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サステナビリティ経 営の推 進

サッポログループの
サステナビリティ方針

サッポログループのサステナビリティ推進体制（2019年12月現在）
グループ統括

サッポロホールディングス
株式会社

取締役会

サッポログループは、気候変動、食品ロス、海洋プラスチック
ごみ、地域活性化といった社会課題に対する事業を通じた取

経営会議

り組みを「サステナビリティ経営」として力強く推進するため、
「サッポログループ サステナビリティ方針」を策定しました。

グループサステナビリティ委員会

世界中のサッポログループ従業員と、ステークホルダーとの

委員長：代表取締役社長

パートナーシップのもとに、社会価値と経済価値の創出を両

委員長代行：経営企画 担当役員

立させ、持続可能な社会の実現に向けて取り組んでいきます。
サステナビリティ重点課題 各主管部門

P.1「サッポログループ サステナビリティ方針」

サステナビリティ推進体制

事業会社
サッポロビール

サッポロホールディングスは、サッポログループのサステナビ
リティ活動推進のための全体方針を策定し、グループ内の連

株式会社

フード&ビバレッジ株式会社

ポッカサッポロ

サッポロ不動産開発
株式会社

サッポロライオン

経営会議

経営会議

経営会議

経営会議

携・調整を行うための機関として、代表取締役社長を委員長
とする「グループサステナビリティ委員会」を設置しています。
サッポロホールディングス経営企画部は、グループ各社の
サステナビリティ活動推進のための諸施策を立案・実施して
いるほか、事業会社のサステナビリティ担当者の会議を隔月
で開催し、情報共有と進捗の確認を行っています。

実務連携
グループ

サステナビリティ担当者会議

専門課題

ワーキンググループ

株式会社
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サッポログループを取り巻く
社会の現状・課題
サッポログループを取り巻く社会は、加速度を
もってますます速く、大きく変化しています。少
子高齢化により、酒類・食品・飲料の日本国内
総需要は減少する中、グローバル市場に目を
向ければ、人口が今後急激に大きく増加すると
いわれています。AIや 5Gといった技術の進展
も著しく、人々のライフスタイルや嗜好性は多様化を極めています。
一方で、このグローバル市場は地球環境の営みの上に成り立っており、気候
変動や食品ロス、プラスチックごみなどの地球環境・社会課題に加え、感染症
拡大という世界的にも類を見ない危機に直面した中にあることも事実です。
自然の恵みでビジネスを行うサッポログループにとって、地球環境の保全、
あるいはその変化への適応は喫緊の課題です。また、今般直面した世界的状
況の中で現れてきた人々の暮らし方の変化、2020年より2026年にかけて段階

サッポログループ環境ビジョン2050（2019年9月20日制定）
大地が育む自然の恵みに感謝し、サッポログループ社員一人ひとりが、積極的に環境保全に
取り組み、持続可能な社会の実現を目指します

1. 脱炭素社会の実現
自社拠点でのC02排出量ゼロを目指します
自社拠点以外のバリューチェーンにおけるC02排出量の削減に努めます

2. 循環型社会の実現
グループ全体で、事業に関わるすべての資源の3R*に努めます
• 循環型社会に対応した容器包装の100%使用を目指します
• 工場での水使用量削減に継続的に努め、持続可能な水資源利用を実現します
* Reduce（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle（リサイクル）の3つのRの総称

3. 自然共生社会の実現

的に実施が予定されている国内の酒税に関する税制改正等も含め、こうした変

大麦・ホップの研究開発を通じて持続可能な調達に貢献します

化は、新たなビジネス機会に繋げるチャンスとも捉えています。私たちが活動

持続的に自然と共生できる豊かな時間と空間を感じるまちづくりに貢献します

するすべての地域とともに、従業員も含めたステークホル
ダーの皆様の多様な価値観とともに、
『酒・食・飲』の事業
分野で、潤いを創造します。
サッポログループは、これからも人々の笑顔のために、社
会課題に向き合い、持続可能な社会と持続的なグループの
成長の両立を実現していきます。
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Sustainable Smile Plan
「サッポログループ サステナビリティ方針」のもとに、サステナビリティ経営戦略「 Sustainable Smile Plan 」を展開します。
その取り組みの軸となるサステナビリティ重点課題を「４つの約束」として整理し、
バリューチェーン上のさまざまなステークホルダーと協力しながら、持続可能な笑顔づくりを推進し続けます。

サステナビリティ重点課題と4つの約束
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重点課題の特定・更新プロセス
サステナビリティ重点課題の特定に向けては、経営への影響度およびステークホルダーへの影響・関心度を二軸に、重点課
題候補をマッピングして絞り込みを行いました。その上で、重点課題候補をガイドラインやステークホルダー、経営者などのさ
まざまな視点から分析し、重点課題を特定・更新しています。

ステークホルダーへの影響・関心

Process 2

重点課題
● 社会的責任を果たしている企業からの調達
● 人権の尊重

● 地球温暖化対策
● 安全・安心な品質の提供
● 環境マネジメント

● 循環型社会

その他の課題
経営への影響

● 地域社会への貢献

● 人財開発・育成

● 企業統治体制の構築と維持

● イノベーションの創出
● 従業員の健康管理

● 環境コミュニケーション
● ワークライフ・バランス
● 被災地復興支援
● 災害リスクへの対応
● 情報セキュリティの徹底
● 公正・公平なパートナー関係の強化
● ステークホルダーとの対話と協力

ガイドラインの分析による
業界における課題整理

Process 3
ステークホルダー調査による
関心・ニーズの把握

Process 4
● ダイバーシティの実現
● 適正飲酒の啓発活動

その他の課題

Process 1
重点課題候補のリストアップ・更新

重点課題の特定

重点課題

更新プロセス

スコアリング方式による
定量的ニーズ・影響分析

● コンプライアンス遵守の強化

Process 5
● 喜んでいただける品質の追求

経営者レビューを通じた
サステナビリティ戦略との整合性分析

Process 6
重点課題マップ策定および
重点課題の特定
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サステナビリティ経 営の推 進

サッポログループ サステナビリティ重点課題 中長期目標
サッポログループは、事業活動を行うにあたり特に重要と捉えて重点的に取り組む「サステナビリティ重点課題」について、課題解決に向けた中長期目標を策定しました。また、個々の中長期目標に
ついて、関連する国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を明示しました。
中長期目標はサッポログループの長期経営ビジョン「SPEED150」、
「グループ経営計画2024」を踏まえたものであり、今後、サッポログループの事業戦略や個々の施策における重要な道筋と位
置付けます。目標達成に向けてグループ各社各部門が具体的施策を設定して積極的に取り組みを進め、SDGs達成とお客様の豊かな生活の実現に貢献していきます。

約束

『酒・食・飲』による
潤いの提供

重点課題

SDGs

2030年までの中長期目標

ターゲット

安全・安心の品質

・
『酒』
『食』
『飲』の品質を高める企業文化醸成・人財の継続的育成に努め、国際標準である食品安全

2.1

システムの活用を基本として、効果的な品質保証体制を構築する。
・お客様のニーズに応じた適切な品質レベルを追求し、商品・サービスの品質トラブルゼロを目指す。
・新技術を積極的に取り入れ、高レベルの品質をより効率的に実現していく。

新価値創造

適正飲酒啓発と
ビール文化継承

2.4
3.4
17.17

・未来の変化を先取りし、
「おいしさ」と「健康」のニーズに応えるための研究開発を推進する。
・強みを有する植物性素材の研究と加工技術を生かした商品を通じて、新たな顧客価値を提供する。
・グループ内外の連携を強化し、多様な技術を効率的に獲得し、イノベーションを推進する。
・
「20歳未満飲酒」
「飲酒運転」
「アルコールハラスメント」等の不適切飲酒撲滅に向けた啓発活動を推

3.4
3.6

進する。
・ミュージアム・工場の見学、
「日本ビール文化研究会」の支援を通じて、日本のビール文化の継承を図
り、潤いのある生活に貢献する。
（サッポロビール、サッポロライオン）

社会との共栄

地域貢献

持続可能な調達

8.9
11.3
17.7
10.3
13.1

・従業員一人ひとりが、地域貢献活動に積極的に取り組むことで、地域の発展に貢献する。
・商品、サービスを通じて地域とつながり、共に課題の解決に取り組む。
・行政やパートナーと協働し、豊かな「まちづくり」を推進することで、地域の魅力向上に貢献する。
（サッ
ポロ不動産開発、サッポロライオン）
・主要調達先のうち、サステナビリティ調達ガイドラインを満たす調達企業の割合を90％以上とする。
（サッポロビール、ポッカサッポロ）
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サステナビリティ経 営の推 進

サッポログループ サステナビリティ重点課題 中長期目標
約束

環境保全

重点課題

SDGs

2030年までの中長期目標

ターゲット

地球温暖化防止

・自社拠点でのCO2排出量を2013年比で20％削減する。
・自社拠点以外のバリューチェーンにおけるCO2排出量削減に努める。

3Rの推進

水資源

2.1
6.4
7.2
12.2
12.3
12.4
12.5
13.1
14.1
15.4
17.16
17.17

・生産工場における水使用総量を2013年比で10％削減する。
（サッポロビール、ポッカサッポロ）
・グローバルでの水リスクへの対策を実施し、水資源保全に努める。
容器包装
・容器包装のリデュース
（軽量化・簡素化）
を維持・拡大する。
・再生可能材料の利用を拡大し、容器包装材料の枯渇性資源依存を低減する。
・社外との連携・協調を深め、持続可能な循環型社会の構築に貢献する。
廃棄物
・外食店舗、食品流通における食品ロスの削減に努める。
（国内事業会社）
・2024年までに食品廃棄物の再生利用等実施率50％を実現・継続する。
（サッポロライオン）
・廃棄物再資源化率の向上に努め、主要工場（※）
では100％を実現する。
（国内事業会社（※サッポロ
ビール、ポッカサッポロ））

自然との共生

・気候変動に対応可能な特性を持つ大麦・ホップを開発する。
（サッポロビール）

健康経営

・従業員および家族に健康への意識向上・行動変容を促し、健康維持増進につなげる。

・
「恵比寿ガーデンプレイス」
「サッポロファクトリー」を中心に、近隣生活者に自然と共生する暮らしを提供
する。
（サッポロ不動産開発）

個性かがやく
人財の輩出

3.4

ダイバーシティ・人権
人財開発・育成

・従業員一人ひとりがダイバーシティへの理解をより深め、誰もが生き生きと働ける環境を目指す。

5.5
8.5

・女性管理職・女性役員比率を向上させる。
（全社員に占める女性比率相当）
・
「自分のキャリアは自分で切り拓く」従業員が活躍できる体制を整える。
・がん治療中・介護中の社員が働き続けられる環境整備を行う。
・障がい者雇用率3％を達成する。

