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「金属」「機械・インフラ」「化学品」「エネルギー」「生活産業」「次世代・機能推進」。 

 三井物産の事業活動は、これら6つの事業分野から成り立っています。事業活動を通じて社会的責任を果たしていくために、当社では

ISO26000*における中核主題のうち「人権」「環境」「消費者課題」「コミュニティ参画・発展」という4つの主題が重要であると考えています。

当社全体のCSRマネジメント活動「CSRマネジメントの実績と目標」および「事業分野別のCSR課題と2011年度の実績」については、当

社ウェブサイトにて掲載しています。 

 
* ISO26000：組織の持続可能な発展への貢献を奨励するために国際標準化機構が定めた社会的責任に関する国際規格。「組織統治」「人権」「労働慣

行」「環境」「公正な事業慣行」「消費者課題」「コミュニティへの参画および発展」といった7つの中核主題から構成されています。 

 

 

 

 



三井物産 CSRレポート2012 （詳細版） 

13 

 
 

当社が重要であると考える社会的責任に関する主題「人権」「環境」「消費者課題」「コミュニティ参画・発展」に則した、具体的取り組み

事例をご紹介します。 

 

 

 

 

 

世界的に希少な水資源を、現地で活かしていく 

 

●国民の悲願だった下水道整備のために 

●廃水リサイクルで環境を守っていく 

●地域へ安心安全な水を提供するために 

●清浄な水と衛生的な環境の提供へ 

 

 

 

“豊かな暮らし”を支える次世代の交通インフラサービス 

 

●持続可能な消費活動へ、貢献していく 

●地域の声に、広く、深く耳を傾けて 

●走行距離に応じた植樹とカーボン・オフセット 

●被災地復興を支援するカーシェアリング 

 

 

 

エネルギー調達の多様化を実現 

 

●海で、陸で環境保全に最大限の努力 

●先住民族と、信頼と協調の精神で 

●多彩な手段で、地域と深く交流する 

●エネルギーの安定供給へ、ひたむきに 

 

 

 

お客様の求めていることを「カタチ」に 

 

●「地産地消」を一歩進めた「自産自消」へ 

●給食業界初の食品リサイクル・ループ 

●持てる力を公共施設に、地域密着型サービスに 

●障がい者の自立支援のために 

 

 事業活動と社会的責任   

 三井物産の事業活動 1  

 三井物産の事業活動 4 

 三井物産の事業活動 3  

 三井物産の事業活動 2  
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地球は「水の惑星」であり、水の総量はおよそ13.86億km3と推定されます。しかしその97.5％は海水で、淡水は2.5％だけであり、しかも

河川、湖沼、浅い地下水など、容易に利用できる淡水は水資源全体のわずか0.01％でしかありません。地球規模での人口増加、都市

化に伴って水資源の偏在、水質汚染の問題は深刻化しています。限りある水資源をどのようにリサイクルし、活用していくかは、さらに

重要度を増すでしょう。三井物産はインフラ事業で培ってきたプロジェクト開発力、資金調達力、グローバルネットワーク機能および総合

的な水資源ビジネスの提供を通し、地球的テーマである水問題の解決に貢献しています。 

 

 

 
 

水問題は世界共通の課題ですが、一方で個々の水事業は

ローカル色の強い現地密着型の産業であり、20～30年もの

長期にわたって提供していくインフラサービスです。その

国、その地域の事情を熟知していなければ、現地で真に必

要とされる水事業は行えません。水事業をグローバル展開

するにあたって特に必要なのは、現地の事情を熟知する

パートナー企業でした。 

アトラテック社はメキシコ最大手の水エンジニアリング企業

です。60年近くにわたり、メキシコ国内で80件以上もの水処

理プロジェクトを手がけてきました。三井物産は2008年にア

トラテック社を買収し、お客様のニーズに応えるため、プ

ラント設計、出資・融資などの資金調達、機器調達、プラン

ト建設そして操業、保守管理までを一貫して行える体制を

整えました。 

メキシコ全土において下水道整備は国にとって喫緊の課題

であり、国民の宿願でした。アトラテック社は2008年にグア

ダラハラ市のエル・アオガド下水処理場を、2009年には当

時ラテンアメリカ最大規模の下水処理場となるアグアプリエ

タ下水処理場（一日の処理量70万トン）を受注しました。さら

に、メキシコシティの北東部にあるイダルゴ州アトトニルコ市

で単一施設では世界最大規模を誇るアトトニルコ下水処理

場も2010年に受注しました。一日の処理量は、なんと360万

トン。稼動すれば、下水道普及率が40％弱から60％超に引

き上げられます。この処理場に寄せられるメキシコ国民の

期待は非常に大きなものがあり、建設途中にもかかわらず

カルデロン大統領が視察し、激励と感謝の辞を述べまし

た。 

 

アトラテック社が手がけるアトトニルコ下水処理場 

（建設中） 

 

 消費者課題への取り組み  

 三井物産の事業活動 1  



三井物産 CSRレポート2012 （詳細版） 

15 

 
  

自然を守って、できる限りきれいな水を取水できるようにする。あらゆる廃水をきれ

いな水に戻して還す。水事業そのものが環境問題に貢献していることは言うまでも

ありません。そのうえで、さらにその先をめざすのが、限られた資源である水のリサ

イクルです。 

メキシコの国営石油会社であるペメックス社はメキシコ各地に製油所や油槽所など

の石油関連プラントを所持しています。三井物産はアトラテック社とともに、それらプ

ラントからの工業廃水や近隣の住居地域からの生活廃水など地域が生みだす全廃

水を一滴も漏らさずに水処理して100％ペメックス社へリサイクルするという「ZERO 

LIQUID DISCHARGE」に挑み、達成しています。原油臭を放つ黒く濁った水も、高度

な処理により魚が棲息できるレベルまで浄化するなど、廃水を用途に応じレベル分

けしてリサイクルします。 

廃水リサイクルの重要性は洋の東西を問いません。工業化が急速に伸展する中国

では工業廃水による河川汚染が社会問題となっています。三井物産は中国に精通

している大手水事業会社のハイフラックス社（本社シンガポール）と共同でギャラク

シー社を設立し、2010年から中国各地で上水供給・下水処理・下水処理リサイクル

など24件の水事業を展開しています。 

 

メキシコ国営石油会社PEMEX Cadereyta製油所  

廃水処理設備 

 

 
 

 

三井物産はタイの建設土木会社、チョーカンチャン社と共に上水供給事業会社・タイ

タップウォーター社の共同事業を展開し、現在ではタイ国地方給水公社を通じ、毎日

100万人以上に「安心で安全な水」を供給しています。2011年9月に発生した大洪水

はタイ全土に甚大な被害をもたらしましたが、なかでも深刻だったのは皮肉にも「水

不足」でした。河川の濁流や汚水が市街地にあふれた結果、まだ多くの市民が利用

している地下水が飲料水として使用できなくなったのです。人々は飲料水を求めて

奔走し、大型ストアや商店の店頭から瞬く間にミネラルウォーターは姿を消しました。 

タイタップウォーター社が水を供給しているバンコクの周辺地域も例外ではありま

せんでした。そんな状況にあって上水施設から水道によって送られてくる安心安全

な水は、命綱＝ライフラインだったのです。 

洪水ピーク時には浄水場にも2mを超す洪水が押し寄せるなか、従業員は毎日ボー

トで通勤しては浄水場を見回り、ときに土嚢を積みあげて浄水場を守り、飲用水や

食糧を毎日のようにボートやジープで近隣の住人に届けました。当社は、本件を通

じて清浄な水の安定供給とコミュニティの衛生的な環境保全を改めて実感、責任の

重さと「やりがい」を感じています。  

 

洪水発生時に建屋の状況確認へ向かう従業員 

 

施設への浸水を防ぐために築いた堤防 

 

 
 

 

当社は、世界中の国や地域でグローバルに事業を展開していることから、国際基準に則った人権に対する配慮はCSR経営の基盤であ

ると考えています。清浄な水と衛生的な環境を提供する水事業は、上下水道が整備されていない地域の健康問題を改善できる事業で

あり、人権を守ることにもつながっています。このような考えに基づき、2011年には、タイの財団がチェンマイ県アルーノタイ村で進める

「山の水供給システム」構築を支援しました。これにより山中で伝統的な生活を送っている約２万人もの山岳民族が、現在では日々の

生活に水道水を利用できるようになりました。 

 人権への取り組み  

 環境への取り組み  

 コミュニティ参画・発展への取り組み  
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複数の会員がクルマを共同利用するカーシェアリング。自家用車や社有車を保有することなく、24時間いつでも手軽に車を利用できる

新しい移動手段として、スイスはじめ欧米を中心に普及が進んでいます。三井物産はカーシェアリング事業を「所有」から「利用」へと変

化するクルマ社会のトレンドに対応した次世代の「地域交通インフラ」と位置づけ、日本国内では2008年8月に全額出資の子会社である

カーシェアリング・ジャパン（株）を設立。｢カレコ・カーシェアリングクラブ｣というブランドのもと東京・神奈川・千葉・埼玉を中心に「レンタ

カー・マイカーよりお得で便利」な会員制カーシェアリングサービスを展開しています（441ステーション・516台／2012年4月時点）。 

 

 

 
 

「マイカーよりもカーシェアリング」という潮流は、日本でも急

速な広がりを見せています。2012年のデータでは利用者数

が約16万8千人と前年の約2.3倍にまで成長しました。2014

年には全国で車両台数2万5千台、利用者数37万5千人に

達すると予測されています。こうした急成長の背景には、地

球温暖化防止への思いや原油価格高騰への懸念もありま

すが、それだけではなく、モノを所有することで豊かさを感じ

る時代から、個々の価値観に基づく“豊かな暮らし”を求め

るライフスタイルに日本人がシフトしてきたことが挙げられ

ます。カーシェアリング・ジャパンは、カーシェアリングを環

境に配慮した街づくりを担う次世代の交通インフラサービス

と定め、「楽しくてスマートなライフスタイル」の実現を企業

使命としています。価値観が多様化する時代の“豊かな暮

らし”の実現へ向けて、「カーシェアリングをケータイのよう

に便利で、コンビニのように身近なサービス」にしたいと考

えています。クルマ利用の新しいスタイルを提案すること

で、利用者の一人ひとりがこれまでより楽しくスマートな

日々を送ることができ、環境問題にも貢献し、持続可能な

消費行動の一角を担えるようにする。それがカーシェアリン

グ・ジャパンの行動指針「顧客満足の最大化」にもつながっ

ています。 

 

 

 

カーシェアリング・ジャパンのミッション、ビジョン 

 

 消費者課題への取り組み  

 三井物産の事業活動 2  
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それぞれのコミュニティには地域ごとの個性があり、求められるニーズも異なりま

す。消費者の声に広く耳を傾け、的確なサービスとして反映していきたい。そのよう

な思いを背景とした活動の具体例が会員アンケートと「会員座談会」です。年に2回

開催している会員座談会では、和やかな雰囲気のなか率直な意見を直に聞くこと

ができます。「子どもだけでなく両親も一緒のドライブを楽しみたい」「レジャー用に

大きなクルマがあったら便利」…カレコの会員は初期に多数を占めた独身者・

DINKS世帯にとどまらず、子育てファミリーまで層が広がり、利用目的も多様化して

います。そうしたなかから生まれた要望に応えるべく、主要カーシェアリング会社の

なかでは初めての7人乗りと8人乗りのミニバンを導入しました。同時に、子育てファ

ミリー世帯からのご要望が多かった3歳児までのチャイルドシートを、一部のミニ

バンに常設（4～6歳児までのジュニアシートは全車標準装備）、「冬のレジャーに利

用したい」との声には、冬用タイヤを一部の車種に導入しました。また、環境にやさ

しいEV（電気自動車）のカーシェアリングも実施。自社運営の他、東京都千代田区

や品川区、同福生市や埼玉県さいたま市など、地方公共団体や地域企業団体の

EV運用をお手伝いしています。 

 

 

クルマの予約からドアの開・施錠もできる 

スマートフォン専用画面も、会員の声にこたえて開発 

 
  

車両の効率的な活用を図ることで保有車両台数を削減し、さらにはCO2削減による

温暖化防止に貢献することを、カーシェアリングはめざしています。国土交通省所

管の公益法人である交通エコロジー・モビリティ財団の調査でも、カーシェアリング

の利用を通じて、走行距離の大幅な減少が見られ、また、車両保有台数の減少

や、電車・バスなどの公共交通および徒歩・自転車利用が増加したことが確認され

ています。そのもの自体が環境にやさしいカーシェアリングですが、カーシェアリン

グ・ジャパンでは、より積極的な環境貢献のために、自社で所有するカーシェアリン

グサービス車両の走行距離に応じた植樹活動をスタートさせました。これは、サー

ビス車両全体の年間走行距離を合計し、1万kmについて1本を植樹するものであ

り、今後コナラやヒノキなどの植樹を全国各地の「三井物産の森」で行う予定です。

加えて、サービス車両から排出されるCO2の一部を相殺するためのカーボン・オフ

セットクレジット購入を、三井物産が推進するJ-VER※を活用して行います。 

 
※J-VER： 環境省が推進する「オフセット・クレジット（J-VER）」。カーボン・オフセット等に 

活用が可能で、市場における流通が可能となり、金銭的な価値を持つ。 

 

 

千葉県亀山山林（三井物産の森）にて行った植樹の 

取り組み 

 
 

 

2011年3月11日に東日本を襲った大地震と大津波は、いまなお人々の暮らしと心に

深い爪痕を残しています。被災地の一日も早い復興を目的に、カーシェアリング・

ジャパンが宮城県石巻市で2011年10月からスタートさせたのが、復興カーシェアリン

グ「みんなのクルマ」プロジェクトです。東日本大震災により被害を受けたクルマは30

万台とも40万台とも言われ、多くの人々が移動手段を奪われました。プロジェクトで

は、約1,200戸が建ち並ぶ仮設住宅団地の敷地横や石巻駅近くなど4ヶ所・全9台の

車両を配置しています。この復興カーシェアリングは文字通り復興支援を目的として

いるため、利用料金は一般料金の約4分の1に設定し、被災者の方はもちろん支援

者の方にも活用いただいています。  

宮城県石巻市の復興カーシェアリング 

 環境への取り組み  

 人権への取り組み  

 コミュニティ参画・発展への取り組み  
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｢産業の血液｣と呼ばれる石油ですが、日本は石油輸入の90％近くを中東に依存しています。石油をはじめとしたエネルギー資源の調

達先を多様化することが、これからの日本経済および国民生活の安定につながることは言うまでもありません。宗谷海峡をはさんで北

海道と向かいあうサハリン島。その大地や海域には膨大な量の原油と天然ガスが眠っていることが早くから知られていました。三井物

産はエネルギー安定供給の切り札として、サハリンでの天然ガス・原油開発を決意し、日米蘭の企業によるコンソーシアムを形成。 

1994年には開発会社であるサハリンエナジー社を設立しました。以来、参加企業の顔ぶれが変わるなか、三井物産は四半世紀にわた

るプロジェクトを一貫して推進してきました。 

 

 

 
  

 
サハリンエナジー社は、環境保護活動にも最大限の努力を払っています。島の北東部沖で採掘した原油や天然ガスを、南部の港まで

800kmにおよぶパイプラインで陸上輸送しますが、この際、海域も含めた島の自然環境に影響を及ぼすことがないよう細心の注意が払

われます。例えば油井を掘る際に生じる土砂と泥水の「ゼロ排出」。これらは専用に掘られた廃棄井戸に再注入され、環境に負荷を与

えません。島を囲む海には小型鯨であるコククジラなど貴重な海洋生物が棲息しています。サハリンエナジー社は、沿岸部にある自社

プラントの影響を受ける可能性がある海域について、海洋環境モニタリングプログラムを継続して実施。生物多様性を維持すべく対応

しています。またサハリン島はわが国でも希少野生動植物種に指定されているオオワシの繁殖地です。2011年4月に行われた鳥類学

者など30人が出席したワークショップでは、サハリンエナジー社の製造設備は生物多様性および保護鳥類にマイナスの影響を与えて

いないことが明らかにされました。 

 
 

 

サハリン島に居住する少数先住民族に対して、サハリンエナジー社は最大限のコ

ミュニケーションに努め、共存共栄を図るための様々な施策を行っています。基本と

なるのがSIMDP(サハリン先住民支援プラン）です。先住民の要望に真摯に耳を傾

け、どうすればお互いに良い結果がもたらされるかを信頼と協調の精神に基づき、と

もに計画していくもの。例えば、先住民が生活を営む全ての集落においてサハリンエ

ナジー社の求人募集などを知らせる専用掲示板の設置、SIMDPに関する定期的な

情報を複数のメディアやパンフレット、小冊子などで公開しました。また、年に2～3回

は会合を開いて、さらなるコミュニケーション強化を図っています。2011年度は少数

民族が暮らす20以上の集落で公開ミーティングを実施。100名以上が出席しました。

さらに、サハリンエナジー社への就職斡旋はもちろん、自らビジネスを始めたいと希

望する人には、予算を設けて基金から拠出して支援することも行っています。なにか

を行う際は、必ず先住民の了解を取りつけてから実施する、というのもサハリンエナ

ジー社が心掛けていることです。 

 

国連が定めた「先住民の日」イベントのオープニング

セレモニー（サハリン州） 
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事業活動についての、あらゆる情報と記録を公開する。サハリンエナジー社が地域

をはじめ社会に向けて発した公約であり、その中枢となるのが「情報センター」です。

プロジェクトの全体像から工事の進捗状況、会社からのメッセージなどを、地元の新

聞、ポスター、ビラ、掲示板など多種多様な手段で告知。プロジェクトへの認識と理

解を深めてもらうことで、島民のプロジェクトへの自主的な参画を促します。2011年

には本社事業所近くで10回を数える「地域社会公開ミーティング」を実施。100人以

上の地域住民が参加し、活発な意見交換がなされました。従業員との対話も重要で

す。2011年11月には翌年に向けての企業価値向上と主たる活動に関して、｢100 

Workshop」と題した討議会を例年通り開催しました。会社幹部などが一同に会し、多

様なビジョンが語られました。また宗谷海峡をはさんだ北海道の漁業関係者などス

テークホルダーの意見を聴くため、広報担当者が年に数回、日本を訪れて会議を実

施しています。地域や国際社会の良き一員として行動し、持続可能な成長を実現す

る枠組づくりのための国連グローバル・コンパクト。サハリンエナジー社は、世界中

で56企業が参加する国連グローバル・コンパクト「LEADプログラム」のメンバーとして

活動しています。 

 

北海道漁業関係者との会議 

 

 
 

CO2やNOXが少なく、SOXが排出されない天然ガスは、環境にやさしいエネルギーで

す。日本では主に発電用、都市ガス用として用いられており、現在約8,000万トンの

輸入量は今後ますます増大することが予想されます。産業そして生活を支えるエネ

ルギー資源の安定確保がなにより重要なわが国にとって、石油輸入の90％超を中

東原油に頼っている現状はリスクマネージメントの観点からも問題でしょう。中東と

日本の距離は約13,000km、船で15-20日ほどかかります。それに比べてサハリンか

らは2～4日で輸送できるのです。サハリンⅡプロジェクトを通じて日本や極東アジア

地域に対して長年にわたって原油・天然ガスの安定供給が可能です。長期的ビ

ジョンに基づき、腰を据えてエネルギーインフラ構築に取り組んで、安心な暮らしの

実現に役立っていく。これも三井物産の使命です。 

 

LNG初出荷を見送る関係者 
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三井物産は、民間ノウハウを社会的事業に生かすPFI事業や関係会社エームサービスによる各種サービス事業を展開しています。 

三井物産の社員食堂から始まったエームサービスは、企業・学校・病院・福祉施設など身近な場所で「安全・安心・健康・美味しい」を

テーマに、質の高い食を提供して36年の歴史を有します。近年では全国約3,400の事業所で1日約120万食を提供しています。東日本大

震災においても、全国サプライヤーの協力のもと多量の食材を確保し、分断された通常ルートとは異なる陸路・空路を手配することで、

東北地区でのフードサービスを一食も欠かすことなく提供しました。 

 

 

 
 

地域で提供する食事は、できるだけ地域の食材を用いていく。そうした理念をさらに

前進させたのが、神奈川県や千葉県の農場と契約してスタートさせた「自産自消」プ

ロジェクトです。これは農地近隣で受託している施設において使用する野菜を、エー

ムサービス従業員が中心となり、最低でも週1回は生育状況を視察し、農作業を手

伝うもの。農家に任せきりの契約栽培と異なり、食の現場で働くスタッフ自らが野菜

作りに参加、栽培プロセスを体験することで、品質管理はもちろん食材への意識向

上に役立っています。収穫した野菜は「スマベジ」と名づけられ、その由来が社員食

堂など受託施設に展示され、評判を呼んでいます。 

「自産自消」の野菜は、エームサービス全体からみれば、まだ一部にすぎませんが、

企業スローガンである「安全・安心・健康・美味しい」のひとつのシンボルとして、将来

的には各都道府県にひとつは自産自消農場を設けていく予定です。品質管理に関

しては「生産者の顔が見える食材」など徹底したトレーサビリティはじめ、スタッフの

立ち居振る舞いも品質と考えた従業員教育を行っています。 
 

社員食堂に並ぶ「スマベジ」メニュー 

 

 
  

循環型社会の構築をめざして制定されたのが食品リサイクル法。その再生利用事業計画の一環としての循環型モデルが食品リサイク

ル・ループと呼ばれます。エームサービスは関係会社と協力して、このモデルを完成させ、2011年に給食業界では初めてとなる認定取

得を受けました。これは東京と神奈川の11事業所から排出される年間の食品ゴミ約170トンを飼料化し、その飼料で育てられた鶏の鶏

卵の6割強を全国の事業所で食材として利用するものです。持続可能な資源利用を実現していくため、これからも食品リサイクル・ルー

プの対象範囲を拡大していきます。2010年度に28％だったリサイクル率は11年度には30％まで向上しました。将来的には、外食産業の

努力目標である40％をめざします。2010年には廃食用油のリサイクルもスタートさせています。愛知県名古屋市の受託事業所から排

出される廃食用油を市内の事業者が洗濯用粉石けんやディーゼルエンジン用燃料に再生。このうち洗濯用粉石けんを全国の受託事

業所で主に厨房で利用するふきん等の洗濯に用いています。 
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日本で1999年に施行されたPFI法は、公共施設等の整備から維持管理およびサー

ビス供給までを民間の資金とノウハウを活用して行うものです。三井物産は、2007

年同法に基づく法務省との案件の一例として、セコム・東京美装・小学館集英社プロ

ダクションとSPC(特定目的会社）を設立し、三井物産ファシリティーズ・エームサービ

スと協力して、喜連川社会復帰促進センター事業の運営業務にあたっています。ま

た2010年からは既存3施設（黒羽刑務所・静岡刑務所・笠松刑務所）の運営業務も

担当。これらの案件において、実社会に適応した職業訓練や就労支援を刑務所内

で実施することで再犯防止に寄与し、安心して暮らせる社会づくりに貢献していきま

す。 

地域に密着したサービス事業としては、2009年4月、新たに誕生した新広島市民球

場でのフードサービス包括運営をエームサービスがオープン時から担当していま

す。大リーグなど米国13球場でのフードサービス運営実績を有するアラマーク社※の

ノウハウを基に、地元にフィットする多様なフードサービスを提供、来場者の皆様に

好評を博しています。人気のひとつは、これまでの日本の球場では想像できなかっ

た施設やサービスが充実していることです。グラウンドすれすれの視点で観戦できる

スポーツバー、仲間で集えるパーティールーム、目の前で肉や野菜を焼いて楽しむ

バーベキューシートなど多彩な観客席が設けられています。球場内の売店は古くか

ら愛されている地元のお店は残し、お客様がわかりやすく買いやすいようにメニュー

や場所などが総合的にプロデュースされています。場内の飲食店や弁当に用いる

生鮮野菜は地元産です。 

 

※アラマーク社： 創設以来36年間のビジネスパートナー。米国最大手のサービスマネジメント会社。 

 

 

 

喜連川社会復帰促進センター 

 

 

新広島市民球場でのフードサービス 

 

 
 

 

エームサービスは障がい者の自立支援のため、全国の事業所で意欲的に障がいのある方を採用しています。すでに300名以上の方が

活躍しており、厚生労働省が発表した障がい者雇用率ランキング（2008年時点、常用雇用者5,000人以上の企業対象。2009年以降は

未発表）で、全国第2位にランクされました。さらには、雇用以外の方法でも障がい者の自立支援を行う取り組みとして、2010年より全国

の受託事業所で使用する片栗粉の購入先を、知的障がい者のための就労支援施設に統一しました。就労支援施設では、事業の一環

として、大袋の片栗粉を小分けし袋詰めして商品化する個包装を行っています。エームサービスが大量に使用する片栗粉を一括購入

することにより、施設の収入が増加し、働く方々の工賃が安定することで、知的障がい者の方々の自立を支援しています。 
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