
グローバルに活動する不二製油グループは、グループ憲法に定める「人のために働く」という価値観に基づき、

事業活動が影響を及ぼし得る人々の人権を尊重する責任があると考えています。 

人権リスクの特定とリスクの低減活動

「国連ビジネスと人権フォーラム2016」への参加およびステークホルダーとの対話を機に、人権に対する考え方を改めて整
理し、2017年4月に「不二製油グループ人権方針」を公表しました。また、人権尊重責任を果たす一環として人権デュー・
ディリジェンスを実施しています。2020年度に第2回人権インパクトアセスメントを実施し、特に対応を優先すべき人権リス
ク分野を特定しました。今後は、特定したリスクの低減活動に中期的に取り組んでいきます。

人権の取り組みの詳細については、サステナビリティレポート2021をご参照ください。
人権マネジメント https://www.fujioilholdings.com/sustainability/social/human_rights/

第１回特定 人権リスク 人権リスク低減活動の進捗

人権に関する教育、リスク管理の仕組み
  社内向け人権教育の実施（人権週間の開催、教育用動画の配信）
  各グループ会社への人権リスクの説明活動
  各グループ会社のリスクアセスメントプロセスへの人権リスク組み込み

サプライチェーン上の労働者の人権
（農園における労働環境、労働安全衛生、非差別・機会均等、
強制労働・児童労働、土地の権利に焦点）

  パーム油のサステナブル調達の推進
  カカオのサステナブル調達の推進
  パーム油のグリーバンスメカニズムの構築・運用

第2回特定 人権リスク 関係する 
ステークホルダー

特に確認・留意する事項 
（専門家の推奨事項） 今後の対策の方向性

労働安全衛生 従業員   コロナ禍での感染対策
  第三者の活用によるマネジメントシステム強化

  職場での感染症対策徹底の継続
  第三者視点を入れた労働安全衛生マネジ
メントシステムの継続的レベルアップ

サプライチェーン上の 
労働者の人権
（農園における労働環境、 
労働安全衛生、非差別・ 
機会均等、強制労働・児童 
労働、土地の権利に焦点）

サプライチェーン上の 
労働者

  全般： 主要原料に限定しないサプライヤー行動 
規範の確立、グリーバンスメカニズムの拡大

  パーム・カカオ：  調達方針、中長期目標に基づく
取り組みの推進

  大豆：  調達方針の策定とモニタリングシステムの
確立

  サプライヤー行動規範、大豆およびシア
カーネルの調達方針の策定と周知活動、
および中長期目標に向けた取り組みのさ
らなる推進

ダイバーシティ＆ 
インクルージョンおよび 
職場の人権
（ハラスメント・強制労働）

従業員

  ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンを 
グローバルで展開する体制強化
  ハラスメント防止策強化
  強制労働リスクの確認と低減

  グローバルにダイバーシティ、エクイティ
&インクルージョンを推進
  職場の人権等について確認・対応するた
めの仕組みと体制の検討

人権インパクトアセスメントで特定した人権リスク
人権デュー・ディリジェンスの全体像
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C“ESG”O部門の役割
社会課題や要請を先進的に入手し、 ESG委員会の事務局として関連
部門やグループ会社と連携を図り、「社会のサステナブルな発展」と
「持続可能な企業価値向上」を推進する役割を担っています。 

また、ステークホルダーへの情報開示やマテリアリティで挙げられて
いる安全、品質、環境の推進役も担っています。
　今後はCSV*の概念を積極的に取り入れ、社会価値および経済価
値の双方を高め、持続的に企業価値の最大化を目指すことで、ステー
クホルダーの期待に応えていきます。
* CSV：Creating Shared Value。経済活動と社会価値創出を両立させること。

人権

「人のために働く」の実践

「人のために働く」は不二製油グループの価値観の一つです。この「人」とは個々の人だけでなく、社会
全体も指しており、事業を通じて社会に貢献するという意味合いが込められています。
　パーム油をはじめ我々が使用する主な原材料は、一般的に人権や環境に関する多くの課題を抱えてい
ます。それらの課題を克服し、サステナブルなサプライチェーンを通じて、最終消費者まで製品をお届け
することが我々の使命だと考えています。
　取締役会直属のESG委員会では、毎年ESGマテリアリティおよび活動テーマの決定と推進を行って
おり、特にサステナブル調達と環境に関しては2030年までの具体的なKPIをコミットメントとして公表
し、重点的に推進しています。
　調達面では、RSPOにいち早く加盟し、人権方針やサステナブル調達方針を掲げ活動を進めてきまし
た。人権デュー・ディリジェンスの一環として、2020年度に第2回人権インパクトアセスメントを行いま
した。グリーバンスメカニズムの運用によりサプライチェーン上の人権問題や環境問題にも対応を進めて
いますが、より活動を深化させていく必要性を認識しています。2020年度からは現地社員も加わったグ
ローバルサステナブル調達委員会の運用を開始し、サプライチェーンの整備を加速させています。
　環境については、農業食品関連で温室効果ガス全体の30%程度の影響があるという試算もあり、当
社グループとしても無視できない大きさです。当社グループはパリ協定に基づきCO2排出量削減のKPI

を定めており、SBT*に認可されています。さらに、水や資源の循環のために廃棄物の削減基準もKPI化
しました。グループ各社で環境の特別な部署を設けるなど取り組みを進めています。
　これらにはコストがかかりますが、持続可能な社会を実現していく上ではいずれ対応しなくてはいけません。 
遅れた対応はコストにしかならず、しかも一時期に出るコストが膨大になり経営を圧迫します。反対にいち早く 

対応することで、それはアセットの一部となり、先行者利益などで還元される可能性が高くなります。例えば、 
当社は「Plant-Based Food Solutions（PBFS）」というコンセプトを掲げ、植物性食品素材による社会課題の 

解決を宣言していますが、サステナビリティへの関心の高まりにより発生するニーズを捉えることで、将来的に大
きなリターンが期待されます。当社の取り組みは将来の企業価値向上と社会への貢献につながると信じています。
* SBT：科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標の設定を企業に働きかける共同イニシアチブ

インパクトアセスメント
事業活動が影響を及ぼし得る 
人々の人権に対する潜在的な 
負の影響の特定・分析

2016年度 第1回特定リスク 2020年度 第2回特定リスク

評価
対処が適切かの追跡評価

進捗の報告
ステークホルダーへの 
継続的な情報開示

適切な対処のための行動
特定した負の影響の 
低減・防止活動

C“ESG”O
SECT ION

  人権に関する教育、 
リスク管理の仕組み

サプライチェーン上の 
労働者の人権

  労働安全衛生
  ダイバーシティ＆ 
インクルージョン、 
 職場の人権

C“ESG”O部門

 社会課題／要請の入手
 ESG委員会

 情報開示
 安全、品質、環境

社会／ステークホルダー

関連部門／グループ会社

取締役 兼 上席執行役員 

最高ESG経営責任者（C“ESG”O）

外部有識者（BSR）ノウハウ・参画

当社の事業活動・ 
操業地域特性上の 
人権リスクの洗い出し

社内関係者にインタビュー、
当社実情を反映の上、 
事業活動を通して影響を 
及ぼし得る6分野を特定

特に対応を優先すべき 
重要な人権リスクの 
3分野を特定



不二製油グループは、「不二製油グループ憲法」において全従業員が行動する上

で持つべき価値観として「安全と品質、環境」を表明しています。それは、従業員

一人ひとりが 「法とルールを守ること、マナーを向上させることを通して、安全・ 

品質・環境を守る風土、文化を創っていく」重要性を理解し行動することを 

組織風土として定着させてきたためです。

不二製油グループ憲法 バリュー「安全と品質、環境」

食品企業にとって最低限果たすべき最大の価値は、食品の安全です。安全を保つには、 

品質の確保が重要です。しかし、品質の確保を優先するがゆえに環境に悪影響を及ぼす 

ようなことはあってはなりません。安全と品質、そして環境はこれまでも経営の前提として
最優先されており、今後も最優先すべきものです。安全には労働の安全も含まれます。 

私たちは、過去の事故により尊い命を失いました。会社にとって従業員はかけがえのない
財産です。従業員が安心して仕事ができ、個々の能力を最大に発揮できるよう職場の 

安全を確保することは、会社の大前提です。

労働安全衛生
「不二製油グループ憲法」を構成するバリューの最初に掲げている「安全と品質、環境」の中で、「安全」は不二製油グルー
プが成長を続けるために最優先すべきテーマです。当社従業員および当社事業所内にて働く全ての方々の命を守るととも
に、労働災害ゼロ達成を目指しています。

食の安全・安心・品質
不二製油グループは、安全・安心な製品を社会に提供することを前提に、事業活動を展開しています。当社グループでは、
お客様に安心して、安全な製品をご使用いただくために「品質基本方針」を定め、製品設計からお客様にお届けするまで、
お客様の視点に立った製品づくりを目指しています。

「環境ビジョン2030」における各項目の取り組み

「環境ビジョン2030」の目標と進捗

「食の安全・安心・品質」についての取り組みの詳細は、 
サステナビリティレポート2021をご参照ください。

https://www.fujioilholdings.com/sustainability/social/food_quality/

各地における取り組み 

「労働安全衛生」についての取り組みの詳細は、 
サステナビリティレポート2021をご参照ください。
労働安全衛生の推進 https://www.fujioilholdings.com/sustainability/social/safety/

「環境ビジョン2030」における各項目の取り組みの詳細はサステナビリティレポート2021をご参照ください。
 https://www.fujioilholdings.com/sustainability/environment/management/#vision2030

CO2排出量の削減

 太陽光発電の導入と推進
 新しいコージェネレーションシステムの稼動による高効率化
 高効率ボイラーへの更新および燃料の転換
 油脂精製冷却工程の廃熱の利用

廃棄物量の削減

  パレットリサイクルの推進
  受注生産や在庫管理の徹底による製品廃棄の削減
  汚泥中の水分を除去

水使用量の削減

  処理水を洗浄水などへ再利用
  空調設備を水冷式から空冷式へ変更
  節水活動に加え、蒸気使用量を削減する活動を推進
  管理体制を強化し、水使用効率が低い箇所への対策を実施

資源リサイクル

  廃棄されていたカカオ殻の再利用
  ごみの分類を徹底
  鉄スクラップや廃白土の有価化への取り組み
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項目 2019年 2020年
不二製油グループ 
従業員千人当たりの休業災害者数
（休業災害4日以上）

2.9 4.7

不二製油 
グループ 
労働災害

度数率
日本 2.89 4.03

海外 8.62 9.00

強度率
日本 0.006 0.004

海外 0.07 0.924

安全と品質、環境

環境

爆発事故が発生した12月22日を安全祈念日と
定め、事故を語り継いでいる

*1 基準年：2016年度
*2 スコープ3（カテゴリ1）は豪州における生産拠点1社を除く
*3 廃棄物量は豪州における生産拠点1社を除く

1991年12月22日、油脂抽出工場で8名の尊い
命が失われる爆発事故が発生した

屋根に設置したソーラーパネル

項目 2030年目標 2020年度実績 *1 達成率

CO2排出量の削減（グループ全体）
スコープ1+2 総量40%削減 *1 19%削減 48%

スコープ3（カテゴリ1）総量18%削減 *2 6%増加 0%

水使用量の削減（グループ全体） 原単位で20%削減 *1 22%削減 100%

廃棄物量の削減（グループ全体）*3 原単位で10%削減 *1 1%増加 0%

資源リサイクル（国内グループ会社） 2030年まで再資源化率99.8%以上を維持 99.37% 未達成

2020年度目標 2020年度実績 Next step

  重大品質クレームゼロを実現するための
従業員の品質意識向上

  品質管理者間ネットワークの構築の推進

  重大品質クレーム0件
  品質情報共有のためのプラットフォーム
の構築

  従業員の品質意識向上
  プラットフォーム利用推奨による担当者
間の関係強化

2020年度目標 2020年度実績 Next step

  重大災害ゼロおよび重大物的事故ゼロ
を実現するために、従業員の労働安全
意識向上を図る

  指差呼称、危険予知訓練の資料を作成・
配布
  重大災害1件
  重大物的事故0件

  指差呼称の導入および啓発活動の継続
  VRを利用した安全体感機器による安全
意識の向上

ユニフジ（マレーシア）における死亡事故について

重大災害としてユニフジ（マレーシア）*1で1名の死亡事故が 

発生しました。これを受け、海外グループ会社において、作業
許可が必要な全ての作業 *2の安全総点検を実施し、グループ会
社内で同様の事故発生防止に努めました。
*1 持分法適用関連会社
*2 作業許可が必要な全ての作業：火気使用作業や酸素欠乏等危険作業など

コージェネレーションシステムの導入（日本）
CO2排出量削減の一環として、阪南事業所に、都市ガスで発電し、その排熱から蒸気を 

つくるコージェネレーションシステムを2020年8月に導入しました。国産機の導入は初の 

試みでしたが、高効率で安定した運転ができてホッとしています。結果として、新たな運転
スタイルも確立し2020年度はCO2排出量を大幅に削減できました。「環境ビジョン2030」
の達成に向けた新たな一歩を踏み出し、次なる施策を推進します。

 

太陽光発電の導入（シンガポール）
ウッドランド サニーフーズ（シンガポール）では2020年9月に太陽光発電を導入しました。 

大きな屋根を最大限活かしたソーラーパネルと常夏の気候帯の恩恵を受け、高効率で稼動 

しており、コスト削減および環境負荷低減に貢献しています。事務所のロビーで発電量を 

可視化し、従業員と共有することで、さらなる意識向上へとつなげています。

不二製油株式会社 生産技術部門 工務部
中井 隆博（左）　小鯛 勝敏（右）


