク」の2つの視点でバリュ

ーチェーンの各プロセスごとにリスクの洗い出しを行い、特に後者のリスク分析においては、国別リスクや魚種別リスクといった視点も取

り入れながら分析を行いました。抽出されたリスクに対し、発生頻度・可能性と発生したときのマイナス影響の大きさを基準に考える「イン

パクトアセスメント」を実施し、リスクを絞り込みました。�

特に優先して取り組む重要項目として以下の3つのリスクを特定し、現状・実態把握やリスクの低減に向け、2021年度より具体的取り組みを

スタートさせます。

【特定した潜在的人権リスク】�

1)�水産原料に関わる強制労働、児童労働（原材料調達～生産）�

2)�日本における外国人技能実習生の労働環境（生産）�

3)�労働安全衛生（漁業・養殖）

サプライヤーにおける人権尊重状況の確認

ニッスイグループ調達基本方針、サプライヤー行動指針のもと、ニッスイグループが関わるサプライヤーでの人権リスクを排除する為、CSR

調達を推進しています。�主な取組みとして、サプライヤー向けの説明会の実施と、セルフチェックシートへの回答をお願いしています。回答

結果は集計しグラフ化するとともに、「人権配慮」への認識・取り組みに焦点を当てたコメント付きのフィードバックシートを返却し、各社へ

今後取り組みを強化いただきたい点をお伝えしています。また、回答の意図と実態を確認するため、一部のサプライヤーを訪問し、ヒアリン

グも行っています。�

現状は全てのサプライヤーの確認が取れていないため、今後はより多くのサプライヤーに回答いただける仕組みを検討しながら、サプライ

チェーン全体を視野に入れた体制構築を進めます。併せて人権リスクの特定結果も踏まえた2次、3次以降のサプライヤーの現地確認も行い、

リスクの軽減に取り組みます。

CSR調達

ステークホルダーエンゲージメント

ニッスイグループは、ステークホルダーの皆様との外部コミュニケーションを重ね、取り組みが独り善がりにならないよう留意し活動を進

めています。2016年に第1回を開催して以降、水産業のサプライチェーンにおける人権をテーマに含めたステークホルダーダイアログを計5

回実施しています。

ステークホルダーダイアログ

2021年度は、人権リスクアセスメントで特定した潜在的人権リスクとその対応について、有識者をお招きしたダイアログを実施し、アドバイ

スを受ける予定です。

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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救済制度（グリーバンス・メカニズム）

従業員向け窓口

ニッスイグループでは、社内及び社外の窓口で通報を受け付ける内部通報制度を設けています。人種、宗教、性別、年齢、国籍、社会的身分等に

よる不合理な差別やハラスメントを含む倫理憲章違反行為や法令違反行為、社内規定違反行為に対する相談や意見、通報等を従業員から受

け付けています。通報者の秘密は守られ、また通報者に対する不利益な取扱いが行われないよう、規程で定められています。

従業員に対する研修・教育

倫理憲章の浸透

ニッスイの倫理憲章が定める倫理行動指針では、「風通しの良い闊達な風土を尊重し、健全な内部牽制が働くように努める」ことを掲げてお

り、個人の基本的人権を尊重し、あらゆる差別やハラスメントを禁止するよう定めています。この倫理憲章をNissui�Principlesに掲載し従業

員に配布することで、差別やハラスメント防止の意識浸透を図っています。

ハラスメントの防止

ハラスメントの発生を未然に防ぐため、ハラスメント勉強会（集合研修・Eラーニング等）を行っています。�

また、相談先としてハラスメントデスクを設置しており、問題に対応できる体制を整えています。�

2020年6月1日、パワハラ防止法（労働施策総合推進法）の改正施行にあたり、社長よりニッスイ国内グループの全従業員に向けたメッセージ

として、職場でのハラスメント撲滅を改めて強く呼びかけました。併せて部署長、課長向けのハラスメント研修やハラスメント防止ハンドブ

ックの社員への配布、各部署での読み合わせなどを実施しています。

2021年度の取組み

従来の職場における差別やハラスメントの防止だけでなく、事業にかかわる全てのバリューチェーンにおける人権尊重とその責務の従業員

浸透を目的に、ビジネスと人権に関する社内教育を開始します。

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
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お客様とともに

安全・安心の考え方と体制

品質保証憲章

私たちニッスイが掲げている品質保証憲章では、全ての役職員が同じ方向を向いて行動するよう、品質保証の理念をもとに品質方針・行動指

針を制定し、その下に品質保証に関する各基準を定めています。

品質保証体制

お客様に満足いただける商品づくりのため、お客様サービスセンター、品質保証部、食品分析部をQA（Quality�Assurance）部門と位置付け、品

質保証の体制を整えています。

食品安全マネジメントシステムの認証取得

FSSC22000の認証取得

国内ニッスイグループでは水産・食品・ファインケミカル部門の事業所において、食品安全マネジメントシステムFSSC22000の認証取得を推

進しています。FSSC22000では、国際的な食品安全を確保するための手法である「HACCP」を核に、食品安全における要求事項が広く網羅さ

れています。今後も生産拠点におけるFSSC22000等のマネジメントシステム取得を進め、品質保証力を強化していきます。

FSSC22000認証取得状況

� 取得事業所数

国内事業所 17

2021年3月現在�

集計範囲：　ニッスイおよび国内グループ会社

品質保証憲章

品質保証体制

https://www.nissui.co.jp/social/safe/quality/index.html
https://www.nissui.co.jp/social/safe/assurance/index.html


安全・安心を届けるための取り組み

品質保証に関する理念や方針のもと、美味しく安全で、安心していただける商品をお届けするため、あらゆる面から取り組みを行っていま

す。お客様に満足していただける「品質」のため、欠かすことの出来ない私達のこだわりです。

①従業員教育

全ての従業員が食品メーカーの一員として、自分の果たすべき品質への役割を認識し、より高いレベルの知識を身に着け行動できるよう、各

種教育を行っています。

品質保証部主催の従業員教育

品質保証部は商品に携わる従業員が必要な知識を正しく習得できるよう、定期的に研修を行っています。内容は毎年見直され、常に最新情報

の共有に努めています。�

工場に勤務する従業員のみならず、営業担当者も品質研修を受講します。

研修名
対象者

＜目安＞
研修内容 研修期間 頻度

2018�

年度

参加者数

2019�

年度

参加者数

2020�

年度

参加者数

品質管理基礎研

修

工場の担当者

主に入社10年目以

内の方

生産工場に勤務する従業

員に必要な基礎知識全般

（一般衛生管理、社内品質

管理基準等）

1日 1回/年 44 30 ―

HACCP研修

工場のHACCPシス

テムの業務に関わ

る方

HACCPシステム及びその

土台となる一般衛生管理

プログラムに関する知識

の習得、グループ単位での

ハザード分析演習を通じ

てHACCP手法の体験を中

心とした研修（注1）

1.5日 2回/年 66 44 （注2）23

ニッスイ工場認

定基準の研修

工場の品質管理担

当者

現場管理者及び工

務責任者

ニッスイ工場認定基準の

目的・考え方、当該基準の

具体的な内容についての

理解と実践

1日 1回/年 37 20 ―

営業担当者品質

研修

全営業事業部署担

当者

過去の不適切表示再発防

止のための食品表示に対

する啓蒙教育および食品

行政と品質保証の最新動

向、苦情対応の留意点

1.5時間 1回/年 未実施 450 （注2）790

研修の様子

工場における従業員教育

実際に製品に触れ、製造を担う工場の従業員には、より現場に即した教育を行っています。就業初日の新人であったとしても品質を守る担い

手には違いありません。少しの妥協も許さない。そんな生産現場を従業員全員で作り上げています。

新規入職者教育

従業員として工場に入る前には必ず受講する基本的な研修です。労働安全に関わることはもちろんのこと、服装、工場入場のルール、手洗い

等、品質を守る従業員の一員として知っておかなければならない基本を学びます。

現場で行う品質の伝達事項

工場は毎日稼働し、沢山の商品を製造しています。現場の従業員は、出勤後必ず現場のリーダーから品質に関するトピックや注意事項の連絡

を受けます。毎日動く生産現場の中で、全員に確実に伝わるようにしています

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

（注1）：2020年度は研修内容を、HACCPに関する基礎知識について、動画による講義（個別学習）と課題提出で完結する研修とした。�

（注2）：2020年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、e-ラーニングシステムを用いてオンラインで開催。計４か月間４部構成で実施。
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手洗い

食品を取り扱う人にとって、重要な手洗いにもルールがあります。指定時間をタイマーで計りながら手

洗いをします。ここにもイラストや写真でわかり易く、そのルールが掲示されています。

持ち込み可能物

工場で働く人は何も持たずに工場内へ入るのが基本です。しかし、記録や写真をとる等、業務上必要な場合には持ち込み可能物に限り、工場

への持ち込みが許されます。万が一、破損して製品の中に入ってしまわないように、全て金属製のものが指定されています。

＊製品は全て最終工程で金属探知の検査があるので、金属が混入していれば見つけられます。

チェック体制

工場内では様々なチェックを行います。原材料の種類、計量、配合、順番、時間、加熱温度、冷却温度、包装印字、機械の調子等、1つの製品を製

造する過程でも数十個の項目があります。それらのチェックは人と人。機械と人。など、全てダブルチェック体制で行っています。さらにそ

の後、記録表を管理者が確認します。�

一人の人だけがチェックをするのでは、ミスも起こり得ます。機械にのみ頼っていては故障している可能性もあります。万が一を疑いつつ、

常にどんな場面でも複数の目で行う体制を整えています。

フードディフェンス

多くの従業員が広いスペースで働く工場なので"いつもと違うこと"にはいち早く気が付かなければいけ

ません。その為に、工場内にカメラを設置し、従業員の正しい仕事を見守っています。�

さらに、洗浄や検査で使用する洗剤や薬剤を保管する保管庫は必ず施錠管理を行い、限られた人のみが

鍵の使用を許されます。この時にも開錠・施錠の記録を取ります。�

また、誰がいつ、工場に入場したのかを把握できるよう、静脈認証や指紋認証で管理をする生産工場も複

数あります。ニッスイグループの国内工場では、このシステムを導入していきます。

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

②品質管理

原材料を受け入れ、製品を製造する工場の現場。お客様にお届けする商品の品質は厳しく管理された生産現場から作り出されます。

従業員の服装

生産現場に入る従業員は全員、決められた作業服を着用します。その作業服にも品質を守るための役割があります。

工場入場時のルール

工場に入る時には、必ず守るべき段取りがあります。どんなに急いでいる時でも、これらのルールを守ります。

健康チェック表

毎日の健康状態をチェックします。熱はないか？下痢はしていないか？手に傷はないか？等、複数の確認

項目にチェックをしてから入場します。誰か一人の体調不良により、製品が汚染されることがあっては

いけません。毎日、自分の体調を整えておくことも工場で働く人にとって重要な使命です。

毛髪ローラー

作業服に付着している毛髪を粘着性のあるローラーで取り除きます。�

ローラーのかけ方にもルールがあります。日本語が読めない外国の方でも分かるようにイラストでわかりやすく表示されています。また、

鏡を見ながら着衣の乱れ、毛髪が帽子からはみ出ていないか等も確認します。
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検査員同士のコミュニケーション

エクセレントラボでは、検査員同士の交流や情報交換など、コミュニケーションを重視しています。日本各地の会場に検査員たちが集まり、

定期的にエクセレントラボ推進会議が開催されています。検査方法や判定基準の目線合わせ、検査室の相互見学、意見交換を行うことで検査

員のレベルアップやアイディアの共有に繋がります。

精度管理試験

検査室の検査精度を確認する為、年1回、精度管理試験を実施しています。食品分析部から配布された試料を各自が検査し、その検査結果を食

品分析部に返送します。全国の検査員から集められた検査結果データは統計解析され、参加者へフィードバックされます。検査室の技量の

継続性確認や、検査手順の改善に役立ててもらいます。

海外展開

日本に輸入される製品を生産している海外工場でも同様のシステムによる検査室のレベルアップが行われています。中国では青島日水食品

研究開発有限公司、タイでは品質保証部タイ品質管理課を中心に現地工場への検査指導を実施しています。

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

③検査

ニッスイは安全性が確認できた原材料だけを使用して、商品を製造しています。原材料から製品になるまで、段階ごとに基準を満たしている

ことを確認するための検査を行っています。その項目や検査方法は多種にわたり、専門的な知識と技術が必要になります。そこで検査員が

いつも正しい検査が行えるよう、必要な知識と検査技術を身につけることのできるシステム「エクセレントラボ」活動を展開しています。

エクセレントラボ

全国各地のニッスイグループの生産工場には必ず検査室を設けています。その検査室の信頼性を向上させるために、食品分析部が中心とな

り、エクセレントラボ活動を展開しています。共通の検査マニュアル、設備基準の設定、検査員の技術認定、精度管理試験、レベル別講習会等

を行い、エクセレントラボ全体のレベルアップを目指しています。エクセレントラボの活動は、日本国内だけでなく中国などの一部海外工場

でも導入しています。

検査マニュアル

記載内容は定期的に見直され、常に最新の状態で各検査室に配布されています。全ての検査室で同じ精度の検査が行えるように、培養に用い

る培地や試薬も指定されており、培地はエクセレントラボ専用培地を用いています。この培地は分包タイプで個包装されており計量せずに

使用できるので、検査員のミスの防止や時間短縮にも役立っています。

検査員の技術認定

どこの工場でも一定の知識と技術を身に着けた検査員が検査を行えるように、検査員を登録し、一人ひ

とりの技術を認定しています。初めて検査室に配属された新人は、検査室内のOJTプログラムにより指

導を受けます。一通りの検査を一人で出来る検査員をA級検査員とし、経験を積んで習熟した検査員をM

級検査員、さらにレベルの高い検査まで行える検査員をE級検査員と認定しています。それぞれの検査員

に昇格する為には筆記と実技の試験を受験します。M級認定講習会（3回/年）、E級認定講習会（1回/2年）

を開催して、検査員が講義や実習を通じてレベルアップできる機会を設けています。

各級の検査員人数

� A級検査員 M（Master）級検査員 E（Excellent）級検査員

定義
定められた検査が

実施できる

A級を目指す検査員の�

指導ができる

難易度の高い検査を習得し

必要とする全ての検査について習熟して

いる

2018年度末�（人数） 32 49 26

2019年度末�（人数） 36 53 25

2020年度末�（人数） 42 59 24
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④コミュニケーション

お客様の声を直接お聞きすることを大切にしています。また、お客様に正しい情報を伝えることも重要と考えています。より一層ご満足い

ただくため、お客様の声を活かしてより良い商品作りを目指します。

お客様の声をお聞きする仕組み

商品を手にして下さったお客様と直接お話をするのはお客様サービスセンターです。現在は電話とメールで対応しています。ご不満だけで

なく、質問や確認、お褒めの言葉をいただくこともあります。どのような内容であっても、その一つ一つの声は私達にとって貴重な情報とな

ります。�

お客様サービスセンターの連絡先：0120‐837‐241

お客様の声を活かした商品作り

お客様からいただいた声を共有する「お客様満足推進部会」を6回/年開催しています。ここで話し合われた内容から、実際の商品の仕様が変

更になったものも数多くあります。一般のお客様だからこそ気が付く視点を大切にし、より良い商品作りに活かしています。

情報を伝えるための表示

お客様には商品のパッケージ通じて商品の情報をお伝えしています。わかり易く、見やすいパッケージを意識して商品情報をお伝えしてい

ます。�

特に気を遣っているのはアレルギー物質の表示です。原材料の一括表示の枠外にも、推奨品目を含む27品目で使用物質は大きく、見やすい色

で表示しています。�

また、フィッシュソーセージや練り製品には、卵を使用していません。卵アレルギーの方でも安心してお召し上がりいただくため、パッケー

ジには「卵を使っていません」マークを入れてお伝えしています。
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豊かな暮らしのための研究開発

おいしく塩分をひかえる技術

高齢化が進む中、健康な状態で生活を送ることのできる期間「健康寿命」延長の重要性が高まっています。�

食塩（塩化ナトリウム）は、人間に不可欠な栄養成分であるだけでなく、食べ物や飲み物の「おいしさ」という面でも重要な役割を担っていま

す。ただし、その摂り過ぎは高血圧をはじめとするさまざまな病気を引き起こすと言われています。�

そこで生み出されたのがニッスイ独自の塩味増強技術です。これまでは食塩の使用量を低減すると、飲食品のおいしさが損なわれてしまう

ことがありました。しかし、この技術では塩味を底上げする素材を添加し、それによって食塩の使用量を低減しても塩味をしっかり感じるこ

とができます。塩分をひかえながら、塩味のおいしさを味わっていただける技術です。

味覚研究：おいしく健康的な食生活のために

白身魚の機能性の研究

ニッスイは2009年から内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムに協力企業として参画し、白身魚の機能性を研究してきました。スケ

ソウダラのタンパク質は、この研究から様々な有用性が明らかになってきています。�

2018年3月にはスケソウダラタンパク質研究会を設立し、12の大学や研究機関と研究体制を整え、共同研究を行ってきました。2019年10月

に開催された日本アミノ酸学会においては、本研究会で得られた研究成果5件を発表しました。

本件のニュースリリース

スケソウダラの筋肉増加効果

年平均で1.0～2.0%の除脂肪量（筋肉量の指標で、臓器と筋肉を含んだ総量）が減少するといわれる65歳以上の女性を対象としたヒト臨床試

験（単群比較試験）において、運動は行わず、通常の生活で3カ月間スケソウダラのタンパク質を週に4日摂取した結果、摂取後に除脂肪量の増

加が確認され、筋肉の増加が示唆されました。

スケソウダラのタンパク質の筋肉増加効果について

EPAの運動への効果に関する研究

持久力向上など、EPA（エイコサペンタエン酸）の運動への効果に注目し、研究と普及・啓発を進めていま

す。2017年8月の「全国栄養士大会」（日本栄養士会主催）では、EPAによって体への酸素供給効率が高まる

仕組みを解説。また、2013年の日本マスターズ水泳協会への協賛をきっかけに、スポーツ選手をサポー

トする「SPORTS�EPA」ブランドとして展開しています。

SPORTS�EPAのWebサイト

血中EPA濃度と腸内細菌の関係を検証

2020年9月より、ニッスイは、アスリートの腸内細菌を研究するスタートアップ企業AuB株式会社と共同

で、陸上男子マラソンの神野大地選手（注）のコンディション（体調変化）を、EPAと腸内細菌の視点からサ

ポートする「ニッスイ×AuB�神野大地選手コンディション向上プロジェクト」を開始しています。�

高純度EPAを配合したニッスイのアスリート向けEPAサプリメント「SPORTS�EPA�ULTRA�PURE」を神野

選手に摂取してもらい、「血中EPA濃度」と「腸内の細菌の種類や数、構成などの腸内細菌叢の状況」を調

べています。これらのデータを活用して、神野選手のコンディション向上に取り組むとともに、血中EPA

と腸内細菌の関係についての研究を進めます。

本件のニュースリリース

（注）神野大地（かみの�だいち）選手：セルソース株式会社所属。2015年の大学3年生当時、箱根駅伝往路5区で区間新記録を樹立し「３代目山

の神」と呼ばれる。実業団コニカミノルタを経て、プロ転向。2019年アジア選手権マラソン優勝。

神野大地選手

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

Sustainability Report 2021 詳細版 51

https://www.nissui.co.jp/corporate/rd/research/food/mikaku.html
https://www.nissui.co.jp/news/20191007.html
https://www.nissui.co.jp/corporate/rd/research/health/protein.html
https://www.sportsepa.com/
https://www.nissui.co.jp/news/20200915.html


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

Sustainability Report 2021 詳細版 52

従業員とともに

トップメッセージ

多様な価値観をイノベーションや価値創造に繋げていけ

るよう、ダイバーシティ＆インクルージョンを推進しま

す

日本水産株式会社�

代表取締役社長執行役員�

最高経営責任者（CEO）�

ニッスイグループは、マテリアリティ（重要課題）の1つに「社会課題に取り組む多様な人材が活躍できる企業を目指す」を掲げ、2030年までに

多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造に繋げている状態になるこ

とを目指しています。ダイバーシティには様々な要素がありますが、ニッスイでは、まず、女性活躍を優先的に進めていきます。�

��

企業にとって多様性は重要な経営課題であり、意思決定機関における性別の多様性を高めるため、2021年に30％�Club�Japan(サーティパー

セントクラブ・ジャパン)の活動趣旨に賛同し、加入しました。課題の解決につながるアクションを参考にしながら、当社における女性の経営

参画を推進していきます。時間はかかるかもしれませんが、女性社外取締役を増やすという形だけの目標達成ではなく、女性採用比率を上

げ、さらに活躍できる仕組みを整えることで、管理職の女性比率を上げ、社内から役員を選出するのがベストウェイと考えています。�

��

また、海外事業の拡大には、世界中のいかなる複雑で不確実なビジネス環境においても、多様な価値観をもつ人々と良好な関係を築き、成果

を出せるグローバル人材の育成が不可欠です。事業毎に事業プランに基づいた候補者の採用や育成、入社時からのグローバル人材としての

キャリアパスや育成手段の準備、海外グループ会社も含めた交流などを通じて、従業員一人一人の能力アップとその最大発揮を目指します。�

��

多様化するお客様のニーズや社会課題に対応していくため、様々な価値観を新たなビジネスを生み出すイノベーションや価値創造に繋げて

いけるよう、これからもダイバーシティ＆インクルージョンを推進していきます。



働き方改革

テレワーク勤務制度の導入

ITや通信技術を活用することで時間や場所に制限されないワークスタイルを実現するため、2019年度よ

りテレワーク勤務制度を導入しています。2019年9月には本社で一斉テレワークを行うなど制度の浸透

を図りました。通常勤務に在宅勤務やモバイル勤務を組み合わせることで働き方の柔軟化を進め、業務

効率化およびワークライフバランスの充実につなげています。�

2020年春の新型コロナウィルス感染拡大に伴う緊急事態宣言下では、生産業務など一部を除き原則在宅

勤務としましたが、比較的スムーズに移行することができ、従業員とその家族の健康を守りながら、業務

を継続させることができました。�

これからも一人ひとりの生産性の向上や働きがいの実感が得られる様な新しい働き方へのシフトに向け

て取り組みを継続します。

ニッスイ本社での一斉テレワークの様子

有給休暇取得の推進

働きやすくやりがいのある職場づくりの一環として、計画的な休暇取得に取り組み、従業員の健康増進を図っています。個人で年間休暇取得

計画を作成し部署内で休暇予定を共有化、業務の事前調整に役立てるとともに休暇取得進捗管理の一助としています。�

更なる休暇取得率の向上を目指していく中で、「病気で急に休まなければならない時のために慰労休暇は残しておきたい」という従業員の要

望を踏まえ、2019年度より慰労休暇とは別に有給でいざという時に使用できる「あんしん休暇（短期間私傷病休暇）」を新設しました。休暇制

度を拡充することで、より活発な休暇取得を促しています。

有給休暇の取得日数

集計範囲：�ニッスイ個別（各年度3月現在）

育児と仕事の両立支援

くるみん認定

ニッスイは、2005年より次世代育成支援対策推進法に基づく第1期行動計画を実施、子育て支援に取り組んでいる企業として厚生労働大臣に

認定され、2010年5月に「くるみんマーク（注）」を取得しました。現在、第4期行動計画の達成に向けて取り組みを行っています。

厚生労働省「仕事と家庭の両立の取り組みを支援する情報サイト　両立支援のひろば」ニッスイの行動計画

第4期行動計画（計画期間：2017年4月1日～2021年3月31日）

� 内容 対策

目標１

計画期間内に、育児のための休職の取得を以下の水準以上にする。�

1.男性社員：計画期間内取得率７％以上。�

2.女性社員：計画期間内取得率90％以上。

2017年度　育児休職の始期の5日間までを有給扱いとすることで、

男性の育児休職取得のハードルを下げた上で、取得率向上に向け

た社内周知を行っていく。

目標２

「子の看護休暇」の対象範囲を拡大し、育児期の社員に対する両立

支援を充実させる。�

（対象社員区分：職員、契約職員）

2018年度　看護休暇の対象とする子の年齢を、現行の「小学校就学

前まで（＝法定）」から「小学校在学中」に拡大し、いざという時のた

めの備えを厚くする。

（注）くるみんマーク：企業･国･地方公共団体は、次世代育成支援対策推進法により、次代の社会を担う子どもたちの健全な育成を支援するための行動計画を策定することが義務づけられて

います。行動計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業に与えられる認定マークです。

育児休職取得の推進

育児と仕事の両立支援のための行動計画として、2017年4月1日から2021年3月31日までの4年間で、育児のための休職の取得率目標を、①女

性社員:90%以上、②男性社員:7%以上としています。�また、男性の育児休職取得率の向上を図るために、育児休職のうちの5日間までを有給

扱いとしています。男性の育児休職の取得率100％取得に向けて、2020年度取り組みをスタートしました。

育児休職取得者数

集計範囲：�ニッスイ個別（各年度3月現在）

女性育児休職者の復職支援

2020年3月より、「産休育休復職面談シート」を活用した上司と部下の復職キャリア面談を導入しています。復職時に加え、復職後半年～1年

のキャリアリスタートへの継続的なサポートが好評を得ています。
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シテ・マリン社の取り組み

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）では、子育てしながらでも働きやすい環

境づくりのため、2020年10月に保育所を設置しました。従業員の子供たち20人が通っています。

介護と仕事の両立支援

被介護者1人につき年間10日、2人以上の場合20日間の介護休暇制度があります。また半年に1度、介護セミナーを開催しているほか、介護の

専門機関と契約し、従業員が無料で電話･メール相談することができる専門の窓口を設けています。

多様な働き方を支援する各種制度

事由 制度 内容

育児
出産準備休職

育児休職

産前産後休業の前後、子どもが3歳になるまでに利用できる休職制度。育児休職は男性も利用でき、

5日間までは有給扱い。

育児 配偶者の出産休暇 配偶者が出産した場合、2日間までの特別有給休暇を取得することができる。

育児 子の看護休暇
小学生までの子どもが、負傷または疾病にかかり世話を行う場合や予防接種や健康診断を受診させ

る場合に、子ども1人の場合は5日分、2人以上の場合は10日分まで、積立休暇を利用可能。

介護
介護休暇

介護休職

介護者1人の場合は10日分、2人以上の場合は20日分まで、積立休暇を利用可能。介護休職は対象家

族1人につき通算して1年6ヵ月まで取得可能。

育児 短時間勤務制度
子どもが小学3年生を終了するまで、育児休職と合わせて通算7年を上限に利用可能。短時間フレッ

クスタイム制度の利用も可能。

介護 短時間勤務制度 介護者1人当たり3年を上限に利用可能。短時間フレックスタイム制度の利用も可能。

共通 フレックスタイム勤務制度 工場勤務者等一部を除く従業員に適用。

共通 テレワーク勤務制度

工場勤務者等一部を除く全従業員に適用。�

業務効率化、健康福祉の増進、仕事と家庭の両立の事由で利用可能。�

出社を伴わないテレワークは1週間に3回が上限。

共通 あんしん休暇（短期間私傷病休暇）
風邪など短期的な私傷病に罹患し、出勤が困難となった際に取得できる有給休暇を毎年度5日付

与。

共通 リフレッシュ休暇 勤続10・20・30年に到達した際、5日間の連続休暇を取得可能。その他、助成金も支給する。
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ダイバーシティ

ニッスイグループはマテリアリティ（重要課題）の1つに「社会課題に取り組む多様な人材が活躍できる企業を目指す」を掲げ、2030年までに

多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造に繋げている状態になるこ

とを目指しています。多様性を積極的に取り入れることが組織の活性を促し、事業の発展にもつながると考え、事業活動を通じてグローバル

やローカルでの社会課題に積極的に取り組む人材の育成を進めます。さらに、その取り組みを通して多様な人材が互いに磨き合い活躍でき

る企業を目指します。

推進体制‐ダイバーシティ部会

ダイバーシティ部会を設置し、執行役員を部会長として、営業部門、事業部門、研究開発部門など幅広い部署の部長、課長で構成しています。

女性活躍の行動計画

ニッスイは、女性社員が活躍できる雇用環境の整備を行うため、第2期行動計画（計画期間：2019年4月1日～2022年3月31日）を2019年4月に

策定・公表しました。

厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」のニッスイの行動計画

第2期行動計画の定量目標（基準年度：2018年度）

新卒採用者（大卒・院卒）に占める女性の割合を30%以上とする

営業部門及び生産部門で働く女性の人数を20%以上アップする

女性の管理職および係長の人数を15%以上アップする

実績

管理項目 目標 2019年度 2020年度

新卒採用（大卒、院卒） 女性の割合 30%以上 36％

職種による偏りの是正

営業職種
20％以上増加�

（対2018年度）

121% 132%

生産職種 104% 107%

管理職
15％以上増加�

（対2018年度）

100% 104%

係長 100% 86%

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

管理職及び係長の人数
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企業の意思決定機関における性別の多様性

2021年1月18日、ニッスイは30％�Club�Japan(サーティパーセントクラブ・ジャパン)の活動趣旨に賛同、

参加しました。�

30％�Club�Japanは、企業の意思決定機関における健全なジェンダーバランスは、企業のガバナンス強化

はもちろん持続的成長の促進、国際的競争力の向上、ひいては持続可能な日本社会の構築に寄与すると

いう考えに基づいて、TOPIX100の女性役員割合を2020年7月末時点で�12.9%のところ2030年を目途に

30%とすることを目標としています。

30％�Club�JapanのコミュニティTOPIX社長会では女性の活躍を阻む本質的な課題について議論を開始、

課題の解決につながるアクションを参考にしながら、自社における女性の経営参画を推進していきま

す。

本件のニュースリリースはこちら

38％

https://www.nissui.co.jp/news/20210202.html
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/planfile/201903291111064594565_1.pdf


2020年度の取り組み

2017年にニッスイ従業員全員（約1,200名）を対象に、ジェンダーダイバーシティ意識調査を実施しました。洗い出された３つの課題（組織風

土改革、従業員の意識改革、キャリアと育児の両立）別に施策を立案し、具体的な活動につなげています。

ダイバーシティマネジメント講演会の開催【組織風土改革】

役員・部署長を対象に、ダイバーシティの重要性、多様性を前提としたマネジメントの必要性を改めて考える機会として、ダイバーシティ推

進講演会を開催しました。

ダイバーシティ研修【組織風土改革】

2018年度の「課長職向け女性部下キャリア育成研修」に引き続き、2020年度は女性部下の有無に関わらず、ダイバーシティ推進の重要性を考

えるきっかけづくりを図るとともに、多様化する部下の能力を最大限に引き出すためのマネジメントスキルを習得する研修を実施しまし

た。

生産部門担当者ワークショップ【従業員の意識改革/組織風土改革】

営業部門と並んで女性職員比率の低い生産部門で働く女性を対象に、全3回のワークショップを実施しました。議論を通じて抽出した生産部

門特有の課題およびその解決施策について、取締役執行役員、部署長、所属長へ女性メンバーが提案を行いました。メンバーからの提案を受

け、提案の具現化のため人事部と部署長で意見交換を行い、取り組み３か年計画を決定しました。今後は、計画の実行を通し人材育成および

社内環境整備を更に進めていきます。

従業員の意識調査【従業員の意識改革/組織風土改革】

社長、役員、組織責任者（部署長・課長）、女性職員を対象に、アンコンシャスバイアス診断およびeラーニングを実施しました。

仕事と育児の両立のための情報交換会【キャリアと育児の両立】

仕事と育児を両立している、またはそのような働き方を目指す職員を対象とした情報交換会をオンラインで実施しました。様々な部署から

幅広い年齢層の職員が参加し、抱える悩みの共有、両立のコツ等をテーマに意見交換を行い、どのように仕事と生活をマネジメントするかを

考え、従業員同士の新たな縦横ネットワークを構築する機会を提供しました。

これまでの取り組み

【組織風土改革（管理職の意識改革）】

トップメッセージの発信

ダイバーシティ意見交換会

（ファザーリング・ジャパン理事�川島高之氏と役員５名による意見交換会）

課長職向け女性部下キャリア育成研修の実施

女性育成ワーキンググループ（営業）部署長会の設置

管理職の目標評価に非財務項目を追加

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

【従業員の意識改革】

同業他社生産部門女性社員とのキャリアワークショップの開催

女性育成ワーキンググループ（営業）女性メンバー会の設置、ワークショップの開催

女性従業員を対象としたキャリアデザイン研修の実施

同業他社女性役員によるロールモデル講演会の開催

女性職員の選抜育成研修への派遣

【キャリアと育児の両立】

復職前シート＆育児状況シートの導入、対象雇用形態の拡大

ワーキングマザーネットワークづくり

販売部門／生産部門における女性活躍の検討

（子育て世代の男性／女性営業担当へのヒアリング）

障がい者雇用の取り組み

ノーマライゼーションの考えのもと、障がいの有無に関係なく、従業員が共に働き、持てる力を発揮できる職場環境の実現に取り組んでいま

す。現在は、「身体」「知的」「精神」と多様な障がいをお持ちの方々が各現場で活躍しています。人事部には、精神保健福祉士（PSW）の資格を持

った従業員が所属しており、障がい者の方々に安心して働いていただける環境を整備しています。�

直営工場では、地域の特別支援学校から学生を受け入れ、職業体験を行っています。学生のみなさんに働く楽しさや厳しさを実際に体感いた

だいた上で、その後の就労をイメージできるようなプログラムとなっています。ご参加いただいた学生さんの中には、当社に関心を持ってく

ださり、実際の入社へとつながった方もいらっしゃいます。�

また、従業員を対象に、定期的に障がいへの理解を深めることができる研修を行い、障がいの有無に関係のない「働きやすい職場」の実現を目

指しています。

障がい者雇用の推移

集計範囲：�ニッスイ個別（各年度6月1日現在）

シニア職員制度

高齢者の安定した雇用確保が求められるなか、定年退職後ニッスイで働く意欲を有する方を再雇用しています。�

担当する業務については再雇用及び契約更新の都度、対象者の能力・適性・業務経験などを勘案した上で見直しを行い、処遇についてもそれ

に見合ったものとしています。ニッスイは、長年培われた経験や高いスキルを持ったシニア世代が、活躍できる環境を引き続き提供して参り

ます。
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外国籍者雇用への取り組み

掲示物の多言語対応

食品の製造を行う八王子総合工場には、スペイン語をはじめ様々な言語を母国語とする従業員が勤務しています。主に英語、スペイン語、ポ

ルトガル語、中国語を使用した多言語対応の掲示物を作成し、業務やその他の日常生活をスムーズに行うための環境を整えています。

外国籍従業員を対象とした労働安全教育と防災マニュアル

八王子総合工場では2回/年、通訳を外部委託し、3か国語（英語、スペイン語、ポルトガル語）による、労働安全教育や防災教育などといった特

別安全講習を実施しています。従業員の勤務時間に合わせ、1回3日間、1日4～5回の実施となります。そこでまかなうことのできない比較的

少人数の言語については、オリジナルの資料を作成し対応しています。�

また、防災マニュアルに関しては、翻訳会社に委託し、外国籍従業員向けに多言語で作成しています。地震発生時における基本行動などを記

載し、今後想定されうる緊急時の備えとしています。

防災マニュアル（日本語） 防災マニュアル（ミャンマー語）

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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人材育成

教育研修

人事制度の軸となる「自立・自律」の考え方に基づき、1人1人がキャリアプランを描き、その実現を支援する人材育成施策を用意しています。

グローバル人材登録制度

ニッスイではグローバル人材登録制度を2016年から展開しています。この制度は、ニッスイにおけるグローバル人材を「世界中のいかなる

複雑・不確実なビジネス環境においても、多様な相手と良好な関係を築き、成果を出せる人材」と定義し、将来海外で活躍するグローバル人材

候補を公募または推薦により、募集し育成するものです。�

将来グローバル人材となるために最低限必要なスキルを①価値創出力、②異文化対応力、③語学力とし、短期海外赴任および短期海外業務研

修等への派遣を通じスキルを習得し、海外赴任者の育成を図ることを狙いとしています。

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
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労働安全

推進体制‐労務安全衛生部会

各事業所の安全衛生委員会を統括する部署を事業毎に定め、統括部署の部署長を部会員とする「労務安全衛生部会」を設置しています。四半

期ごとに部会を開催し、グループ会社も含めた安全衛生や労務に関する諸課題について取り組んでいます。

労使関係

日本水産（株）は、労働組合（ニッスイアドベンチャークラブ）と労働協約を締結し、よりよい職場環境の実現に向けて従業員と経営とで積極

的にコミュニケーションを図るとともに、健全な労使関係の構築・維持に努めています。�

日本国内においては、事業所毎に安全衛生委員会を設置し、会社と労働組合の代表による定期的な話し合いを行っています。労働災害や健康

障害の防止など、安全及び衛生に関する事項について従業員の意見を聴き、労使安全衛生の改善及び向上を図っています。

労働安全の取り組み

ニッスイグループでは労務安全衛生部会を設置し、事業部門ごとに「労働安全」「労働時間」「ハラスメント」の管理を行っています。

中期計画

中期計画（2018～2020年度）ではスローガンを、「一人ひとりが健康的に能力を発揮し、それぞれの役割をはたしながら、いきいきと働き続け

られる安全で快適な職場環境を目指す」としています。

実施年度 取り組み内容

2018年度

1.新人・中高齢者への教育強化�

2.現場自主活動の推進�

3.安全管理基準の統一整備

2019年度
1.会社間・事業間情報共有および交流強化（グループ内の連携強化による管理者のレベルアップ支援）�

2.現場安全活動のさらなる活性化促進（養殖海洋系グループ会社の安全管理強化、活動好事例を評価表彰する仕組みの構築）

2020年度
1.グループの経験値やノウハウの最大活用（好事例共有、PDCA改善サイクル促進）�

2.安全活動の活性化（モチベーション向上や危機意識の醸成に繋がる活動強化）

また、ニッスイの食品生産工場では、「安全教習所」と銘打ち、コンベアの巻き込まれ体感機や、指差呼称体感機などを用いた安全教育を実施

し、従業員の安全意識向上を図っています。

外国籍従業員の労働安全教育はこちら

姫路総合工場　巻き込まれ体感 姫路総合工場　安全教習所で指差し確認

ファインケミカル総合工場つくば工場でISO45001取得

ファインケミカル総合工場つくば工場では安全衛生活動を強化するため労働安全衛生マネジメントシステムISO45001を導入することとし、

2020年4月にキックオフをしました。6月には労働安全衛生マニュアルを完成させ、マニュアルに基づき内部監査やマネジメントレビューを

実施し、問題点の改善をおこないました。また、安全衛生の方針・目標については部署毎に目標を落とし込み、ヒヤリハット危険箇所の低減対

策や緊急時（切創、骨折、熱中症等）に備えた緊急用品の強化、体感型安全教育受講など新たな活動を取り入れ、システムの定着と強化を図り

ました。2021年1月にニッスイとして初めてISO45001の認証を取得しました。今後はさらに従業員の安全意識の向上、安全な職場環境づく

りを継続し、労災ゼロの工場を目指して取り組みを進めます。

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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主な労働災害の発生件数

� 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

労働災害件数 30 25 27 26 21

（うち休業件数） 9 6 9 14 8

ハラスメントの防止

倫理憲章の浸透

ニッスイの倫理憲章が定める倫理行動指針では、「風通しの良い闊達な風土を尊重し、健全な内部牽制が働くように努める」ことを掲げてお

り、個人の基本的人権を尊重し、あらゆる差別やハラスメントを禁止するよう定めています。この倫理憲章をNissui�Principlesに掲載し従業

員に配布することで、ハラスメント防止の意識浸透を図っています。

ハラスメント防止施策

ハラスメントの発生を未然に防ぐため、ハラスメント勉強会（集合研修・Eラーニング等）を行っています。また、相談先としてハラスメントデ

スクを設置しており、問題に対応できる体制を整えています。

社長メッセージの発信

2020年6月1日、パワハラ防止法（労働施策総合推進法）の改正施行にあたり、社長よりニッスイ国内グループの全従業員に向けたメッセージ

として、職場でのハラスメント撲滅を改めて強く呼びかけました。�

ニッスイグループではこれからもハラスメント防止に向けた様々な施策を行い、「一人ひとりが、能力を充分に発揮できる姿」の実現を目指

してまいります。

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）:死亡災害については継続0件
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健康経営

健康経営宣言

私たちニッスイグループは、従業員が最も重要な財産であると考え、「一人ひとりが、能力を充分に発揮できる姿」と｢従業員とその家族

のQOL（生活の質）の向上」を目指して、働く環境を整え、「こころと身体の健康」を積極的にサポートします。�

海の恵みを扱う企業として、健康的な食の提案とともに水産物由来の機能性成分を最大限に活用し、従業員と家族、さらに広くお客様に

お届けすることで人々の健康に貢献します。

健康で能力を発揮できる環境を整備し、生産性向上につなげる３つのアプローチ

＜私生活との両立支援＞

主な施策：子育て・介護サポート、福利厚生制度・カフェテリアプラン「Nカフェ」導入　など�

＜個人の健康促進＞

主な施策：生活習慣改善キャンペーン、EPA/AA比向上、禁煙・分煙推進、こころの健康診断　など�

＜働きやすくやりがいのある職場づくり＞

主な施策：長時間労働削減、休暇取得推進、テレワーク制度導入　など

推進体制‐健康経営ワーキンググループ

「人事部労務健康企画課（事務局）」「健康管理センター（産業医・保健師）」「健康保険組合」や各部署が協働し、各事業所の産業保健スタッフと

も連携しながら、従業員の健康や私生活との両立支援、働きやすくやりがいのある職場風土を目指して取り組んでいます。

社外からの評価

ニッスイは2021年、「健康経営銘柄2021」に選定されました。2019年に水産・農林業で初めて「健康経営銘柄2019」に選定されて以来、3年連続

での選定です。�

健康経営銘柄とは、東京証券取引所の上場企業の中から、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取組む企業を、原則として1業種

から1社を選定するものです。2020年度は、事業の柱である魚やEPAを活用した従業員の健康づくりを推進していること、禁煙対策や健康UP

セミナーの開催など、コロナ禍における心身の健康を積極的にフォローしたことが評価されました。

本件のニュースリリース

健康経営銘柄�表彰盾

EPA/AA比の測定と健康番付

生活習慣病の予防のため、ニッスイの主要事業であるファインケミカル事業の中核をなすEPA（エイコサペンタエン酸）を活用しています。

2016年度の定期健康診断より、全社員の検査項目として循環器系疾患の発症との関連が示唆される指標であるEPA/AA比を取り入れ、全社平

均0.4を目標値としています。2020年度のEPA/AA比は、全社平均で0.33となりました。
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健康番付
※上記の画像をクリックすると拡大して表示され
ます

オリジナル健康番付シール

社員食堂でのEPA摂取推進

福利厚生制度・カフェテリアプラン導入

2018年2月より、「健康経営」の一環として、新しい福利厚生制度・カフェテリアプラン「Nカフェ」を導入

しています。従業員の心と体の健康を積極的にサポートし、健康増進および疾病予防の取り組みを強化

するとともに、育児・介護の両立を支援します。従業員は、付与された一定のポイントを使い、一人ひとり

それぞれに合った福利厚生メニューを選択して利用できます。メニューは育児、介護、健康に重点を置

き、自己啓発、財産形成、ライフサポートなど幅広く設定しています。

Nカフェキャラクター「Nanda」

健康プラス（＋）ストレージキャンペーン

2018年度より社員の生活習慣改善施策の取り組みとして、「健康プラス（＋）ストレージ�キャンペーン」を実施しています。�

このキャンペーンでは、各自が日々の生活習慣を見直す新たなプラス行動に対し、一定基準の到達者に福利厚生制度で使用できる賞金ポイ

ントを付与しています。2020年度は6月～11月間で任意の60日間の挑戦とし、全334人（前年＋84人）、のべ1,522人が応募し、達成者は259人

でした。

施策概要

部門 � コース 達成基準

運動不足解消

1 スポーツ・運動
「30分以上の息が弾む運動（ランニング、速歩でのウォーキング等）」2日/週以上。筋トレ含

まず

2 筋力トレーニング 「10分以上の筋力トレ（スクワット、腹筋、腕立て等）」3日/週以上

3 体操・ストレッチ 「10分以上のストレッチ（肩・腰・目等�）」あるいは「ラジオ体操」3日/週以上

食生活改善

4 おさかな食（EPA摂取） 「魚の主菜を1回/日以上」あるいは「EPA+DHA900mg/日以上」40日以上

5 栄養バランス 「1日1�食以上　主食、主菜、副菜　各1品以上の食事」かつ「朝食摂取」40日以上

6 減量 「2カ月で2㎏減�」かつ「体重記録」40日以上

7 減糖 糖質70~130ｇ/日　40日以上

8 減塩 塩分量8g以下/日　40日以上

日常習慣改善

9 禁煙（喫煙者限定） 全期間禁煙

10 節酒（飲酒者限定） 直近一ヶ月の飲酒習慣から「+3日/週の休肝日」全期間

11 歯磨き 「3�回/日の歯磨き　40日以上」かつ「歯科健診受診　1回以上」

12 手洗い/うがい 「外出先から帰宅後の手洗い&うがい」毎回・毎日

快適生活向上

13 休暇/リフレッシュ 6日以上の休暇取得

14 快眠 「6～８時間程度の睡眠をとった日�」40日以上

15 あいさつ/感謝の言葉
「上司・同僚に対する勤務開始・終了時の挨拶　毎日」かつ「ありがとう�の声掛け　40�日以

上」

2018年度より、社員ひとりひとりの自主的な食生活改善への取組みを促進するため、EPA/AA比が1.0以上を達成した社員に健康奨励金の支

給を行っています。測定結果は個人にフィードバックするほか、部署ごとに集計して番付表を発表しています。また、上位に番付された部署

にはオリジナルの健康番付シールを授与し、全社で表彰しています。
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健康UPセミナー

2020年度、健康UPセミナーを合計4回実施しました。これらはオンラインでLIVE配信し、テレワークでも参加可能にしました。また後日、参

加者にはニッスイの機能性食品を配付しました。

� 実施日 タイトル 内容 対象 参加人数

第1回 2020年7月10日 食事編 カラダとココロを整える食事

ニッスイ従業員（派遣社員

含む）

50名

第2回 2020年9月10日 機能性関連商品編

「魚の機能性とニッスイの商品展開」（機

能性食品の効能や効果的な摂取方法な

ど）

121名

第3回 2020年11月12日

運動編「RIZAP�LIVE�セ

ミナー」（講師：RIZAPト

レーナー）

・あなたの体力レベルの再確認�

・筋肉トレーニングの進め方�

・「結果にコミット」RIZAP式トレーニン

グ実践

・筋肉を効率良く付けるための食事法

93名

第4回 2021年3月5日 健康編（産業医講話） 従業員のヘルスリテラシー向上 126名

ヘルシー弁当

2019年12月よりニッスイ本社にて「ヘルシー弁当」の試験導入を行いました。これは当社の健康課題のひとつである「全国平均より高い肥満

率」への対策のため、食生活や塩分摂取量の改善を目的として実施しました。�

「ヘルシー弁当」とは、栄養バランス・量・塩分が考慮された食事として「スマートミール認証」を受けたお弁当のことで、特に食堂の無い本社

においては、理想的な栄養バランスの健康的な食事の摂取に役立っています。また、食生活改善による健康増進を特に促したい従業員を対象

にランチセミナーを実施し、栄養バランスや食事方法について指導を行いました。実施後アンケートでも、「意識が高まった」「美味しいので

続けられそう」といった声が寄せられました。

ヘルシー弁当

ランチセミナーの様子

禁煙啓発の取り組み

喫煙や受動喫煙による健康被害を防止するため、喫煙者の禁煙や事業所の分煙を推進する取り組みを行っています。

喫煙者への禁煙啓発

健康診断会場での保健師による喫煙者への個別指導や、スモーカライザーによる一酸化炭素濃度の測定、ニコチンガムのサンプル配布など、

様々な禁煙啓発活動を行っているほか、�禁煙外来で禁煙に成功した従業員には治療費の半額を補助し、禁煙をサポートしています。2019年1

月には社長が禁煙宣言し、30名近い従業員がそれに続いて禁煙に挑戦しました。

分煙の推進

2018年には本社・支社喫煙所を閉鎖し、業務用自動車を全車禁煙としました。他の事業所も閉鎖・縮小を進めています。

就業時間禁煙を目指して

2022年度までに「365�日就業時間禁煙化」を目指し、禁煙施策を強化しています。2020年10月より、「水曜日は吸い(水)ません」をスローガン

に、毎週水曜日を「禁煙デー」と定めることで、就業時間中の禁煙を促しています。

喫煙率の推移

毎週水曜日は『禁煙デー』ポスター
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こころの健康サポート

心の面でも豊かに仕事ができるようメンタルヘルスの向上に取り組んでいます。年1回、従業員を対象に

「ココロの健康診断」を実施し、その結果を受けて、個人・部署単位で人事部による必要なサポートをして

います。また、ハラスメントに関しては、発生を未然に防ぐため、ハラスメント勉強会（集合研修�・Eラー

ニング等）を行っている他、相談先としてハラスメントデスクを設置し、問題に対応できる体制を整えて

います。

保健師との面談

グループ会社における健康への取り組み

肥満解消を目指して（ニッスイタイランド社）

タイでは近年、食の欧米化や所得水準の向上により、過体重・肥満人口が増加傾向にあります。それに伴

い、糖尿病等の生活習慣が増加していることから、健康への意識が高まっています。�

ニッスイの海外グループ会社のニッスイタイランド社は、タイで水産加工品を中心とした製造業を営ん

でいます。同社では、従業員が皆健康的な状態で活動できるよう、「Good�Health�Without�belly」プロジ

ェクトを行いました。対象者は肥満傾向にある従業員とし、2019年4月にスタート、6月までに減量する

ことを目標に行われました。プロジェクトの期間中は、栄養士と看護師を招いて、適切な減量方法や効果

的なトレーニング、食べ物の栄養について指導を受けました。このプロジェクトにより参加者は、無理の

ない正しい知識を得ながら健康な身体を目指し努力することができました。

ウェルビーイングへの取り組み（シーロード社）

「ウェルビーイング（Well-being）」とは、会社や従業員が精神的にも身体的にも良好で健康な状態である

ことを表す概念で、生産性の向上や、従業員の心理的安全の確保のために近年注目を浴びています。�

ニッスイの海外グループ会社であり、ニュージーランドで漁業および水産品の販売を営むシーロード社

は、2020年2月より、従業員のウェルビーイングにむけた取り組みを開始しました。�

2017年に実施した全社を対象とするスタッフエンゲージメント調査において、ウェルビーイングに対す

る従業員の関心が非常に高かったことが、取り組み開始のきっかけとなりました。その後、業務や等級の

異なる様々な従業員による協議に加え、外部の専門機関による調査および監査を経て、シーロード社の

ウェルビーイングモデル図が完成しました。このモデル図では、以下の5点に焦点を当てています。

Looking�Out�For�Each�Other（互いを尊重したコミュニケーションをとる）�

Our�Place（精神的・身体的に安心できる場所にする）�

Feeling�Good（体調を整え良い精神状態を保つ）�

In�Balance（ワークライフバランスをとる）�

Our�Community（会社の一員であることを誇る）

図の上部では、会社にとって従業員がいかに重要かを示しており、下部では、シーロード社の現在の取り組みもしくは今後の施策を記載して

います。これらの結果、新たな施策として、従業員へのメンタルトレーニング、船員の海上の負担に特化した補助、工場従業員への栄養ワーク

ショップ等が行われることとなりました。希望者にはウェルビーイングのスマートフォンアプリの提供も予定しています。
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ビジネスパートナーとともに

CSR調達

ニッスイグループ調達基本方針の策定

原材料、または製品を調達する上で基本的な考え方を整理し、方針としてまとめました。

ニッスイグループ調達基本方針

私たちニッスイグループは、創業の理念に基づき、「地球や海の恵みに感謝し、5つの遺伝子から多様な価値を創造し、事業を通じて社会の課

題解決に取り組む」ことを宣言しています。�

そこで、原料等の調達においてもステークホルダーの期待に応え、社会貢献に寄与できるよう、CSR行動宣言を踏まえて「ニッスイグループ

調達基本方針」を策定しました。�

私たちニッスイグループは、本方針に従って、お取引先のご理解とご協力、ご支援を仰ぎながら、信頼関係に基づく調達を推進してまいりま

す。

1）調達原則

1.お取引先は、品質、コスト、デリバリー、サービスを総合的に勘案し選定します。

2.新たなお取引先に対しては、等しく門戸を開放します。

3.規格保証書の入手と相見積もりにより、適正な品質、価格で取引を行います。

4.安全性の担保と品質の向上を前提としたコストダウンを積極的に推進します。

2）遵法・調達倫理

1. 日本や関係各国の法令・ルールや社内規則を遵守します。

2.お取引先と交わした契約を誠実に履行します。

3.お取引先から知り得た情報の重要性を理解し、機密を保持します。

4.公正・公平な対応、透明性の高い手順によってお取引先との信頼関係を築きます。

5.不適切な利益供与や受領等の不正行為を排除します。

3）環境配慮

1.地球や地域の環境保全に配慮されている原料等の調達を推進します。

2.原料等の調達では、持続可能性、生物多様性、生態系の維持に配慮されていることの確認に努めます。

3.資源、エネルギー等の循環利用に配慮されている原料等の調達に努めます。

4）人権配慮

1.強制労働、児童労働、従業員の非人道的扱いに関わる原料等でないことを要請します。

2.従業員の連携の自由を尊重し、差別のない職場から供給される原料等の調達に努めます。

3.労働安全、衛生管理が適切な職場から供給される原料等の調達に努めます。

5）お取引先との協働

1.重要なビジネスパートナーとしてお取引先と密接に協働します。

2.お取引先に本調達方針をご理解いただき、ご支援とご協力を仰ぎます。

3.お取引先からの様々なご提案については、真摯に検証、検討します。

サプライヤー行動指針

お取引先と協働して、持続可能な調達を行う為、サプライヤー行動指針を策定しました。この指針は、「遵法・調達倫理」「環境配慮」「人権配

慮」「お取引先様との協働」「品質・安全性確保」「情報セキュリティ」「社会貢献」の7つの大項目から構成されています。

サプライヤー行動指針（88KB）

推進体制‐サステナブル調達部会

サステナブル調達部会は、執行役員（水産事業執行）を部会長として、原料開発部、水産事業部門、食品生産推進部、品質保証部、CSR部（事務

局）の部長、課長で構成しています。

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sustainability-cms-nissui-s3/img/site/CSR_Supplier_Guidelines.pdf


ニッスイCSR購買取り組みセルフチェックシート

お取引金額が多い、依存度が高い等、ニッスイグループにとって関係性の深いサプライヤー向けのセルフチェックシートです。「遵法・調達倫

理」「環境配慮」「人権配慮」「品質・安全の確保」「情報セキュリティ」「社会貢献」の項目から成り、サプライヤーに自社の取り組み状況を答え

ていただきます。特に環境と人権に重きを置いた質問構成となっており、全132項目から成ります。このセルフチェックシートにお答えいた

だきたいサプライヤーに向けては、説明会を実施しています（CSR調達説明会）。

新規サプライヤー向けCSR購買取り組みチェックシート

これからニッスイとお取引を行うサプライヤーに向けたチェックシートです。ヒアリング形式で行い、CSRの基本的な内容で17項目の質問

から成ります。ニッスイのCSR調達の考え方と目指すべき姿に同意をいただき、一緒に協働いただける意思確認が目的です。

訪問チェックシート

既にお取引がある、商社以外の全サプライヤーを対象としたチェックシートです。項目はCSR調達で特に重要視する「人権配慮」に絞り9項目

ですが、ニッスイ従業員による現地・現物確認です。

CSR調達説明会

初めて「ニッスイCSR購買取り組みセルフチェックシート」に回答いただく国内サプライヤーに対して、

事前説明会を実施しています。「ニッスイグループ調達基本方針」「サプライヤー行動指針」を含むニッス

イグループのCSRの取り組み、また「ニッスイCSR購買取り組みセルフチェックシート」の主旨をお伝え

するほか、外部講師を招いて「水産・食品の調達で求められるCSR」の講演を実施、CSR調達の基本的な考

え方を共有します。�

2020年度は説明会の代わりに説明動画を作成して、セルフチェックシートに回答いただく全てのサプラ

イヤーに配信しました。

ニッスイグループCSR調達説明会

説明会（説明動画）でお伝えすること（抜粋）

サプライチェーン全体を通したCSR調達の意義

環境活動の重要性（環境負荷低減・グリーン購入）

児童労働や強制労働など人権課題の共有

� 2019年度 2020年度

説明会参加サプライヤー数（うち海外サプライヤー数） 16社 36社（4社）

その他の取り組み実績と目標

2020年度は国内外36社（新規：23社、再調査：13社）に「ニッスイCSR購買取り組みセルフチェックシート」に回答いただきました。回答結果は

集計しグラフ化するだけでなく、「人権配慮」と「環境配慮」への認識・取り組みに焦点を当てたコメント付きのフィードバックシートを返却

し、各社へ今後取り組みを強化いただきたい点をお伝えしました。さらに、回答の意図と実態を確認するため、サプライヤー6社に対しオンラ

インでヒアリングし、各サプライヤーの課題とそれに対する改善アドバイス、他サプライヤーの好事例共有を行いました。�

また、現在セルフチェックシート対象サプライヤー以外のサプライヤー向けにWebチェックの仕組みを構築中です。今後は、2025年までに

セルフチェックシートとWebチェックで、既に取引のある全一次サプライヤーの確認を終了させる計画です。

� 2018年度 2019年度 2020年度

ニッスイCSR購買取り組みセルフチェックシート　実施社数�

（うち再調査社数）

32�

（-）

33�

（14）

36�

（13）

訪問チェックシート　実施社数 未実施 5 未実施

新規サプライヤー向けCSR購買取り組みチェックシート　実施社数 未実施 未実施 未実施

持続可能なパーム油の調達

パーム油はインドネシアやマレーシアなどの熱帯地域で栽培されるアブラヤシの果実から得られる植物

油です。パーム油の生産地では農園開発に伴う熱帯林の伐採や森林・泥炭火災、生物多様性の損失、また

労働者の安全面や人権面の課題など様々な問題が指摘されています。�

ニッスイグループでは2017年8月に策定したニッスイグループ調達基本方針のもと、環境や人権に配慮

した原材料調達に取り組んできましたが、パーム油固有の課題解決、また持続可能なパーム油の調達を

推進するため、2021年1月にRSPO（Roundtable�on�Sustainable�Palm�Oil：持続可能なパーム油のための

円卓会議）に加盟しました。�

RSPOへの加盟を機に、持続可能なパーム油の調達に取り組んでいきます。

�

ゴートンズ社の持続可能な調達プログラム「Gorton�s�Trusted�Catch」

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、自社プログラム「Gorton s�Trusted�Catch」

にて、事業における様々な分野の調達段階（原材料、エネルギー、容器包装資材）で持続可能性を向上させ

ることを約束しています。

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

CSR調達推進体制

ニッスイグループ調達基本方針、サプライヤー行動指針のもと、ニッスイグループが関わるサプライヤーでの人権・環境リスクを排除する

為、3つのチェック体制でCSR調達を推進しています。�

これら3つのチェック体制により、ニッスイグループとお取引のあるサプライヤーの現状を確認・把握し、リスクがあると判断されれば一緒

にその現状を改善していきます。ニッスイはサプライチェーン全体で持続可能な調達を目指します。
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水産品の調達

水産品を使った冷凍食品の製造を行う会社として、サプライヤーと協力しながら持続可能な水産品の調達に取り組んでいます。

2020年の取り組み

自社で調達した水産品に関して、持続可能な資源（MSC、BAP、�ASC、FIP（注1））から調達した割合99％超を達成

自社で調達した養殖による水産品に関して、BAP2スター以上100%を達成（BAP�4スターに関しては71%）

西ベーリング海のスケソウダラに関するFIPを支援

ロシア産サーモンに関するFIP連合設立を競合他社とともに支援

アラスカ産スケソウダラに関する混獲調査をサプライヤーと協働し実施

2021年の目標

WWFが後援するエクアドル天然エビに関するFIPの支援計画を実行

西ベーリング海のスケソウダラに関するFIPの支援継続。目標は冷凍ブロック500,000ポンド／年の購入

ロシアのサーモンFIP連合で交わした覚書を実行し、MSCおよびFIPのサーモンの割合増加

THESISスコア（注2）を平均5％向上（対Walmart、Kroger、Aholdなど）

アラスカ産スケソウダラの混獲削減に関するベストプラクティスを策定

自社が調達する養殖水産品に関して、BAP2スター以上100%を維持。また、4スターの割合に関しては2022年までに全体の85％、2023年ま

でに全体の95％に増加させる。

（注1）FIP：漁業改善プロジェクト。漁業に関わるステークホルダーが協力し、持続可能性の向上を図るもの。Conservation�Alliance�for�Seafood�Solutions「FIPガイドライン」に示された段

階的取り組みが必要となる。�

（注2）THESIS：The�Sustainability�Insight�System。製品のライフサイクル全体にわたって情報が収集・分析されている。サプライヤーは、自社のスコアやランク付けを確認し、改善の機会

につなげることが推奨される。

キング・アンド・プリンス・シーフード社の取り組み

ニッスイの海外グループ会社であるキング・アンド・プリンス・シーフード社（以下K&P社）は、アメリカで水産品を中心とした冷凍食品の製

造・販売を行っています。同社は事業運営においてFairness（公正さ）を重要視しており、同社の水産物の製造に関わるサプライヤー対して、

強制労働を含む不公正な労働が行われていないことを示す誓約書への署名を求めています。2019年12月末現在で58のサプライヤーが署名

を行いました。また、労働環境に関する独自の監査を行っているほか、2020年にはSEDEX（注）に加盟し、K&P社のCSR調達に対する信頼性を

高める取り組みを進めています。

（注）SEDEX：社会・環境面に配慮された事業慣行の推進を目指し活動しているイギリスのNPO組織。世界最大級のサプライチェーン管理システムを運営しており、世界150カ国、50,000を超

える企業や組織が会員となっている。

ニジコ社の取り組み

ニッスイの海外グループ会社であるニジコ社（ベトナム）では、SMETA監査（注）に取り組んでいます。2020年2月に監査会社による事前調査

を実施し、以下のような課題や問題点の洗い出しを行い、改善をスタート、2020年11月にSMETA監査に合格しました。�①時間外労働、深夜作

業の停止　②定時作業時間を10時間から8時間（週48時間）に変更　③土曜日を定休日に指定　④女性（妊婦、幼児）に対するケア（休憩と補助

金）を設定　⑤給与計算システムの導入　⑥年次有給休暇の制度導入　⑦指紋認証システム導入（作業時間の把握）　⑧男女別の医務室設営　

⑨労務関連文書の更新　⑩防災チームの再編　�⑪安全通路、非常口の明示　⑫危険個所の注意掲示（電気、高温）　⑬消防設備の改善（警報シ

ステム）

（注）:SMETA�監査(Sedex�Members�Ethical�Trade�Audit)とは、世界の大手小売・食品企業が参画し、グローバルサプライチェーンにおける企業倫理の向上を目的として策定された監査スキ

ーム。
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株主・投資家とともに

「株主・投資家とともに」ページはこちらをご覧ください。
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「海とさかな」自由研究・作品コンクール

出張授業・体験学習について

「海とさかな」自由研究・作品コンクールは、より多くの子どもたちに海や魚に興味を持っていただくため、小学生を対象に、「海とさかなとわ

たしたち」をテーマとした研究・創作作品を募集しています。

1982年にスタートし、ニッスイは第1回から協賛を続けています。�

当コンクールでは、「体験を通じて学ぶ」場を提供するという趣旨のもと、毎年小学生を対象に「海とさかな」に関する学びの場の提供や作品

制作のサポートとして、出張授業や体験学習ツアーなどの関連イベントを行っています。

出張授業

「出張授業」は「公益社団法人日本水産学会」、「国立研究開発法人水産研究・教育機構」、などの協力を得て魚や水産業に関わる研究者や専門家

の方々に、日本全国の小学校を訪問していただき、「海とさかなの不思議を学ぼう！」というテーマで、通常学校の授業では得られないような

専門的な知識を分かりやすく説明した授業を行っています。

2020年度は、新型コロナウィルス感染拡大の影響を鑑み、出張授業の代わりとして、「タツノオトシゴ」の

特別授業をYouTubeに公開しました。

タツノオトシゴ動画

オンライン体験学習

毎年海岸や研究施設で体験学習イベントを実施し、応募作品制作のサポートを行っています。�

2020年度はコロナ禍のため、体験学習を自宅にいながら参加できるオンライン体験学習に切り換え、8月に全4日間の日程でWeb会議システ

ムを利用して実施しました。�

「アート」「サイエンス」「ネイチャー」の各分野の講師によるワークショップ（計9回）には、アメリカやオランダなど海外からも含めて211人

の小学生が参加しました。参加者は自宅にいながら、地球や魚について感じ、考え、学ぶという貴重な体験ができました。

体験学習をまとめた動画をYouTubeでも配信しています。

ネイチャーワークショップの様子 アートワークショップの様子 アートワークショップの講師�

藤井ひとみ先生（色彩のアーティスト）

第39回（2020年）入賞作品

第39回となる2020年は、日本全国および世界各地の小学校から、22,675点もの個性あふれる応募作品が寄せられました。�

その中から、各部門で入賞した作品をご紹介します。

農林水産大臣賞

謎だらけ　エビヤドリムシ

鹿児島市立坂元小学校

二石�寛士

PDF（20.5MB）

文部科学大臣賞

こんなに凄い！トビハゼに迫る！～防御編～�

さいたま市立浦和別所小学校

中村�勇吾

PDF（19.3MB）
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研究部門

海洋開発研究機構理事長賞

潮だまりの宝石　ロウソクギンポ

鹿児島市立坂元小学校

二石�恵

PDF（6.39MB）

水産研究・教育機構理事長賞

歩く魚！ホウボウのなぞ�

東京学芸大学附属小金井小学校

前川�絢音

PDF（6.16MB）
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https://sustainability-cms-nissui-s3.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/pdf/39-4.pdf


日本水産学会会長賞

PRIDE�FISH～日本の魚食を楽しむ～�

星美学園小学校

岩下�宗也

PDF（34.7MB）

朝日新聞社賞

僕のクロベンケイガニ産卵研究

浦安市立北部小学校

松永�侑真

PDF（16.3MB）

朝日学生新聞社賞

古代生物？！�

京都市立音羽小学校

稲波�紘太

PDF（2.76MB）

日本水産株式会社賞

お魚さん、おいくつですか？�

安城市立安城東部小学校

林�凛太朗

PDF（21.2MB）
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農林水産大臣賞

ばあちゃんの綱おこし

唐津市立相知小学校

山下�和香

PDF（5.03MB）

文部科学大臣賞

私の自慢

大仙市立横堀小学校

長澤�美来

PDF（6.72MB）

創作部門

海洋研究開発機構理事長賞

ぼくとおじいちゃんとタカアシガニ

安城市立明和小学校

江坂�春輝

PDF（6.25MB）

水産研究・教育機構理事長賞

大ダコ

香芝市立旭ケ丘小学校

宇原�虎太郎

PDF（5.23MB）
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日本水産学会会長賞

うみのえてがみ

神津島村立神津小学校

鈴木�陽太

PDF（7.03MB）

朝日新聞社賞

Amazing�Spots�

星美学園小学校

相川�佳玲

PDF（4.00MB）

朝日学生新聞社賞

海の生きのこり大作戦

大阪教育大学附属天王寺小学校

佐々木�琳史

PDF（23.5MB）

日本水産株式会社賞

コショウダイの王様

昭和学院小学校

藤原�草介

PDF（3.83MB）

海外作品特別賞

海外作品特別賞

海とさかなと僕

イタリア�トリノ補修授業校�

小林�千真

PDF（5.42MB）
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沖縄美ら海水族館バックヤード・オンライン・ツアー

2021年3月13日に、第39回「海とさかな」自由研究・作品コンクールの参加者限定の特別企画として、「沖縄美ら海水族館バックヤード・オンラ

イン・ツアー」が行われました。�

同水族館で人気のあるジンベエザメや子どもたちにも人気の高い深海生物の生態などについて、担当の飼育員３名がツアーの案内役とし

て、ジャパンＧＥＭＳセンターの鴨川氏が司会役として参加しました。�

飼育員しか入ることのできない「黒潮の海」大水槽の上部フロア、大水槽の中を観察する特別な場所、予備水槽などを順番に案内しながら、子

どもたちとチャット機能を使ってクイズを行い、水族館の舞台の裏からYouTubeで動画配信しました。

東シナ海が見える屋外手レスから、バックヤー

ド・オンライン・ツアーをスタート

大水槽「黒潮の海」の上部にある橋の上から、

iPadを使って水槽内を撮影

大水槽「黒潮の海」で、ジンベエザメを見る来館

者

観察窓のある特別室から、大きなアゴの標本を

手にジンベエザメの生態について説明

人気のオオグソクムシについて説明
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ニッスイパイオニア館

ニッスイパイオニア館とは

水産資源から多様な価値を創造してきた、ニッスイの過去・現在・未来

がここにある。

1911年の創業以来、ニッスイは世界の人々と手を携え水産資源から多様な価値を創造することで、社会に貢献してきました。�

創業100年を機に、こうした企業姿勢とその基盤となる創業の理念を未来に伝えていくために、ニッスイパイオニア館は誕生しました。当館

では、水産資源から新しい価値を創造してきたニッスイの過去・現在・未来を展示しています。

創業の地、北九州市戸畑の「ニッスイ戸畑ビル」に開設

ニッスイは、創業者・田村市郎が、トロール漁船を建造するため�国司浩助（くにしこうすけ）�をイ

ギリスへ派遣したところから始まります。1911（明治44）年、下関に田村汽船漁業部を設立。1929

（昭和4）年には戸畑に移転し、水産物供給のための機能を結集しました。

ニッスイ戸畑ビルは1936年（昭和11年）に建造された建物です。2009年に「北九州都市景観賞」を

受賞いたしました。夜間は20時までライトアップしています。

ニッスイパイオニア館所在地

上記の地図をクリックすると拡大して表
示されます

住所

�

〒804-0076�

福岡県北九州市戸畑区銀座2-6-27�ニッスイ戸畑ビル1階

電話 093-884-2042

FAX 093-884-2124

開館時間 10時～17時（入館は16時30分まで）

休館日 日曜日・祝日・年末年始など

入館料 無料

展示のご案内
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水産・海洋事業への取り組み

日本サバイバルトレーニングセンター

2011年4月、ニッスイマリン工業（株）は、日本初の民間の海洋サバイバル訓練施設「日本サバイバルトレーニングセンター（NSTC）」を開設し

ました。

NSTC�は、世界の海で活動する人々が事故に直面した際に、冷静に判断して行動し、生命の安全を守る能力を身につけるための、海洋サバイバ

ル訓練を世界基準で提供し、世界の海洋産業の継続的かつ健全な発展に貢献することを目的としています。

NSTCの訓練施設は、北九州市戸畑区に海洋サバイバル訓練施設として訓練棟（プール棟）と救命艇設備があり、同市若松区に消火訓練施設が

あります。

これらの施設・設備を利用して受講者は、ヘリコプター水中脱出訓練、洋上サバイバル訓練、初期消火訓練、避難要領訓練など、サバイバルス

キルを身につけられる訓練を行います。さまざまな海洋産業に従事する大切な人材の損失防止と事故被害額の最小化等の観点でNSTC�の必

要性は非常に高く、社会的にも意義のある事業となっています。

また、訓練棟のプールや機材を民間のダイビング事業者に提供し、ダイビング事業者の訓練に使用していただいています。これにより、ダイ

バーのスキル向上、ひいては海洋レクリエーションの安全性の向上にも貢献しています。

創業以来、海に関わる事業を展開してきたニッスイにとって、海洋産業従事者の安全を確保することは、海洋人材の育成とともに重要な関心

事です。ニッスイはNSTCを通じて、これからも海洋産業の健全な発展に貢献していきます。

日本サバイバルトレーニングセンターのWebサイ
ト：http://n-s-t-c.com/

日本海洋事業株式会社

ニッスイのグループ会社である日本海洋事業株式会社は、国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）が所有する研究船等の運航・管理

業務を受託しています。海底広域研究船「かいめい」等の運航や、有人潜水調査船「しんかい6500」及び無人探査機等の運用・メンテナンス、日

本周辺を中心とする地震発生帯の海底下地殻構造探査等、最先端の海洋観測ニーズに応えています。

最近では無人探査機による海底地形調査技術の革新を目的とする国際コンペティション�Shell�Ocean�Discovery�XPRIZE�に、日本代表チー

ムの�Team�KUROSHIO�メンバーとして、参加しています。本コンペティションは、既存技術をはるかに超えた水準で深海の海底地形図の作

成を競うもので、日本海洋事業は、AUV（Autonomous�Underwater�Vehicle、自律型無人探査機）の運用技術を提供するとともに、AUVで取得

した海底地形データを処理する重要な役割を担っています。

日本海洋事業は、創業以来培ってきた海洋現場での知識と技術を活かし、最前線の研究活動を支える技術者集団として、海洋・地球・生命の統

合的理解への挑戦に貢献しています。

海洋地球研究船「みらい」�
画像提供:�JAMSTEC

深海巡航探査機「うらしま」�
画像提供:�JAMSTEC

有人潜水船「しんかい6500」�
画像提供:�JAMSTEC
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食育（魚食普及）への取り組み

魚食普及への取り組み

おさかなマイスターの「イートフィッシュプロジェクト」

ニッスイグループの山津水産（株）では、2013年5月より魚食普及活動「イートフィッシュプロジェクト」

を開催しています。その一環として、山津水産の「おさかなマイスター」が、地元新潟県の小学校を中心に

訪問しています。�

2020年度は4回実施し、講義とふれあい体験を行い、鳥取県産真あじを食べました。講義では魚を取り巻

く環境や魚の旬、魚の流通（生産→製造→販売→発展→地域活性化）について学び、ふれあい体験では真

あじの皮引きを体験しました。参加した子どもたちは真剣な表情で講義を聞いていました。

焼き魚を使って、どこに骨があるのか?学
びながら食べる

銀ざけ集会

ニッスイグループの弓ヶ浜水産（株）は鳥取県境港市と協力し、地元食材への関心を高める食育活動の一

環として「銀ざけ集会」を2013年から毎年実施しています。これまでは保育園を訪問し境港サーモンの

卵から食卓に届くまでの過程を紙芝居形式で読み聞かせを行っていましたが、2020年度は各保育園の先

生にお願いし実施しました。子どもたちは紙芝居や映像を通じてギンザケの養殖を楽しみながら学び、

給食ではギンザケを味わい笑顔を浮かべました。

紙芝居を見る子供たち

魚食普及のための出張授業、広報活動

ニッスイグループの広島水産（株）では、魚の美味しさや効能、調理の楽しみを伝えるため多くの活動を

行っています。2020年度は学校や地方公共団体への出張授業を8回行い、魚のおろし方など調理方法を

レクチャーするとともに、講義により魚の効能や市場の役割についても伝えました。その他にも、テレビ

やラジオといったメディアを通して、旬の魚や魚の調理について伝えています。

市場祭の様子
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飢餓ゼロへの取り組み

Table�For�Two活動（八王子総合工場）

八王子総合工場では2018年3月から、社員食堂でTable�For�Twoの活動を実施しています。Table�For

Twoとは二人の食卓という意味で、対象となる定食や食品を購入すると、1食につき20円の寄付金がNPO

法人を通じて途上国の子供の学校給食にあてられる仕組みです。�八王子総合工場ではこのTable�For

Twoメニューを週1回提供しており、健康によいEPA・DHAが豊富に摂れる魚料理をメニューに指定して

います。�

2020年は、10月16日の世界食料デーに合わせて、食べ残しや飢餓についてのスライドの上映を行いまし

た。当日提供されたTable�For�Twoメニューでは、ウガンダで給食として食されている「ポショ」を小鉢で

提供し、支援先の子どもたちが食事をしている様子に思いを馳せました。マッシュポテトの上に、トマト

ソースで煮込んだ豆をトッピングした内容にアレンジしたもので、社員からもとても好評でした。�

また、飲料の購入に伴って寄付を行うことができるTable�For�Twoの自動販売機も導入しており、工場従

業員が気軽に社会貢献できる場となっています。2020年度は、合計110,340円が寄付に充てられました。

子ども貧困問題への支援（ファインケミカル総合工場つくば工場）

2019年1月29日、ファインケミカル総合工場つくば工場では、災害時備蓄品の自社缶詰のうち賞味期限が迫っている216缶を、つくば市こど

も未来室へ寄贈しました。これらの缶詰は、つくば市内の6つのみんなの食堂（つくば市版子ども食堂）に寄付され、つくば市内の経済的に困

難を抱える子どもたちの支援に役立てられます。�

また、こどもの未来を支援するための新しい仕組みとして2019年につくば市で創設された、「つくばこどもの青い羽根基金」に賛同し、募金箱

の設置も行いました。2020年度は給食約100人分にあたる30,000円を寄付しました。今後もつくば市と連携しながら地域の子どもたちのサ

ポートを行い、つくば市の貧困問題の解決を目指します。
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工場見学・職場体験

子供が楽しめる工場見学

子供の頃から食の生産現場にふれ、ものづくりへの興味を育んでほしい。食の大切さを知り、魚食に親し

んでほしい。そんな思いから、八王子総合工場、姫路総合工場、安城工場、戸畑工場の4つの食品生産工場

で、地元の小学生の食育のため、工場見学を受け入れています。2019年度は4工場合わせて約2,200名が

見学に訪れました。また、八王子総合工場では地元の親子を対象とした食品づくり体験も開催していま

す。

安城工場の見学

魚を研究するおもしろさを体験

大分海洋研究センターのある大分県佐伯市は、江戸時代に「佐伯の殿様、浦でもつ」と言われたほど漁業がさかんな町です。そのような地域に

養殖に特化した研究所があることを周辺の方々に知っていただこうと、地元の小学生を対象とした社会見学と中学生向けの職場体験を行っ

ています。子供たちが水産や養殖に興味を持つきっかけとなり、またその中から未来の研究者が生まれてくれたらとプログラムを工夫して

います。

小学生向けの社会科見学

2019年11月28日、佐伯市立松浦小学校の3年生7名を迎え、魚の研究を知ってもらうプログラムを実施しました。当日は、センターの紹介や養

殖研究の説明、飼育中の試験魚の見学、魚への餌やり体験や餌用プランクトンの顕微鏡観察を行いました。子どもたちからは魚の飼育や餌に

ついて沢山の質問があり、魚を研究することにとても興味を持ってくれたようでした。後日、子どもたちからはたくさんの感想が届きまし

た。

中学生向けの職場体験

2019年8月1日、大分県中学校文化連盟主催の交流会としてセンターの体験会を行いました。別府市・大分市・佐伯市の約10校から生徒25名が

参加し、センター内見学と顕微鏡観察に加えて、ブリ若魚の体測や解剖を行うサンプリング実習を行いました。生徒たちはセンターの研究員

も驚くほど実習に熱心に取り組んでくれ、たくさんの質問があがるなどプログラムは大盛況となりました。

「シーフード・ユニバーシティ」プログラムの実施（キング・アンド・プリンス・

シーフード社）

ニッスイの海外グループ会社であるキング・アンド・プリンス・シーフード社（アメリカ、以下K&P社）は、「シーフード・ユニバーシティ」とい

う2日間のプログラムを開催しています。同プログラムでは、工場見学やえび漁船に乗船してのレクチャーを通じて、K&P社の概要、取り扱う

商品や販売手法、サステナビリティの取り組みを参加者に伝えます。�

1976年に開始したこの活動には、同社の従業員だけでなくサプライヤーや一般消費者も参加し、これまでで4,400人以上がシーフード・ユニ

バーシティを「卒業」しました。ステークホルダーを巻き込んでK&P社の取り組みを伝える機会となっており、参加者からは「他と比較しても

優れた研修である」と好評です。

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

Sustainability Report 2021 詳細版 77

https://www.nissui.co.jp/corporate/rd/innovation_center/ooita.html


スポーツ支援

ニュージーランドラグビーへの協賛

ニッスイは、ニュージーランドラグビー協会を通じて、同国ラグビー代表チーム「オールブラックス」の

オフィシャルスポンサーを1988年より、また、ニュージーランド大学ラグビー協会への協賛を2003年よ

り続けています。

ニッスイはニュージーランド沖でトロール漁業を行ったり、同国産マトンを原料に使用した缶詰を製造

した歴史があるなど、古くから同国とのつながりがありました。また、現地の会社との提携事業を通じて

ニッスイが培ったトロール漁業の技術移転を行ったり、合弁会社を設立するなどの関係もありました。

これらを基盤にしたラグビーへの協賛は同国との友好・親善・協働関係をさらに深め、またラグビーとい

うスポーツの振興に貢献し、今日まで継続してきたものです。�

ニッスイはこれからもオールブラックス、そしてラグビーへの協賛を続け、ラグビーが有する「フェアネ

ス」、「One�for�All�,�All�for�One」の精神が社会に浸透していくことを応援します。

東京・国立競技場で開催されたニュージー
ランド代表とオーストラリア代表の伝統
の一戦「ニッスイ東京2009�ブレディスロ
ーカップ」

日本マスターズ水泳への協賛

ニッスイはEPAをスポーツの分野で活用するSPORTS�EPAブランドを展開し、日本マスターズ水泳への協賛を続けています。水泳では持久力

が求められ、競技中に陥る酸欠状態の克服が大きな課題となりますが、EPAの摂取により運動効率の改善や、疲労度合いの軽減が期待されま

す。ニッスイは（社）日本マスターズ水泳協会が主催する大会に協賛しており、全ての選手が最後まで最高のパフォーマンスを発揮できるよ

う応援しています。

日本マスターズ水泳のWebサイト：�http://www.masters-swim.or.jp/

展示ブース �

長野県東御市と食とスポーツに関する連携協力を締結

2020年9月16日、ニッスイと長野県東御市は、食とスポーツに関する連携協力の包括協定を締結しまし

た。東御市における食の発展とスポーツの振興を図り、豊かな地域社会の形成に寄与することが目的で

す。速筋タンパクやEPAなど、水産物由来の機能性素材をはじめとしたニッスイの食に関するノウハウ

を活用し、東御市と協働して情報発信と啓発活動を行うことで、多くの人々の健康へ貢献していきます。

本件のニュースリリース

ニッスイ湯の丸アスリート食堂でのメニュー提供

東御市の高地トレーニング施設「GMOアスリーツパーク湯の丸」に「ニッスイ湯の丸アスリート食堂」を併設し、ネーミングライツパートナー

として、アスリート向けの食の支援を行っています。速筋タンパクやEPAを摂取できるニッスイ製品を活用し、地元の食材と組み合わせて、

栄養バランスを考慮した美味しくて身体に良いメニューを提供しています。今後はアスリートへのサポートにとどまらず、一般利用者への

開放も検討しています。

アビスパ福岡へのスポンサー活動（博多まるきた水産株式会社）

ニッスイのグループ会社である博多まるきた水産株式会社は福岡のサッカーチームであるアビスパ福岡

へのスポンサー活動を2015年より行なっています。より地域に根ざした活動を行うためアビスパ福岡と

協議し、アビスパ福岡が行なっているサッカー教室の支援を2019年から開始しました。2020年は福岡市

西区のサッカー教室の小学校1年生から3年生まで50名を対象に、アビスパ福岡のスクールコーチから直

接指導をしていただきました。当日は天候にも恵まれ、普段は天然芝のコートで練習したことの無い年

齢の子供たちも多く、楽しそうにサッカーをしていました。
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地域貢献活動

地域の災害への対策（八王子地域）

北野町防災訓練への参加

2019年10月27日、八王子総合工場は、八王子市北野町が実施する防災訓練に参加し、地域の避難場所や

洪水ハザードマップなどをまとめた資料の展示・配布を行いました。また、備蓄品としてのおさかなソー

セージを紹介し、参加された方々へ配布しました。�

2019年は大型台風の上陸で、北野町に流れる浅川が氾濫水域に達したこともあり、特に洪水ハザードマ

ップは多くの方がご覧くださいました。また、おさかなソーセージが常温で約4ヵ月保管でき、災害時の

良質なたんぱく源として利用できることを地域の方々にお伝えすることができました。

災害時などの井戸水の提供

八王子総合工場およびグループ会社である（株）チルディー、キャリーネット（株）八王子事業所の位置す

る敷地には深井戸があります。その井戸の水は、日々の水質管理のもと、工場や事務所において使用され

ています。�

八王子総合工場は、災害時など水道水の供給がストップした場合に備えて、八王子市と「災害対策関連協

定」を締結し、この井戸の水を飲料水として提供するという取り決めを結んでいます。平時はもちろん、

有事の際にこそ、同じ地域で暮らす方々のお役に立ちたいという思いからなる地域貢献活動です。

安全・安心なサーモンを地域住民へ届けるアンテナショップの運営

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（以下SA社）は、チリでサーモンの養殖・加工・販売事業を営んでいます。

SA社の本社があるロス・ラゴス州チロエ島ではサーモン養殖が盛んに行われていますが、品質の良いサーモン製品のほとんどは国外へ輸出

されており、チロエ島では格外品や由来に不安が残る製品しか入手できないのが一般的でした。�

SA社は、ニッスイグループとなって25周年の記念の年である2013年、地元チロエ島の中心都市であるカストロに、安心・安全な自社サーモン

製品を販売するアンテナショップをオープンしました。アンテナショップは大変好評で売上も順調に伸び、SA社の高品質な製品を地域住民

に広く知ってもらうきっかけにもなりました。この評判を受けて2019年11月には、チリの首都であるサンティアゴに2号店をオープンする

こととなりました。サンティアゴへの進出により、さらに多くの人々に自社サーモン製品をお届けできるようになりました。�

チリのサーモン養殖業界のパイオニアであるSA社は世界各地の顧客にFIVE�STARブランド製品を販売していますが、地域の人々からも愛さ

れる企業を目指しています。

次世代育成に向けた活動

境港うなばら水産奨学会への寄付（共和水産株式会社）

ニッスイのグループ会社である共和水産（株）は鳥取県境港市に所在しており、1985年より、公益財団法

人境港うなばら水産奨学会へ奨学金の寄付を行ってきました。奨学金の支給対象者は、鳥取県で水産教

育を受けようとしている、または水産関係の就職を目指している高校生の中から選ばれます。将来の水

産業を担う青少年を支援するとともに、地元鳥取県の水産教育の振興や地域水産業のさらなる発展を目

指しています。

学生への奨学金の授与（ユニシー社）

ニッスイの海外グループ会社であるユニシー社（アメリカ）は、同社に所属している学生（両親、祖父母、自分自身などが雇用されている）に奨

学金を授与しています。応募者の中から、小論文や将来の研究計画などいくつかの項目について採点し、奨学金の金額が決定されます。2020

年は13の奨学金が授与されました。

MTT（My�Town�Teacher）事業への参加（日本海洋事業株式会社）

ニッスイのグループ会社である日本海洋事業株式会社が所在する神奈川県横須賀市では、「MTT」という名称のキャリア教育推進事業が実施

されています。これは、横須賀市で働く大人が「M（マイ）T（タウン）T（ティーチャー）」として中学校でキャリア教育を行い、子どもたちに「働

くことって何？」「仕事の辛さや喜びって何？」等を伝えるものです。日本海洋事業株式会社は2011年より同事業に参加し、2020年1月までに

延べ47人がMTTとしてキャリア教育に協力しました。

地元高校の教材としてのサーモン提供（弓ヶ浜水産株式会社）

ニッスイのグループ会社である弓ヶ浜水産株式会社は、鳥取県境港市に所在し、サーモン他の養殖・水産

加工業を営んでいます。同市の境港総合技術高校の食品・ビジネス科では、毎年新巻きザケ製造実習を行

っており、これは70年以上続く伝統的な実習です。弓ヶ浜水産（株）は、同市沖の美保湾で同社が養殖した

ギンザケ（境港サーモン）を、実習の教材として提供しています。2019年11月に5回にわたって行われた

実習では合計1,200本の新巻きザケが製造され、同年12月には一般の方への販売実習としても使用され

ました。�将来を担う高校生が、水産の加工・販売について学ぶ機会であるとともに、地元の食材に親しむ

きっかけとなっています。
写真：日本海新聞提供（2019年11月28日掲
載）

大阪・関西万博教育プログラム事業「アイデアミーティング」への参加

2020年12月、SDGsに取り組む企業として、大阪・関西万博教育プログラム事業（注）の一環である「アイデ

アミーティング」に参加しました。協力したのは、ニッスイを含め、大阪に支社を持つ企業計13社です。

このアイデアミーティングは、学校とSDGsに取り組む企業が意見交流をする場のことで、子ども達が教

育プログラムの授業を通して考えてきたアイデアに対してのアドバイスや企業のSDGs達成に向けての

取り組みを紹介するものです。このアイデアミーティングを経て、2月27日に大阪府教育センターで大阪

府内の９つの中学校がジュニアEXPO（授業を通して考えたすべてのいのち輝くためのアイデアを発信

する場）で、子ども達は自分達のアイデアについてプレゼンテーションを行いました。
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実施日 対象中学校

内容

生徒プレゼン 企業プレゼン

2020年12月10日 貝塚市立第四中学校 講師となるニッスイ従業員のレクチャーのも

と、生徒６人／チームが、自分達の解決したい

SDGs目標と、そのためのアイデアをプレゼ

ン。それを受け１チーム毎にフィードバック

を行いました。

ニッスイの会社紹介と取り組んでいるSDGs

について子ども達に説明を行いました。

2020年12月15日 枚方市立東香里中学校

（注）大阪・関西万博教育プログラム事業：�

概要：公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会編集の教材を用いた授業を通じて、これからの未来を担う子どもたちが、開催前から大阪・関西万博に向けた取り組みに参加し、SDGsに

ついて学び、地域や社会の課題について子どもたち自らが発見しながら、同万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」のためのアイデアを考えてもらうとともに、2025年には実際に

万博会場へ行きたくなるよう、興味・関心を高めてもらうことを目的に実施するものです。�

事業主体：公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会�

実施協力：大阪府教育庁、大阪市教育委員会　他大阪府内の市教育委員会

グローバル水産研修

2002年より、将来ニュージーランド水産業の発展に貢献する若手マオリを日本に迎えて研修を実施して

います。�

年に1～2名を受け入れ、1年かけてニッスイグループの全国の事業所で漁業、養殖、加工・販売、流通まで、

各分野の実習を行います。�この研修では、水産業への知識を深めるだけでなく、日本語習得と、日本文化

や消費者ニーズを学ぶことも目的としています。�研修修了生は、学びを活かしてニュージーランドの水

産業やその他関連事業で活躍しています。

地域の先住民族への支援（サルモネス・アンタルティカ社）

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（以下SA社）の飼料工場は、チリのビオビオ州ロス・アンへレスに所在して

います。同州アンデス山脈近くのトラパトラパ地域には先住民族が多く暮らしており、その中のラルコ集落では、70を超す世帯が、冬場は雪

に閉ざされて数ヶ月も孤立するような地域で生活をしています。SA社では、これらの移動が困難な地域に住む世帯に対して、日々の暮らし

を支えるため、食料品を寄付しています。現地の先住民族コミュニティを支援し守るための活動です。

ビジネスパートナーオブザイヤー賞の受賞（キング・アンド・プリンス・シーフ

ード社）

ニッスイの海外グループ会社であるキング・アンド・プリンス・シーフード社（以下K&P社）は、アメリカで冷凍食品の製造・販売を行っていま

す。2019年12月9日、ジョージア州ゲインズビルで開催された第12回ビジネス&エデュケーション・サミット（注）において、2019年�ビジネス

パートナー・オブザイヤー賞を受賞しました。�

K&P社はジョージア州ブランズウィックに所在しており、地元のチャータースクールGolden�Isles�College�and�Career�Academy（GICCA）に

対して長年に渡って支援活動を行ってきました。財務面でのサポートに加えて、従業員によるゲスト講演の実施、学生とのカウンセリング・

セッションの開催、戦略的計画への参加、卒業生の募集など、様々な形でコミットメントを行ったことが評価され、受賞に繋がりました。

GICCAの学生をK&P社が受け入れる実習プログラムも実施しており、学生からは「従業員と近い距離で接することができた。」「初めての仕事

体験としてとても良い」との感想が聞かれました。�

K&P社にとってGICCAへの支援活動は、人材育成を通じた将来への投資であるとともに、地元の質の高い教育機関を守っていくという地域社

会への貢献にもなっています。

（注）ビジネス&エデュケーション・サミット：ジョージア州副知事ジェフ・ダンカン氏が主催し、ジョージア州におけるキャリア教育の発展、労働力の開発に貢献した企業、教育機関、学生に

賞が贈られる。

地域に根ざした活動

ニッスイグループは世界各国で地域に根差した社会貢献活動や環境保全活動を行っています。2020年度は全体で97件の活動を行いました。

2020年度実施　ニッスイ国内事業所

事業所名 活動内容 実施 社員参加

寄贈・�

寄付・�

協賛

その他

本社
ペットボトルキャップの回収（キャップ

1,181,640個、ワクチン約1,430名分）

2020年度

通年
〇 〇 �

姫路総合工場
ペットボトルキャップの回収（キャップ

56,520個、ワクチン約65名分）

2020年度

通年
〇 〇 �

ニッスイ参加概要
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2020年度実施　国内グループ会社

会社名 活動内容 実施 社員参加

寄贈・�

寄付・�

協賛

その他

日本海洋事業株式会社
地域のセミナー、講演会、広報誌への対応

（計7回）
2020年度 � � 〇

金子産業株式会社
地元中学校の校外学習「職場インタビュ

ー」受入れ

2020年6

月29日
� � 〇

クニヒロ株式会社
ペットボトルキャップの回収（キャップ

67,852個、ワクチン約79名分）

2020年度

通年
〇 〇 �

ニッスイマリン工業株式会社
排出物の回収（切手260g�キャップ7,800g

プルタブ1,270g）

2020年度

通年
〇 〇 �

株式会社十味惣
ペットボトルキャップの回収（キャップ

3,870個、9kg、ワクチン約5名分）

2020年10

月より
〇 〇 �

2020年度実施　海外グループ会社

国名 会社名 活動内容 実施 社員参加

寄贈・�

寄付・�

協賛

その他

アメリカ UniSea,�Inc.

ウナラスカ市Parks,�Culture,�and

Recreation部門主催の「コミュニティクリ

ーンアップ」に参加、ごみ拾いの実施（従業

員12名が参加）

2020年6

月3日～10

日

〇 � �

タイ Nissui�(Thailand)Co.,�Ltd

「CSR�Family�Day」バザーを開催。農産物

や衣料品などを持ち寄って販売し、従業員

の収入を増やしたり、貧しい人や慈善団体

に寄付されたりした（従業員300名が参加）

2020年2

月20日
〇 〇 �

タイ Nissui�(Thailand)Co.,�Ltd

従業員と地域住民の安全に配慮し、車両の

メンテナンス技術、交通規則と運転技術の

講習をデモンストレーションを交えて実

施（従業員50名が参加）

2020年2

月20日
〇 � �

タイ Nissui�(Thailand)Co.,�Ltd

地域の子供たちに対して、避難訓練や事故

を未然に防ぐための基礎知識を教える実

践的な安全教育「Safety�in�School」を実施

（教師と生徒80名が参加）

2020年9

月28日
� � 〇
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ベルマーク運動への協賛

ベルマーク運動は、戦後10年以上が経っても教育設備が整わない遠隔地学校の窮状を訴える現場の声に対応する形で1960年にスタートしま

した。PTAの皆さんが対象商品についているベルマークを集めてベルマーク教育助成財団に送ると、集めた点数に応じて援助資金が支払わ

れ、自分の子どもたちが通う学校の設備を購入することができます。そればかりではなく、その援助資金の一部は遠隔地学校や特別支援学

校、災害被災校、さらには開発途上国の子どもたちの援助のためにも使われます。

ニッスイはベルマーク運動が始まった1960年から活動に協賛しており、2010年にはベルマーク運動50周年記念事業の一環として、運動発足

当初から50年間継続して運動に参加してきたことを評価され、同財団から感謝状と記念品をいただきました。

現在では、「活ちくわ」や「おさかなのソーセージ」をはじめとする加工食品と「大きな大きな焼きおにぎり」ほか主要な家庭用冷凍食品（ベル

マーク番号04）にベルマークを付けています。

ベルマーク教育助成財団のWebサイト：�http://www.bellmark.or.jp/

ベルマーク対象商品一覧（ベルマーク番号04）

2018年度にベルマーク番号04と46は統合され04になりましたが、46のベルマークも引き続きご使用いただけます。

フィッシュソーセージ・ちくわ

� 商品名/規格 点数

活�ちくわ�

104g（26g×4本）
1

おさかなのソーセージ

70g×4本�

70g×5本

1

� 商品名/規格 点数

ほしいぶんだけ�ちくわの磯辺揚げ�

8個（120g）
3

ほしいぶんだけ�口どけなめらか�かにクリームコロッケ�

8個（184g）
3

ほしいぶんだけ�口どけなめらか�コーンクリームコロッケ�

8個（184g）
3

ほしいぶんだけ�かにシューマイ�

12個（168g）
3

わが家の麺自慢�ちゃんぽん�

1人前（402g）
4

大きな大きな焼きおにぎり

6個（480g）
5

その他の活動 冷凍食品

Sustainability Report 2021 詳細版 82

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

https://www.bellmark.or.jp/
https://www.nissui.co.jp/product/00125.html
https://www.nissui.co.jp/product/00014.html
https://www.nissui.co.jp/product/00175.html
https://www.nissui.co.jp/product/00189.html
https://www.nissui.co.jp/product/00076.html
https://www.nissui.co.jp/product/00077.html
https://www.nissui.co.jp/product/00180.html
https://www.nissui.co.jp/product/00184.html


ゆめいくワークサポート事業への支援

ニッスイは株式会社山陰合同銀行、島根県、社会福祉法人島根県社会福祉協議会の三者が取り組む知的障がい者の就労支援事業「ゆめいくワ

ークサポート事業」を応援しています。ニッスイは「ゆめいくワークサポート事業」を通じて、障がい者が作成した絵画をノベルティのデザイ

ンとして採用し、障がい者の就労を支援しています。

ゆめいくワークサポート事業のWebサイト：�http://you-make.jp/

乳がん啓発マラソンのスポンサーに（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、2019年に乳がんの啓発を目的とする

マラソン大会であるLorientaiseのスポンサーになりました。ピンク色のTシャツ姿の女性たち1万1000

人が参加しました。参加費およびスポンサーからの協賛金は乳がん撲滅のために地元の連盟に寄付され

ます。

LorientaiseのWebサイト：�https://lalorientaise.oepslorient.org/

（財）漁船海難遺児育英会への寄付

ニッスイは、当社役員および従業員、並びに労働組合、親睦会の協力により、（財）漁船海難遺児育英会に対し、1970年の育英会開設以来、毎年

寄付を行っています。

サステナビリティをテーマにしたJ-WAVEラジオコーナー協賛�

「NISSUI�PEACEFUL�BLUE」

2020年10月よりニッスイは、首都圏を中心とした1都6県が放送対象エリアである、FMラジオ放送局�J-WAVEの番組「SEASONS」内のコーナ

ー「NISSUI�PEACEFUL�BLUE」の協賛を開始しました。このコーナーでは毎回、ゲストとしてSDGsの実現に取り組む企業・団体の方にご出演

いただいています。海洋プラスチックごみ問題や水辺の生物多様性、水産資源の現状や未来など、海と水にまつわる話題を取り上げ、リスナ

ーの皆さまに持続的な未来のために各自ができることを考えていただくきっかけを作ります。

またこのコーナー協賛に伴い、企業ブランドCM「雨と海と陸の関係」篇（60秒）をオンエアしています。自然界の水の循環によって全ての生物

が育まれていることを示して、海への感謝と、持続可能な未来に向けて取り組むニッスイの姿勢を伝えます。

ニッスイグループでは、CSR経営の推進において、そのマテリアリティ（重要課題）のひとつに「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」を掲げています。海の豊かさがいつまでも続くよう、リスナーの皆さまとともに「今、できること」を考え、サステナブルな

未来の実現に向けて取り組みます。

放送局 ���J-WAVE 81.3FM

番組名 �　　��SEASONS（毎週土曜日　12:00-15:00）

提供コーナータイトル���NISSUI�PEACEFUL�BLUE（コーナー放送時間　12:30-12:40頃　10分間）

�

「SEASONS」概要

季節を感じて旬をキャッチしていく、ファッショナブルなワイドプロクラム。�モデル・タレント・デザイナーとして多方面で活躍しているマ

リエがナビゲーターを務める。�https://www.j-wave.co.jp/original/seasons/
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