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我が国の小売業における環境対策は、１９９７年度に経済団体連合会による自主行動計画として策定さ

れ、産業構造審議会および中央環境審議会によって毎年フォローアップが行われています。これは、自主

的な地球温暖化対策になっています。 

Ⅰ 環境配慮型小売業を推進するために 

食品スーパーマーケットが取り組む環境対応策は、二つに大別されます。 

ひとつは地球上の限りある資源を、ムダをなく有効に使う取り組みです。おもには、容器包装削減、食品のリサイクル

促進や廃棄物の適正処理・減量化等で、循環型社会形成を促進する施策として店舗では以前から手掛けている事柄になり

ます。   

二つ目は、地球温暖化防止につながる温室効果ガス（主にＣＯ2）の削減です。地球温暖化を防ぎ、生き物が後世まで安

全に過ごせるように今の環境を長く維持することを目的にした、温室効果ガスの排出抑制や省エネ対策などが主要項目と

なります。 

特に地球温暖化防止は、世界全体で早急に取り組まなければならない課題となっています。日本は2020 年までに

1990 年比で温室効果ガス排出量を25％以上、50 年までに80％以上の削減をするという野心的な目標値を発表して

いるのです。実現化に向け工場などの産業部門における削減は進んでいるようですが、民生部門（家庭・オフィス・店舗

など）でのCO2排出量は依然、増え続けているという現実があります。 

 

＜環境に関する関連法令＞ 

地球温暖化対策の推進に関する法律（地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案） 

 事業者の排出抑制等に関する指針を示し、地方公共団体実行計画の策定事項の充実、森林事業から生じる排出削減量にかかわる処置の義務付

けといったことが盛り込まれています。温室効果ガス算定・報告・公表制度の見直し、国民生活における温室効果ガス排出抑制のための取り組

み等についても定めています。 

小売業における環境対策への取り組み 

会員企業における環境対策 

 

◆左上：省エネ型空調システム 

   消費電力量を低減し節電を行う 

 

◆左下：省エネセンター 

   エスカレーターには人感運転センサー 

を設置し、無駄な電力を抑える 

 

◆右上：ＬＥＤ照明器具 

   ＬＥＤ照明器具を採用し、消費電力を 

   削減する ＬＥＤ照明に切り替え、長寿命・省電力による省エネに取り組む：冷凍食品冷ケース 
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この審議会には、小売業界団体と日本生活協同組合連合会が参加しており、環境投資・運用改善・消費

者を巻き込んでの地域貢献の観点から省エネルギー・CO2 排出量削減に取り組んでいます。 

日本スーパーマーケット協会の会員企業もこれに歩調を合わせて、（１）店舗活動における省エネ・温

暖化対策や 3R の推進等の取り組み、（２）お客さまとの協働によるリサイクル等の取り組み、ならびに（３）

生産者・製造業者、卸売業者、物流業者を含めたサプライチェーン上流との協働による取り組みを展開し

ています。

  

（１）  店舗活動における 

省エネルギー 

温暖化対策・温室効果ガス排出削減 

３Ｒの推進といった資源の有効利用等 

 

 

 

 

 

会員企業の各店舗においては、省エネ・温暖化対策や 3R の推進等の取り組みが進んでいます。こまめ

な消灯といった運用面での実践から始まり、積極的に取り組む会員企業では、設備の更新時期に合わせて

さまざまな省エネルギー機器の導入がなされています。 

さらに先進的な会員企業では、環境配慮型のモデル店舗が新設されています。そこでは省エネ仕様の店

舗建築・設備の採用、太陽光発電等の新エネルギーの導入、店内にある様々な機器について機器ごとのエ

ネルギー使用量の実態把握、それに伴う利用改善といったさまざまな排出削減対策が講じられています。 

資源の有効利用に関しては、容器包装の削減といった３Ｒ（Reduce、Reuse、Recycle）の推進が中心

となりますが、それだけでなく発注回数を適正化することによる店頭在庫の削減、原材料や包装材におい

て再生材を利用した商品の販売、食品廃棄物の肥飼料への再生利用等も含まれます。加えて、食品廃棄物

を再生して生産された農畜産物の販売等も資源の有効活用になるのです。この点についてもすでに着手し

ている会員企業があります。   

また、消費期限前の余剰食品の有効活用に結び付く「フードバンク」に関しても、課題はあるものの稼

働し始めています。 

新規出店地域における生物群集とそれを取り巻く環境を鑑みた生態系の価値の評価や、生態系を考慮し

た認証商品販売の視点をもつことは、長期的な店舗活動や販売商品の確保に必ず通じると考えます。 

“いつまでも営業できる小売業”をめざし、豊かな個性をもつ地球上のすべての生き物たちが直接的に

も間接的にも支え合って今後も生きていけるような生物多様性への取り組みも協会の会員企業各社でスタ

ートしています。 

＜環境に関する関連法令＞ 

省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律） 

工場・事業場・運送・建築物・機械器具についての省エネを進め、エネルギーを効率的に使用するための法律。 

食品リサイクル法（食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律） 

食品廃棄物の排出抑制や資源として有効に活用することを促す法律。大量生産・大量消費社会から循環型社会への転換を

促進するために、小売業、食品会社、外食産業等食品を取り扱う全事業者に食品廃棄物の減量・リサイクル、熱回収等を求

めています。食品廃棄物の年間発生量が 100 万トン以上の大規模事業者には、リサイクル率（再生利用実施率）等の報告

が義務付けられ、取り組みが十分でない場合は、事業名の公表や罰金などの厳しい措置をとることが定められています

 

次世代型の店づくり

環境配慮型店舗 

  

 

Ⅰ環境配慮型小売業を推進するために

小売業における環境対策への取り組み



 
 

 

 

 

3 
 

 

 (２）お客さまとの協働による 

リサイクル等の環境対策の取り組み 

 

会員企業の店舗では、資源回収のための店頭リサイクル BOX の設置やレジ袋削減・マイバック（エコ

バッグ）の利用促進等で、消費者に環境活動の呼び掛けを行っています。

一部の会員企業では自治体と連携したレジ袋の削減や環境教育の開催等、地域の関係団体との協働によ

る環境対策も実施しています。 

また容器包装の簡素化や、生産・使用・廃棄時において環境負荷低減ができるような環境配慮型の商品

の認定・販売も売上規模の比較的大きい会員企業を核にスタートしています。

＜環境に関する関連法令＞ 

容器包装リサイクル法（容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律） 

 一般廃棄物のうち容器包装廃棄物の占める割合が容器比で約 6 割、重量比で２～3 割（1995 年厚生省調べ）となるこ

とから、容器や包装の廃棄物について、消費者、市町村、事業者の 3 者が責任を分担して、リサイクル（再商品化）を促

し、一般廃棄物の減量とともに、再生資源の十分な利用を図ることをねらって公布されました。 

廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律） 

廃棄物の排出を抑制し、さらに廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、リサイクル、処分等の処理をするとともに、生

活環境を清潔にするための法システムに関する法律。

（３）生産者、卸売事業者、物流事業者等の 

サプライチェーン上流との協働による 

環境負荷低減活動 

 

協会の会員企業は、独自に環境対策に取り組むだけでなく、生産者・製造業者、卸売業者、物流業者と

いったサプライチェーン上流と協力しながら、梱包資材の簡素化、配送センターの共同化等、物流におけ

る環境負荷の低減を行うとともに、モーダルシフトや静脈物流の試みといった、制度上難易度の高い活動

にも着手しています。 

また、環境負荷低減をテーマとするプライベートブランド（ＰＢ）等の商品開発のために関係各社との

情報提供も進んできています。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハイブリッド中型トラッ

ク：従来の定速走行や作

業時のエンジン停止に加

えて、ハイブリッド車の

導入により、限りある資

源の有効利用と大気汚染

問題などの環境対策をさ

らに進め、地域に貢献す

る 
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小売業が店舗活動をしていく際に果たすべき環境への取り組みは、（１）省エネ設備・機器導入、ノンフロン機器導入や新

エネ機器導入等による対策、（２）各店舗での「見える化」に向けた機器別・時系列のエネルギー消費量の把握と運用による

排出削減対策、さらに（３）店舗活動に伴う廃棄物の３Ｒの推進、（４）カーボン・オフセットの導入、（５）自然保護・生

物多様性対策が考えられます。 

 

 

（１） 店舗における温室効果ガス排出抑制と省エネの推進 

 

小売業とその店舗が無理なく、しかも継続的に効率的な環境対策を進めていくためには、多様な店舗形態や業務内容に即

した省エネ設備・機器・システムなどの開発・普及を図る必要があります。  

同時に、店舗規模や業務内容にあったマネジメントサイクル確立に向けた管理と啓発を行い、販売活動と環境配慮が両立

しうるような人的・経済的資源の効率化を進めていくことも欠かせません。 

 

① 店舗でのエネルギー消費量の把握 

店舗活動に伴う環境対策は、店舗全体のエネルギー消費量の把握を行うことから始まります。 

当協会の会員企業の多くが、店舗の月別エネルギー消費量、光熱費を集計し、その状況を全従業員が把握しながら日々削

減に取り組んでいます。このような継続的な実践には、従業員の省エネ意識を喚起していくことがポイントになります。そ

のために各社、従業員教育に力を入れ始めているのです。 

冷凍冷蔵ケースに使用している冷媒フロンの漏洩は、地球温暖化に与える影響が大きいため、近年特に漏洩量の正確な把

握が叫ばれています。そのため、会員企業各社は、機器メーカーやメンテナンス事業者の協力を得ながら、フロン漏洩量を

正確に把握するためのルール作りを検討しています。 

 

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み 

１．店舗活動に伴う環境対策 

経済産業省は低炭素社会の構築に向け、消費者を巻き込んだ小売・店舗の環境対策の在り方について、

「環境配慮型小売（エコストア）の在り方に関する研究会」を開催し、2010 年 3 月に中間報告書を発

表しました。 

中間報告では、小売業とその店舗における環境対策への取り組みを改善・向上させていくために「環

境配慮型小売（エコストア）」の在り方を整理し、めざす姿を「環境負荷の削減に向けて、明確な活動方

針を定め、実行する小売・店舗のこと」と定義しています。環境を配慮する対象は、小売業とその店舗

内の環境負荷低減にとどまることなくサプライチェーン上流を含んだ商品開発・商品の流通、店舗設計

も網羅し、取引先や関係する他業種への提案・協働及びお客さまや社会に対する情報発信・協働活動等

をも包含しています。 

このように環境負荷の削減に貢献するために、サプライチェーン上流、消費者や地域とも積極的に協

働する小売業やその店舗を「環境配慮型小売（エコストア）」としています。 

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

店舗活動に伴う環境対策
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② エネルギー消費量把握後の運用改善 

店舗でのエネルギー消費量を把握し、その結果を得てから具体的な運用改善に取り組むことになります。例えば、冷凍冷

蔵ケースなら、管理温度の見直し・適度な温度調節の実施、ナイトカバーの効果的な取り付け・活用。冷凍・冷蔵庫である

なら、扉の開放厳禁、エアカーテン吹き出し口・吸い込み口を販促媒体でふさがない、フィルターの定期清掃の実施等があ

げられます。空調システムでは、営業時間外運転の 小化、店内設定温度の見直し、季節ごとの空調温度の適正化、中間期・

冬期の外気冷房採用、バックヤードシステムの換気用ファンの夜間停止、機械室の自然換気、ブラインドの活用等があり、

これらに積極的に取組んでいます。 

また、店内スポット照明の営業時間外の消灯、バックヤード照明の間引き点灯、閉店直後の屋外照明消灯といった運用改

善も実践しています。 

 

 

 

③ 省エネ機器の導入、店舗設備・店舗建築の改善  

店舗活動に伴う環境対策向上に、大きな効果が期待できる方法として省エネ機器の導入、設備・建築の改善があります。 

環境対策改善に効果のあるものとして、LED 照明、Ｈｆインバータ、高輝度ランプ、自動調光制御等の省エネ型照明の採

用。全熱空調機、空調・ポンプのインバータ化等の省エネ型空調、インバータ式や省エネ型エアカーテンタイプのショーケ

ース、ノンフロン型等の省エネ型冷蔵冷凍設備、空調・冷凍・冷蔵用熱源一体型システム等の採用があり、実際に会員企業

での設置が進んでいます。 

新エネルギーとしては、太陽光発電、小型風力発電等があり、それ以外にも太陽光採光が考えられます。これからのエネ

ルギーをより効果的に活用するために断熱材、複層ガラス、屋上緑化等の導入もなされています。 

※ＬＥＤ照明・・・発光ダイオード（ＬＥＤ）を使用した照明。長寿命で省エネに貢献する長所がある。短所は、価格が高いこと。 

 

④ 消費量把握を助けるツールの導入  

省エネ機器を効率的に運用するために、より詳細な機器別・場所別の運用状況を把握するためのツールの導入も会員企業

で進んでいます。 

例えば、間接的ではありますがＣＯ２の発生を把握する設備としてはスマートメーター、ビルエネルギー管理ツール、ビ

ルの省エネ計算プログラム等があります。 

  ※スマートメーター・・・電気メーターを介して機器の稼働状況を把握でき、それをもとに管理し、消費電力の削減をねらうもの。 

 

⑤ 行政の支援策の活用 

小売業とその店舗が省エネを進めるにあたり、店舗が利用できる経済的支援制度を行政が提供しています。効率的に省エ

ネ・CO2削減を行っていくためには、このような制度を活用することも有効です。 

省エネ・CO2削減に関する行政の支援策は、経済産業省や NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）が実施して

おり、設備導入への補助金制度等があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省エネ型衛生設備機器：

手洗器と各便器には節水

効果の高い自動水洗を採

用 
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□省エネ型店舗に関する会員企業の取り組み

省エネ型店舗 ①  

環境に配慮した、日本初の大型木造スーパーマーケット 

コープさっぽろ西宮の沢店 

               コープさっぽろ 

    

コープさっぽろは、ＥＣＯ・ＯＰ（イイコープ）の１号

店となる、コープさっぽろ西宮の沢店を2010 年にオー

プンしました。ＥＣＯ・ＯＰは、環境に配慮した新フォー

マット店舗になります。 

同店は、店舗設計や冷蔵ケースといった環境対策機器を

導入するだけでなく、商品提供や物流、廃棄物に関する店

舗活動、従業員教育にいたるまでさまざまな工夫とアイデ

アで環境対策に取り組んでいます。 

 

店舗の外装・内装には木材をふんだんに使用しています。

主要構造部は、地域資源の活用として北海道産カラマツの

集成材を用いています。木造作りで床面積2,999.49m2

の大型店舗は、日本初の試みになります。 

店舗は高気密を実現し、そこに高断熱材を採用し、天窓

を設置して省エネ対策を講じます。 

また、照明にＬＥＤを用いることで、消費電力の削減を

実現。さらに、冷凍冷蔵ケースはフロンを使用しないもの

になっています。 

こういった取り組みによって、今までの鉄骨造りの店舗

に比べてCO2排出量の50％削減が可能となったのです。

省エネ型店舗 ② 

屋上緑化、節電型の冷凍ケース導入で 

節電、ＣＯ２削減を実現 

  関西スーパー 

 

関西スーパーでは、店舗の屋上を芝生等で緑化して屋上

の焼け込みや照り返しを防止しています。それによってヒ

ートアイランド現象を抑え、ビル空調の節電に効果をあげ

ています。 

また、太陽光発電設備や風力発電を導入して、自家発電

による節電とＣＯ2の排出量削減にも取り組んでいます。 

他にも夜間電力を利用して氷を蓄え、その冷熱を空調・

冷凍冷蔵機器に使用する「氷畜熱システム」を２０１１年

３月現在で１７店に導入。昼間のピーク時の消費電力を抑

えることができるので、節電に結びついています。 

ＬＥＤ照明を使用した冷凍ケース導入では、待機電力や

消費電力を抑えることができます。 

過冷却や過運動を抑制して節電効果を高める冷凍冷蔵シ

ステム「エコマックスV」は2011 年3 月現在で18 店

舗への導入が完了しています。こういった施策によって、

2010 年度には冷凍・冷蔵機の消費電力を年間で 大

49％削減し、ＣＯ２排出量については、年間で 大 47％

削減させました。 

 

省エネ型店舗 ③ 

エネルギー効率向上システムの導入で 

店舗・商品・物流を通じて省エネ・ＣＯ２削減を 

カスミ 

 

カスミは、２０１２年度のＣＯ２排出量を２００６年度対比

で３０％削減する目標を掲げ、店頭でのリサイクル活動だけで

なく、商品・物流を含めた実現をめざしています。 

２００８年にオープンしたカスミ石岡中央店は、省エネとＣ

Ｏ2 削減についてのモデル店舗です。屋上にソーラーパネル

を設置して太陽光発電を有効活用しています。 

全社的な取り組みとしては、消費電力を抑えＣＯ２の排出を

削減するために、ＬＥDを屋外の照明付き看板と店内の地元野

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み
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菜コーナー、トイレ照明に採用しています。また、店内のショ

ーケースを蛍光灯のないものに刷新するとともに、冷凍ケース

のナイトカバーの取り付けなども進めています。 

１９７４年に始まった「お買い物袋持参運動」は、行政や市

民団体との協定に基づき２００７年以降は順次、レジ袋無料配

布中止に移行しています。レジ袋の無料配布中止に伴ない各店

舗でマイバックやマイバスケットの品揃えの充実を図ってい 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省エネ型店舗 ④ 

省エネ機器への更新、日常業務における省エネ活動を推進 

CO2排出量を１１年度02年度対比で３１％削減 

平和堂 

 

平和堂は、2011 年度の使用エネルギー（電力、ガス、

重油、灯油、冷熱、配送車の軽油等）起源のＣＯ2 の排出

量を２００２年度対比で 23％削減と掲げました。新規出

店６店舗もあり、排出量の削減は簡単ではありませんでし

たが、給湯にエコキュートの導入、冷ケース・冷蔵庫のエ

コストアシステム採用、エネグリーンの導入や氷蓄熱の空

調利用、通路ダウンライト、外部照明やサイン灯の LED

化に取り組みました。 

一部の既存店改装時は、省エネ機器への刷新をする等をして、

省エネ活動を重ねた結果、目標を上回る３１．４％も減らすこ

とができたのです。 

また、原子力発電所の停止に伴い、2011 年度は夏季に重

点を置いて１５％の電力削減を目標にして、節電対策会議を立

ち上げました。７～９カ月の 3 カ月間は既存店で１2，

114kWhと昨年と比べ11％の削減を達成することができま

した。 
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□省エネ型店舗に関する会員企業の取り組み 
 

自主行為目標 主な取組事例 

イズミ ・新店で一層進んだ省エネ対応 ・屋根にガラスのトップライトを設置 

    （日中は外の明るさを取り入れる。） 

    ・省エネ空間(高効率のインバータターボ冷凍機、 

     空調ポンプのインバータ化） 

    ・天井から商品を照らすキャノピー照明 

    ・エコキュート給湯機 

    ・夏のライトダウンと 1 日2 時間の照明節電 

エコス ・電気使用量前年比３％削減（2011 年度） ・業務用ヒートポンプ給湯機の導入 

  ・地球環境保全の取り組み ・電化厨房システムの導入 

   （オール電化店舗推進） ・エコアイス（空調システム）の導入 

カスミ   ・冷蔵ケースに夜間停止タイマー設置 

    ・ナイトカバー設置 

    ・環境に配慮したショーケース 

    ・太陽光発電（2008 年 石岡中央店） 

    ・削電プロジェクト 

関西スーパー ・快適で安全な売場 ・屋上緑化 

マーケット ・資源の節約や有効利用ができる店 ・太陽光発電、風力発電の導入 

    ・エコマックス V の導入 

    ・氷蓄熱システム 

    ・オール電化の推進 

コープさっぽろ ・家庭での省エネを促進する新たな仕組みの ・2010 年エコな木造店舗オープン 

   検討  「ECO・OP（イイコープ）西宮の沢店」 

  ・電気使用量のさらなる削減 （道産カラマツ材による木造建築、ソーラーパネル、

   （既存店比３％目標） 自然光＆LED 照明、ノンフロン冷凍機） 

    ・ガスヒートポンプ空調システム 

    ・ガス・マイクロ・コージェネレーションシステム 

    ・電気自動車用の急速充電器設置 

サミット ・電気使用量 （2011 年度目標） ・冷蔵・冷凍ショーケースの外付け照明 

  上半期： 大使用電力15.0％削減（2010年度比） ・省エネタイプの売場照明 

  下半期：使用量10.0％削減 ・インバータ冷凍機の導入 

    ・冷凍設備屋外機への散水装置 

    ・冷凍設備の圧力制御 

西友 ・温室効果ガス 2013 年度までに 20％削減 ・多店舗エネルギー・トータルマネジメントシステム 

   （2005 年度比） （多店舗EMS）の導入（2011 年末345 店舗導入） 

    ・ドア付冷凍ケースの導入 
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平和堂 ・一次エネルギー（電気、ガス、石油類）の使用 ・給湯にエコキュート導入 

   量を営業1 時間、面積1 ㎡当りの原単位で ・エネグリーンの導入 

   1％削減 ・電気自動車用の急速充電器設置 

マックスバリュ ・2008 年「イオン温暖化防止宣言」 ・太陽光発電パネルの設置 

西日本   ・壁面緑化 

    ・冷蔵・冷凍ケース防露ヒーター制御 

マルイ 

 

・電気使用量の削減 基準年度（2008）比95％ 

の達成 

・リニューアル店舗のスマートストア化（2012 年 

 7/24 高野店オープン）→太陽光発電、風力発電、 

 ＥＶ急速充電器、LED 照明の導入 

・自動照明、センサー照明（節電） 

・シーリングファン、クールゾーン設置 

 マルエツ 

 

 

 

  

・環境眼ネジメントシステム ISO14001 取得 

・2015 年度の CO₂排出量を 2007 年対比25％ 

削減 

・電力使用量の削減運動で節電の推進 

・調光機能付き LED 照明の導入 

・LED 照明の冷ケースを採用 

・デマンドコントローラーの設置 

・屋上・壁面緑化 

・天窓の設置による自然採光 

ヤオコー 

 

 

 

 

 

 

 

・環境負荷の低い店作りへの取り組み ・オール電化 

・LED 照明の採用 

・スポットライトの省エネ化交換 

・冷凍機の圧力制御、インバータ制御 

・ナイトカバーの設置 

・ケース照明の LED 化 

・太陽光発電の試験導入 

・人感センサーによる照明店頭 

ヤマナカ ・電気使用量2010 年度比360 万ｋｗｈ削減 ・Eｃｏ店舗「則武店」開店（2010 年度） 

  ・CO₂排出量2010 年度比で 1706 トン ・インバータ冷凍機導入 

    ・ＬＥＤ照明 

    ・廃熱利用、断熱性素材使用 

    ・エネルギーマネジメントシステムによる電気使用 

     量コントロール 

    ・店内温度を実温で管理し、空調温度コントロール 

    ・「ヤマナカ省エネ推進委員会」 

ヨークベニマル ・電気使用量15％削減 ・棚下照明をなくし、ケース上部に全体を照らす照 

  （2011 年夏季）  明を新設。（灯数を約半分に削減） 

    ・インバータ冷凍機 

    ・カーボン・オフセット認証を受けたユニフォームの 

     導入 

    ・電気削減プロジェクト 
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ライフコーポ ・省エネ・CO₂の削減にむけて ・電気量計測機器設置（一部店舗） 

 レーション   ・空調機室内機の内部ファンの洗浄 

     （約8％の消費電力削減） 
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□資源の有効活用に関する会員企業の取り組み

  

資源の有効活用 ① 

冷凍冷蔵設備や空調設備の清掃・メンテナンス強化で  

温室効果ガスを０５年度比２０％削減めざす 

西友 

 

西友では、温室効果ガス排出量を２０１３年度までに２

００５年度比で２０％削減することを目標に掲げています。

また、店舗運営に必要不可欠なエネルギーについては、将

来的に再生エネルギーへの完全移行をめざしています。 

これらの目標を達成するため、冷凍冷蔵設備や空調設備

の清掃・メンテナンスの強化や省エネタイプの照明への取

り替えや、改装時におけるドア付き冷凍ケースの導入

等を行ってきました。  

この他にも、2011 年度には、照度基準を決めた

上で、全体として 50％の基本照明の間引きを行った

り、店内空調の適正温度の見直し等で、消費電力 

の削減に取り組みました。 

また、２０１０年の８月に多店舗エネルギー・トータルマ

ネジメントシステム(多店舗ＥＭＳ）の導入を開始し 2011

年末までに、345 店舗に設置しました。多店舗 EMS

は、電気、ガス、水道などの消費エネルギーの一元管

理だけでなく、設備運営の見直しがタイムリーに行え

るため、エネルギー削減を加速することができます。 

 こうした結果、2011 年度には、温室効果ガスの

排出量を 2005 年度比で約 19％削減しました。 

物流における輸送燃料の使用量ついては、２０１２年度ま

でに２００６年比で３５％の削減を目標にしています。

 

資源の有効活用 ② 

 

ソーラーパネル設置等で 

少ない環境負荷で大きなエネルギー得る施策導入 

コープさっぽろ 

 
コープさっぽろでは、CO２削減とともに、より少ない環

境負荷でより大きな価値を生み出す業務の実践に力を入れ

ています。 

ソーラーパネルを設置し太陽光電力を店舗内の照明等に

使用するのもその一環です。店舗壁面に備えつけたソーラ

ーウォールシステムは、太陽熱で加熱された空気を暖房用

の空調に利用するもので、電力・燃料等のエネルギー資源

の効率的活用に貢献しています。 

また、換気時に発生する熱を利用するガスヒートポンプ

空調システムの導入で熱効率を上げ、消費電力を抑えてい

ます。 

さらに、環境負荷の少ない天然ガスやバイオガスから、

電気と熱を作り、冷凍庫や暖房に利用するガスコージェネ

レーションシステムの導入によって、廃熱を給湯や空調に

活用する高効率利用を実現化しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

バイオガスプラントで発生させた「バイオガスエネルギー」の導入で、さらに 

二酸化炭素を削減を計画 
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□資源の有効活用に関する会員企業の取り組み 

会員企業名 自主行為目標 主な取組事例 

イズミ   ・通い箱配送 

    ・トイレ照明センサー 

    ・高効率の照明機器使用（一部店舗LED 照明導入） 

    ・営業時間外、冷蔵ケースにビニールカバー設置 

いなげや ・地球（環境）に優しい店づくり ・蓄熱設備 

    ・通い箱配送 

    ・LED 照明（店内、屋外、アイスケースなど使用） 

    ・人感センサーによる自動消灯 

    ・デマンドコントロールシステム 

    ・アイドリングストップ 

    ・ハイブリット車、天然ガス車の配送 

エコス ・電気使用量前年対比3％削減 ・デマンドコントロールシステム 

  ・電気使用に伴う CO₂排出量512 トン削減 ・リサイクル品の回収はセンターの帰り便使用 

    ・標準クレート使用 

カスミ ・CO2、30％（3 万6 千トン）削減 ・LED 照明 

   （2006 年度12 万トン対比） ・エコドライブ推進 

    ・使用電力監視機器導入（107 事業所） 

関西スーパー ・廃棄物リサイクル ・LED 照明の活用 

マーケット ・省エネルギー設備の充実 ・オール電化の推進 

    ・天然ガス車両の取組 

    ・見えタローの導入 

コープさっぽろ ・BDF（バイオディーゼル燃料） ・宅配における BDF 使用で CO２削減 

   車両350 台化 ・電気自動車の導入（急速充電器設置） 

    ・自然光＆LED 照明の省エネ照明 

    ・廃食油は BDF 車両の燃料として宅配車に使用 

    ・見えタローの導入 

    ・スマートメーター導入 

    ・リサイクル品の回収は宅配センターの帰り便使用 

サミット ・電力2010 年比15％削減 ・看板の消灯 

    ・売場及び冷蔵ショーケース照明の一部消灯 

    ・クールビズの早期開始 

    ・トイレのジェットタオル、暖房便座の電源オフ 

西友   ・冷凍冷蔵設備や空調機の清掃・メンテナンスの強化 

    ・省エネタイプの照明 

    ・基本照明の間引き（全体として 50％） 

東急ストア   ・LED 照明 
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平和堂 ・CO₂の総排出量を 2002 年度比5％削減を目標 ・低公害車使用車両台数 26 台 

   （2012年度）として、省エネルギー中心に取り組む ・環境セレクト商品の拡販  

  ・環境セレクト商品（環境負荷の少ない商品）を （約77 億円販売、2011 年度実績） 

  販売額85 億円を目標（2012 年度）に拡販 ・通い箱使用 

  ・空調に氷蓄熱を利用 

    ・通路ダウンライト水銀灯の LED 化 

    ・店外照明の LED 化 

マックスバリュ    ・天井スポット照明LED 化 

西日本   ・ECO モニター 

    ・人感センサー制御 

    ・売場空調温湿度制御 

マルイ ・省エネ設備への更新 ・冷ケースにナイトカバー装着 

    ・冷凍・冷蔵庫開閉時間短縮、解放厳禁 

    ・社用車・自家用車のエコ運転奨励 

    （アイドリングストップ、急加速の抑制） 

    ・通い箱配送 

マルエツ   ・デマンドコントローラーの採用で電気使用量削減 

    

・バイオジーゼル車による配送の実施 

・調光機能付き LED 照明の導入 

・LED 照明の冷ケースを採用 

ヤオコー 

  

・環境対策車両 

・物流センター統合 

 （*以上、すべて物流センターでの取り組み） 

・エコストア（氷蓄熱システム）の導入による 

・本社の省エネ 

・空調管理強化 

・LED 照明 

・通い箱配送 

ヤマナカ ・省エネ機器の導入 ・エアコンフィルターやオープンケースハニカム 

  ・Ｅｃｏストアの実現  等の定期清掃 

    ・営業時間外のムダな照明ＯＦＦ 

    ・エコタイムを実施し、ピーク前の電気使用量抑制 

    ・ＬＥＤ、ＬＶＤ照明への切替促進 

    ・配送の集約化による物流車両数の削減 

ヨークベニマル   ・ライトダウンキャンペーン 

    ・オール電化の取り組み（17 店舗） 

    ・ＬＥＤ照明の導入 

    ・氷蓄熱システム 

 

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

資源の有効活用に関する会員企業の取り組み
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ライフコーポ   ・蓄熱ブライン冷却システム 

 レーション   ・太陽光パネル 

    ・環境対策車両 

    ・物流センター統合 

     （＊以上、すべて物流センターでの取り組み） 

    ・エコアイス（氷蓄熱システム）の導入による 

     本社の省エネ 

    ・空調管理強化 

    ・LED 照明 

    ・通い箱配送 
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＜日本スーパーマーケット協会が集計した「改正省エネ法に基づく２０１２年定期報告書アンケート結果」より＞ 
２０１１年の１店舗当たりのエネルギー使用量、前年と比べ１０．５％減 

 
 改正省エネ法では、５００坪の店舗を概ね４～５店舗以上運営する食品スーパーマーケットには、エネルギー使用量の報告が義

務付けられています。当協会では、会員企業に報告書の回答内容をアンケートし、その数字を集計して、会員企業の実態を探りま

した（会員企業１０４社中５９社から回答があり、回収率は５６．７％になります）。 

 ２０１１年の５９社全体のエネルギー使用量は、原油換算にすると全体で１,４８１,４９３klとなります。ここから１店舗当た

りのエネルギー使用量（本社、プロセスセンターを含む）を、原油換算すると３８１．２klになり、対前年比で１０．５％も削減

されたことになります。 

 それに伴って、売上を作るために必要となる原単位も改善しています。アンケートの回答のあった５９社の売上高をエネルギー

使用量で割ると、２０１０年は、０．２７８（ｋｌ/百万円）だったものが、２０１１年は０．２４７（ｋｌ/百万円）と対前年比

８８．８％になり、削減率は１１．２％とこちらも２ケタで減少しています。 

 会員各社のエネルギー使用量削減への大きな動機づけとなったのは、２０１１年におきた東日本大震災でした。震災後は電力供

給不足が懸念されました。冷凍・冷蔵食品を扱う食品スーパーマーケットにとって、電力が供給されないことは、重大な問題とな

ります。電力の供給対策を考えることは、食品スーパーマーケットの危機管理の一環となります。 

震災直後は、計画停電が実施され、その年は東京電力、東北電力管内の大口需要家を

中心に電気事業法27条に基づく夏場の電力使用制限も実施されました。の可能性も騒が

れました。そこで、スーパーマーケットの節電意識が一気に高まりをみせたのです。照

明のＬＥＤ化や氷蓄熱システムの導入、ピークカットなどに積極的に取り組み、はっき

りとした成果を出しました。 

節電には、限度があることから次なる取り組みとして着手したのが、太陽光発電や風

力発電などによる自家発電です。 

さらに一歩進めて現在は、蓄電への準備を進める会員企業もでてきています。 

 
 

（2）カーボンフットプリント制度を活用したCO2の見える化 

 

「炭素の足跡」という意味をもつカーボンフットプリント（ＣＦＰ）は、商品の原材料から、生産・製造過程、輸送、販

売、廃棄（トレーの回収協力、リサイクル活動への参加・協力等も含む）までの商品のライフサイクルそれぞれのシーンで

排出される温室効果ガスをCO２に換算して、簡単に把握できるように表示したものです。 

お客さまが、排出量のより少ない商品を選択したり、排出量のより少ない使い方、捨て方をできるようにすることが目的

になります。 

効果的に活用するためには、小売業がカーボンフットプリント表示のある商品を取り扱うだけではなく、その意義をわか

りやすくお客さまに伝え、お客さまとともに地球温暖化問題を考えていくことも求められています。 
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カーボンフットプリント導入①  

つくる、はこぶ、つかう、の３段階でＣＯ２の排出量表記 

トップバリュでカーボンフットプリント導入 

マックスバリュ各社 

 

マックスバリュ各社は、「トップバリュ グリーンアイ 特

別栽培米コシヒカリ 4kg」、「トップバリュ ごはん（福

島県産こしひかり）」、「トップバリュ キャノーラ油」で、

カーボンフットプリントを導入しています。 

これらの商品には「つくる」「はこぶ はんばいする」「つ

かう すてる」の３段階でのＣＯ２排出量と総ＣＯ２排出量

が明記されており、ライフサイクル全体でどの程度のＣＯ

２を排出するかを把握できるようになっています。 

 

（３）３Ｒの推進 

 

協会の会員企業の店舗から発生する廃棄物は、ＣＯ２の削減や資源の有効利用という観点から３Ｒ（Reduce、Reuse、

Recycle）を推進しながら、処理されています。 

 

①� リデュース（Reduce） 廃棄物の発生抑制の視点を常に持つ。 

会員企業は、販売数の管理を厳密化させることで、毎日の発注精度を上げています。また、営業努力強化によって売り切

り販売を実現しています。加えて、売れ残り商品の発生抑制の工夫等による廃棄ロスやコスト削減効果の算出とその評価を

継続的にし、廃棄物の排出抑制に役立てるといったことに力を入れているのです。 

 

②リユース（Reuse） 再使用の道を探る。 

使用済み容器等のリユースの機会を増やしています。 

 

③リサイクル（Recycle） 再資源化により資源の有効活用を図っています。同時にリデュース、リユースができない廃棄

物を極力再資源化しています。 

食品リサイクル法では食品小売業の目標として２０12 年度までに 45％の再資源化が定められており、現在達成のため

に業界をあげた取り組みが展開されています。 

先進的事例としては、食品循環資源を肥料・飼料として活用し、育てた農畜産物あるいはその加工品等を商品として店舗

で販売する「リサイクルループ」の構築等があります。 

取り組みの一層の進展のために、企業の枠を超え、地域での共同回収・再資源化の連携等の幅広い協働も展開されていま

す。地域の「フードバンク」を活用し、必要としている人に食品を届ける施策は、地域団体との協働による取り組み例とも

いえます。

※リサイクルループ・・・小売業や外食産業から出た食べ残しや売れ残りを肥料や飼料にして、農業生産者が農畜産物を生産して、そこでできた

ものを再度小売業や外食産業等が購入するシステム。 
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□リサイクル・廃棄物の再資源化に関する会員企業の取り組み 

リサイクル・廃棄物の再資源化 ①  

「再生利用事業計画」の認定取得 

さらに広がる「食品リサイクルループ」の輪 

関西スーパー 

 

関西スーパーでは、落合店、八多店の２店舗から排出さ

れる食品廃棄物をマツダ株式会社と提携し、異物検査をし

たうえで液体肥料に製造。この液体肥料を丹波ひかみ農園

協同組合で米等の作物栽培に使用し、収穫された作物を関

西スーパーが買い上げ、店舗で販売しています。 

関西スーパーでは今後、この「食品リサイクルループ」

実施店舗を順次拡大していく計画にしています。 

このシステムは２０１１年４月２６日に、農林水産大臣

と環境大臣により「再生利用事業計画（食品リサイクルル

ープ）」の認定を受けました。 

 

 

 

 

 

   

 

 

      

リサイクル・廃棄物の再資源化 ② 

鮮魚のアラを養鶏用飼料として活用した 

「健養卵」を販売 

ヨークベニマル 

 

ヨークベニマルは、鮮魚・精肉・野菜・果物の調理・加

工時に排出される食品廃棄物のリサイクルに力を入れてい

ます。中でも、生ごみの約２割を占める鮮魚のアラは、処

理業者に委託して養鶏用飼料に加工した上で、ヨークベニ

マルが契約している養鶏所などで使用し、採れた卵を「健

養卵」ブランドで全店で発売しています。 

平成２４年度までにリサイクル率４５％の目標を達成す

るため、鮮魚のアラ以外の食品廃棄物についてもリサイク

ルの実施を検討しています。 

 

 

 

リサイクル・廃棄物の再資源化③ 

 

 

野菜くず、牛乳パックを再生させ 

資源循環を実現 

 ヤオコー 

 

ヤオコーは食品廃棄物のなかで野菜くずなどの有機物を

分別、約3 ヵ月かけて、有機堆肥にリサイクルとしていま

す。（28 店舗で実施）その堆肥を、有機栽培に取り組む農

家の方が野菜やお米づくりに使用し、栽培した農産物を一

部の店舗で販売しています。 

店頭で回収した牛乳パックは、製紙工場でオリジナルト

イレットペーパーにリサイクルしてお店で販売しています。

また、それ以外にも、さまざまなリサイクル商品を扱って

います。 
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リサイクル・廃棄物の再資源化 ④  

野菜・果物くずのリサイクル実施店舗拡大で 

食品のリサイクル率４８％を達成 

 サミット 

 
 サミットは、野菜・果物くずの「循環型リサイクル」を

０９年８月に開始しました。各店舗で野菜や果物のくずを

分別し袋詰めして専用車で回収した後、リサイクルセンタ 

ーに搬入します。リサイクルセンターでは、それらを粉砕、

圧縮して肥料化し、その肥料を使って栽培した野菜を「循

環型リサイクルコーナー」で販売しています。 

 同社の食品廃棄物の約７５％を野菜・果物くずが占めま

す。リサイクル実施店舗を拡大したことで（２０１１年６

月現在76 店舗）、食品のリサイクル率は４８％と「循環

型リサイクル」の開始前に比べて８％も増加しています。

  

リサイクル・廃棄物の再資源化 ⑤ 

地域のリサイクルステーションとして定着 

たい肥で育てた米、野菜を26 店舗で販売 

カスミ 

 

カスミは、店舗を地域のリサイクルステーションとして位

置付け、食品トレー、牛乳パック、アルミ缶、ペットボトル

等を回収する店頭リサイクルボックスを設置しています。回

収量の多い店舗では、店頭リサイクルボックスを大型化して、

回収拡大に努めています。 

また、２００２年からは野菜くずや、鮮魚のアラなど、店舗

から大量に出る食品廃棄物の一部をたい肥にしています。その

たい肥で育てた米や野菜を、現在２６店舗で販売しています。 

 

 

 

 

 

 

 

リサイクル・廃棄物の再資源化 ⑥ 

セカンドハーベスト･ジャパンと提携し37 店舗で 

フードバンク活動本格化 

西友 

西友は過去3年間、食品廃棄物の発生抑制と期限到来前の

食品の有効活用をねらい、数店舗においてセカンドハーベス

ト・ジャパンのフードバンク活動のパイロット･プログラムを

実施してきました。西友、セカンドハーベスト･ジャパン双方

の関連各部門においての作業効率も高まってきたことを受け

て、2012 年6 月より実施店舗を37店に拡大し、活動を本

格化させています。さらに、2016年までには、関東全域の

150 店舗余への拡大をめざします。                

西友は、社内ルールに基づいて、賞味期限や消費期限の期限

到来前に食品を店頭より撤去し、廃棄処分しています。店舗

で定期的に集荷された食品は、物流センターへ移送され、そ

こでセカンドハーベスト・ジャパンへ引き渡されています。

セカンドハーベスト・ジャパンでは、その日のうちに寄付施

設に配送し、各施設が食品ごとの期限内で利用することにな

ります。

リサイクル・廃棄物の再資源化 ⑦ 

2006 年より 

フードバンク関西へ米を無償提供 

マックスバリュ西日本 

 

マックスバリュ西日本の米の販売限度日は、顧客の保存期間

を考慮し精米日から1カ月後に設定されています。 

2006 年より同社基準の販売限度日を越えた米を回収し、

フードバンク関西へ無償提供を行っています。 

回収された米は、フードバンク関西でのボランティアによっ

て米を必要とする施設や福祉団体に分配されています。 

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

リサイクル・廃棄物の再資源化に関する取り組み
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□リサイクル・廃棄物の再資源化に関する会員企業の取り組み 

会員企業名 自主行為目標 主な取組事例 

イズミ ・力を合わせて取り組むエコ活動 ・店頭でのリサイクル回収 

    ・食品廃棄物のリサイクル 

    ・エコステーション（古紙回収） 

    ・透明トレーの回収開始 

いなげや ・限りある資源をリサイクル ・店頭でのリサイクル回収 

    ・３R の推進 

    ・食品残渣のリサイクル 

    ・バイオマスパック使用商品 

    ・ノントレー 

    ・Eco パートナーの認定（武蔵野市3 店舗） 

エコス   ・店頭でのリサイクル回収活動 

    ・食品残渣のリサイクル 

    （特別栽培米、旨香豚を全店にて販売） 

    ・紙のリサイクルでトイレットペーパー 

カスミ ・2012 年度CO2、30％（3 万6 千トン）削減 ・店頭でのリサイクル回収（古紙回収も開始） 

   （2006 年度12 万トン対比） ・食品資源のリサイクル 

    ・古紙回収 

関西スーパー ・資源を循環させる「循環型社会」を目指す ・食品リサイクルループの認定 

 マーケット   ・720 牧場の堆肥で育ったおいしい野菜 

    ・日用品での環境にやさしい商品の品揃え 

    （再生商品、省資源商品、非塩ビラップの販売） 

    ・容器別リサイクルの推進 

    ・回収できる容器の種類を増やす 

    （透明トレー、たまごパック） 

    ・「食品リサイクル・エコアクション 21」を全店舖認 

     証取得 

コープさっぽろ ・エコセンターへの資源回収量の拡大と 3％アップ ・エコセンター回収量は 101.6％に留まる 

  ・店舗で発生する食品残渣を使ったリサイクル ・函館地区バイオガスプラント計画発表 

  （2012 年度実施予定） 

    ・廃食油の BDF 化 

    ・食品残渣のリサイクル 

サミット ・野菜・果物くずリサイクル店舗の拡大 ・野菜・果物くずリサイクル実施店舗76 店舗 

    ・店頭リサイクルボックス 

    ・ペットボトル自動回収機 

    ・ペットボトルキャップの回収 
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西友 ・サステナビリティー運動の推進 ・店頭でのリサイクル回収 

    ・サーマルリサイクル（熱回収）実施 

    ・マテリアルリサイクル（再資源化）実施 

    ・廃棄物の１００％リサイクル（ゼロウェイスト） 

     100 店舗以上（2011 年現在） 

    ・廃棄物のリサイクル率90.6％（2011 年現在） 

東急ストア   ・店頭でのリサイクル回収 

    ・ペットボトルキャップ回収 

    ・食品残渣のリサイクル 

平和堂 ・生ゴミのリサイクル率向上（2012 年目標52％） ・食品リサイクルループの構築 

・循環エコ野菜14 種類、6500 万円の販売 ・店舗から出る生ごみ（野菜くず、魚アラ、廃食油等）

 のリサイクル 

    ・店頭回収リサイクル（ペットボトル、牛乳パック、 

     食品トレー、透明トレー）の推進 

    ・古紙回収サービス「えこすぽっと」 

マックスバリュ ・省資源。持続可能な社会の実現 ・店頭リサイクル回収活動 

西日本   ・フードバンク事業の支援 

    ・食品残渣のリサイクル 

マルイ 

 

・2012 年食品廃棄物再生利用45％の達成 

（見える化による推進） 

・ゴミ計量システムの導入（25 種類のゴミ分別の徹底）

・分別回収（ペットボトル、牛乳パック、食品トレー） 

  ・再生利用の取り組み 

    （魚のアラ、食用油の廃油、牛脂、豚脂肪） 

マルエツ ・食品廃棄の削減（2009 年度比10％削減） ・店頭リサイクル回収活動 紙パック、食品トレイ、 

 ペットボトルの回収 

    ・生ゴミ・野菜くずをリサイクル（18.5％） 

    ・魚のあら、廃食油、ビンカン、ダンボールは 100％

     リサイクル 

    ・環境循環型野菜「エコベジくん」 

ヤオコー ・循環型社会実現への貢献 ・店頭リサイクル回収活動 

    ・生ゴミのリサイクル（28 店舗） 

・紙ゴミのリサイクル 

    ・筑波大学付属坂戸高校との 

     「リサイクルの環」の取組み 

ヤマナカ ・廃棄物リサイクル率78.0％ ・店頭リサイクル回収活動 

  ・容器リサイクル資源回収量530 トン ・野菜のリサイクル「おかえりやさい」 

  ・食品リサイクル率58.6％ （2010 年度7 店舗にてブロッコリー販売）  

  （すべて 2011 年度目標） ・廃油リサイクル・ループへの取り組み 

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

リサイクル・廃棄物の再資源化に関する取り組み
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ヨークベニマル ・食品リサイクル率45％（Ｈ２４年度目標） ・リサイクルステーションの設置 

    ・食品残渣のリサイクル 

    ・廃食油のリサイクル 

    ・ダンボールとビン・缶については 

     リサイクル率100％ 

ライフコーポ   ・店頭でのリサイクル回収活動 

 レーション   ・食品残渣のリサイクル 

    （栗橋プロセスセンター野菜ゴミ粉砕機設置） 

    ・廃食油のリサイクル 

    ・あだちエコネット事業（足立区全８店舗） 

    ・回収牛乳パック、トイレットペーパー再生 

    ・インクカートリッジ里帰りプロジェクト 

     （大阪市内45 店舗、2011 年5 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

リサイクル・廃棄物の再資源化に関する取り組み
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（4）カーボン・オフセットの導入 

 

カーボン・オフセットとは、店舗で排出されるＣＯ２などの温室効果ガス排出量を把握し、その上で主体的に削減努力

を行うとともに、削減が困難な部分については別の手段を用いて排出量に応じた温室効果ガスの削減活動をすることでオフ

セット（相殺・穴埋め）する取り組みです。オフセットの手法には、クリーンエネルギーの開発、森林保護、植林といった

事業への投資等があります。                                              

カーボン・オフセットによる温室効果ガスの排出削減量を促進するため、国内の排出削減活動や森林整備によって生じた排

出削減・吸収量を認証する「オフセット・クレジット（J-VER）制度」が2008 年11 月に創設されています。 

＜日本スーパーマーケット協会が集計した 
「食品リサイクル法に基づく２０１２年定期報告書（食品廃棄物等の発生量アンケート）集計結果」より＞ 

２０１１年度１舗当たりの食品廃棄物の発生量、対前年比５．６％減 
 

食品リサイクル法では、食品スーパーマーケットに①全社における食品廃棄物の発生量、②１店舗当たりの発生量、③食品循環

資源の再生利用の実施量、④再生利用等実施率目標等の報告を求めています。 

当協会では、会員企業に報告書の回答内容をアンケートし、その数字を集計して、会員企業の実態を探りました（会員企業１０

４社中６１社から回答があり、回収率は５８．７％となります）。 

 ６１社の①食品廃棄物の２０１１年度の発生総量は２００,９２１トンと、２０１０年度の２００,５８６トンに比べ、３３５ト

ン増えていますが、これは会員企業の店舗数増加によるもので、②１店舗当たりの発生量は、４７．６トンと昨年度の５０．４ト

ンから２．８トン減少しています。これは、対前年度比で９４．４％となりますから、１舗当たりの食品廃棄物の発生量は昨年

度に比べ５．６％減少したことになります。 
下記の表には、③食品循環資源の再生利用の実施量をまとめました。昨年度実績に比べ、「飼料」や総菜に用いる「油脂及び油

脂製品」の再生利用が大きく伸びています。６種類の特定肥料をあわせた食品循環資源の再生利用実施の総量をみても、２０

１１年度の７４，８４９．５トンから２０１２年度の８０，１３２．９トンに拡大しています。 

 

食品循環資源の再生利用の実施量       （ ）内は昨年度実績 単位：トン 

    特定肥料の種類 再生量の実施量 

      肥料    25946.4(27322.4)

      飼料 39460.8(36122.5)

炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤 187.8(200.3)

油脂及び油脂製品 10978.2(7437.0)

エタノール 102(558.8)

      メタン 3457.7(3208.5)

    合     計 80132.9(74849.5)

 

食品リサイクル法では、業種別に２０１２年度までに達成をめざす再生利用等実施率目標が掲げられています。食品小売業の目

標は、４５％です。アンケート結果によると当協会会員企業の実績は、２０１０年度が３７．３％で２０１１年度が３９．９％と

なり、着実に目標に近づいているのがわかります。 

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

食品リサイクル法に基づく定期報告書アンケート結果
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カーボン・オフセットの導入 ① 

106 店舗での無料配布を中止 

有料レジ袋の収益金でカーボン・オフセット購入 

マックスバリュ西日本 

 

マックスバリュ西日本では、行政や市民団体等と協定を

結び 2007 年からレジ袋無料配布中止に取り組んできま

した。2011 年2 月現在では、106 店舗で実施していま

す。 

2010 年度の無料配布中止店舗102 店舗で販売したレ

ジ袋から、仕入れ価格と消費税を差し引いた有料レジ袋の

収益金は、約2360 万円でした。 

そのうちの1180 万円は二酸化炭素排出権を購入して、

国に納めました。これは、4497 トンのカーボン・オフセ

ットにあたります。 

残りの1180 万円は行政の基金や寄付金、環境教育関連

資材等として地域に寄付しました。 

2011 年度分の収益金も同様な形での寄付を予定して

います。 

 

（5）自然保護・生物多様性対策 

 

会員企業が環境対策として、自然保護や地球上に多様な生き物が生息することによって、私たちが食糧、薬、木材等を手

にすることができるという生物多様性対策を積極的に紹介することは、お客さまに環境対策の重要性を伝えることに通じま

す。   

さらには他社との差別化をアピールすることにもつながってきます。店頭で自然保護・生物多様性対策を訴求する重要度

はますます増していることを受け、会員企業は様々な対策を展開しているのです。 

 

 自然保護・生物多様性対策の展開例として 

・店舗の緑化 

・屋上・壁面緑化 

・ビオトープの導入 

・資材等の調達でＦＳＣ認証（森林環境保全に 

配慮し、経済的にも継続可能な仕組みで生産さ 

れた木材を認証するだけでなく、マークが入っ 

た製品の購入によってお客さまが世界の森林保 

全に間接的に関与できる制度）製品の優先購入・活用 

・お客さま参加型の植林・間伐活動 

・里山保全活動への参加と実施等 

があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

カーボンオフセットの導入
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□社会貢献活動（森林保全等）に関する会員企業の取り組み 

 

森林保全活動 ①  

「武蔵野の森再生事業」に参加 

「マルエツの森」で植樹、下草刈り 

 マルエツ 

 

 マルエツでは、２０１０年より森林保全活動を温室効果

ガス排出削減の施策の一つとして捉え、「武蔵野の森再生事

業」に参加しています。    

 これは埼玉県が新設した森林保全事業で、病害虫や花粉

症対策のため、平地や丘陵地のスギ林等を広葉樹で再生し

ようとするものです。 

埼玉県日高市横手にある森林を「マルエツの森」と名づ

け、２０１０年は、春の植樹、秋の下草刈りに従業員延べ

１５７名がボランティア活動を行いました。

   

 

 

森林保全活動 ② 

安全な水を安定的に供給するために 

「サミットの森」整備活動を支援 

 サミット 

 

サミットは、生活に欠かせない安全な水を安定的に供給

するために、東京・神奈川の水源地である山梨県北都留郡

丹波山村の村有林１１ヘクタールを「サミットの森」と呼

び、整備活動を支援しています。 

 従業員ボランティアや新入社員教育研修の一環として、

地元の森林組合やボランティアの指導を受け、間伐や下草

刈り等を行うことで、森の管理の大切さを学んでいます。 

２０１２年４月現在、延べ９８０人の従業員が参加しま

した。 

 森林整備の一環として間伐材の利用促進にも力を入れて

います。２００６年からヒノキの間伐材を使用して作った

積木２５万５０００個を８つの市・区の児童館に寄贈しま

した。 

  

 

森林保全活動 ③ 

 

公園の中のショッピングセンター作りをめざし 

具志川メインシティに1 万本植栽 

 サンエー 

      

 サンエーでは、店舗の立地や近隣環境等と調和させたう

えでの「公園の中のショッピングセンター」作りを標榜し、

店舗内外の植栽を心掛けています。 

 植栽のための苗の植え付け・育成から、手入れ等の管理

まですべてにおいてサンエーの植栽部の従業員が担当。 

 

 

 

具志川メインシティには、１本1 本大切に育てたヤシやツ

ツジ、台湾レンギョウ等１万本余りを植え、ショッピング

センターに彩りをもたせています。 

 また、植栽に使用したヤシの木等の枯れ木や剪定でカッ

トした枝葉を、シリンダーカッターで細分化し土に還元し

て良質な肥料として利用。植栽の育成とエコをつなげる工

夫もしています。 

 

 

 

 

 

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

社会貢献活動（森林保全等）に関する取り組み
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□社会貢献活動（森林保全等）に関する会員企業の取り組み 

会員企業名 自主行為目標 主な取組事例 

いなげや ・お客様の健康で豊かな、温かい日常生活と、よ ・2010 年「すこやけくの森」 

   り健全な社会の実現に貢献する  （東京都青梅市） 

    ・第12 回富士山植樹活動 

カスミ ・森林再生を通して、環境保全の大切さを地域の ・カスミ共感創造の森（4.06 ヘクタール） 

   皆様と共感する （茨城県笠間市） 

  ・森林再生による地球環境問題への取組 ・2012 年第2 回植樹祭430 名参加 

  ・森林資源と公益的機能を将来の世代に引き継ぐ   

関西スーパー ・ブナを植える会継続 ・2007 年、六甲山にて「ブナを植える会」活動参加 

マーケット   ・2009 年、新入社員の環境教育として六甲山森林保全 

     活動開始 

コープさっぽろ ・コープ未来（あした）の森作り基金のもと引き続 ・コープの森植樹祭を９カ所で開催。 

   き１万本の植樹活動を進める ・10741 本の植樹（2011 年） 

    ・2011 年、ミズナラの森（栗山町、1.14ha) 

    ・基金レポート「モリイク」発行 

サミット ・森作り支援 ・「サミットの森」 

  ・間伐材製品普及支援 ・2006 年より 5 年間、ヒノキの間伐材を使用したつみ木 

     合計25.5 万個を 8 つの市・区の児童会館に寄贈 

西友 ・海岸林の再生だけでなく、地域コミュニティの復 ・2011 年公益財団法人オイスカの被災地 

   興に少しでも寄与できるように  海岸林再生プロジェクトへの助成 

東急ストア ・東日本大震災被災地の海岸林再生のおてつだ ・マイバック運動での収益金を公益財団法人 

   い  オイスカの「海岸林再生募金」に寄付 

平和堂 ・現状の 4 府県での活動を推進しつつ、新たに加 ・平和の森づくり活動（延べ 361 名の社員活動） 

   える活動地域の選定を進める ・岐阜 池田町「平和の森・池田」（2.4ｈａ） 

    ・京都 和束町「湯船の森」（1.5ｈａ） 

    ・滋賀 守山市「びわこ地球市民の森」（8500 本） 

    ・福井 越前町「泰澄の杜」（0.79ｈａ） 

マックスバリュ ・「命の森」を身近なお店の周りから取り戻し、緑 ・「イオンふるさとの森づくり」 

西日本  育む心が地域の人々に広がる植樹活動を進め  累計植樹本数300541 本（1993～2011 年度迄） 

   る ・国内各地、中国、マレーシアなどで植樹活動 

マルエツ ・森林保全活動への参加 ・2010 年より「武蔵野の森再生事業」に参加 

  （温室効果ガス削減の施策の一つ） ・埼玉県日高市横手「マルエツの森」 

     （社員157 名参加） 

ヤオコー ・地球環境保全や社会貢献活動の一環 ・地域とともに歩む企業として 

     「ヤオコーの森林づくり」 

 

 

 

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

社会貢献活動（森林保全等）に関する取り組み
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小売業がお客さまに向けて実施する直接的な環境対策には、（１）環境配慮型商品の店頭訴求力強化と購買促進、（2）環

境に配慮した販売方法の推進、（３）３Ｒ・マイバッグ持参等のお客さま参加型環境教育の展開と参加型環境行動の促進、（４）

環境配慮に関する効果的な情報発信、地域社会と連携した環境対策の実施等があげられます。 

会員企業は、こういった活動に積極的に取り組んでいます。 

 

（1）環境配慮型商品の導入・販売  

 環境配慮型商品は、着目点別に次のようなものをあげることができます。 

  ・省エネ、省ＣＯ２、省資源に着目した商品 

例）詰替え商品、カーボン・オフセット認証マーク付き商品、省エネ家電等 

・再生材、副産物の利用に着目した商品 

例）再生紙使用商品、再生PET 樹脂使用商品等 

・その他の環境負荷（生態系保全、生物多様性等）に着目した商品 

例）有機農産物、FSC 認証製品、非木材紙製品、MSC 認証商品等 

 

「環境ラベル」は環境配慮型商品であることを伝える表示です。ISO では環境ラベルを３タイプに分けて規格制定してい

ますが、ISO に準拠しない独自ラベルも多数存在しています。 

  代表的な「環境ラベル」には、次のものがあります。 

・エコマーク 

  ・カーボン・オフセット認証マーク 

・エコポイント 

・有機ＪＡＳマーク 

 

 こういった環境配慮型商品を身近に感じるような店頭訴求力強化と購買促進は、お客さまを巻き込んで環境対策を進める

際の注力事項になっています。 

 

（2）環境に配慮した販売環境作りの推進 

 

お客さまに向け会員企業が取り組んでいる環境に配慮した販売方法は、次のようなものになります。 

・売場の冷暖房設定温度の緩和 

・明るいところに設置された棚や自動販売機の照明消灯 

・冷やさなくてもよい商品の常温提供等、販売方法の吟味 

・バラ売り、量り売り商品等の品揃え充実 

・多少のキズがある商品を廃棄せずに “わけあり商品”等として販売 

 ・ノントレー商品等のように容器や包装を軽量化して販売 

  ・バンドル商品等をラップで必要以上に巻かずに、テープでとめて販売する 

小売業が環境配慮を肯定的に捉え、環境配慮を積極的に発信していくことを「サービスの低下」として捉えられる風潮も、

数年前までは確かにありました。当時は、そんな批判を懸念するばかりに環境に配慮した販売方法や情報の提供は、決して

多くはなかったかもしれません。しかし、 近では小売業の環境への取り組みについてお客さまから評価をいただくケース

２．お客さまとの協働によるリサイクル等の環境対策 

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

お客さまとの協働によるリサイクル等の環境対策
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が増加しています。 

環境配慮への呼び掛けを会員企業が一社一社積極的に発信してきたことで、お客さまの理解が進み「店舗と顧客が協力し

て、環境に配慮した売場作りをめざすことが望ましい」という認識が高まっています。また、このような取り組みは、一つ

の店舗や一会員企業だけでなく業界や地域ぐるみで推進することが効果的であることもわかってきています。 

 さらに会員各社は取り組み効果を高めるために、実施効果を定量的に報告する体制も構築してきています。売場の冷暖房

の設定温度緩和による省エネ効果の結果や、ジュースやビール等の一部を冷やさずに販売することで削減された消費電力の

報告等がその例になります。こういった報告は、会員企業がお客さまから環境配慮についての積極的な評価を得るために欠

くことはできません。 

 

（3）お客さまに参加いただく環境行動への取り組み 

 

商品の購買以外で、お客さまに参加を呼び掛ける環境行動として３R 推進やマイバッグの利用等だけなく、次のような取

り組みも協会の会員企業は実施しています。 

・エコ包装の取り組み 

例）マイバッグ利用促進（レジ袋の辞退）、エコ包装の提示等 

・リターナブルびんのリユース 

例）牛乳びん、ビールびん、一升びん等の利用 

・店頭回収リサイクルへの協力 

例）廃容器（トレー、牛乳パック）等 

・来店手段の工夫の呼び掛け 

例）自転車や公共交通機関利用の呼び掛け等 

・環境募金、寄付、カーボン・オフセットへの参加 

例）カーボン・オフセット認証マーク商品（マイバッグ含む）の利用の呼び掛け等 

お客さまを効果的に環境行動に促すにあたり、会員企業はお客さまが気軽に参加できる環境を整備しています。その具体

例が、レジ袋の有料化導入当初のように自治体と協定を結び、地域住民に対し積極的にレジ袋削減や有料化の呼び掛けを行

ったり、ファッション性の高いマイバッグの販売等になります。マイバッグ運動は、環境配慮のために義務感で持参すると

いったイメージを払拭して、もつことが「かっこいい」「おしゃれだ」と感じられるように工夫を重ねています。 

 環境行動の意味や効果を分かりやすく伝え、参加の意義と成果を実感してもらうことも小売業が展開する環境行動の取り

組みとして会員企業は大切にしています。 

 

（4）お客さまへの環境関連情報の発信 

 

環境配慮型小売としての取り組みには、直接的にはお客さまの参加・協力を必要としないものも多くあります。店舗内の

省エネや廃棄物の削減、サプライチェーン上流との協働による物流効率化などがこれにあたります。こうした取り組みは、

お客さまの目に触れることはあまりなく、認識されていないものが多いようです。 

その例として 

・環境に配慮した店舗設計と設備運用 

例）空調・照明・冷蔵冷凍ケース等の省エネ、フロン対策の推進、高効率型の新エネルギー機器の導入、太陽光採光の

活用、断熱ガラスの導入等 
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・廃棄物の削減・有効利用 

例）適正発注や売り切りによる廃棄物発生の抑制、廃棄物のリサイクル、POP に使う資材や包装材のリサイクル等 

・サプライチェーン上流との協働 

例）環境配慮型商品の開発、効率的な物流網の構築等 

 

こういった会員企業の取り組みは、CSR レポートやホームページ等に掲載されています。これらの間接的な情報発信だ

けではなく、店頭やイベントなどでお客さまに直接伝える方法の工夫も模索しながらでありますが、力を入れ始めています。 

お客さまへの告知は、取り組みの背景や意味合いをわかりやすく説明すること、実施効果を数値を交え定量的に伝えるこ

とがポイントになってきます。太陽光パネルの発電量のリアルタイムの表示や壁面緑化等による店舗の消費電力・CO2排出

量の削減効果については、取り組み背景や意義が伝えやすいこともあって、お客さまへの説明をすでに実施している会員企

業は少なくありません。 

また、店舗ではお客さまと直接触れ合うことができる特性を活かし、店頭 POP やイベントなどを通じて、地球上に住む

すべての人が毎日の生活の中で手軽に環境貢献に参加できること等を伝えています。 

環境教育の対象となるのは、大人だけでなく子どもたちも含みます。店舗を利用する子どもたちへの環境教育はもちろん、

地域の小中学校等へ出向いて行う「出前環境教室」の開催も環境教育の一環です。発信された情報が、将来のグリーンコン

シューマー育成につながることもさることながら、子どもたちを通して各家庭に環境に配慮する姿勢が浸透し、ライフスタ

イルの変革を生みだすという可能性を大きくはらむ活動となっています。 
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□使用資源の削減（包装の簡素化・レジ袋）に関する会員企業の取り組み 

  

包装の簡素化・レジ袋削減 ①  

1３８店舗でレジ袋有料化 

レジ袋辞退率は全店で８０．１％に 

 バロー 

 

バローはレジ袋の有料化を推進し、２０１１年３月現在、

１４７店舗中１３８店舗で実施しています。有料化店舗で

は買い物袋持参者の割合が８９％にも上ります。それに伴

い２０１０年のレジ袋辞退率は、８０．１％を記録しまし

た。 

これをレジ袋削減枚数に換算すると、１年間で１０億７

１６８万枚にのぼります。 

レジ袋有料化の推進とともに、さまざまな種類の買い物

袋を売場で扱っています。バローバスケットは、レジ精算

時に詰替えの手間が省ける便利なバックです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

包装の簡素化・レジ袋削減 ② 

ノントレー商品とポリ乳酸容器の採用で 

容器の使用量とＣＯ２排出量削減 

 西友 

 

西友は２００９年、生肉販売用にトレーを使わない真空

パッケージ包装を導入し、販売拡大に力を入れています。   

国産鶏肉のノントレー商品は、家庭で廃棄物を減らせる 

だけでなく、消費期限が従来より長く、安価になったこと

からも、お客さまから支持を得ています。採用時から２０

１１年末までに、トレーとラップをあわせて４４トン以上

使用量を削減することができました。 

また、カット野菜やカットフルーツの容器には、とうも

ろこし由来のポリ乳酸を原料としたものの使用を推進して

います。     

ポリ乳酸は生分解性で、環境に配慮できるだけでなく、

従来のプラスチック製容器より強度が高い特長を備えます。 

ポリ乳酸を原料とする容器の採用により、容器の使用重

量は３０％以上、ＣＯ2排出量は２０％程度削減できてい

ます。
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□使用資源の削減（包装の簡素化・レジ袋）に関する会員企業の取り組み

会員企業名 自主行為目標 主な取組事例 

イズミ ・力を合わせて取り組むエコ活動 ・レジ袋持参運動（お買物袋持参率55.6％） 

    ・レジ袋無料配布禁止 

    ・省エネトレ―の利用拡大 

    ・ギフト簡易包装率82％ 

いなげや ・一人一人の気持ちが大きな力になって、 ・簡易包装 

   未来を守ります ・マイバック持参運動強化 

    ・レジ袋辞退率39.7％（2011 年度） 

    ・レジ袋有料化5 店舗レジ袋辞退率83.4％ 

     （2011 年3 月度） 

    ・バラ売りの推進 

エコス ・レジ袋辞退率目標45％（2011 年） ・マイバッグ運動 

    ・レジ袋辞退率44.9％（2011 年実績） 

    ・ノントレー商品（精肉売場） 

    ・レジ袋の無料配布中止（茨城・栃木・福島店舗） 

カスミ   ・レジ袋無料配布中止（103 店舗） 

    ・レジ袋辞退率62.8％（2011 年実績） 

    ・レジ袋無料配布中止による販売収益金の寄付 

関西スーパー   ・ノ―・レジ袋の日（毎月5 日） 

マーケット   ・マイバッグ（エコバッグ）の販売 

    ・レジ袋辞退率29.8％（2011 年実績） 

コープさっぽろ ・ノ―レジ袋目標90％ ・ノ―レジ袋2010 年度89％、11 年度89.3％ 

  ・紙の使用量を 15％削減 ・紙の使用量16.5％の削減 

  ・脱トレーの促進 ・事業増もありトレー自体は 3.2％増加 

     （ただし、回収が進み負担金は 2.8％削減） 

    ・ノントレー商品 

サミット ・マイバッグ持参率 35.0％ ・杉並区8 店舗レジ袋有料化 

    ・マイバッグ運動 

    ・マイバッグ参率 34.6％ 

    ・裸（バラ）販売促進 

東急ストア   ・マイバック運動 

    ・レジ袋辞退者約2433 万5 千名（2011 年度延べ人数） 

    ・レジ袋有料化（一部店舗） 

    ・裸（バラ）販売促進 

    ・ノントレーシリーズ 

 
 
 

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

使用資源の削減（包装の簡素化・レジ袋）に関する会い企業の取り組み



 
 

 

 

 

31 
 

 
平和堂 ・お買い物袋持参率の向上 ・レジ袋の有料化（一部店舗） 

 （2012 年度目標持参率58.5％） ・エコバスケット、エコバッグの持参運動 

・容器包装の削減 ・ノントレー商品（精肉売場） 

  ・エコ包装比率80％以上の継続 ・ばら売り、量り売りの推進 

  ・お中元、お歳暮のエコ包装運動 

マックスバリュ ・省資源持続可能な社会を実現する ・マイバスケット・マイバッグ運動 

西日本   ・お買い物袋持参率67.7％（2011 年度） 

    ・レジ袋無料配布中止（106 店舗） 

    ・レジ袋削減枚数、約12512 万枚（2011 年度） 

マルイ ・マイバッグ持参運動の推進 ・マイバッグ持参・エコポイント運動 

    ・簡易包装受付 

    
・バラ販売促進 

・2010 年10 月～鳥取県東部3 店舗レジ袋有料化 

マルエツ ・レジ袋使用量2009 年対比５％削減 ・お買い物袋持参運動 

レジ袋辞退率19.8％ 18.7％（2010 2011 年度） 

 簡易包装 

ヤオコー   ・キャッシュバック方式によるレジ袋削減 

    ・レジ袋辞退率30.9％（2011 年度） 

・バイオマスを含むレジ袋の導入（ベーカリー） 

・竹を原料とした割り箸の導入 

    ・バラ販売商品を入れる半分紙のパックの導入 

    ・簡易包装 

ヤマナカ ・レジ袋削減枚数80 万枚 ・レジ袋辞退率78.7％（2010 年度） 

  ・全店レジ袋辞退率80.0％ ・レジ袋無料配布中止(62/70 店舗） 

  （2011 年度目標）   

ヨークベニマル   ・マイバッグ運動 

    ・レジ袋辞退率70.3％（2010 年度） 

    ・レジ袋無料配布中止148 店舗（2011 年2 月） 

    ・簡易包装推進運動 

    ・ペーパーレス運動 

ライフコーポ   ・マイバッグ運動 

 レーション   ・マイバッグ持参率25.6％（2010 年度） 

    ・ラップや包装紙の削減 
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＜日本スーパーマーケット協会の「容器・包装の使用量・店頭回収」に関する独自アンケート結果より＞ 
地域の容器回収拠点としての役割を担う会員企業の店頭回収総量、２０１１年２ケタ増  

日本スーパーマーケット協会が会員企業に行った「容器・包装の使用量・店頭回収」に関する独自アンケート結果（会員

数１０４社のうち回答があったのは、「容器・包装の使用量実績」が４９社＜回答率４７．１％＞、「店頭回収量」に関する

ものが４２社＜回答率４０．４％＞となります）によると、平成２３年（２０１１年）の会員企業の食品トレーやレジ袋と

いったプラステック製容器やプラステック製包装、紙製容器、紙製包装をあわせた「容器・包装の使用量実績」は、５４，

７４４トンでした。平成２２年（２０１０年）が、５３，０３０トン、平成２１年（２００９年）は５１，３４２トンと増

加が続いています。これは、会員企業の店舗数拡大によるものです。使用量は増えているものの、容器・包装を薄くして軽

量化したり、レジ袋に関しては有料化したり、レジ袋を辞退した際にポインントを付与したり、マイバックの推進等の工夫

で、積極的に容器・包装削減をしています。 
食品スーパーマーケットは、従来よりペットボトルや食品トレー、牛乳パック等の回収に力を入れ、地域の回収拠点とし

ての役割を果たしてきました。 
平成２３年のペットボトル、食品トレー、牛乳パックの「店頭回収量の実績」をみてみると、１８，３６７トンで対前年

１１６．３％となります。平成２２年の１５，７９２トンは、対前年比の１１１．５％で回収実績量は平成２３年同様に２

ケタ増となっています。店頭回収総量の伸びは、ぺットボトルや食品トレー、牛乳パックの１店舗ごとの回収量の増加が大

きく寄与しています。                                

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

容器・包装の使用量・店頭回収に関する独自アンケート結果
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生産者・製造業者や卸売業者、物流業者といったサプラ

イチェーン上流と協働する環境対策は、（１）生活者ニーズ

を反映させた環境配慮型商品の提案や共同開発（原材料・

容器包装等に環境への配慮を落とし込む）や（２）環境負

荷の少ない効率的な物流網の構築、商品の CO2 排出量の

把握の支援等があります。 

 

（1）環境配慮型商品の共同開発 

PB の商品開発において、小売業自らが、生産者・製造

業者及び卸売業者、物流業者とともに環境負荷低減を図っ

た商品の提案・開発に取り組む重要性が増しています。と

いうのも環境配慮型商品を検討していく中で、自社の環境

負荷の状況を把握することになるので、会員企業各社が環

境配慮型小売業としての 適解を求めるきっかけとなるか

らです。 

環境配慮の発想から生まれた商品には、次のようなもの

があります。 

・容器包装の削減・簡素化 

例）詰替え用洗剤・シャンプー、個包装しない大

袋菓子等 

・再生材料の活用 

例）再生ＰＥＴ素材を利用した衣料品等 

・農薬や化学肥料を削減した農法の採用 

例）有機栽培・特別栽培による野菜・米等 

・生物多様性への配慮 

例）生物多様性に配慮した漁法で捕獲した鮮魚の

販売等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

また、消費者との接点がある小売業は、商品販売動向や

お客さまのリクエスト等を整理することで、生活者のニー

ズや商品使用状況を生産者・製造業者や卸売業者より容易

に知ることができます。その強みを生かして、質の高いＰ

Ｂを共同開発するために小売業が、生産者・製造業者、卸

売業者と相互に環境負荷にかかわる情報を共有化する関係

構築が求められています。 

実際に、協会の会員企業の多くが、サプライチェーン上

流との共通認識と情報の共有化が図れるような関係作りに

力を入れています。 

 

（2）効率的物流網の構築 

商品の配送ロットや輸送頻度・リードタイムについては

食品スーパーマーケットを運営する会員企業の意向だけで

なく、卸売業者・物流業者や出荷元と照らし合わせ、適正

化することで、商品の物流にかかる環境負荷の削減を試み

ています。 

商品の返品や回収には、物流負荷が生じるため、返品ロ

ス削減に資する対策（売れ残り商品の抑制等）により、物

流負荷削減を図る努力も欠かせません。また、これまでは

空になることの多かった配送の帰り便の有効活用等での負

荷を抑制する挑戦も始まっています。 

それ以外にも各社の状況に応じて、他の企業との物流共

同化、モーダルシフトの推進等、ここに来てさまざまな取

り組みがスタートしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．サプライチェーン上流との協働による環境対策 

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

サプライチェーン上流と協働による環境対策
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効率的物流網の構築 ① 

蓄熱ブライン冷却システム、太陽光パネル導入等で 

物流センターでも省エネ 

 ライフコーポレーション 

 

ライフ は店舗だけでなく、物流センターや本社でも新シ

ステムの導入や物流拠点の統合等で省エネに取り組んでい

ます。   

夜間電力で蓄熱したエネルギーを活用する、環境にやさ

しい蓄熱ブライン冷却システムを設置することで経済効率

を向上させています。 

また、住之江物流センターでは、屋根に太陽光パネルを

設置し、電気供給をしています。  

 

さらに、卸売業者と共同で物流拠点を統合し運送効率を

上げ、配送時に発生するCO2を抑制しています。 
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１．経営者の環境ビジョンと戦略的志向 

 

日本スーパーマーケット協会の会員企業は、環境対策の重要性に注目し、経営課題の中核に環境に関する経営方針や環境

マネジメントの視点を組み込み、環境配慮への対応を積極的に進めています。 

そして、この取り組みをより一層促進させるためには、適切な人材育成が不可欠であることからその対応にも着手してい

ます。 

例えば、社内研修制度や業界関連の検定制度（スーパーマーケット検定等）の中で、環境関連知識の習得向上をめざした

プログラムを導入したり、構成比率の高いパート従業員にも情報や知識が徹底するようにバックヤードにポスターの掲示を

したり、朝礼などを活用して環境への問題意識醸成に努めています。 

前述したように効果がはっきりと目に見える環境対策として、店舗の運営における空調・冷蔵機器等の適切な運転・運用

等があります。 

店舗においては店頭リサイクルBOX の設置による容器包装等の回収や、環境配慮型商品の積極的な店頭訴求や購買促進

や、お客さまと協働で環境への取り組みを行う機会も増えています。   

こういった機会をさらに効果的にするためには、従業員がお客さまに対して取り組みの内容や意義を説明できるような環

境知識の習得とコミュニケーション能力の向上が必要となります。こういった取り組みを支えるのは、本部が提供する環境

教育を含めた情報が基礎になることから、情報提供にも会員各社は力を入れています。

 

２.様々な取り組み事例を共有する仕組み作りに注力

環境配慮型小売の実現に向けた取り組みは、先進小売業の具体的な成功事例を広く周知して共有していくことが有効です。 

特に中小規模の会員企業が、環境への取り組みに力を入れていこうという場合には情報共有の仕組み作りは、不可欠にな

ってきます。協会では、その点を踏まえてこれからも会員サポートをしてまいります。

小売業とその店舗における環境への取り組み状況は各社様々であることを踏まえ、コストをかけずに導入できる環境対策

から一歩先行く取り組み事例まで、幅広く情報共有し、それらの提供に協会としても留意していきたいと考えています。 

情報に関しては、単に事例を収集・整備するだけでなく、業界団体や自治体との連携等を通して得た内容を実際に活用で

きる仕組みや体制作りを整備していくことが望まれています。その要望にも十分に応えていく所存です。 

環境配慮型小売についてお客さまの認知度を高め、 も適切な形で「協調と競争」ができるように、協会としては会員企

業への協力とともに、研さんを続けてまいります。 
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環境への取り組みを通し「買い物の楽しみ」を提供し続ける 

環境配慮型小売業は環境配慮の取り組みをしつつ、お客さまに「買い物の楽しみ」を提供し続けることが 大の使命にな

ります。 

環境配慮への取り組みが、お客さまに単なる節約・縮み志向の行動を強いることにならないように知恵を絞り、工夫をし

て、環境配慮型の店舗が「おしゃれな店」「カッコいい店」「スマートな店」と認識されることをめざしています。 

それによって、「お買い物」の楽しさを継続あるいは向上させ、持続可能な成長を維持できる産業として小売業のビジネス

モデルを構築すると同時に、消費と環境が両立するような消費社会を実現していくために会員企業に向け、当協会は支援し

てきます。 

 

温室効果ガス排出削減、環境負荷削減の実現 

冒頭で、強調したように地球温暖化問題の重要性に鑑み、環境配慮型小売として も重要視すべき課題として温室効果ガ

スの排出削減があります。小売業の店舗における徹底した温室効果ガス排出と環境負荷の削減は、社会的にみても早々に結

果を出さなくてはならない重大な課題です。課題解決においては、お客さまとの接点をもつ小売業が自ら運営する店舗内で

の削減を徹底させることはもとよりお客さま、サプライチェーン上流、同業他社および地域と協働していくことが望まれて

います。今後、サプライチェーン等とスクラムを組み環境への取り組みに踏み込めるように、協会のサポートを盤石にして

まいります。 

お客さまの環境意識の向上・行動の変革を後押しするために、お客さまへの働き掛けを強化することも重要となります。

小売業が、自らの環境への取り組みを積極的にアピールし、投資したコストに見合うだけの評価を得て、お客さまからの支

持につながるような仕組み作りには、今まで以上に力を入れる必要があります。 

なぜなら、これらの取り組みの成果がすべて、必ずやお客さまの環境意識や行動に影響を与えると信じるからです。 

 

温室効果ガスとコストで、新ビジネスプロセス構築 

温室効果ガスとコストの削減を同時に実現することで、新たなビジネスプロセス構築も期待できます。新しいビジネスの

種を会員各社のみならず、小売業に関わるすべての企業が探しています。 

環境問題は大きな課題ですから、当協会では、環境配慮型小売業を推進する活動を業界内で留めるのではなく、社会全体

で取り組む国民運動の１つとしてこれからも消費者であるお客さまには、広く訴えていきたいと考えています。 
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