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社会への貢献
企業市民としての役割を自覚し、企業としての社会的な責任を果たすことを通じて、健全で
豊かな社会の発展に寄与するように努めるとともに、従業員各人の社会貢献活動を積極的
にサポートします。

CSR行動規範❺

社会貢献基本方針

食品ロス削減の取組み

食育活動

食品ロス削減の啓発活動

近年、食べられるのに捨てられてしまう食品である
「食品ロス」が世界的な問題となっています。日本では、
年間で約2,775万トンの食品廃棄物が排出され、この
うち食品ロスは年間約621万トンと推計されています。
このうち半分に近い量が家庭から排出されており、調理
くずや食べ残し、冷蔵庫などに入れたまま期限切れと
なった食品で構成されています。

昭和産業グループでは、種々の機会を通じて、食品ロ
スに関する実態、背景だけでなく、家庭でできる食品ロ
スの抑制方法、生ごみ抑制による環境への配慮など、環
境教育と併せた食育活動を実施しています。

食品ロス削減の取組み

製品の賞味期限を再評価することで消費者の食品ロス
削減に取組んでいます。また従来、出荷期限超過製品は
賞味期限内であっても廃棄していましたが、一般社団法
人中央ライフ・サポートセンターの協力のもと、社会福
祉施設約400施設への製品寄贈を開始し、2016年度
は約230kgの製品を寄贈しました。

一般社団法人中央ライフ・サポートセンター（CLSC）
は、食品産業のサプライチェーンから発生する「食品ロ
ス」を社会福祉施設に寄贈し、企業、福祉施設双方の本
業を通じた社会貢献を支援する活動をしています。

こども霞が関見学デー出展

昭和産業は、霞が関の官
庁によるこども霞が関見学
デーに出展し、穀物から食
品ができるまでの展示と食
品ロスに関する講義を行っ
ています。

「元気のでる朝食運動」に協賛

昭和産業は、朝食の大切さを見直し、簡単でおいしい
メニューづくりの普及を目指す、一般社団法人栄養改善
普及会主催「元気のでる朝食運動」に協賛しています。
2016年度は全国40会場で開催され、小学生から大学
生、親子や主婦など合計約1,200名が参加し、朝食に
関する講義や「パンケーキシリーズ」を使った朝食向き
の調理実習が行われました。

鹿島工場にて工場見学と食育の講義を実施

昭和産業鹿島工場において、顧客協力のもと地域に向
けた食育活動の一環として、親子工場見学会を開催して
います。2016年度は地域の小学生を中心とした親子が
合計78名参加しました。

見学会の当日、参加者たちは小麦が船で運ばれ、工場
内で小麦粉になっていくまでの工程を見学したほか、食
べることの重要性についての講義を受け、クイズなどを
通じて食に関する知識を深めました。その後、親子でお
好み焼作りに挑戦し、
料理の楽しみも体験し
ました。その後、当社
がスポンサーを務める
鹿島アントラーズのク
ラブハウス見学も行い
ました。

国連WFPによる世界全体の
食料援助量（2015）

約320万トン

国民1人1日当たり
食品ロス量

約134g
（茶碗約1杯のご飯の量に相当）

事業系
うち可食部分と
考えられる量
339万トン

規格外品、返品、
売れ残り、食べ残し

家庭系
うち可食部分と
考えられる量
282万トン

食べ残し、過剰除去、
直接廃棄

資料 ： WFP、総務省人口推計（平成26年度）

日本の「食品ロス」
約621万トン

親子でお好み焼作り体験

保護者を対象にした出張授業

「元気のでる朝食運動」の調理実習

霞が関見学デーの講義

❶「人々の健康で豊かな食生活に貢献する」ために、大地の恵みである小麦・大豆・トウモロコシなどの食物を大切に扱い、良い製品を安
定的に提供します。

❷昭和産業グループによる社会貢献活動を推進するとともに、従業員一人ひとりが、社会活動・文化活動等に参加することを支援します。

フードバンク活動の取組み
みやぎ生活協同組合の「コープフードバンク活動」にも自社製品を提供し食品ロスの削減に努めています。フードバンク活動とは、品

質には問題がないものの、賞味期限が近い、箱や包装が破損しているといった理由で通常の販売が困難な食品や食材をNPO法人などが
食品メーカーなどから引き取り、福祉施設や団体に無償提供する活動です。必要な所にタイミングよく届けることで、食べられる食品を
有効に活用しています。

◉ 昭和産業からCLSC各登録施設までの製品寄贈の流れ

◉ 日本の食品ロスの状況

鹿島アントラーズ食育キャラバン事業への協賛
（2016年9月〜12月）

スポンサーである鹿島アントラーズのホームタウン
都市（鉾田市）の小学校16校で開催された食育キャラバ
ン事業に協賛しました。

子どもたちを対象としたプログラムにおいて、鹿島ア
ントラーズ育成部コーチが、サッカーを中心とした体育
の授業を、女子栄養大学の生涯学習講師が、「バランス
良く食べることの大切さ」を伝える授業を行いました。

また、2016年度初めて、保護者に向けて「お母さん
は未来のアスリートのサポーター！」と銘打った授業を
開催しました。「バランス良く食べることの大切さ」を
テーマに食育キャラバン講師の女子栄養大学生涯学習講
師による栄養講義と参加者によるグループミーティング
の2部構成で実施しました。

物流協力企業
（集配地）

各登録施設

出荷・出荷連絡

出荷連絡

物流協力企業
（配送）

受領書寄贈食品案内

配送記録配送記録

寄贈食品
案内

昭和産業
中央ライフ・

サポートセンター
（CLSC）
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CSR行動規範❺ 社会への貢献

スポーツ活動への協賛

寄付活動

地域との連携

「昭和産業80周年記念SHOWA エキサイト
マッチ2016」開催 （2016年10月29日）

オフィシャルスポンサーとして応援している鹿島ア
ントラーズの試合において、「昭和産業80周年記念
SHOWA エキサイトマッチ2016」を開催しました。

今年度も、従業員（役員・社員・嘱託）および家族を無
料招待するととも
にオリジナルショッ
ピングバッグのプレ
ゼントや、当社の商
品を販売するチャリ
ティーイベントなど
を実施しました。

鹿島アントラーズふれあいサッカー教室
（2016年１１月２７日）

茨城県内の企業と共同で「鹿島アントラーズサッカー
教室」を開催しました。当日は40組の小学生親子が参
加し、鹿島アントラーズのコーチや選手と一緒にサッ
カーを楽しんでいただき、教室終了後に選手からのプレ
ゼント抽選会や記
念写真撮影会を行
いました。

鹿島アントラーズの公式戦に協賛

本支店、工場、グループ会社などでの周辺地域の清掃活動

国連WFP協賛

昭和産業グループは、国連WFP協会の評議員として、
飢餓と貧困の撲滅を使命に活動する国連WFPを支援し
ています。

●エッセイコンテスト
昭和産業は応募1作品当たりの給食約1日分（30円）を

マッチング寄付する「エッセイコンテスト」に、毎年度寄
付協賛しています。2016年度は、「ぼくの私のちからメ
シ」をテーマに、14,659通の作品が寄せられ、マッチ
ング寄付でおよそ15,000人の子どもたちに栄養価の高
い給食を届けることができました。

●ウォーク・ザ・ワールド
世界で飢えに苦しんでいる子どもに学校給食を提供す

るプログラムの一環であ
るウォーク・ザ・ワール
ドには家族を含め横浜で
11名、大阪で2名が参
加しました。

●レッドカップキャンペーン
2017年4月から「レッドカップ

キャンペーン」に参加しています。
2018年3月までの対象商品の売
上の一部を寄付することで、世界
の飢餓や貧困で苦しんでいる子ど
もたちが学校に通い、給食を食べ
られるように取組んでいます。

周辺地域の清掃活動

昭和産業グループは、社員による周辺地域の清掃活動
を定期的に行っています。札幌支店では昨年に引き続
き、支店に隣接している「若葉公園」の清掃を実施しま
した。本社では地元の内神田鎌倉町会や企業の社員の皆
様と協力して一般社団法人「大手町、丸の内、有楽町
地区まちづくり協議会」主催の「鎌倉橋橋洗いプロジェ
クト」に参加しました。引き続き全国各地の事業所、グ
ループ会社において、継続的な活動による地域の美化、
地域の環境保全に努めていきます。

地域行事への参加

2016年に旧鶴見工場（鶴見パッケージセンター）は閉
鎖され80年の歴史に幕を閉じましたが、これまで通り、

「大黒町12社会」主催のクリーン作戦に参加しました。
「大黒町12社会」とは1967年に発足され、大黒町

に所在する工場および事業所で構成する会です。この会
は、事業所相互間の協調関係を通じて業務面の円滑化と
地域連帯感の強化に努め、併せて地域社会の発展向上に
寄与することを目的として
おり、活動の一環として毎
年2回のクリーン作戦を実
施しています。これまでお
世話になった町の環境に対
して、引き続き美化に努め
ていきます。

不要になった本の寄付

不要になった本の寄付を社内で呼びかけ、リブック
協議会に寄付をする取組みを行っています。寄付した
本は、施設内でクリーニング後インターネットなどで
販売され、利益は社会福祉施設に還元されます。この
取組みは当社のお客様からもご賛同いただき、協同で
実施することで活
動の輪を広げてい
ます。2016年度は
両 社 で1,000冊 を
目標に募集し、合計
2,090冊 を 寄 付 し
ました。

冊数がまとまるたびに梱包して発送

ふれあいサッカー教室の参加者たち

チャリティーウォークに参加

大黒町12社会主催のクリーン作戦

地域イベントへの協賛・参加などで活性化に貢献

昭和産業グループは、各支店や工場などがある地域に
おいて、様々な団体などが主催するイベントへの協賛・
参加などを通して、地域の活性化に貢献しています。

・幼稚園、小学校の保護者を対象にパン講習会（北海道）
・地区祭りに神輿の担ぎ手（宮城県）
・クッキングコンテストにお土産（宮城県）
・健康事業に協力（茨城県）
・自立支援組織に業務委託(東京都）
・中学校で手打ちうどん講習会（三重県）
・従業員の家族を対象にパン講習会（三重県）
・大阪府の地区祭りに協力（大阪府）
・自治会運動会に協力（兵庫県）
・幼稚園のバザーに協力（福岡県）

（抜粋）

「ふれあい料理教室」開催

広島市社会福祉協議会の協力のもと、広島市内の知
的障がい者・肢体不自由者の方々とその家族を対象と
した広島支店主催の「ふれあい料理教室第7回」が開催
されました。参加者は、講師らとともに関西風お好み
焼とカップケーキを作って日ごろとは少し異なるひと
時を過ごしました。参加者から、「具材や味に工夫を凝
らし、普段とは違うお好み焼を楽しんだ」、「機会の少
ない調理を楽しめた」、などのメッセージを頂きました。
今後もこのような機会を通して地域との連携を高めて
いきます。

お好み焼作りに挑戦
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