
	安全・安心の品質
酒類・食品飲料工場での安全認証を取得
サッポログループではこれまでに、商品製造組織に向けた国際的な食品安全マネ

ジメントシステム規格「FSSC22000」の認証を、酒類主要8工場とポッカサッポロ

群馬工場にて取得しています。

　2019年には新たにポッカサッポロ名古屋工場が「FSSC22000」を取得、さら

に沖縄ポッカ食品（株）が最新版食品安全マネジメントシステム「ISO22000：

2018」を取得しました。サッポログループ

は今後も、品質保証体制のレベル向上に

向けて取り組んでいきます。

「交流高電界殺菌技術」が
「農林水産技術会議会長賞 民間企業部門」受賞
ポッカサッポロの「ポッカレモン100*」の製造に導入している「交流高電界殺菌

技術」が、革新的な殺菌技術を果汁製造ラインで実用化した点で評価され、農林

水産省および（公社）農林水産・食品産業技術振興協会が実施する「令和元年度

（第20回）民間部門農林水産研究開発功績者表彰」において、「農林水産技術

会議会長賞 民間企業部門」を受賞しました。
　この技術は、農研機構食品研究部門、（株）フロンティアエンジニアリングと共同で
開発・実用化した業界初の殺菌技術で、食品の内部に電流を流すことによって食品自
体が発熱することと電気的な殺菌作用が生じることの相乗効果を利用した、食品中に
存在する微生物を迅速かつ効率的に殺菌できる技術です。これにより、熱による変色、
加熱臭の発生などが抑えられ、より良い品質
の商品をお届けできるようになりました。
* 「ポッカレモン100」120ml、300ml、450mlの3商品。

1
『酒』『食』『飲』を通じて、 
新しい価値を創造し、お客様に
喜びと潤いをお届けします。

『酒・食・飲』による 
潤いの提供

約束

4つの約束に
基づく取り組み 	新価値創造	

レモン由来の機能素材で
顔のむくみ軽減効果を実証
～ 女性の活躍をレモンポリフェノールで応援 ～
レモン幼果から抽出したポリフェノール「レモン由来酵素

処理ヘスペリジン」の新たな健康機能として「顔のむくみ

を軽減する効果」を臨床試験で実証しました*1。レモン

素材でこの効果を検証したのは日本で初めてです*2。

　日本では女性の7割以上がむくみを経験しており、さら

に3人に2人以上の方がむくみに悩まされています*3。

　今後も、グループが誇るレモン素材など、健康機能を

表現・体感できる商品の研究開発を進め、食を通じて 

日常生活の課題解決を図ることで、お客様に健やかで 

輝く笑顔（ウエルネス）をお届けしていきます。
*1  東洋精糖（株）との共同研究。雑誌「薬理と治療」2019年47巻2号に掲載。
*2  当社調べ（2019年9月12日時点）
*3  当社調べ（2019年9月実施の日本人男女20～50代の1,094人を対象とし
たWebアンケートによる）
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約束 1 『酒・食・飲』による潤いの提供

	新価値創造
サッポログループで初めての独自開発素材による
機能性表示食品「スイッチ乳酸菌」
サッポログループでは、ビール原料である大麦に由来するSBL88乳

酸菌の機能性研究を重ねてきました。

　中でも睡眠の質に関わる、起床時の疲労感や眠気を軽減する機能

については、大規模ヒト臨床試験でその効果を確認しました。2019

年2月に設立した新会社サッポロウエルネスラボ（株）にて本研究成

果の具体化を進め、機能性表示食品「スイッチ乳酸菌」を2020年4月

より発売開始しています。睡眠に関する悩みをお持ちの多くの皆様の

睡眠の質を改善し、生き生きとした日常生活をサポートする商品です。

今後もサッポログループの知見と素材を活用した新しい価値の提案

に努めていきます。

	適正飲酒啓発とビール文化継承
日本のビール文化を発信し、豊かな生活に貢献する
日本のビール文化を発信し、豊かな生活に貢献していくため、サッポログループはさまざまな取り組みを行っています。

「恵比寿麦酒祭り」を開催
「恵比寿麦酒祭り」は、恵比寿の街と「ヱビスビール」を

育んでくださったお客様への感謝の気持ちをお伝えす

るとともに、日本のビール文化をより豊かなものにするこ

とを目的に2009年から始まったビヤフェスティバルで、

毎年9月に「恵比寿ガーデンプレイス」で開催しています。

1
日本で唯一のビール博物館である「サッポロビール博物館」
偉人たちが情熱を傾け誕生した日本のビールの歴史そのものを伝えると
ともに、サッポロビールが受け継ぐビールにかけた想いやストーリーを発
信しています。

2
ヱビスビール生誕地の「ヱビスビール記念館」
1890年に東京・恵比寿で生まれた「ヱビスビール」。発祥の地で歴史
と時代を超えたうまさを堪能できるミュージアムです。

3
一般社団法人日本ビール文化研究会への協力
ビールのことを深く知り、もっとビールを好きになっていただくため、2012年
より「日本ビール検定（通称：びあけん）」を実施しています。2019年までの
受検申込者累計総数は約27,000人となり、近年ますます増加しています。

※ 適正飲酒啓発につきましては、26ページの「アルコール関連問題」をご参照ください。

※ 2020年は開催中止
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4つの約束に基づく取り組み



約束 1

アルコール関連問題
サッポログループは、企業行動憲章に基づき「サッポログループ

の適正飲酒に関する基本方針」を定め取り組みを行っています。

酒類事業を展開する企業として責任ある行動をとり、従業員への

適正飲酒教育にも積極的に取り組んでいます。また、サステナビ

リティ重点課題に「適正飲酒啓発とビール文化継承」を掲げてお

り、「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進していくと同時に、日本

のビール文化の継承を図り、潤いのある生活に貢献していきます。

2030年までの中長期目標
「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

活動を推進しています。

責任ある飲酒国際同盟
サッポロビールは2013年以降5年間にわたり、GAPG加盟団体であるビール酒造組合（※）

のメンバーとして、このコミットメントに沿った適正飲酒への取り

組みを展開しました（※2015年1月以降はIARDに加盟）。今後も

引き続き取り組みを強化していきます。

目標達成に向けた取り組み
・ 大学や企業を対象とした適正飲酒啓発活動を実施
・ 小中学生向け飲酒防止啓発小冊子の無料配布
・ 広告・宣伝に関する規定の遵守、商品への表示・メッセージによる不適切飲酒の防止
・ 飲酒運転防止に向けたノンアルコール飲料などの商品開発
・ 従業員に対するe-ラーニング等による適正飲酒教育
・ 清涼飲料との誤飲防止「サワーグラス」導入（サッポロライオン）

サッポログループの適正飲酒に関する基本方針

「サッポログループ企業行動憲章」には、社会との関係において酒類に対する基
本方針を次のように規定しています。

  酒類の製造販売および広告宣伝においては、酒類の特性に鑑み社会的配慮
をもって臨みます。

  健康で明るい生活にふさわしい節度ある飲酒を呼びかけるとともに、20歳未
満飲酒防止、飲酒運転防止、妊産婦飲酒防止などの取り組みを推進します。

　この基本方針に則り、グループ各社では、事業で酒類を取り扱うサッポロビール
とサッポロライオンを中心に、適正飲酒の周知活動に取り組んでいます。

サッポロビール（株） 
取締役執行役員
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な時期にお酒を飲んでしまうと、脳や心
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えいきょう

響を大きく受

け、病気にもなりやすいのです。
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小中学生向け小冊子 飲酒運転防止に向けた商品開発

約束 1 TOPICS
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2
地域社会の一員として地域の 

発展や課題解決に貢献し、
地域の皆様やサプライヤーの皆様と
ともにより良い未来を創造します。

社会との共栄

4つの約束に
基づく取り組み 	地域貢献	

連携協定を通じた社会課題の解決
サッポログループは創業以来ゆかりのある土地や地域社会との「繋が

り」を大切にしてきました。

　2007年の北海道との包括連携協定締結を皮切りに、2020年2月に

は福島県と協定を締結しました。全国の自治体や大学と締結した協定

の数はのべ63件（2020年2月現在）となっています。今後も地域への

貢献やまちづくり、防災など、さまざまな社会課題解決に向けた取り組

みを継続していきます。

「箱根駅伝」を34年にわたって応援
日本のお正月の風物詩ともいえる「箱根駅伝」。サッポログループでは

1987年から34年にわたり「箱根駅伝」を応援してきました。

　毎年グループ従業員が芦ノ湖の往路フィニッシュ付近にてチャリティー販売

を実施し、その売上の一部を神奈川県箱根町のトラスト基金に贈呈しています。

　箱根駅伝を支える選手、関係者と

その家族、また周辺地域との繋がり

を大切にしながら、これからも将来に

わたり襷を繋いでいきます。

「海ごみゼロウィーク」清掃活動実施
「海ごみゼロウィーク」は、海洋プラスチックが世界的な問題となってい

る中、毎年5月末から6月初めの期間に日本全体が連携し、海洋ごみの

調査、削減のためのアクションを行うことを目的として、環境省および（公

財）日本財団が呼び掛けている活動です。

　サッポログループでは、例年この時期に神奈川県藤沢市の片瀬西浜

海岸で清掃活動を実施しています。2019年は「海ごみゼロウィーク」の

活動として実施しました。地元で活動するNPO法人西浜サーフライフ

セービングクラブの皆さんと一緒に、グループ従業員・家族・知人など

総勢約170名が参加しました。

　さらに、ポッカサッポロでは、2019年5～6月を「海ごみゼロウィーク」

期間と定め、全国19の事業所からのべ322名が参加して公園や事業所

周辺の清掃活動を行いました。

約束
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社会との共栄約束 2

	地域貢献
アイヌ文化振興を継続支援
サッポログループはふるさと北海道への支援の一環で、アイヌ

語を含むアイヌ文化の振興に注力している（公財）アイヌ民族

文化財団と、北海道遺産の選定、北海道遺産構想の普及・啓

発活動などを行うNPO法人北海道遺産協議会に対し、2015

年より毎年夏に開催している「札幌麦酒祭り」のビール売上金

相当額を寄付しています。2019年度は両団体に加え「赤レン

ガ庁舎改修事業」も支援対象とし、総額150万円を寄付しまし

た。2020年には白老町に「ウポポイ（民族共生象徴空間）」が

オープン予定で、北海道の観光

資源として期待されています。

また、2018年よりTVアニメ

「ゴールデンカムイ」とタイアップ

したサッポロ クラシック「ゴー

ルデンカムイ缶」を北海道限定

で発売するなど、今後もアイヌ

文化振興を支援していきます。

北海道を舞台にした新たな挑戦を支援する
共創活動「ほっとけないどう」
北海道を舞台に新たなプロジェクトにチャレンジしたい「挑戦

者」と、その活動を支援したい「応援者」を繋ぐコミュニティづ

くりを目指した共創活動「ほっとけないどう」が2019年6月に

スタートしました。

　取り組みの中心となるのは、「ほっとけないAWARD（プレ

ゼンテーションイベント）」で、挑戦者が発表したプロジェクト

に対して資金協力できる「カンパイ★ファンディング」が行われ

ます。「ほっとけないBAR」でドリンク、また、2020年4月に発

売した「カンパイ★ファンディング缶」を購入することにより、支

払額の一部を支援したいプロジェクトへ資金協力できる仕組

みです。

　サッポロビールはこの取り組みを通して、創業の地である北

海道がさらに活性化していけるように応援していきます。

ほっとけないどうHP：https://hottokenaido.com/

	持続可能な調達
サプライヤー様に向けて 

サステナビリティ調達についての説明会を実施
サッポログループは、「サッポログループ調達基

本方針」「サッポログループサプライヤーサステ

ナビリティ調達ガイドライン」のもと、「安全・品

質」「コンプライアンス」「人権・労働」「環境保全」

「社会との共栄」「アルコール関連問題」の6つの

主題に関し、サプライヤー様と双方向のコミュニ

ケーションを図り、協働でサステナビリティに取

り組むことによって、健全で豊かな社会の実現

を目指しています。

　サプライヤー様向けマーケティング方針説明

会では、サッポログループのサステナビリティ調

達について説明や解説を行っています。

©野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会

4つの約束に基づく取り組み
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社会との共栄約束 2

	復興支援の継続
復興大臣から感謝状贈呈
東日本大震災被災地への継続的な復興支援

活動が評価され、復興庁の渡辺博道復興大

臣（当時）より感謝状が贈呈されました。これ

からも被災地の皆様とともに、東北の未来に向

けて、活動していきます。

「ふくしまフェスタ in恵比寿」開催
福島県が開催している「ふくしまフェスタ」を

「恵比寿ガーデンプレイス」で開催しました。 

特産品の販売や観光PRが行われ、福島県の

応援団！「HAPPYふくしま隊」「伊達武将隊」

「キビタン」も来場し、フェスタを盛り上げました。

宮城県女川町「子ども神輿」の修復支援
宮城県女川町白山神社の「子ども神輿」の修復支援として寄付金を贈呈し、同神社の5月

の例大祭で2010年以来9年ぶりに披露されました。子どもたちの笑顔と地域コミュニティ

の一助となるよう願っています。

サッポロライオンが食材とオリジナルロゴマークで復興応援
サッポロライオンでは、被災地の食材を取り入れた証である「復興応援ロゴマーク」を冠

することで、各地の食材のおいしさを発信し、お客様とともに復興を応援しています。

「恵比寿麦酒祭り」の売上金を復興支援に
2009年から「恵比寿ガーデンプレイス」で開催している「恵比寿麦酒祭り」では、2011年よ

りビール売上から東日本大震災復興支援活動に寄付しています。

　2016年からは熊本地震、2018年は北海道胆振東部地震、西日本豪雨にも寄付を行い

ました。2019年までの寄付金総額は約１億5千万円となっています。

株主優待制度を活用した次世代育成支援
サッポロホールディングスでは、2008年12月期より優待品の代わりに寄付を選択していた

だいた株主様の寄付金に当社が同額を加えた金額を社会貢献に役立てています。2012年

からは東北の復興支援に活用しており、2019年は2018年分の総額317万2,000円を次の 

3つの取り組みに対して寄付しました。

・  岩手県大船渡市へ「“椿”をテーマとした学習支援」

・  岩手県大槌町へ「小中一貫教育の柱“ふるさと科”学習支援」

・  福島県へ「“国内外の高校生が発信する風評被害払拭”事業支援」

4つの約束に基づく取り組み
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約束 2

地域社会との「繋がり」を深める
サッポログループのまちづくり

S A P P O R O
札幌

開拓使麦酒醸造所の跡地は、 
地域の方々の憩いの場に

サッポロビールの前身である「開拓使麦酒醸造所」
を開所した札幌は、サッポログループにとって「創

業の地」であると同時に日本のビールの
発祥地ともいえます。
　開拓使麦酒醸造所の跡地に開業した
「サッポロファクトリー」には、開拓使時代
の歴史をたどることができる見学施設をは
じめ、さまざまなショップやレストラン、ホ
テル、映画館、サービス施設などが集まり、
地域の方々の憩いの場となっています。
　日本で唯一のビール博物館である
「サッポロビール博物館」は、偉人たちが
情熱を傾け誕生した日本のビールの歴史

そのものを伝えるとともに、ビールにかけた想いや
ストーリーを発信しています。サッポロビール園と
ともにサッポロガーデンパーク内にある施設で、明
治の面影を残す赤レンガの建物は「北海道遺産」
にも選定されています。

札幌市とともに、
ビールを通してまちづくり

札幌市は1972年、世界的なビールのイベント「オ
クトーバーフェスト」で有名なドイツのミュンヘン市
と日本で唯一の姉妹都市を締結。以来、さまざまな
イベントを通じて互いに友好を深めており、サッポ
ログループも積極的に協力しています。姉妹都市
締結40周年を記念して始まった「ビールでまちづく
り さっぽろ」プロジェクトでは、2011年から「オー
タムビヤフェスト」が「サッポロファクトリー」でス
タートし、おいしいビールと料理で皆様に喜んでい
ただいています。

サッポログループは創業以来、「ものづくり」の原点を
忘れずに、原材料にこだわり、品質へのさまざまな取
り組みを行うと同時に、ゆかりある土地や地域社会と
の接点、繋がりを大切にする「まちづくり」にも取り
組んできました。さまざまな企業活動を通じて、お客
様に「笑顔」と「おいしさ」、「潤い」と「豊かさ」をお届
けすることで、信頼され、そして地域社会の発展に貢
献するグループであり続けたいと考えています。

サッポロファクトリー

TOPICS
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G I N Z A
銀座

ゆかりある銀座で最高品質のビールをお届け

サッポロビールの前身である日本
麦酒醸造会社が1887年に現在
の銀座二丁目で設立されて以来、
銀座は大変ゆかりのある街です。
サッポロライオンは1899年8月4

日、現在の銀座八丁目に開業し
た日本初のビヤホール「恵比寿ビ
ヤホール」が発祥であり、2019年
に120周年を迎えました。創業日
の8月4日は「ビヤホールの日」に
認定されています。
　1934年開店の「ビヤホールライオン　銀座七丁目店」は現
存する日本最古のビヤホールとして、今なお多くのお客様に
愛され続けており、徹底した品質管理と伝統の抽出技術によ
る最高品質の生ビールを常にお届けしています。
　2016年、銀座四丁目の交差点の一角に「発信と交流の拠
点」をコンセプトにした商業施設「GINZA PLACE（銀座プレ
イス）」を開業。さらなる街の活性化と賑わい創出に寄与すべ
く、「明日の銀座を創るランドマーク」となることを目指してい
ます。

Y E B I S U
恵比寿

街の名になったビール、ヱビス

1889年、荏原郡三田村（現在の東京都目黒区
三田）に「恵比寿ビール」の醸造場が完成しまし
た。1901年、 ビール出荷専用駅として「恵比寿
停車場」が開設され、その後旅客駅（現在のJR

恵比寿駅）となり、街の名も「恵比寿」となりまし
た。商品ブランドが街の名になるという非常に珍
しい事例です。
　ヱビスビール生誕地にある「ヱビスビール記
念館」は「ヱビスのすべてがそこにある」をコン

セプトに、多くの来場者にヱビスブランドの世界
観を体感していただいています。

地域に根ざした
「まちづくり」と「笑顔づくり」

「ヱビスビール」の工場跡地に複合商業施設のパ
イオニアとして開業した「恵比寿ガーデンプレイス」
は、2019年10月8日に25周年を迎えました。
　「まちや社会とともに、『豊かな時間』と『豊かな
空間』を創り、育む」ことを実現するため、地域に
根ざした「まちづくり」と「笑顔づくり」をモットー
に、まちに住む人、働く人、訪れる人が楽しみ、憩
う魅力的なまちづくりに取り組んでいきます。

恵比寿ガーデンプレイス

ビヤホールライオン　銀座七丁目店

約束 2 TOPICS
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3
自然の恵みを未来に受け継ぐため、
事業の各段階において環境保全に
取り組み、従業員一人ひとりが主体
的に環境活動を推進します。

環境保全

4つの約束に
基づく取り組み 	地球温暖化防止・3Rの推進

紙製飲料容器「カートカン」で新商品を発売
ポッカサッポロは、1996年より飲料業界に先駆けて、間伐材を含む国産材

を30%以上使用した「カートカン」を採用しています。また、2004年に設立

された紙製飲料容器の普及団体「もりかみ協議会」（森を育む紙製飲料容

器普及協議会）に発足当初より参画し、身近なエコ活動ツールとして「カー

トカン」の普及に努めています。

　「カートカン」は間伐材を使用することによって、森林保全・育成に繋がり、

森林におけるCO2の吸収を促すことで、地球温暖化防止に寄与しています。

　2020年2月には、企業・団体の皆様が会議や来客用にご利用いただける

ことをコンセプトとした新商品「旨みまろやか緑茶」を発売

しました。昨今の環境意識の高まりから、プラスチック製容

器以外の飲料を希望される企業・団体の皆様に好評です。

　また、売上金の一部を「緑の募

金」に寄付しており、森林整備を行

うボランティア団体などの活動資

金として活用されています。

TOPICS 
植物性素材を活かした商品で新たなライフスタイルを提案
昨今、地球温暖化などの環境に対する意識や健康意識が高まり、ライフスタイルにおいて植物性素材が注目されています。
　ポッカサッポロは、これまでもレモンなどの植物性素材をさまざまな形で提供してきましたが、新たに大豆に着目。2015年
に豆乳ヨーグルト事業に参入し、2018年に新ブランド「SOYBIO豆乳ヨーグルト」を発売しました。さらに2019年には群馬工
場内に豆乳ヨーグルトの製造ラインを新設し、大容量タイプ「SOYBIO豆乳ヨーグルト400g」を新発売しました。豆乳ヨーグ
ルトの市場は近年伸長しており、今後も成長が見込まれます。
　また、2018年にはアーモンドミルク「アーモンド・ブリーズ」の販売を開始。牛乳・豆乳に続く第三のミルクとして提案しています。
　今後も植物性素材を原料とした商品拡大に取り組み、健康のみならず、環境課題の解決に繋げていきます。

約束

「ビールテイスト飲料用軽量アルミ缶蓋の開発」で
CO2排出を削減
サッポロビールは「ビールテイスト飲料用軽量アルミ缶蓋の

開発」において、（公社）日本包装技術協会が主催する「第43

回木下賞 改善合理化部門」を2019年6月に受賞しました。

この開発は大和製罐（株）様が設計製造を行い、当社が実用

化評価を実施した協働の取り組みで、缶蓋の約7％軽量化を

実現しました。使用するビールテイスト商品の缶蓋すべてを同

製品に切り替えた場合、2018年実績で約1,200トンのCO2排

出量の削減効果が見込まれます。同製品の特長は、形状を工夫

し缶蓋表面に凹み（ビード形状*）を採用することで、缶蓋を薄

くしてアルミ使用量を削減しながらも従来缶蓋と同等の品質

を確保したことです。2022年まで

にビールテイスト飲料を中心に全

工場への展開を目指しています。
* 缶蓋表面に施した溝状の凹凸のこと。 左：現行缶蓋　右：軽量アルミ缶蓋
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環境保全約束 3

	自然との共生
地域の環境保全を支援
サッポロビールは、2016年よりサッポロ生ビール黒ラベ

ル「信州環境保全応援缶」を長野県で数量・期間限定

で発売しています。長野県とは「生物多様性保全パート

ナーシップ協定」を2017年に締結、本商品の売上1缶に

つき1円の寄付を行い、継続的に信州の環境保全に取り

組んでいます。また、サッポロ生ビール黒ラベル「埼玉県

環境保全応援缶」を2019年11月に発売、「海と日本プ

ロジェクトin埼玉県」を応援しています。北海道では、コープさっぽろ様と北海道との協働

による「北海道の森を元気にしよう!（現在は「北海道の森に海に乾杯!」）」キャンペーンを

2013年より実施しており、北海道の森林保全活動を支援しています。

　また、（株）沖縄ポッカコーポレーションでは、世界自然遺産登録を目指す本島北部のやん

ばる地区を応援するため、やんばる地区の自然観光地や希少な生き物をデザインした特別

パッケージの「元祖さんぴん茶」を2020年3月に数量限定で発売しました。売上の一部は

環境保全活動に寄付します。

サッポロビール仙台工場「緑化優良工場等
東北経済産業局長表彰」受賞
工場緑化を積極的に推進し、工場内外の環境向上

に顕著な功績のあった工場として、仙台工場が

「2019年度緑化優良工場等東北経済産業局長

表彰」を受賞しました。同賞の受賞は、2014年度

以来5年ぶりで、さらに宮城県では2005年度以来14年ぶりとなります。

　仙台工場は1971年の竣工以来、自然環境との調和や地域社会との共生を大切にする

工場づくりを目指し、積極的に工場緑化に取り組んできました。また、清掃活動・環境保全

への取り組みなど、地域社会への貢献度も評価されました。

恵比寿ガーデンプレイス内の
「サッポロ広場」を農園化
NPO法人アーバンファーマーズクラブ様を

パートナーとして、「アグリテインメント」（「アグ

リカルチャー」と「エンターテインメント」を合

成した造語）をテーマに、サッポログループ本

社棟に面する「サッポロ広場」を恵比寿地域

のコミュニティ拠点として農園化し、みんなで

楽しく野菜を育てるカルチャーをつくることを

目指し、2020年に取り組みを開始しました。

　世代間の垣根を越えたコミュニティの醸成、

また、農業を通じた“体験と学びの場”を提供

することにより、近隣にお住まいの皆様ととも

に、食と農で社会課題解決に繋がるよう取り

組んでいきます。

4つの約束に基づく取り組み
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個性かがやく人財の輩出約束 4

4
従業員の多様性を尊重し、

一人ひとりの能力を最大限発揮でき
る環境整備と、心と体の健康維持・
増進、安全に向けた取り組みを

推進します。

個性かがやく 
人財の輩出

	健康経営
「健康経営優良法人2020（ホワイト500）」に認定
サッポロホールディングスとグループ企業各社は、経済産業省が健康

経営銘柄に準じた先進的な企業を選ぶ「健康経営優良法人2020」

の認定を受けました。

　サッポログループでは、長期経営ビジョン「SPEED150」の中で

「最大の財産は人財であり、グループの人財が、心身ともに健康で、

元気で明るく前向きなエネルギーをもって新たな領域に挑戦・越境

し、サッポログループで働いていて良かったと思える企業を目指す」

ことを掲げており、「健幸創造宣言」を策定し、働き方改革と併せて

グループ全従業員の健康維持増進に向

けた取り組みを行っています。

　今後もサッポログループ全従業員の

健康増進に向けて、さらなる取り組みの

強化を図っていきます。

「がんアライアワード2019」受賞
サッポロビールとポッカサッポロは、がんに罹患しても働きやすい制

度と対話を充実させることにより、会社の強さに繋げる取り組みを進

めています。がんに罹患した従業員やその上司に向けた「治療と就

労の両立支援マニュアル」を作成し、必要な情報をすぐに得られるよ

うにしているほか、「時間有休制度」「スーパーフレックス」「テレワー

ク」の導入によって柔軟な勤務を可能にすることで、治療を続けなが

ら就労を継続できる体制などを整えています。

　こうした取り組みが評価され、両社は、がんと就労問題に取り組む

民間プロジェクト「がんアライ部」主催の「がんアライアワード2019」

を受賞しました。サッポロビールは、がん経験者の社内コミュニティ

「Can Stars」の発足が評価され、2年連続の「ゴールド」受賞。ポッカ

サッポロは2019年が初エントリーで「シルバー」の受賞となります。

　サッポログループは従業員のあらゆる多様性を尊重し、一人ひと

りの能力を最大限発揮できる環境整備を強化することに取り組んで

います。この受賞を励みに、がんに罹患しても、働き続けられる社会

であることを望むとともに、がんを経験した従業員の想いを大切に

し、すべての従業員の学びと成長に繋げます。

約束

4つの約束に
基づく取り組み

サッポロホールディングス（株）、サッポロビール（株）、
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（株）、

（株）サッポロライオン
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個性かがやく人財の輩出約束 4

	ダイバーシティ・人権
サッポロマネジメントセミナーの開催
サッポログループでは、多様性のあるすべての従業

員の経験、能力、考えなどが活かされている「ダイ

バーシティ・インクルージョン」を推進しています。

　2020年はLGBT当事者と社内のがんサバイバー

をスピーカーとして、管理職を対象としたマネジメン

トセミナーを開催しました。外見ではわかりにくい

多様性の存在や当事者の想いなどを理解すること

で、従業員の一人ひとりに目を向け尊重し合い、多

様な人財が持つ能力を最大限発揮できる職場環境

づくりについて考え、行動を促す機会としました。

　今後も継続的に、職場で重要な役割を担う管理

職向けにマネジメントの啓発を行います。

	人財開発・育成
社内インターンプログラム
サッポログループでは、キャリア開発を目的とした新たな施策とし

て、「社内インターンプログラム」を2019年に試験導入しました。

若手・中堅社員のキャリア開発と部門間を越えたコミュニケー

ションを活性化する風土の醸成を目的として、希望する部署で業

務に従事することで、インターン受入部署で現在の業務に役立つ

経験を積み、今後のキャリアに活かす取り組みです。インターン

受入部署も、新しい人財が短期間加わることで、今までにない新

しい気付きを得られるといった相乗効果が期待されています。

「ひらめき！ラボ」
ポッカサッポロの働き方改革推進チームの発案で生まれた自主

勉強会「ひらめき！ラボ」。働き方改革によって「！」（ひらめき）を

生み出すための刺激を受ける時間を創り出し、皆で学び、対話

するというプロセスを楽しみながら、 意識・思考の変化や新たな

行動に繋げる場をつくる取り組みを推進しています。

　「新しい発想やイノベーションを生み出すには？」「強くて良い

会社にしていくためには？」「働き方を変えるには？」　 こうした

テーマを扱う「ひらめき！ラボ」は、あくまで業務外の活動です。 

フレックスタイムやテレワークの活用、業務フローを見直すこと

で時間を創出し、従業員の友人・知人も交えた勉強会やワーク

ショップ、 セミナーなどを開催しています。

社内インターンプログラム概要図

希望部署に
応募

越境体験

公募

※ 越境体験後、共有会・事業場報告会の実施

体験プログラム
の提示

インターン
参加者 受入部署

4つの約束に基づく取り組み
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