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［関連するSDGs目標と取り組み］
国連WFP「レッドカップキャンペーン」に参加／
「元気のでる朝食運動」に協賛／
持続可能な食料生産システムの構築・運用／
食品ロスの削減

社会への取り組み／社会貢献基本方針
https://www.showa-sangyo.co.jp/csr/social/

　昭和産業グループは、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ていま
す。また、従業員各人の社会貢献活動を積極的にサポー
トしています。

食品ロス削減の取り組み

　出荷期限を過ぎた製品は賞味期限内であっても処分
していましたが、2015年より一般社団法人中央ライ
フ・サポートセンター※を通じて社会福祉施設で活用し
ていただく取り組みを推進しています。2017年度は約
1,050kgの製品を寄贈しました。
　当社は、こうしたフードバンク機関やサプライチェー
ンでの連携を強化することで、食品ロス削減に取り組ん
でいます。
※  約400の社会福祉施設および食品・流通企業とネットワークを構築
し、サプライチェーンから発生する食品ロスにつながる製品を施設
に寄贈する仕組みを運営するフードバンク。食品企業と福祉施設双
方の本業を通じた社会貢献の支援を目的としています。

災害支援活動・寄付活動

█ 従業員からの募金による被災地支援
　国内外で発生する大規模災害の被災地を支援するため、
昭和産業グループの従業員が一口500円から寄付できる
ワンコイン募金制度を制定しています。災害規模に応じ、
会社からの寄付を合わせたマッチングギフトも行ってい
ます。（平成30年7月豪雨での被災地支援：昭和産業グ
ループとして、社会福祉法人中央募金会などを通じ500
万円を寄付しました。従業員の募金参加者336名）

█  震災復興「いわきスポーツアスレチックアカデミー」
への協力

　昭和産業は、福島県いわき市に拠点を置く、株式会社
いわきスポーツクラブとパートナーシップ契約を締結し
ました。同クラブの「復興から成長へ」「スポーツを通じ
て社会を豊かにする」という理念に共感し、地域の子ど
もたち向けに展開するいわきスポーツアスレチックアカ

デミーに対して、食育分野での協賛、サポートを実施し
ていきます。

█ 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。毎年、エッセイコンテスト、レッドカップキャ
ンペーンを通じて、飢餓や貧困に苦しむ子どもたちに給
食を届ける活動を続けています。
　2017年度は、「おなかいっぱい幸せ
ごはん」をテーマに、19,075通の作
品が寄せられ、マッチング寄付でおよ
そ2万名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。

地域との連携

　昭和産業グループは、全国各地の事業所、グループ会
社において、従業員による周辺地域の清掃活動を定期的
に行っています。また、地域イベントへの協賛・参加な
どを通して、地域の活性化に貢献しています。

Social

周辺地域の清掃活動例

千代田区一斉清掃（本社）

海の日堤防清掃（敷島スターチ）

日川浜海岸清掃（鹿島工場） 港湾美化活動（奥本製粉）

県道沿い側溝清掃（敷島スターチ）

鶴見大黒町クリーン作戦（本社）
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木田製粉株式会社（北海道）

█ 「グループ広報大賞を受賞」
　木田製粉は、地元の北海道産小麦を原料に使用した
「Hokkaido pancake」の拡販の取り組みや「PTA講
習会」を中心にした地域貢献活動の紹介が評価され、
「昭和産業グループ広報大賞」を受賞しました。
　PTA講習会は、地域の幼稚園や小学校のPTAの皆
さんを対象とした、手打ちうどんやパンなどの小麦粉
を使った料理教室です。毎年6回程度開催しており、
2017年度は延べ90名に参加いただきました。
　また、2017年は、地元高校のキャリアプロジェクト
活動に協力しました。高校生が地元企業を訪問し、社会
人となった先輩に仕事の内容を取材するものです。入社
間もない従業員数名が、緊張の面持ちで取材にお答えし
ました。
　これからも、地域清掃活動をはじめ様々な機会を通し
て、地域の皆様に愛していただけるような会社を目指し
ていきます。 （木田製粉 CSR担当より）

株式会社菜花堂（岩手県）

█ 「一関の“もち食文化”に貢献（一関高専との共同研究）」
　菜花堂では、一関工業高等専門学校の戸谷先生や学生を
中心とするメンバーと共同研究※を行いました。時間がた
つと固くなるもちの『老化しにくく新たな食感と機能を有
する「機能性もち」の開発と商品化』を目的としています。
　研究は、“もちの老化防止” のために分子の鎖長や構造
が異なる糖質の効果を、官能評価のほかに様々な分析機器
を用いて系統的に評価したもので、「新たな食感と機能性
を有する食品の開発」と題して発表しています。菜花堂か
らは、昭和産業の様々な糖質を提供し、もちの作成や官能
評価を中心に協力しました。
　菜花堂では、これからも地元伝統のもちの食感老化防止
への「おいしい答え」を追求し、一関のもち食文化の向上
に貢献していきたいと考えています。 （菜花堂  CSR担当より）
※  岩手県の「ものづくり産業技術開発推進事業」に基づく共同研究です。

木田製粉の皆さん（中心は永瀬社長）

一関の伝統料理「もち御膳」

PTA講習会の様子
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より，老化しにくい滑らかな食感を保つ可能性がある。もち生地や澱粉に各種糖質を添加し，α化後の

粘度変化（Rapid visco analyzer：RVA 分析）や，冷凍前後の貯蔵弾性率変化（凍結融解－動的粘弾性試

験[1]），破断強度，テクスチャーから，老化やもち食感に対する各種糖質の添加効果を評価し，各糖質

の構造と老化防止機能の関係を明らかにすることを試みた。RVA 分析は主に澱粉のアミロースによる

「初期老化」を，凍結融解－動的粘弾性試験ではアミロペクチンによる「長期老化」をとらえることが

できると予想する。

①材料および方法

もち原料として「もち米」（平成 27 年岩手県産黄金もち）を，もちのモデルには，比較的老化しやす

く糖質の添加効果を評価しやすい精製「うるち米粉」（商品名：上新粉）や「うるち米澱粉」（上越スタ

ーチ製，商品名「ファインスノー」）と，老化しにくい「もち米澱粉」（商品名：モチール B，三和澱粉

工業製）を使用した。老化防止効果を狙って鎖長・構造の異なる 10 種類の糖質（単糖，オリゴ糖①～

⑧，食物繊維⑨⑩）を使用した（表 1）。DE 値が小さいほど重合度が大きい（2 糖は DE 50，10 糖は DE 
10）。
澱粉の初期老化に関して，各糖質を添加した「うるち米粉（上新粉）」や「うるち米澱粉」溶液の糊

化特性（粘度の温度による変化）を測定した。測定には Rapid visco analyzer（Perten Instruments，RVA-
4）を使用した。専用のアルミニウム製キャニスターに澱粉 2.5 g（水分含有量 14％を基準として補正）

と蒸留水 25 g を入れ，懸濁液を調製した。糖質添加の場合には，予め含有固形分が澱粉に対して 10％
重量の糖質をキャニスターに採取し，蒸留水 25 g を加えて溶解した。その後，澱粉等 2.5 g を添加して

懸濁液を調製した。測定方法は RVATM General Pasting Method, STD に準拠した。測定装置と解析方法

を図 6 に示す。

 

図 6. RVA 装置と RVA 曲線の解析方法

  

図 7. 上新粉に添加する糖質と RVA 分析パターン  図 8. 上新粉のセットバック値比較
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 “もちの老化防止”に関する分析結果の一例
　 （一関工業高等専門学校の戸谷先生より提供）

グループ企業の地域貢献活動
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社会との関わり（社会貢献）

　昭和産業は、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2008年より協賛しています。朝
食の大切さを見直し、簡単でおいしい、栄養バランスを
考えたメニューづくりの普及を目指す活動です。朝食の
欠食率は、残念ながらここ10年横ばいで、減る傾向はみ
られません。食品メーカーの責任として、様々な機会で
地道な啓発活動を続けていきたいと考えています。

█ 料理初心者も楽しく調理実習
　料理初心者にもやさしい、簡単レシピの調理実習があ
ります。自分で作った料理を、皆と一緒に試食するのも
大きな楽しみです。昭和産業は、本活動を通じて、一人
暮らしの若者などに、自分で料理する楽しさも伝えてい
きたいと考えています。

█ 「ホットケーキミックス」は魔法の粉！！
　ホットケーキミックスは、使い方次第でおやつだけで
なく主食にもなります。例えば、ミックス粉に豆腐や卵
などを混ぜた生地を電子レンジ加熱で焼き上げ、ハムや
レタスなどを挟んでサンドイッチ風に。栄養バランスが
良く、朝食にピッタリです。

（レシピの詳細は昭和産業HP おすすめレシピ「レンジパンケーキサンド」へ）

 朝食欠食率の推移
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※「元気のでる朝食運動」活動概要
・ 実施内容：朝食はなぜ大切かの説明、調理実習、
「おはようメニュー」（テキスト）の配布など
・ 参加者：一般消費者、小学生の親子、中学生、高校生、大
学生など
・開催回数：30～ 40回／年
・参加人数：30～ 40名／回　（約1,200名／年）

平成28年度「国民健康・栄養調査」結果の概要（厚生労働省）より

「元気のでる朝食運動」に協賛

昭和産業は、食に関わる企業として、
様々な機会を利用して食育活動を行っています。

█ 鹿島工場　親子工場見学会（7/26、8/23）
　鹿島工場において、地域のお取引先様との協力のもと、
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。2017年度は地域の小学生親子が67
名参加しました。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、講義、クイズな
どを通じて食に関する知識を深めました。親子でお好み
焼作りにも挑戦し、料理の楽しみを体験しました。

Social
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█ 「こども霞が関見学デー」出展
　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
義を行いました。

 █ 鹿島アントラーズ食育キャラバン事業への協賛（9～12月）
　鹿島アントラーズ
のホームタウンであ
る神栖市の小学校
15校で開催された
食育キャラバン事業
に協賛しました。

　Jリーグが発足した初年度からオフィシャルスポンサー
として鹿島アントラーズを応援しています。
　鹿島アントラーズのホームタウンは、鹿嶋市、神栖市、
潮来市、鉾田市、行方市の5市です。昭和産業は、鹿島臨
海工業地帯ができて間もない1974年に鹿島工場を竣工
して以来、鹿嶋・神栖・潮来地区の発展とともに歩んで
きました。
　今後も、昭和産業は鹿島アントラーズや地元と共に、
地域社会の発展に貢献していきます。

█ 「SHOWAエキサイトマッチ」の開催（9/23）
　冠試合として「SHOWAエキサイトマッチ」を開催
し、昭和産業の商品を販売するチャリティーイベントな
どを実施しています。オリジナルタオルのプレゼントの
ほか、従業員や家族を招待し、応援を盛り上げました。

鹿島アントラーズと昭和産業

█  「鹿島アントラーズふれあいサッカー教室」の開催
（11/12）
　毎年、茨城県内の企業と共同で「鹿島アントラーズふ
れあいサッカー教室」を開催しています。2017年度は、
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。

担当者からの声
　地域貢献やPR活動の一環として、Jリーグ発足当
初から応援しています。常勝軍団の鹿島アントラーズ
の知名度を生かし、昭和産業の魅力を伝えていけるよ
う、さらには鹿島
アントラーズがタ
イトルをとれるよ
うに、一丸となっ
て応援していきた
いと考えています。

©KASHIMA ANTLERS

©KASHIMA ANTLERS

昭和産業　CSRレポート2018 22

社
会
と
の
関
わ
り（
社
会
貢
献
）




