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TOREI では 2006 年度を「環境への取組元年」と位置付け、具体的な数値目標を定め、環境負荷低減への
取組を開始し、環境マネジメントシステムを構築。2007 年度に初めて「エコアクション２１」認証を取
得してから 10 年が経過し、環境レポートの発行も 11 回目を迎えました。
本書は「エコアクション 21」の認証範囲である東洋冷蔵株式会社及び関連会社 2社の 2016 年度
の取組・成果を中心に、ステークホルダーの皆様に特に知って頂きたい TOREI グループとしての
環境関連の活動事例や取組について、記載しています。
本書を通じて、TOREI の環境に対する姿勢にご理解を深めて頂ければ幸いです。

報告対象範囲

報告対象期間

対象活動範囲

参考ガイドライン

作成担当部署

TOREI 国内全事業所及び関係会社 2社 （※対象事業所詳細は P.4 に記載）
（※一部、エコアクション 21 認証取得範囲外の事業所活動を含む）

2016 年 4 月 1日～ 2017 年 3月 31 日 （※部署名等は 2017 年度現在）
（※一部、2017 年 4月以降の情報を含む）

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

エコアクション 21 食品関連事業者向けガイドライン　2009 年度版

東洋冷蔵株式会社　CSR・環境推進室（TEL：03-5620-3200/FAX：03-5620-3300）

編集方針　環境活動レポート 2017　ご報告にあたり
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TOREI の環境方針Top Message

「地球環境に配慮しない企業は存続し得ない」との認識に立ち、
企業活動のあらゆる面において地球環境の保全に努めます。

事業活動と CSR 活動

TOREI は 1971 年に水産物の取扱いをはじめて以来、鮪鰹、エビ、さらに鮭鱒を中心に多彩な水
産物・加工品を取扱い、一貫したトレーサビリティの下、安全で安心できる商品を日本を含む世
界の海から日本の食卓にお届けする総合水産商社として歩んできました。
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、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、今後も水産資源の持続的利用を通じて社会貢献を行う企業を目指して参ります。
さらに自然の恵みである水産資源を事業の礎と位置付け、地球・海への感謝の気持ちを常に持ち
続けながら、地球環境の維持に貢献していきます。

環境への取組

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、部署の規模や設備・業務内容等に合わせ、電気使用量・水使用量・プリント枚数等の企業
活動における環境負荷について、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。
一方、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、さらにオゾン層破壊の要因となるフロンを冷
媒として使用している事から、高効率且つ自然冷媒を使用した冷凍機の導入は全社的な課題の一
つでした。
そこで 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致しました。
今後も、従来の環境活動内容の維持向上に加え、積極的に設備更新時のノンフロン化推進、省エ
ネ型機器導入、環境配慮型製品の採用等に努めてまいります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※冷凍冷蔵設備における取組詳細は P.10-11 に掲載しております。

社会貢献活動

TOREI は社会の一員として、法令順守や環境への配慮等を通して、「企業の社会的責任」を果たし
てきました。
さらに 2016 年度より、従来の活動に加えて全社的に社会貢献活動を一層推進していく事とし、
地域活動への参加等といった社会貢献活動を通じて、企業内部のコミュニケーションのみならず、
ステークホルダーの皆様との関わりを更に深めていきたいと考えております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※社会貢献活動の詳細については P.20 に掲載ております。

【環境への取組の基本理念】
東洋冷蔵株式会社は、地球環境に配慮しない企業は存続しえないとの認識に立ち、『企業活動のあらゆ
る面において地球環境の保全に努め、持続可能な発展を目指す』ことを基本理念とする。

【企業活動の範囲】
当社は、生鮮食品・加工食品などの輸入・製造・加工・保管・販売を行っていることをふまえ、以下
の方針に基づき環境管理を行う。
1. 当社の活動、商品、サービスに係る環境側面を常に認識し、環境汚染の予防を推進するとともに環
　境マネジメントシステムの継続的改善を図る。
2. 当社の活動、商品、サービスの環境側面に係る法規、規制、協定等を順守する為に自主基準を設け
管理する。
3. 当社の活動、商品、サービスが係る著しい環境側面のうち、以下の項目を環境重点テーマとして取
　り組む。また、1年に 1回、環境関連内部監査を実施し見直を行う。
　①消費エネルギーの大半をしめる電力使用量を削減する。
　②水資源については、使用量を削減するとともに、汚濁物質が外部に流出しないよう予防措置をとる。
　③生産過程で発生する残さいは、歩留り向上により発生抑制するとともに、分別及び再生利用を行う。
　④化学物質については使用量を把握し、適正管理に努める。
　⑤商品の保管・物流に関わるエネルギー使用量の把握を行い削減に取り組む。
　⑥容器包装は、簡易包装、軽量化により使用量を削減する。
　⑦紙資源使用量を削減する。
　⑧事務用品については、グリーン購入を積極的に行う。
　⑨冷蔵設備で用いる冷媒について、漏洩を防ぐとともに自然冷媒への変更を積極的に行う。
　⑩以上を取組むことにより、二酸化炭素の排出量を削減する。
4. この環境方針達成のため、年度目標・中長期目標を設定すると共に、部・場所ごとに企業活動に根
　ざした行動目標を設定し、当社内の全部門の全従業員をあげて環境活動を推進する。
5. 水産資源をはじめとする生物資源を享受して事業活動を行っていることを自覚し、生物多様性への
　配慮及び資源の持続的な利用に努める。
6. この組織で働く、または組織のために働く全ての人およびその家族の環境意識を高め、全員で環境
　活動に取組むとともに、地域・社会との協調をはかり、積極的な情報開示とコミュニケーションを
　行う。

仕入れ
原料調達

保管

製造・加工
オフィス活動 物流

お客さまへ

水産資源 水資源 紙資源 エネルギー

排水廃棄物 CO2( 二酸化炭素 )

エネルギー

2017 年 4月 1日
東洋冷蔵株式会社　代表取締役社長

INPUT

OUTPUT

事業活動に伴う環境負荷の概念図



“食” を通じて社会に貢献する企業を目指す。

商号
代表者
本社所在地

設立
資本金
売上高
従業員数
事業内容

東洋冷蔵株式会社
代表取締役社長　川上泰弘
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
昭和 23 年 10 月（昭和 46 年改組）
21億 2,145 万円
1,674 億円（2016 年度）
913名（TOREI単体 / 2017年4月現在）
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

ＧＲＯＵＰ

開発事業

加工事業営業戦略

ロジスティック
　      事業

養殖事業

0

500

1000

1500

2000

年度2012 2013 2014 2015 2016

売上高推移（億円） ※TOREI 単体

1,6841,652 1,707 1,620 1,674

環境管理責任者 代表取締役常務執行役員 中須 勝之

水産資源調達

冷蔵庫 加工場

Ｆ

事務所

（-50℃）（-25℃）
札幌支店

八軒工場
（サケ）

東北支店

営業第３部
築地連絡事務所

トラック

本社

清水地区

名古屋支店

尾鷲工場

大阪支店

広島支店

横浜工場

㈱ TRS
東京営業所

（マグロ加工品）

SF

Ｆ

SF

SF

SF

SF

SF

東洋冷蔵フードサービス㈱
㈱ TRS

SF

東京支社

SF
×4

×2 ×2

本社部署

清水地区部署

（エビ）

営業第１部
営業第２部
カジキ商品部
静岡支店
総務人事部（清水総務課）
冷蔵部

福岡支店 SF

監査室
社長室
CSR・環境推進室
品質管理部
総務人事部
経理部
情報システム部

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
開発部
増養殖事業部

エコアクション 21対象範囲
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取扱い主要製品会社概要

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、高品位マ
グロを『TUNA QUEEN』としてブラン
ディング。また、日本国内では天然種
苗に頼らず、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。

マグロ

エビサケ

その他の商品

カツオ ホタテ タコ イカ

イクラ タラコ サバ パンガシウス

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。

海外養殖事業へもグループとして本格参入し、調
達力を強化。養殖サーモンを主体として、天然サー
モンを含め多彩な加工品を取扱っています。



ＴＯＲＥＩの沿革と環境活動の歴史

代表取締役社長

エコアクション 21
推進委員長

エコアクション 21
推進委員会事務局

部・場所長

エコアクション 21
推進委員

管理責任者

排水処理設備

浄化槽

廃棄物 化学物質

容器包装

物流

特に管理が必要な環境
側面や設備につき、項
目ごとに管理責任者を
選任

P

D

A

C

継続的改善

環境規程 環境方針 環境目標 行動目標取り組み体系
TOREI の環境への
取り組み基本理念

規程に基づき代表
取締役社長が定め
る年度方針

方針に基づき EA21
推進委員長が定め
る目標

環境目標を達成するために毎年
度作成する部署ごとのアクショ
ンプラン

活動計画＆

環境管理責任者

CSR・環境推進室

Ｐlan

Ｄo

Ａct

取組対象組織・活動の明確化
環境方針・目標・計画の策定
環境負荷の把握
環境関連法規等の取りまとめ

体制の整備・構築
必要な取組の実施及び運用
マニュアル・記録・文書等の作成・
管理

全体の評価と見直し
Plan へのフィードバック

Check
システムの運用・目的達成状況の
把握・評価
取組の確認・問題の是正

＝

＝

指示

報告

沿革
昭和 23 年　静岡にて製氷・冷凍冷蔵業

昭和 46 年　改組　刺身用冷凍マグロの売買
及び冷蔵保管業務を開始

平成 09 年　㈱菱水と合併、本社を東京に移転

及び飼料の販売開始

平成 17 年　EA21 認証に向けて環境活動開始

平成 18 年　環境ガイド発行・運用開始
飼料・化成品の販売開始

平成 21 年　国内養殖マグロ事業開始

至　現在

平成 19年　EA21 認証取得

平成 23 年 第 14 回環境コミュニケーション大賞

平成 26 年 第 17 回環境コミュニケーション大賞

「優秀賞」受賞

「優秀賞」受賞

平成 28年 第 19 回環境コミュニケーション大賞
「優良賞」受賞
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環境負荷実績（2016 年度）環境マネジメント推進体制

INPUT OUTPUT

TOREI 単体 グループ全体
上水
　         156,537 m3
井水・工業用水
　           84,354 m3

上水
　　      169,246 m3
井水・工業用水
    　      146,036 m3

TOREI 単体 グループ全体
コピー用紙
　　      　　     44 t

　　　　       

TOREI 単体

グループ全体
公共用水域
　            104,733 m3
下水道域
         　   140,589 m3

廃棄物紙資源

水資源
TOREI 単体

公共用水域
　              61,407 m3
下水道域
　            140,589 m3

水系への排出

グループ全体
一般廃棄物
　                      480ｔ
産業廃棄物
　                       202 t
食品廃棄物等

5,978 t

一般廃棄物
　                     901 t
産業廃棄物
         　            221 t
食品廃棄物等
                    10,197 t

清水地区にて保管していた高濃度 PCB 廃棄物 ( 安定器 ) を法
令に則り、廃棄しました。これにより、使用・保管している
高濃度 PCB 廃棄物はありません。

グループ全体

合計：6187　kl

電力　
       30,700 千 kWh
ガソリン
　                     81 kl
LPG
                324 千 m3 
都市ガス
                  84 千 m3  
重油 
　　　　　    34 kl  
軽油
　　　　   1937 kl
灯油
　　　　　    31 kl

合計：9822　kl

ＣＯ２

2016 年度使用エネルギー別 CO2 排出割合（TOREI 単体）

(合計 =原油 kl 換算 )

灯油
重油
都市ガス
LPG
ガソリン
軽油
電気

灯油

重油

都市ガス

LPG

ガソリン

軽油

電気

電気：94.6%

コピー用紙
　                      39 t

TOREI 単体
電力　
       23,674 千 kWh
ガソリン
　                     78 kl
LPG
                304 千 m3 
都市ガス
                  84 千 m3  
重油 
　　　　　    34 kl  
軽油
　　　　　      4 kl
灯油
　　　　　    30 kl

エネルギー

TOREI 単体 グループ全体

    合計：12,423 t  合計：15,838 ｔ

電力
ガソリン
LPG
都市ガス
重油  
軽油　   
灯油

20

15

5

10

0
2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度

（千ｔ）

電力 CO2 排出量推移（グループ全体）

14.7
17.2 16.7 16.4 15.8

※各年度電気事業者別実排出係数使用

173 t
12,423 t

177 t
188 t
92 t
11 t
69 t

187 t
15,837 t

193 t
188 t
92 t

5,076 t
78 t

電力
ガソリン
LPG
都市ガス
重油  
軽油　   
灯油

※使用係数：2015 年度電気事業者別実排出係数

0.5%
0.7%
1.4%
1.3%

0.1%
1.3%

期間：2016 年 4月 1日～ 2017 年 3月 31 日
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単年度目標の達成状況 (2016 年度 )環境負荷実績 ( 経年 )
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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
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中長期目標の取組結果

冷蔵設備冷媒

水資源使用量
紙資源使用量
プリント枚数

電気使用量

事務用品のグリーン購入率

項　目

▲１％ ▲１％

自然冷媒への転換

▲2％ ▲2％
▲2％
▲１％

８０%

ー
ー

２０１6年度目標
総量比 原単位比

導入・更新実施
71.2%(2016 年度実績）

総量比
達成状況（前年度比）

原単位比

ー
ー

▲0.3%

＋5%±0％
＋6％
＋6％

CO2 排出量

食品廃棄物等 再生利用実施率
廃棄物排出量

食品廃棄物等 発生量（自社工場）
▲１％ ▲1%

▲5%
全量資源化（100%）
ー

※ 総量比は関係会社含む。原単位比は TOREI 単体。
※ 食品廃棄物等再生利用実施率・食品廃棄物等発生量は TOREI 単体。

ー
99.5%（2016 年度実績）
▲32％

▲3.5%
＋3%ー

ー

▲1%

※ 目標値は昨年度比。

▲2.3%

達成 未達

▲1％

2016 年度の達成を目標とした中長期目標 (2009 年度策定 ) の取組結果と評価

原単位５％削減

中長期目標

原単位５％削減

自然冷媒への転換

総量５％削減
総量１０％削減

全量資源化

８０%

CO２排出量

超低温冷蔵庫の冷媒

水資源使用量

食品廃棄物等 再生利用実施率

紙資源使用量

電気使用量

事務用品のグリーン購入率

プリント枚数
廃棄物排出量

項　目

食品廃棄物等 発生量（自社工場） 原単位５％削減

総量１０％削減

※ 総量目標値は関係会社含む。原単位あたりの目標値は TOREI 単体。

総量１０％削減

※ CO2 排出量は各年度の電気事業者別排出係数を使用。
※ 食品廃棄物等発生量は、14 年度より策定の中長期目標のため、基準年を 13 年度とする。
※ 設備集約による事業活動の効率化及び事業環境の変化等により、2013 年松山営業所廃止・2014 年北九州冷蔵庫廃止。
※ 2012 年清水地区における加工事業を東洋冷蔵フードサービス㈱として分社化。

原単位 4％増加
原単位 9.５％削減
自然冷媒使用
冷凍機を導入
総量 12％削減
総量 23％削減

99.5％
原単位 3.５％削減

総量 5０％削減
総量 29％増加

71.2％

達成結果（2009 年度比）

達成！

達成！

達成！
達成！

達成！

INPUT

OUTPUT



QQ
冷蔵設備の冷媒は主に『フロン』が使用されています。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
効果と、漏洩時の環境負荷が非常に大きいガスです。

空気は圧縮で発熱し、膨張で元の温度に戻ります。しかし、
圧縮された空気を冷やしてから膨張させると元の温度より
も低温になります。この原理を活かしたのが㈱前川製作所
の PascalAir（パスカルエアー）です。
冷蔵庫内から吸引した空気を熱交換器・圧縮機を通して高
温空気とし、一次・二次冷却後、膨張させ極低温となった
空気を冷蔵庫内へ吹き出します。これにより、冷蔵庫内の
空気を超低温に保っています。
PascalAir は、オゾン層破壊係数・地球温暖化係数共に『０』
の空気が冷媒のため、冷媒の環境負荷が全くないことが特
徴です。TOREI では、-50℃以下という特殊な冷蔵庫に適し
た自然冷媒冷凍機として、本機の導入を決定しました。

Q
空気冷媒って？？

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、
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。

フロンって？？

清水地区（第 2冷蔵庫）

大阪支店

自然冷媒って？？

①超低温冷蔵庫本庫冷凍機の更新 ②超低温冷蔵庫前室冷凍機の更新

③超低温冷蔵庫冷凍機の導入 ④製品生産ライン冷凍機の更新

大阪支店の屋上は、
一部緑化しています。

横浜工場

超低温冷蔵庫内

TOREI では超低温冷蔵庫の自然冷媒への転換を中長期目標として掲げています。また、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受けるに当たり、経済産業大臣に対し省
エネ投資計画を提出しています。2016 年度は、生産ラインの冷凍機も含めて 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。

設備更新

その他の取組

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。

LED 照明

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

システムフロー図

冷蔵庫内

モーター

1 次冷却器

熱交換器

冷却水
※実線：冷媒（空気）
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冷凍冷蔵設備における取組
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管理体制
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
自社技術統括による内部監査を毎年度 2回実施し、維持管理状態を確認
メンテナンスに関する中長期計画を策定し、重要度・必要に応じて適宜実行

冷凍機運転の夜間シフト

荷捌き照明の高効率 /LED 化

防熱扉へのエアー /ビニールカーテン

庫内照明の LED化 など

技術統括による設備管理
冷蔵庫群を有する清水地区を拠点とする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を行っており、常に事
業所担当者と情報を共有し適宜指導を実施しています。
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。

▲運転状況の確認・データの記録
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工場及び関連設備における取組食品リサイクルの取組

肥料 飼料魚油 化成品

食品廃棄物の排出抑制と再生利用を推進しています。
一本のマグロを刺身用のサク等の形態に加工していく過程で、骨や皮等の食品廃棄物が発生します。
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鮪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にも取り組んでいます。
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、コラーゲンは自社製品としても販売。
精製後の魚油の一部は、自社のまぐろ加工品に添加して活用しています。

自社工場

商品

残さい

100％
再生利用

サイズの大きなマグロの加工はとても体力
を要する作業ですが、熟練した作業員の手
により、可食部を大きく削る事の無いよう
注意しながら皮むきや骨取り等の作業が行
われます。また、加工中に発生した端材か
らはネギトロ製品を製造する等して、原料
を余すところなく活用。食品廃棄物の発生
抑制に努めています。

【再生利用・未利用部位の有効活用の推進】
TOREI には、食品廃棄物の再生利用・未利用部
位の有効活用を推進する専門の部署があり、
様々な商品を開発しています。

▲粉末コラーゲン

▲鮪の胃袋商品 ▲鮪の尾肉商品

食品

0

2

4

6

8

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

 8

 6

 4

 2

    0

千 (t) 食品廃棄物等発生量

6345.6 6530.2
5950.7 5963.7 5978.0

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。

化成品への再生利用は食品リサイクル法の定義上、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
の多くは焼却処理となる為、実施率が 100％とはなってい
ません。今後も引き続き、再生利用率だけでなく、発生抑
制の取組も推進していきます。

2016 年度
再生利用等実施率 99.5％

水・エネルギー使用量、廃棄物排出量が多い工場及び関連設備における取組。
TOREI では冷凍された原魚を、ブロックやそのままま食卓に並ぶスライスといった様々な形態に加工して
います。加工場等の施設では、水や電気等のエネルギーの使用、廃棄物の排出といった様々な面で環境負
荷を与えていることを認識し、それらの使用量や排出量を記録・集計・分析することにより、環境負荷の
削減を目指しています。

節水

▲委清掃用のホースには手元ノズルを設置し、
手元で開閉が調節できるようにしています。
元栓に移動して閉める手間がなくなりました。
無駄な水の使用が減るだけでなく、作業効率
の向上にも寄与しています。

◀手洗い場の水道に一部を除いて
自動センサーを設置しています。
手洗い中の無駄な水使用を削減す
るだけでなく、直接蛇口に触れる
必要が無い為、衛生面でも活躍し
ています。

◀製品を解凍する際にはカゴを活
用しています。カゴに入れて積み
重ねることにより、少量の水で多
くの製品を解凍するよう努めてい
ます。

節電

▲照明の LED化を推進しています。省エネ効
果だけでなく、作業場がより明るくなること
によって労働安全面でも効果があると期待さ
れます。

◀一部の支店では、加工室毎に
消灯チェック表を設置し、不要
時の消灯を推進しています。従
業員一人一人の節電への意識を
向上させています。

◀機器の横に使用後の電源ＯＦ
Ｆを促すポスターを掲示。電源
の切り忘れを防いでいます。

排出物

◀使用できなくなったユニフォーム等を納入業
社に引渡し、再資源化・再利用化を実施してい
ます。( ゼロ・エミッションシステム）
また、TOREI で使用しているユニフォームは一
部に再生 PET 繊維を使用したものを選定して
います。

納入業者
リサイクルセンター

回収箱

◀排出物毎にゴミ箱を設
け、ポスターにて表示す
ることにより、分別を徹
底しています。



事務所・物流等、事業活動を通じた環境負荷低減に向けた取組。
事務所内における取組

Before After

▲植林木 100%使用 ▲古紙パルプ 100%使用
（グリーン購入法適合）

原材料に 100%植林木を使用したコピー用紙
を使用しておりましたが、環境配慮の観点よ
り 100％古紙パルプ（100%リサイクル）のも
のに変更しました。紙の白色度は 87％から
68％と低下、価格面もアップしておりますが、
エコ商品を優先しております。

不要になった事務用品はリサイクル BOXにて
回収。必要とする社員が繰り返し使用してい
ます。また、事務用品においてグリーン商品
の購入を推進しており、全部署・支店の事務
用品購入額に対するグリーン商品購入額を毎
月算出し、社内で報告しています。

▲照明の個別スイッチ ▲照明の人感センサー

事務所の照明は離席時等に不要個所毎に消灯でき
るよう、個別スイッチを設置しています。またト
イレや廊下等、常時点灯している必要が無い場所
に関して、人感センサーを設置するよう努めてお
ります。

▲窓へ簾を設置 ▲扇風機・サーキュレータ

一部の支店では空調を効率よく使用する為、窓
へ遮光を目的とした簾を設置したり、断熱シー
トを張付けています。また、サーキュレータや
扇風機を事務所内に設置している支店もありま
す。

物流における取組

社有車 ( 営業車 ) にはハイブリッドカーや低燃費車を優先的に選択して
います。本社所有の社有車は全てハイブリット車に変更し、所有台数も
一台削減しました。また、運転中の燃費向上等を目的として、アイドリ
ングストップ等を呼び掛けるポスターを掲示しています。関連会社であ
るＴＲＳでは効率の良い配送ルートの選定や、長距離移動時にフェリー
等を利用したルートを選択する事により、化石燃料の使用量削減に努め
るとともに、ドライバーへの負担を軽減させるよう努めています。

▲ハイブリッド車 ▲社有車用掲示物

アイドリング＆
ふんわりアクセル

にご協力ください。

　　　　　は　チャレンジ２５キャンペーンに参加しています。

！

Save the Earth

▲TRS の超低温運搬用
　トラック

本社営業部署では、これ
まで商品の試食の際に割
り箸を使用していました
が、今年度よりプラスチッ
ク製箸を使用する事とし
ました。それぞれの部署
において、業務の特色に
合わせた環境活動を提案
し、実行しています。

その他の取組
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緊急事態対応と労働安全への取組事務所内・物流等における取組

天災や緊急事態を想定したマニュアル等を整備し、必要に応じて定期的に訓練を実
施しています。

事業所ごとに想定している環境事故発生時の
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
なメンテナンス管理が行われています。

▼油漏洩時処理キット

想定している環境事故
・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
・近隣からの苦情

冷凍マグロ等が保管されている超低温下での庫内作業には危険が伴いま
す。そこで、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。また、庫内に出入りする際の服装について、冷蔵設備管理ガイド
内で規程しています。

冷蔵設備関連

▲服装の確認を促す看板

アンモニア
保護具

▲庫内監禁脱出訓練 ▲保護具着用訓練

冷蔵設備に係る万が一の緊
急事態発生時に備え、対応
を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。
( 例 )
・庫内監禁脱出訓練
・冷媒漏洩時対応訓練

災害への備え

自然災害 ( 地震等 ) を想定し、不測の事態となった場合でも迅速な対応ができるよう、体制
整備を進め、従業員への教育・周知を行っています。

【BCP( 事業継続計画 ) 策定に向けた方針】
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為の取組を実施しています。

①人命の最優先
自社・関連会社従業員とその家族及び取引先等来訪者の安全確保を最優先とする。
②事業の継続
自社・関連会社の事業継続に努め、従業員の雇用を守るとともに、取引先企業の事業継続に
も貢献する。

TOREI では以上を主目的として、社会的責任を果たす為、BCP を策定する方針です。

▲本社避難訓練の様子

現在実施している対策
・全事業所へ防災備蓄品の配備
・沿岸域立地事業所における津波を想  
   定した避難訓練の実施。
・全従業員を対象とした安否確認サー 
   ビスの運用及び定期訓練の実施。
　　　　　　　　　　　　　　　　等 ▲防災備蓄品 ▲防災無線

環境関連
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環境法襟の対応 ( フロン排出抑制法 )環境法令の遵守

2016 年度は、排水処理関連で近隣施設より臭気についての苦情が「1件」ありました。
排水処理設備の管理不足から発生するものではなく、日常的な処理過程にて発生している臭気であるとい
うことで、御理解を頂きました。

環境関連法令を順守する為、各事業所毎に関連法令の一覧を作成しています。
また、毎年度監査時に順守状況の確認を行っています。

環境関連法令の遵守評価

水質汚濁防止法
下水道法
浄化槽法 電気事業法
大気汚染防止法

騒音規制法
振動規制法
悪臭防止法

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
食品リサイクル法
家電リサイクル法

省エネルギー法
地球温暖化対策法

＜遵守状況を確認している主な環境関連法令＞

グリーン購入法
立地自治体条例

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・
訓練の実施によ
る法令順守

要改善項目への
対応・是正

環境法令の対応 (水質汚濁防止法・下水道法 )
衛生的な環境で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
量の水を使用します。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
河川・海域

下水道

曝気槽 沈殿槽

ＴＯＲＥＩの代表的な排水処理設備・概要

排水処理設備

加工場から出る切りくず
は、排水処理施設への負
荷を低減させる為に、な
るべく取り除くようにし
ています。

▲
・微生物で有機物を分解し、汚泥と綺麗になった上
　澄み ( 又は濾過水 ) を分けて排出しています。
・定期的に外部検査機関に排水水質検査を依頼して、          
　水質を確認しています。
・担当者により水質管理の為の日常点検を実施。運
　転日報を作成して、設備の稼働状態を確認してい
　ます。

▲

水質測定記録表

環境法令の対応 (廃棄物処理法 )

TOREI 事業の要となっている、冷凍・冷蔵設備には冷媒としてフロンが含有されています。フ
ロンは先述しました通り、オゾン層破壊や温暖化の原因物質である事が知られています。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を所有している TOREI では、フ
ロンの漏洩防止の為の取組を実施しています。

TOREI では「冷蔵設備保安委員会」を設置し、自主管理基準で
ある「冷蔵設備管理ガイド」を制定。事務局及び技術統括によ
る内部監査を年に 2 回実施し、冷蔵設備の運転・管理状況・フ
ロン排出抑制法で定められている事項への対応状況等を確認し
ています。
また、各事業所にて冷凍機毎にメンテナンスに関する中長期計
画を策定し、計画的に実施。設備の老朽化に伴うフロン漏洩リ
スク等に対処しています。

▲フロンガス検知器を用いて、ガ
ス漏れの有無を確認している様子。

加工や輸送、事務所での事業活動を通して生じる様々な廃棄物について、TOREI では廃棄物処
理法に基づき適切な処分を実施しています。
STEP.1
廃棄物の処分及び収集運搬委託契約に際し、
事前に現地調査表に基づく現地調査を実施。

STEP.2
収集・運搬及び処分に係る委託契約書を締
結。【契約書記載事項と現行の運用体制等
に乖離が無いか、内部監査時に確認。】

STEP.3
事業所等で生じた廃棄物を法令に則り分別、
保管。【内部監査時に保管基準の順守状況を
確認。】

STEP.4
廃棄時にマニフェストを発行。マニフェス
ト記載事項より、廃棄物の運搬・処分が適
切に実施されていることを確認。

STEP.5
マニフェスト交付状況報告書の作成、提出。

 

現地調査表

委託契約締結前に収集運搬・
処分を行っている事業所を訪
問し、現地調査表 ( 左 ) に基
づき聞き取り調査を実施。
委託に際し懸念事項がないか
を確認した後、契約を締結し
ています。

TOREI では各事業所にて廃棄物の種類別に全
ての排出ルートを一覧化し「見える化」に取
り組んでいます。また、マニフェスト管理や
現地調査 ( 定期実施 ) 等を徹底する事により、
廃棄物が適切に処理されるよう管理していま
す。さらに、廃棄物の排出量を減らす為に、
分別を徹底。資源化を推進しています。

ガス漏れ点検表
機器使用時、様々な要因でフロンが漏えいし
てしまう場合があります。漏洩量を削減する
ため、TOREI ではフロン排出抑制法に準じて
「機器の定期的な点検」・「漏洩発覚時の修理」
を実施。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。
2016 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。

R004-1 

簡易点検記録 冷媒使用記録
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環境コミュニケーション資源の持続的利用に向けた取組

国際条約で定められた漁獲枠を遵守し、天然資源の保全に努めます。
TOREI の主要品目であるマグロ類は、国際条約によって各国にそれぞれの漁獲数量が割り当てられていま
す。私たちは各種規制を遵守して漁獲された資源を取扱い、この漁獲枠を遵守することで、水産資源の持
続可能な利用に取り組んでいます。

ICCAT

CCSBT

WCPFC ICCAT

マグロに係る主要条約

ICCAT（大西洋マグロ類保存国際条約）

CCSBT（ミナミマグロ保存条約） WCPFC（中西部太平洋マグロ類条約）

マグロ法（マグロ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法）

天然資源に頼らない人工ふ化養殖まぐろの取組を強化。
水産資源の持続可能な利用を目指します。
近年、クロマグロ資源の枯渇が国際的に懸念されています。
幼魚の漁獲についても規制が強化されるなか、資源を確保し、消費者の皆様への安定的な供給を維持して
いくため、「天然資源に頼らない、人工ふ化養殖まぐろ」技術の確立に向けた研究が進められてきました。
※人工ふ化養殖：養殖業魚から採卵した卵を人工的にふ化させ、成魚まで育成するという手法。

TOREI では、関係会社 2社における国内でのクロマグロ養殖事業で人工ふ化養殖の取組を行っており、
「TUNA PRINCESS」というブランドで出荷を開始しております。
今後も水産資源の恵みを享受している企業として、生物多様性の保全及び資源の持続可能な利用を目指し、
取組を推進していきます。

長崎県五島市

稚魚から成魚になるまでの養殖環境等の履
歴が分かるようになっていることはもちろ
んのこと、生餌の産地まで見ることが出来
るようになっています。TOREI グループで
は、マグロの育成から加工、販売、物流ま
で全てを実施しており、トレーサビリティ
等の徹底により、安全安心な商品を提供し
ております。

蓄養履歴書

国内養殖事業

環境教育

環境教育等を通して内部コミュニケーションを図り、社員全体で環境活動を推進し
ています。

環境関連法令規定や環境関連設備の保守管理等に係る自主ルール等を取りまとめた「環境ガイ
ド」を全部署に配布。各部署のエコ委員が管理しています。
環境教育の一環として、毎年度エコアクション 21 推進委員会事務局より、エコ委員向けの「教
育資料」を配布。エコ委員の環境に関する知識向上を図るとともに、エコ委員以外の従業員向
けにも「新入社員用教育資料」等を作成・提供しています。
訓練・教育の実施時は、記録の作成も実施し、教育を受けた従業員が確認できるようにしてい
ます。

取組状況の確認
各事業所で毎月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
境負荷実績の発表及び環境活動の実施状況についても報告を行っています。
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、全従業員が確認可能な場所に
掲示することで、周知しています。
また、環境関連の連絡等については、事業所内でエコ委員に集約し、エコ委員よりエコアクショ
ン 21 推進事務局に報告するよう社内体制を整備しています。
さらに年 1 回定期にエコアクション 21 推進委員会事務局（CSR・環境推進室）が全部署を対
象に監査を実施。中立的立場から監査・評価するとともに、対応の指示・アドバイスも実施し
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回匿名での調査を実施しています。
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。

役職員行動規範（コンプライアンス要綱）

従業員からの聞き取り

ＴＯＲＥＩでは、全ての役職員が業務遂行にあたり、遵守すべき事項として「役職員行動規範」（コ
ンプライアンス要綱、以下抜粋）を策定しています。全ての役職員がこの行動規範を守ることを入社
時に誓約しており、国内外の法令・ルールを遵守するとともに、社会規範に沿った良識と責任ある行
動をとります。
法令を遵守することはもとより、社会規範を尊重し、良識ある企業活動を心掛ける。

製品の研究、開発、製造、販売及び廃棄にあたっては、常に環境保護の重要性を認識し、環境に関する条約・
法令等を遵守したうえで、環境に配慮した製品作りを行う。また、拡大生産者責任の考え方に基づいて、製
品のライフサイクル全般を通して、環境負荷の低減に努める。

環境意識の向上を図り、リサイクル製品の購入やペーパーレスを図ることによる紙資源の節約といった環境
保護活動に積極的に参加する。

食の安全性を第一とし、自らが安心できる商品を製造・販売する。

常に健全な職場環境を維持することに努め、各自の人権を尊重し、差別につながる行為は一切行わない。

安全・衛生の確保を最優先とし、安全で衛生的な職場環境の整備に努め、また、業務上の安全・衛生に関す
る法令等を理解し、これを遵守する。万一、業務上の災害が発生した場合には、事故を最小限に留め、また、
再発を防止するため、即時報告等、所定の手続きを確実に実施する。

企業秘密は適切に管理し、会社に無断で社外に開示・漏洩しない。

会社の資産は、効率的に活用し、常に利用できる状態にしておく必要があることを認識し、有形無形問わず

毀損、盗難等を防ぐよう適切に取扱う。個人的な目的で会社の資産や経費を使用しない。

１．

２．

 3 ．
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CONTENTS社会貢献活動

持続可能な社会を目指して TOREI にできること

【江東区アダプトプログラム】
TOREI 本社が所在する東京都江東区では区民等が組織した団体が公共の区域を定期的に清掃
する活動を支援しています。
TOREI は江東区アダプトプログラムに参加し、周辺地域の清掃活動を実施しました。

約 1時間で 14 袋程の
ゴミを集めました！

今後も継続して参加
していきます。

▲道路に落ちているゴミを拾っている様子。
　交通安全に気をつけて実施しました。

【七北田川クリーン運動】
東北支店（仙台市）は、仙台市泉区が主催し
ている七北田川周辺の清掃活動に参加し、地
域の皆様と一緒にゴミ拾いを実施しました。

その他、各事業所における取組
札幌支店：クリーン・デイ（地域清掃活動）
清水事業所：湾岸地区清掃活動
大阪支店：クリーングリーン作戦（地域清掃活動）

【社会科見学の受け入れ】
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、毎年度、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。

▲冷蔵庫の仕組みや、庫内での注意点
    について、レクチャーを受けます。

▲冷蔵庫の中で、濡らした
    タオルを振り回してみると．．．。

（小学生からの感想）
冷蔵庫の中はとても寒く、
タオルが凍って立つようになり
驚きました。中に入っている
マグロの気持ちがわかりました。
　　　　2015.07.01 庵原小学校

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
と考えています。

2016 年度を基準年として、2017 年度
環境活動開始から 2021 年度での達成
を目標とした中長期目標を策定しまし
た。
エネルギー使用量については、省エネ
法により規定されている 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、新たにフロン漏洩量の削減を中
長期目標に設定。フロンの漏洩は地球
温暖化に直結する事から、フロン漏洩
量の削減はフロンを含有する大型冷凍
機を複数台保有する TOREI の重要課
題の一つであると認識しています。

2016 年度を基準年として、新たな中長期の削減目標を策定しました

代表者による全体評価と見直しの結果・今後の活動方針

※ 総量目標値は関係会社含む。原単位あたりの目標値は TOREI 単体。 ※ CO2 排出量は各年度の電気事業者別排出係数を使用。

2016 年度活動結果をうけての指示事項【2017 年度活動における全社活動計画】

2015 年度の目標未達が複数見られた為、全社目標を修正。日常的な活動を
継続推進することで、削減目標を達成することを目指し、毎月の実績評価
により達成状況を確認する。2016 年度に策定する中長期目標は、現状に則
し目標を設定する

2016 年度全社目標策定。
中長期目標は 2016 年度に新
目標を策定し、2017 年度よ
り適用します。

環境関連の緊急事態の想定とマニュアル策定を実施済みも、内容を再確認
し、必要に応じ現状に即したものに修正するよう指示する。 内部監査時に確認しました。

産業廃棄物処理委託先の選定調査時確認事項の見直し、現地調査の強化等
により、産業廃棄物が適切に処理されるよう管理を徹底する。

ガイドを改訂。年間活動計
画に現地調査実施予定を盛
り込みました。

部署毎の商品廃棄実績を把握し、環境データへの入力を徹底していく。
商品廃棄実績報告書及び環
境データにて、商品廃棄実
績を確認しました。

改正フロン法に対する対応状況を確認し、未対応の場合は指導する。
内部監査実施時に対応状況
を確認。教育資料作成によ
り、再度周知しました。

各事業所の設備について、複数名体制で管理するよう引き続き指導する。 内部監査時に確認しました。 実施完了

2015 年度活動結果をうけての指示事項 2016 年度活動の実施結果

実施完了

実施完了

実施完了

実施完了

実施完了

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
各事業所で社会貢献活動を実施していく。地域清掃活動等の社会貢献活動を実施すること。

多くの部署にて、産業廃棄物収集運搬業及び処分業許証の許可証更新の確認が漏れている。許可更新期限
間近のものがある場合には、事前に処理業者へ連絡し取り付けること。定期的に許可期限を確認、取り付
けを行うこと。

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。

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。エコ委員への注意・
指導を徹底すること。

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。

CO２排出量

フロン漏洩量

廃棄物排出量

冷媒

電気使用量

食品廃棄物等 発生量（自社工場）

水資源使用量
紙資源使用量

項　目

食品廃棄物等 再生利用実施率

１２４％
１０８％
１０１％
７２％

事務用品のグリーン購入率

原単位５％削減
原単位５％削減
総量５％削減

自然冷媒への転換

総量１０％削減

原単位５％削減
全量資源化

総量 7％削減
総量 5％削減

70%

新　中長期目標

2

3

4

5

1




