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Ⅰ

環境配慮型小売業を推進するために
Ⅰ

食品スーパーマーケットが取り組む環境対策は、二つに大別されます。

環境配慮型小売業を推進するために

ひとつは地球上の限りある資源を無駄なく有効に使う取り組みです。主には、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取
り組んでいる事項です。
もうひとつは、地球温暖化の防止につながる温室効果ガス（おもに CO2）の削減です。地球温暖
化を防ぎ、生物が後世まで安全に過ごせるように今の環境を永く維持することを目的とした温室効
果ガスの排出抑制や省エネ対策等が主要項目になります。
主に、地球温暖化防止は、世界全体で早急に取り組まね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、2050年までに80％以上の削減をする
という目標値を発表しています。実現化に向けて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。

Ⅰ

≪環境に関する関連法令≫

環境配慮型小売業を推進するために

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〜

日本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

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・
当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
推進等への取り組み、
（２）お客様との協働によるリサイクル等への取り組み、
（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。

環境配慮型小売業を推進するために

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。
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Ⅰ

環境配慮型小売業を推進するために

（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

株式会社ヤオコー：
アイスショーケース

サミット株式会社：
太陽光発電の採用

会員企業の各店舗においては、省エネ・温暖化対策・温室効果ガス排出削減・３R 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、設備の更新にあわせてさまざまな省エネ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
料や包装材における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ります。この
点についてもすでに着手している企業もあります。
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当会の会員企
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
フロン排出抑制法 （フロン類の使用の合理化および管理の適正化に関する法律）
フルオロカーボン（炭素とフッ素の化合物）のことを一般的にフロンと言います。
そのうち、CFC（クロロフルオロカーボン）と HCFC（ハイドロクロロフルオロカーボン）がオゾ
ン層破壊物質です。
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８．フロン排出抑制法の全体像
○フロン類の製造から廃棄まで、ライフサイクル全体を包括的な対策を実施するよう、
平成25年6月、フロン回収・破壊法を改正しました。
(1)フロン類の転換、再
生利用による新規製
造量等の削減

フロンメーカー

再生品

再生品

「代替フロン」等の温室効果ガスが増加すると、
地球温暖化に影響を与えます。
フロン類の製造から廃棄まで、ライフサイク

低
Ｇ
Ｗ
Ｐ

※ＧＷＰ＝地球温暖化係数

製品メーカー
ＣＯ２
ｼｮｰｹｰｽ

低ＧＷＰ・
自然冷媒等

低ＧWＰ
エアコン

(2)冷媒転換の促進
（ノンフロン・低GWPフロン製品
への転換）

環境配慮型小売業を推進するために

は塩素を持たないためオゾン層を破壊しません。
オゾン層が「特定フロン」等により破壊され
ると、有害な紫外線が急増する原因になります。

Ⅰ

また、HFC（ハイドロフルオロカーボン）の
ことを一般に「代替フロン」といいます。HFC

ノンフロン
断熱材 ノンフロン
ﾀﾞｽﾄﾌﾞﾛﾜｰ

フロン類

一部再生利用
（回収率向上）

ル全体を包括的な対策を実施するよう、平成25
年6月、フロン回収・破壊法を改正しました。

ユーザー
(5)再生行為の適正化、
証明書による再生／破壊
完了の確認

スーパー
定期点検

(3)業務用機器の冷
媒適正管理
（使用時漏えいの
削減）

漏えい量報告

不調時点検・
充塡

充塡量報告

充塡回収業者（充塡）
破壊・
再生業者

充塡回収業者（回収）

(4)充塡行為の適正化
14

出典：経済産業省 オゾン層保護等推進室
フロン排出抑制法の概要

（２）お客様との協働によるリサイクル等の環境対策の取り組み
Ⅰ
環境配慮型小売業を推進するために

アルビス株式会社の取り組み

当協会の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
イバッグ（エコバック）の利用促進等で、消費者に環境活動への協力の呼びかけをおこなってい
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。

Ⅰ

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

環境配慮型小売業を推進するために

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（最商品化）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、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。
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Ⅰ

環境配慮型小売業を推進するために

食品リサイクル法 （食品循環資源の再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。

（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

株式会社ヤマナカ：商品や作業を１か所に集約すること
により、配送効率の向上や運行車両
台数の集約、運行距離の短縮に努め
ています。

当協会の会員企業は、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、
物流者といったサプライチェーン上流と協働しながら、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おこなうとともに、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。※（グリーン物流への取り組み）
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。

※グリーン物流とは…
グリーン物流とは、環境にやさしい物流システムのこと。グリーン物流は、CO2や大気汚染物
質の排出削減などの環境負荷低減効果だけでなく、輸送の効率化によるコスト削減、企業の社
会的責任（CSR）の普及などを受けて、率先して取り組む事業者が増えている。2004年にはグ
リーン物流パートナーシップ会議が発足した。日本における二酸化炭素（CO2）の排出量は運輸
部門のうち、約半分が自家用乗用車によるもので、残りを営業用、自家用貨物車、飛行機、船舶、
鉄道などが占めている。こうした状況を受けて、環境負荷の少ない物流システムである「グリー
ン物流」が注目されている。グリーン物流は、環境負荷低減の効果に加えて、合理化によって
効率的な輸配送が実現できるため、企業のコスト削減につながる点が特徴となっている。
業界としては、物量増えない中、トラック運行を20％減らし、低公害車、モーダルシフト化、
共同輸配送、営自転換、過剰物流サービス是正など新たな視点で経営再構築することによりコ
スト競争力も向上。より少ないエネルギー・資源で、多く運び、より少ないエネルギーで、目
的地へ届ける輸送距離短縮を目指している。
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Ⅱ

環境配慮型小売店舗実現への取り組み
Ⅰ

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

環境配慮型小売業を推進するために

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、目指す姿を「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・協働及びお客様や社会に対す
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、消費者や地域とともに
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

１．店舗活動に伴う環境対策
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「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。

Ⅰ

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

①

環境配慮型小売業を推進するために

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。
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となります。そのために各会員企業は従業員教育に
力を入れ始めています。
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
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Ⅱ

環境配慮型小売店舗実現への取り組み

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
討しておりましたが、新しいルールとして、平成27年４月フロン排出抑制法施行によりフロン
漏洩量の報告が義務づけられました。

株式会社ヤオコー：
ドア付き冷凍ケース

②

株式会社ヨークベニマル：
ナイトカバー（冷蔵ケース）

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・冷蔵庫なら、扉の解放厳禁、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挙げられます。
空調システムでは、営業時間外運転の最小化、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・冬季の外気冷房採用、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り組んでいます。
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。

サミット株式会社：
冷凍設備の圧力制御

株式会社エコス：
冷凍ケース後付蓋導入
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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・
Ⅰ

建築の改善があります。

環境配慮型小売業を推進するために

環境対策改善に効果のあるものとして、LED 照明、H ｆ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。

④

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

株式会社ヤオコー：
デマンドコントローラー

株式会社ラルズ：
太陽光パネル

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。

⑤

行政の支援策の活用
Ⅰ

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

環境配慮型小売業を推進するために

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。

7
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Ⅱ

環境配慮型小売店舗実現への取り組み

省エネ型店舗に関する会員企業の取り組み例
株式会社いなげや

高効率照明（LED）器具、
ランプの導入（屋外）
屋外にも LED 照明を使っています

人感センサー付き照明の導入
人の動きを感知して、
自動で点灯・消灯します

蓄熱設備（コージェネ）の導入
蓄熱設備は夜間に電力を使って冷気
を溜め、その冷気で日中冷します。

株式会社イズミ
2013年に完成したイズミ新本社の屋上には、太陽光発電パネルがあります。発電量や電力使用
量がひと目で分かるパネルも設置し、省エネ意識を高めるきっかけにもしています。ビル中央部の
吹き抜けを活用した自然換気システムも新本社の特徴の一つです。空調の運転を減らし、節電を行っ
ています。屋上の緑化は、ビルの熱負荷軽減に寄与するほか、憩いのスペースとしても活用されて
います。雨水を貯水してトイレの洗浄水に使うなどの多様な取り組みは、快適さと省エネを両立さ
せるとともに、従業員の環境意識を高めるきっかけにもなっています。

株式会社マルアイ
マルアイがオール電化の取り組みを始めたのは、2003年6月。
給湯や冷暖房、厨房設備などの熱源をすべて電気で賄えば電気料
金の大幅な割引が可能となる 業務用総合電化契約 をきっかけ
に採用しました。氷蓄熱式冷凍・冷蔵ショーケースやエコ・アイ
ス、蓄熱給湯システム・エコキュート、電化厨房・IH フライヤー
など、オール電化による光熱費のコスト削減は約2割に達します。
割引契約の採用もさること電化ながら、個々の電気機器の性能向
上による省エネ効果をはじめ、全機器のコントロールを一元化し、エネルギーの無駄を省くことに
よる全体の最適化。そして環境に配慮した店舗及び設備設計による省エネ効果など、最適化への大
きな取り組みを実現しています。
さらに夜間電力の使用により CO2の排出を大幅に軽減。環境に優しいシステムを目指しています。
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★省エネ型店舗に関する会員企業の取り組み
主な取り組み事例

買物の快適さと省エネを両立

トップライトの導入
高効率インバータターボ冷凍機、空調ポンプ
のインバーター化）
トイレに人感センサー導入
太陽光発電パネル導入

株式会社いなげや

グループ一丸となって、社会環境保全に努め
ます
環境に関する取り組みは、積極的に報告します
法の遵守と社会の求めに、積極的に応じます

省エネ仕様の新社屋完成（2015年）
天井にトップライト
トイレに人感センサー
太陽光パネル

株式会社エコス

省エネルギーに努めるとともに、人に優しい
快適な店作りを行います

デマンド監視システム
照明のＬＥＤ化
氷蓄熱、オール電化による省エネ推進

株式会社オークワ

環境配慮型小売業を推進するために

株式会社イズミ

Ⅰ

環境方針

トナーカートリッジのリサイクル品利用
社内文章、資材の削減
３R の取り組みを継続し、地球温暖化ガスを
削減

節 水 機 器（ 節 水 こ ま ） の 取 り 付 け に よ る
10％前後の節水・排水の抑制
電気エネルギーを大幅に削減する LED 照明
の導入
本部の19時消灯をルール化

合同会社西友

事業活動を通じたエネルギー使用の削減

他店舗エネルギー・トータルマネジメント・
システム（他店舗 EMS の導入）
2014年度には2010年度比全店の電気使用量
30％の削減に成功

株式会社フレスタ

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

株式会社成城石井

高効率冷凍機の導入
デシカント空調設備の導入
ナイトカーテンの導入
デマンド監視装置導入

株式会社マルアイ

事業活動の業務全般において、地球環境の保
全に配慮し、環境マネジメントシステムを構
築・実施・維持し、継続的に改善していく

氷蓄熱・オール電化による光熱費のコスト削
減 約2割達成
全機器のコントロールを一元化

株式会社ヤオコー

「コンプライアンス委員会」の中で、流通業
に関する環境問題を取り上げて、組織横断的
な解決を図る

氷蓄熱システムの導入
デマンドコントローラーによる電力使用量の
コントロール

株式会社ヤマナカ

省エネ推進委員会の開催、エネルギー使用量
の見える化による現場での節約による省エネ
設備への計画的な更新

エネルギーマネジメント・システムの導入
新店や改装店舗を中心にリーチイン冷凍
ショーケースの導入
冷蔵オープンケースの棚下照明の LED 化

株式会社
ヨークベニマル

社内横断組織「CSR プロジェクト環境部会」
が中心となり環境保護活動を推進

BEMS 導入によるエネルギー使用量の見え
る化
棚下照明の削減
遮熱塗料導入
オール電化の取り組み

株式会社
ライフ
コーポレーション

スーパーマーケットの立場から環境問題を考
え、地域の皆さま・お取引先様・従業員と協
同し環境対策を進めていく

可動式風調カーテンの導入
ロールスクリーンの活用
照明の間引き

環境配慮型小売業を推進するために

経営基本方針「絆」をもとに環境に関する法
律・規制・条例及びその他要求事項を順守し
ます

Ⅰ

株式会社マルイ
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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例
株式会社エコス
照明や空調、冷蔵・冷凍ケース等に多くのエネルギーが使われております。そのため、店舗では
可能な限りの節電に取り組んでいるほか、LED 照明や一部の新店ではリーチイン冷凍ケース等の
省電力型機器を導入し、省エネルギーに努めています。このほか、空調の基本温度を設定管理し、
電力のピークカットに取り組んでいるほか、店舗バックヤードや本部の電灯には、プルスイッチを
取り付け、必要に応じた最小限の電力使用を心掛けています。

サミット株式会社
ショーケース内部には、従来、各棚に照明が設置されていましたが、改装店ではケース全体を外
側から照らす照明に替え、本数を減らしています。また、新店では発熱量が少ない LED 照明にす
ることで、冷蔵・冷凍機への負担を減らし、省エネを図っています。その他にも、冷気を逃がさな
いよう、冷凍ショーケースに扉を設置し、消費電力を1 割〜4 割削減しています。

株式会社マルエツ
空調に室外機のコンプレッサーをガスエンジンで駆動し、冷暖房を行うガスヒートポンプシステ
ムを採用。消費電力が電気ヒートポンプに比べて約1/10になりました。また、消費電力が少なく
寿命の長い調光機能付き LED 照明への変更を進めています。新店での採用をはじめ、既存店にお
いても LED 照明への切り替えが完了しました。

10
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★資源の有効活用に関する会員企業の取り組み
主な取り組み事例

買物の快適さと省エネを両立

トップライトの活用
トイレ人感センサー導入

株式会社エコス

より効率の良いリサイクルに取り組み、地
域社会とともに活動します
環境保全貢献商品の普及に積極的に取り組
みます

株式会社
仁科百貨店

食品残渣を利用したリサイクルループ商品
の取り組み
（旨香豚、エコス米、地球環境にやさしい桃）
グリーン購入推進（再生ペット素材の制服
を採用）
通い箱の導入
節電対策（平成23年に前年度比９% 削減）
コピー用紙の削減

事業活動による環境負荷の削減を重要な課
題であると認識し、その達成のために取り
組み課題を掲げ、地域社会と共に、これに
挑戦します

廃棄物を可能な限り削減するために、商品
搬入など店舗で発生するダンボールや発泡
スチロールといった廃棄物の発生を抑制す
ると同時に、お客様が持ち帰って発生する
容器等は店頭回収を推進して再資源化を進
めています

株式会社フレスタ

地域・環境との調和を目指した店作り

通い箱の活用
バラ売り等、簡易包装の実施

株式会社平和堂

再生可能エネルギーの活用

CO2や有害な排気ガスを出さないクリーン
な発電設備である太陽光発電システムを導
入
1991年から全店舗で取り組んでいる「お買
い物袋持参運動

マックスバリュ
西日本株式会社

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

株式会社
バロー
ホールディングス

株式会社マルイ

環境配慮型小売業を推進するために

株式会社イズミ

Ⅰ

環境方針

バイオマスレジ袋、まいばすけっとの導入
店頭リサイクル活動
経営基本方針「絆」をもとに環境に関する
法律・規制・条例及びその他要求事項を順
守します

株式会社万代

環境経営システム（EA21) への取り組み
デマンド監視装置導入
空いた牛乳パックや食品トレーを回収、メー
カーで再生された「ただいまロール」
「おか
えりティッシュ」を全事業所で導入
生ごみを分別
リサイクル工場で肥料にリサイクル

株式会社ヤマザワ

省資源・リサイクル運動の一環として牛乳
パックの回収、簡易包装に取り組む

通い箱の繰り返しの使用
コピー用紙は裏面も使用
再生紙の使用

株式会社ヤマナカ

環境配慮型小売業を推進するために

限りある資源の再利用のため店舗でリサイ
クル品を回収、循環型社会へ貢献

Ⅰ

株式会社ヤオコー

レジ袋無料配布中止
「おかえりやさい」プロジェクトによる食
品リサイクル
家庭系廃食用油の再利用

株式会社
ヨークベニマル

社内横断組織「CSR プロジェクト環境部会」
が中心となり環境保護活動を推進

通い箱の取り組み
リサイクルハンガーの活用
太陽光発電照明サイン

株式会社
ライフ
コーポレーション

限りある地球の資源を大切に

食品リサイクルへの取り組み
容器包装ダイエット宣言
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Ⅱ

環境配慮型小売店舗実現への取り組み

（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。
お客様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となります。
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で
はなく、その意義を分かりやすくお客様に伝え、お客様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。

（３）３R の推進
当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活用という観点から
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
当協会の会員企業は、販売数の管理を厳密化させることで毎日の発注精度をあげています。
また、営業努力の強化による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
制に役立てるということに力をいれています。

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）再資源化による資源の有効活用。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する
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。
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※フードバンクとは…
Ⅰ

「食料銀行」を意味する社会福祉活動。まだ食べられるのに、さまざまな理由で処分されてし

環境配慮型小売業を推進するために

まう食品を、食べ物に困っている施設や人に届ける活動のこと。

※リサイクルループとは…

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のこと。

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例
株式会社ヤマナカ

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

名古屋市が2009年より取り組んでいる家庭系廃食用油のバイオディーゼル燃料化モデル事業に、
市内21店舗が参加しています。お客様に500ml ペットボトルに詰めた廃食用油を店頭までお持ち
いただき、サービスカウンターなどで回収させていただいています。この油は市が契約した業者に
回収され、精製事業者によりバイオディーゼル燃料に精製されます。この燃料は、名古屋市のごみ
収集車や市バスの燃料として利用されています。

株式会社オークワ
魚型発泡スチロールを一部店舗において、リサイク
Ⅰ

ル業者に委託し、リサイクル及び再利用をしています。
魚アラを和歌山、大阪、奈良地区店舗において、リ
サイクル業者へ委託しています。食品リサイクル法で
定められた生ゴミのリサイクル率20% に対して24％の
実績となっています。今後も環境に対する検討と工夫

環境配慮型小売業を推進するために

を重ねていきます。
農産では野菜・果物等の平台でのバラ売りを実施、
畜産ではステーキのラップ個包装販売、惣菜売場では
バイキング販売等を行い、トレイ使用の削減を図って
おります。
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Ⅱ

環境配慮型小売店舗実現への取り組み

株式会社大阪屋ショップ
地域リサイクル活動の拠点として､ 店舗出入口などに ｢回収 BOX｣ を設置､ ｢牛乳パック｣ ｢食
品トレー｣ ｢ペットボトル｣ の資源回収を行っています｡ お客様のご協力により集められた大切な
資源を可能な限り再生しています｡

株式会社さとう
青果物や惣菜の食品廃棄物を自然発酵堆肥として､ また廃油（植物性）や牛 ･ 豚脂を肥料や石鹸
などの原料としてリサイクルしています｡ 製品化された堆肥をバザールタウン ･ ホームセンターストッ
ク各店でお得な価格（本体価格167円 税込180円）で販売しています｡
業務用の発泡スチロール魚箱・青果箱を当社に設置の減容機で減容し、リサイクル業者に委託し、
CD ケースなどの原料として再生利用しています。
▼

約2ヶ月間
発酵させる

▼

製品化された
環境にやさしい堆肥

▲発泡スチロール箱

▲減容されたブロック

▲リサイクルされた
CD ケースや額縁

14

114498_環境報告書2016.indd

14

2016/06/29

9:02:17

サミット株式会社
Ⅰ

2013年11月、物流センター内にリサイクルセンターを新設しました。約1/3の店舗から排出さ
れる発泡スチロール箱や店頭回収した食品トレイなどを、住宅用建材の一部に再生しています。

環境配慮型小売業を推進するために

2002 年より、一部店舗で野菜・果物くずを分別したものを、専門委託先が、肥料や軽土壌材に
加工したり、発酵により発生するガスで発電するなどリサイクル利用をしています。

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

更に2009年8月には「循環型リサイクル」を開始し、野菜・果物くずを産地近くのリサイクル
センターで肥料化して、その肥料を使って栽培した野菜を店舗で販売しています。食品廃棄物の約
7割を占める野菜・果物くずのリサイクル実施店舗を拡大したことで、食品リサイクル率が53.8％
になりました。（2014年度実績）

資源回収ボックスについて
株式会社カスミ
◆ペットボトル等のリサイクルボックス
→主に看板業者様が作成
カスミには環境活動の指針となる「環境基本方針」があり、その方針に基づいて様々な取り組み
を実施しています。
現在新店では「リサイクルステーション」として古紙回収ボックスを組み込んでいます。お客様
◆古紙回収
には古紙持参１㎏あたり１円のポイントを発行しています。
現在の店頭リサイクル活動
→現在２業者で設置中（主に新店・改装での導入）
①ＪＰ資源株式会社、斎藤英次商店、ヤタクリーン、
水越４社の共同出資
（端末メーカーはジェネシスで名称「エコステ」）

②国際紙パルプ商事株式会社
（略称：ＫＰＰ 主に新店での導入）
（端末名称「ecomo」）

リサイクル活動の改善（異物対策）

「投入する際のお願い」がメインだった表示を、異物対策として「投入出来ないもの」をメインに貼り替えまし
た。また新店の投入口のフタを、マグネットを使用して営業時間外に取り付けています。

㈱カスミ

環境社会貢献部

2016/3/29

12

Ⅰ
環境配慮型小売業を推進するために

※２社の設置線引きは主に茨城県内か
県外で決定
現在新店では「リサイクルステーション」として古紙回収ボックスを組み込んでいます。
お客様には古紙持参1ｋｇあたり1円のポイントを発行。（写真は昨年11月OPの境大橋店）。
2016/3/29

6

2009年6月1日より全店で透明容器・フタの回収を開始し
㈱カスミ
環境社会貢献部
㈱カスミ

環境社会貢献部

2016/3/29

7

ました。回収された使用済透明食品容器、透明フタは透明食
品容器・透明フタ等にリサイクルされます。これにより、年
間で220t-CO2の CO2削減を目指します。
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Ⅱ

環境配慮型小売店舗実現への取り組み

2011年10月より、一部の店舗で古紙回収を開始しま
した（回収時間：開店〜よる9時まで）。
お持ちいただいた古新聞、古雑誌などは、1kg あたり
1ポイントが「古紙リサイクルポイントカード」に加算
されます。
リサイクルポイントは、100ポイント (100kg 相当）
でお買物にご利用できる値引き券 (100円分）に交換、ま
たは1ポイント＝1円を「緑の募金」「WWF」「WFP」「5
A DAY 協会」の各団体へ寄付することができます。

参考資料（取り組み例）
○ボトル用プラスチックキャップ店頭回収・リサイクル実証報告書
2015年３月にまとめられており、当協会も他６団体とともに実証事業に参加した。
実施計画に基づいて、㈱ヤオコーの全店舗（開始時136店舗、期間中に１店舗増えて137店舗）で店頭回
収を実施した。
スタート時期は、当初予定した４月初めのスタートを、消費税率の引き上げに伴う店舗での作業負荷を軽減
するために、１か月ズラして、連休明けの５月７日からスタート、10月31日までの178日間（約６か月）とした。
総回収重量は、17,530㎏で、一日あたり98.48㎏（キャップ換算・42,817個相当）
、一日一店舗あたり0.72
㎏（同313個相当）であった。回収されたキャップで、リサイクル材に向けられた適品は17,403.3㎏（良品
率99.28％）と高いレベルになった。
また、懸念された異物混入は、全期間を通して、合計126.4㎏（異物混入率0.72％）と当初の想定を大き
く下回る好結果となった。
このことから、ボトル用プラキャップの店頭回収では、良品の回収率が高く、質の良い効率的なリサイク
ルが期待できる結果が得られた。
一方、回収されたキャップからリサイクルされた再生ペレットは、総量が17,000㎏で、総回収重量の
97.0％と、かなり高い収率（ペレットへのリサイクル率）となった。混入異物を取り
除いた重量17,403.3㎏（17,530kg −126.7kg）に対する収率は、97.7％であった。
このリサイクル・ペレットの材質は、65％が高密度ポリエチレン（HDPE：ホワイ
ト38%、グリーン27%）
、35% がポリプロピレン（PP；ホワイト28%、ブラウン7%）
であった。
ボトル用キャップの素材は、HDPE が多く、次いで PP であることが確認できた。ち
なみにキャップの出荷でも、主たる材質は HDPE のホワイトが主流とのこと。
リサイクル・ペレットを用いた最終製品としては、当初、マイ・バ
スケット、防災キャップ等を予定していたが、得られたリサイクル材
の品質が良く、物性などの仕様も比較的良い事から、全量を店舗の業
務用クレート用に向けた。
なお、回収からペレット化工程に係る総費用は、概算で㎏ 50〜55
円と試算され、得られたリサイクル材の品質から、想定売価が㎏

消費者に還元
（ヤオコー
136店舗）

消費者
・分別排出

ボトルキャップ
店頭回収
最終製品化
マイバスケット
防災ヘルメットなど

100円台で取引できる可能性が高く、ボトル用プラキャップが質の良
いリサイクル材と位置付けられ、経済原則に即したリサイクルシステ

進栄化成
キャップリサイクル

ムの構築が期待される。
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ざん さ

○食品残渣の再利用
Ⅰ

食品リサイクルループ【循環エコ野菜】

環境配慮型小売業を推進するために

食品の販売過程で排出される野菜くずや売れ残り商品などの
生ゴミは、全国で年間100万トン以上発生しており、その大部
分はゴミ処理場へ運搬して焼却処分され、燃えカスは埋め立て
られています。
株式会社平和堂では、これらの食品残渣を認定工場へ持ち込
み堆肥加工し、その堆肥を使用して農産物を生産し、再び販売
するという一連の流れを「食品リサイクルループ」と呼び、
2010年よりこの仕組みを利用した「循環エコ野菜」の取り組み

■取扱い品目

に力を入れ、食品廃棄物の有効活用を推進しています。
2014年度は天候不順が重なり、特に夏場の異常気象の影響で
安定した出荷ができなかったことで、全体としては販売量は増
えませんでしたが、一方で、認知度が高まったことからにんじ
んやかぶらなど、作付け面積が拡大し、生産高、販売高を増や
すことができた品目もありました。

ブロッコリー

●

えだまめ

●

●

レタス

●

玉ねぎ

●

ベビーリーフ
大根

●

なす

●

ばれいしょ

●

グリーンリーフ

●

にんじん

●

白菜

●

キャベツ

●

かぶら

●

ミニトマト

●

カリフラワー

●

かぼちゃ

●

さといも

●

みずな

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

取扱い

●

品目の野菜を生産
18品目で、1億3,000万円をめざします。

万円を販売
堆肥化による
食品リサイクルループ
（循環エコ野菜）
の流れ

平和堂のお店
平和堂の各店舗では、商品加

工で発生した野菜くずや賞味

期限切れの商品、売れ残った

平和堂店舗で販売
指定農家で生産・収穫された野菜は「循環エコ

お 弁 当やパンなどを分 別し

て、専用の大型冷蔵室に保管

します。

収集運搬

▲食品リサイクル専用トラック

専用ペールに入れられた食品

野菜」として再び仕入れ、平和堂のお店で販売

残渣は、食品リサイクル専用

します。

のトラックが各店舗を毎日回

収して周り、堆肥化工場へ運
搬されます。

▲生ゴミ回収
専用ペール

循環エコ野菜

循環のイメージ
指定農家で栽培

堆肥化

指 定 農 家に運ば れた

堆肥化工場に運搬さ

堆肥によって、再び生

れた食 品 残 渣は、近

代的な機械によって

堆肥

Ⅰ

産された野菜が「循環

エコ野菜」
です。

衛生的に処理されて
いきます。

堆 肥 化 施 設では指

定農家の要望に合わ

環境配慮型小売業を推進するために

▲堆肥化施設

せたさまざまな種類

の肥料に生まれ変わ

ります。

▲生ゴミからつくられた堆肥
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Ⅱ
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④

新たな取り組み
平成25年５月31日に閣議決定された第３次循環型社会形成推進基本計画では、リサイクルに
比べ取り組みが遅れているリデュース・リユースの取り組み強化、が新たな政策の柱として位
置づけられました。
リユース食器への取り組み
フードバンクへの取り組み

リユース食器への取り組み例
株式会社エコス
株式会社工コスの店舗にて、１ヶ
月間、海鮮丼、力ツ丼、握り寿司、
巻き寿司、サンドイッチについてリ
ユース容器を使用した商品を売場に
並べ、使い捨て容器との併売を行い
ました。
イートインコーナー内に返却場所
を設置し、自宅に持ち帰られた揚合
には次回以降の来店時に持参するこ
と、店内のイー卜インコーナーで利
用された揚合は、利用後に返却する
ことを利用者に呼びかけました。
使用するリユース食器については、
容器レンタル業者から１週間に１回
程度必要な分だけレンタルし、使用

握り寿司（リユース：左）

かつ丼（リユース：右）

店内の POP（サンドイッチコーナー）

後に回収して一定量たまった段階でまとめて容器レンタル業者に返却しました。
握り寿司、巻き寿司、海鮮丼、力ツ丼、サンドイッチの販売総数は１カ月で916個となり、うち
対象品目の約４割がリユース食器での販売で占められていました。
ごみの削減効果で見ると、使い捨て容器の重量からリユース容器入り食品に使用したラップ重量
を差し引いた重量は約10g であり、これより10g ×916個＝9.16kg がごみ発生量の削減効果とな
りました。
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環境配慮型小売業を推進するために

フードバンクへの取り組み例
合同会社西友
きっかけは、
「毎日店舗で廃棄しているもったいない食品を、活かす方法はないだろうか」とい
うひとりの従業員の声です。
その声は、セカンドハーベスト・ジャパンを通しての食品寄付活動へとつながりました。
店舗から物流センターに帰る「バックホール（戻り便）」の空きスペースを活用して寄付食品を
回収することで、輸送負荷を抑えます。物流センターを寄付食品の回収拠点とすることで、セカン
ドハーベストは効率的に多くの食品を回収できます。
JA 甘楽富岡の規格外野菜の定期的寄付も実施しています。西友の折りたたみコンテナを活用、
JA 甘楽富岡⇔西友⇔セカンドハーベストの拠点間で循環させています。また、店頭レジ募金やポ
スターを通じて、お客様に食品寄付活動を周知しています。

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

ＪＡ甘楽富岡への産地訪問ツアーの実施

食品寄付活動を始めたきっかけ

きっかけは、ひとりの従業員の声
「毎日店舗で廃棄しているもったいない食品を、
活かす方法はないだろうか」
⇒セカンドハーベスト・ジャパンを通じて、寄付するという選択肢
1
野菜の寄付先施設の子供たちが、野菜の収穫と調理を体験

西友店舗での食品寄付活動の拡大

バックホール方式による寄付食品回収

実施店舗数
140

114

120
100

81

80

3

2009

2010

• 店舗から物流センターに帰る「バックホール（戻り便）」の空きス
ペースを活用して寄付食品を回収することで、輸送負荷を抑える

8
2011

2012

2013

2014

2015

2016

環境配慮型小売業を推進するために

0

3

Ⅰ

38

40
20

バックホール
（戻り便）

52

60

• 物流センターを寄付食品の回収拠点とすることで、セカンドハーベ
ストは効率的に多くの食品を回収できる
4

ＪＡ甘楽富岡からの規格外野菜の寄付

野菜の寄付に使用するコンテナ

• 野菜の輸送には、西友の折りたたみコンテナを活用
5

• JA甘楽富岡⇔西友⇔セカンドハーベストの拠点間で循環させている
6
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もったいない食品を寄付して、活かす

西友店舗を通じた活動の周知

店頭レジ募金やポスターを通じて、お客様に食品寄付活動を周知
7

8

「第３回食品産業もったいない大賞
「第 3 回食品産業もったいない大賞」
実施目的
食品産業の持続可能な発展に向け、地球温暖化・省エネルギー対策である「熱の有効利用」
、
「運送シス
テムの効率化」、「食品ロスの削減」、「事業者間による連携」、「消費者と連携した取組」等、これらに顕著

応募名称

食品産業
もったいない大賞

審査委員会
委員長賞

な実績を挙げている企業、団体及び個人を広く表彰し、世の中に周知することで、地球温暖化・省エネルギー
対策を促進する取組を推進します。
なお、東日本大震災を契機に見直されている「もったいない」の思いこそが、地球温暖化・省エネルギー
対策を取り組む大きな契機となるため、これを大賞の冠名としています。

審査委員会委員長賞」受賞

西友のインフラを活用した規格外野菜の
定期的寄付
会社名、事業場名

合同会社西友

東京都北区／ http://www.seiyu.co.jp/company/sustainability/foodbank/

■ 具体的な取組内容 ■

1．西友の食品寄付活動
西友では 2009 年から、セカンドハーベスト・ジャパンと協力して食品寄付活動を実

施しています。2015 年現在、関東の 100 店舗から販売期限切れや外装破損の商品を寄

付している他、自社倉庫に保管されているプライベートブランド商品や、総菜部門の子

主催及び協賛

会社である若菜から原材料の寄付も行っています。

さらに西友では、本活動の拡大のためセカンドハーベスト・ジャパンに助成金を拠出

主催：一般社団法人日本有機資源協会

するとともに、店頭レジ募金等を通じてお客様に向け活動の周知を行っています。

協賛：農林水産省

2．西友、JA 甘楽富岡、セカンドハーベスト・ジャパンの 3 社共同の取組
西友と 40 年以上直接取引を行う JA 甘楽富岡は、西友の食品寄付の取組を知り、通

常の販売対象にならない自社の「規格外野菜」を寄付できないかと考えました。西友、

募集対象
食品産業の持続可能な発展に向け、下図のような地球温暖化・省エネルギー対策をされているフード
チェーンに関わる企業、団体及び個人とします。連名での応募も可能としています。

JA 甘楽富岡、セカンドハーベスト・ジャパンの 3 社は、既存の協力関係とインフラを
基盤とし、2013 年より 2 年間のパイロット・プログラムを実施後、2015 年春に「規格
外野菜」の定期的寄付のスキームを確立、本格的始動に至りました。2014 年 10 月か

引用：
農林水産省補助事業 平成27年度食品ロス
削減等総合対策事業

らの 1 年間では、約 2t 分の野菜を寄付しています。

これらによって、本来廃棄されるものが消費に活かされ、食品ロスの削減に繋がっています。

「第３回食品産業もったいない大賞」表彰
事例集（p1、p14）

3．地域とのつながり
野菜の寄付先である福祉施設の子供たちが JA 甘楽富岡の生産地を訪れて自ら野

菜を収穫するイベントを定期的に実施し、これによって生産者、小売、NPO、寄
付先施設の 4 社を繋ぎ、顔の見える関係を築いています。

（一社）日本有機資源協会 HP 掲載：

■ 評価 ■
食品の寄付においては、加工食品の寄付が多い中、生鮮食品も含め既存のインフラを使用し定期的に届けている点が評

http://www.jora.jp/mottainai3/index.html

価される。また、製造、小売り、NPO の 3 社が連携しているのは特徴的である。生産者が手塩にかけた野菜等が、産地廃
棄されず、新たな価値を与えている仕組みが、今後さらに普及することが期待される。

1

14

株式会社フレスタ
フレスタは2014年10月より、NPO 法人あいあいねっ
と様のフードバンク活動に参加しています。フードバン
クとは、パッケージ不良や形状が規格外であるなどの理
由で、品質には問題がないのに販売ルートにのらない食
品を集め、食事に困っている人の 食の支援 や地域の
コミュ二ティづくりに役立てるなど、
「食べ物を捨てない」
ための活動です。この活動によって、食品口スの削減と
より効果的な CSR 活動を実現しています。

あいあいねっと様のコミュニティレストランでは、寄付の
あった食材を使用したメニューを提供しています。
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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
主な取り組み事例

お客様や行政と力を合わせ笑顔あふれる環境
保全を推進します

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

株式会社いなげや

限りある資源をリサイクル

店頭でのリサイクル回収
バイオマスパック使用商品
ノントレー
３R の推進

株式会社エコス

廃棄物の再資源化に努める

店頭でのリサイクル回収活動
紙のリサイクルでトイレットペーパー

株式会社オークワ

環境配慮型小売業を推進するために

株式会社イズミ

Ⅰ

方針

魚箱発泡スチロールのリサイクル
写真現像廃液の回収
地域に根ざした環境共生企業を目指す

ダンボールは再生紙原料に
コピー機のトナーはメーカーでリサイクル

株式会社しまむら

限りある資源の有効活用と地球環境の保護

トレーの回収箱を設置
ネット注文宅配時に資源ゴミの回収

合同会社西友

廃棄物ゼロを目指す

鮮度管理を徹底することで、廃棄ロスの削減
フードバンク活動
2014年度の全社の廃棄物のリサイクル率は
91％

株式会社ツルヤ

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

株式会社サンリブ

詰め替え用やコンパクトサイズ洗剤、ティッ
シュ、牛乳パックを再生した紙製品
有害物質が自然界に流出することを抑えた商品

株式会社
東急ストア

事業活動を通じて、環境負荷を最小限にする
仕事の仕組みを作り、環境の保全と汚染の予
防に取り組みます

トレーを使わず包装資源を約40％カットした
真空パック包装のお肉「ノントレーシリーズ」
お客様からお持ちいただいた牛乳パックを再
利用したトイレットペーパー

株式会社
東武ストア

地球環境の未来のために私たちができる環境
保全のための活動をひとつひとつ真剣に取り
組む

店舗から回収した生ごみは回収業者を通して
再資源センターへ運び、発酵処理をすること
により、農家の肥料として生まれ変わる
使用済みの油（廃油）も分別し、各店で専用
の容器に入れ回収

株式会社平和堂

循環型社会をめざし、再資源化を進める

Ⅰ

野菜くずやパン、弁当の残渣を肥料や飼料に
惣菜コーナーで使用した揚油は石鹸や工業用
脂としてリサイクル
店頭リサイクル回収

株式会社マルイ

循環型社会の形成

ダンボール、発泡スチロールの削減
食品廃棄物、ダンボールの再利用促進
業界に先駆けて「ゴミ計量器」を全店に導入

株式会社ヤマナカ

もう一度使える形に加工する再資源化の取り
組み

「おかえりやさい」プロジェクト
NPO による資源回収

株式会社
ヨークベニマル

環境配慮型小売業を推進するために

マックスバリュ
西日本株式会社

自社施設「平和堂リサイクルセンター」にて、
資源の有効活用に取り組む
2010年から開始した古紙回収サービス設備
「えこすぽっと」設置店舗は、2014年度末現
在24店舗に増加
ポイントが貯まると平和堂商品券と交換でき
るシステム

リサイクルハンガーによるプラスチック廃棄
物削減
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Ⅱ

環境配慮型小売店舗実現への取り組み

（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、そのうえ
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も開発、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。

カーボン・オフセット導入例
株式会社ヨークベニマル
ヨークベニマルでは、カーボン・オフセット認証を受けた
ユニフォームを2009年度から導入しています。着用してい
るユニフフォーム（生鮮白衣やエプロン、ブラウス等）の製
造工程・輸送工程で排出される CO2排出量を算出し、相当分
の京都クレジットを無効化することにより、オフセットを実
施しております。2014年度の実績は16,905着でした。

マックスバリュ西日本株式会社
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。2010年度の無料配布中止
店舗102店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2,360万円でした。
そのうちの1,180万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4,497トンのカーボン・オフセットにあたります。残りの、1,180
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。

株式会社マルエツ
マルエツでは、お客様のご協力のもと店頭回収された紙パックやペットボ
トル等のリサイクル資源の売却益をオフセット・クレジット購入費用に活用さ
せていただくことで、日頃、お買い物袋持参でレジ袋削減にご協力いただい
ているお客様とともに、地球温暖化防止対策を推進してまいります。
2015年度は、前年の岩手県、福島県に宮城県を加えた被災３県からオフセッ
ト・クレジットを購入することで、地球温暖化防止につながる環境活動を推
進するとともに、被災地域を支援する仕組みとなっています。
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します。
※「カーボン・オフセット大賞」とは、環境省、経済産業省、農林水産省の後援を受け、カーボン・オフセット推進ネ
ットワークの主催により、低炭素社会実現に向けた、カーボン・オフセットの優れた取り組みを行う団体を表彰す
るものです。

 
取り組みの内容は、事業活動において排出されるＣＯ（二酸化炭素）削減の一環として、
森林保全等によりＣＯ を吸収する事業からオフセット・クレジットを購入し、お買い物袋
持参で削減できなかったレジ袋製造等の際に排出されるＣＯ をオフセット（埋め合わせ）
するものです。
   今年度は、岩手県、福島県に加え、宮城県の被災３県からオフセット・クレジットを購入

することで、地球温暖化防止につながる環境活動を推進するとともに、被災地域の環境保全
活動や地域活性化を支援する仕組みとなっております。 
また、オフセット・クレジット購入費用には、お客さまのご協力のもと、店頭回収された
紙パックやペットボトル等のリサイクル資源の売却益を活用させていただいております。
日頃、エコバッグご持参でのレジ袋削減や、店頭回収にご協力いただきましたお客さまに
心より感謝申し上げ、今後もお客さまと共に地球温暖化防止対策を推進して参ります。

「第５回 カーボン・オフセット大賞」奨励賞受賞
㻌 㻝㻞 月 㻝㻝 日（金）「エコプロダクツ 㻞㻜㻝㻡」㻌 （東京ビッグサイト、イベントステージ）表彰式にて㻌
㻌
マルエツは、カーボン・オフセッ㻌㻌 㻌

  
 


 

環境配慮型小売業を推進するために

11日（金）、東京ビッグサイトで開
催された「エコプロダクツ2015」に
て表彰されました。

Ⅰ

ト推進ネットワーク（CO-Net）主催
の第５回カーボン・オフセット大賞
において「奨励賞」を受賞し、12月



■ お問い合わせ先：経営計画部 12月11日（金）
広報 城生（じょうの）
・水野
「エコプロダクツ2015」
                  電話０３－３５９０－００１６     以上

取り組みの内容は、事業活動にお           （東京ビッグサイト、イベントステージ）表彰式にて
                               
© Copyright 2015 The Maruetsu Inc.
いて排出される CO2（二酸化炭素） 㻌
Page 1 of 2
  
                                         
  を吸収する事業からオフセット・クレジットを購入し、
削減の一環として、森林保全等により CO
2
㻌
  
お買い物袋持参で削減できなかったレジ袋製造等の際に排出される
CO2をオフセット（埋め合わせ）
 
するものです。
また、オフセット・クレジット購入費用には、お客さまのご協力のもと、店頭回収された紙パッ
クやペットボトル等のリサイクル資源の売却益を活用させていただいております。
日頃、エコバッグご持参でのレジ袋削減や、店頭回収にご協力いただきましたお客さまに心より
感謝申し上げ、今後もお客さまと共に地球温暖化防止対策を推進して参ります。

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

（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いきます。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して
います。
自然保護・生物多様性対策の展開例として…

Ⅰ
環境配慮型小売業を推進するために

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 認証製品の優先購入・活用
※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

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。
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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）に関する会員企業の取り組み例
株式会社いなげや
東京都青梅市に開設した「すこやけくの森」は、弊社経営理念「お客様の健康で豊かな、暖かい
日常生活と、より健全な社会の実現に貢献する」を具現化すべく、10年にわたり整備費を負担し、
森林の整備活動として毎年春に、森林整備活動を実施。グループ新入社員を中心に、毎回約100名
が参加し、森の育成を見守っています。

株式会社カスミ
ふるさとの森を守り育て、次の世代に引き継ぐ長期的な活動として、2011年春から茨城笠間市
の「カスミ共感創造の森」で森林再生事業に取り組んでいます。この取り組みは単に森林の再生だ
けが目的ではなく、カスミの従業員が地域の皆さまやお客さまと共に植栽などを体験することで、
環境保全の大切さを共感し、絆を深めることを目指します。
毎年５月に植樹祭を開催し、2014年の第４回までに延べ1,668名が参加。2015年は５月９日に
第５回の植樹祭を開催しました。今後も、随時森林の間伐や植栽、保育活動を行うほか、地元の皆
さまとの交流・イベントの会場、従業員の研修の場として活用していきます。

サミット株式会社
森林を整備し続けるためには、間伐材を活用することも大切です。子供達に木のぬくもりや森の
手入れの大切さを伝えるため、2006年より５年間、ヒノキの間伐材を使ったつみ木合計25.5万個
を８つの市・区の児童館等に寄贈しました。
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Ⅰ
環境配慮型小売業を推進するために

株式会社ヤオコー
ヤオコーは地球環境保全や社会貢献活動の一環として、『埼玉県森林づくり協定』を埼玉県と小
川町の間で締結し、地域とともに歩む企業として、植樹活動 ｢ヤオコーの森林づくり｣ を始めまし

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

た。
ヤオコー発祥の地であります、小川町にある町有林 (3.53ha) に3年かけて植樹することを定し、
協定締結式が2008年10月25日に執り行われました。
地球温暖化防止という環境問題に対し、植樹活動を通して地域の皆様とともに、次世代へ繋げて
いく環境保全活動を展開してまいります。

Ⅰ
環境配慮型小売業を推進するために
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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）に関する会員企業の取り組み
方針

主な取り組み事例

株式会社いなげや

地球温暖化の原因となる CO2の削減に努め
ております

森林の整備活動として毎年春に、森林整備
活動を実施「すこやけくの森」の開設
緑化推進が見直されている中、武蔵野関前
店では、屋上庭園を設けて緑化活動

株式会社イズミ

お客さまや行政と力を合わせ笑顔あふれる
環境保全を推進

2013年12月オープンの「ゆめマート田崎」
で壁面緑化

株式会社ウオロク

Green Circle にいがた植樹活動への参加

株式会社カスミ

地球環境のための「いいね！」をよろこびに

「カスミ共感創造の森」毎年５月に植樹祭
を開催、2014 年の第４回までに延べ1,668
名が参加

サミット株式会社

環境への配慮を徹底し、企業市民としての
責任を果たす

「サミットの森」森林整備や間伐材利用促
進活動は、店頭回収資源の売却代金や当社
からの寄付金の他、商品売上金の一部やお
客様にお付けするポイントの一部を寄付金
に充てている
間伐材を活用し、つみ木などを寄贈

株式会社サンエー

地域社会との関わりを大切にするとともに、
環境への配慮などちいきに根ざした企業を
めざす

植栽に使用されているヤシの木等の枯葉や
剪定時にカットされた枝葉を捨てるのでは
なく、
「シリンダーカッター」で細分し、土
に戻すことによって 有機質を土に還元し、
良質な肥料となり、植栽の育成へと繋がっ
ていく
１本１本、大切に育てられたヤシやツツジ、
台湾レンギョなどを中心に店舗の立地や
近隣環境などを考慮し、公園の中のショッ
ピングセンターを目指した植栽を心がけて
いる

株式会社マルエツ

地域に密着したフレンドリーな「地縁ストア」
として持続可能な循環型社会をめざす

2010年より、温室効果ガス削減の施策のひ
とつとして「武蔵野の森再生事業」に参加
埼玉県日高市横手にある林地を「マルエツ
の森」の愛称で呼び、2010年4月に山桜、
かえで、くぬぎ等を従業員の手により植樹。
その後も保全活動として、毎年従業員ボラ
ンティアが下草刈りを実施

マックスバリュ
西日本株式会社
株式会社ヤオコー

イオン各社の植樹と、イオン環境財団の国
内外における植樹活動を合計すると2013年
で1,000万本に到達
環境問題への取り組みとして「お客さまへ
の5つのお約束」を設けている

地球環境保全や社会貢献活動の一環として、
『埼玉県森林づくり協定』を埼玉県と小川町
の間で締結し、地域とともに歩む企業とし
て、植樹活動 ｢ヤオコーの森林づくり｣ を
始めた
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２．お客様との協働によるリサイクル等の環境対策
Ⅰ

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
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挙げられます。
当協会の会員企業はこのような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、着眼点に以下のようなものが挙げられます。

環境配慮型小売業を推進するために

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

省エネ、省 CO2、省資源
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
Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

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）
例：有機農産物、FSC 認証商品、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、準拠しない独自のラベルも多
数存在しています。
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

Ⅰ

上記のような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

環境配慮型小売業を推進するために

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。
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Ⅱ

環境配慮型小売店舗実現への取り組み

（２）環境に配慮した販売環境作りの推進
会員企業が取り組んでいる環境に配慮した販売方法は以下のようなものになります。
売り場の冷暖房設定温度の緩和
冷やさなくてもよい商品の常温提供等、販売方法の吟味
明るいところに設置された棚や自動販売機の照明消灯
バラ売り、量り売り商品の品揃え充実
わけあり商品

としての販売

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、テープでとめて販売
小売業が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」として捉えらえれる風潮
も数年前までは確かに存在しました。しかし、最近では小売業の環境への取り組みについてお客
さまから評価を頂くケースが増加しています。
環境配慮への呼びかけを会員企業が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
と協力して、環境に配慮した売り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。
さらに会員企業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。売り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。このよ
うな報告は、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
だけでなく、以下のような取り組みも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かけ
例：自転車や公共交通機関利用の呼びかけ等
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）の利用の呼びかけ等
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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
株式会社エコス

環境配慮型小売業を推進するために

や有料化の呼びかけを行ったり、ファッション性の高いマイバッグの販売

Ⅰ

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
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、持つことが「かっこいい」
「おしゃれ」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。

株式会社いなげや

（４）お客さまへの環境関連情報の発信
環境配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
Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

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。以下その例です。
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
廃棄物の削減・有効活用
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
このような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、店舗やイベントなどでお客さまに直接伝える方法の

Ⅰ

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。
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
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り、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ことを活かし、店頭POP やイベントなどを通
して、地球上に住むすべての人が毎日の生活の中で気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、大人だけではなく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「出前環境教育」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

環境配慮型小売業を推進するために

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

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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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）に関する会員企業の取り組み例
アルビス株式会社
★環境にやさしいエコトレー 納品全体の65% に
店頭で回収した食品トレーは、リサイクル工場でエコトレーとして再生されています。アルビス
ではこのエコトレーを積極的に扱うことで環境への配慮に努めています。エコトレーの利用は廃棄
物と未使用原料の削減、物流コストならびに CO2排出量の抑制効果もあります。

株式会社いなげや
★アイバスケットの推進
アイバスケットは清算後詰め替える手間もなく、そのままお持ち帰りできる便利なものです。

株式会社マルナカ
★マルナカ緑のエプロン（ECO 素材エプロン）7割実施、現在増加中
マルナカの従業員数は正社員・パートを合わせると、グループトータル6000人を超えます。従
業員が毎日着用するユニフォーム、緑のエプロンにも ECO を導入しています。

表地 ポリエステル100％
（再生ポリエステル25％）
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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
主な取り組み事例

美しい自然を守り、次世代へ伝えるために、
アルビスでは地域の皆さまへリサイクル資源
の回収や廃棄物削減を呼びかけています

販売したレジ袋の収益金は各自治体を通して
環境保護団体に寄付し、様々な環境保全活動
に役立てられています
資源を素材ごとにきちんと分けるために、容
器にはそれぞれ識別マークが表示されていま
す。素材ごとに正しく分けると、再生しやす
くなり、確実なリサイクルができます

株式会社いちい

トレーや古紙の回収で家庭ゴミの 削減とリ
サイクル向上に努めています

2005年より使用済み食品トレーを原料とし
た「エコトレー」を取り入れています。食品
トレーを「エコトレー」に変えることによっ
て、CO2の排出を抑制することが出来ます

環境保全、限りある資源をリサイクル。地球
（環境）に優しい店づくりをお客様とともに
目指しています

マイバッグ持参運動を更に推進するために、
全てのお客様が参加できるインセンティブ方
式を導入しております。平成27年度持参率
41.4%
アイバスケットの推進

株式会社いなげや

環境負担軽減に全社で取り組みます

レジ袋辞退者へのポイント付与
レジ袋有料化店舗32店舗におけるレジ袋辞
退率78.7％
包装時に簡易包装をおすすめする

株式会社オークワ

オークワではお買物袋持参率の向上をめざし、
行政・環境団体と歩調をあわせ、レジ袋有料
化推進

年間のお買い物袋持参率（食品レジでレジ袋
を辞退されるお客様の割合)の全店計は
46.3％
有料レジ袋は平成25年1月より植物由来原料
に変更

サミット株式会社

株式会社
サンベルクス

青果や総菜売場を中心に、容器を使わないバ
ラ販売を増やしています
レジ係が精算済みの商品を直接「マイバス
ケット」に入れるので、そのままお持ち帰り
いただけて便利です
地球温暖化を初め、地球規模の環境破壊を真
摯に受け止め、環境にやさしい企業活動を目
指します

ベルクスでは「容器包装リサイクル法」の施
行に伴い、レジ袋を約17％軽量化
レジ袋の軽量化により、原料であるポリオレフィ
ンフィルムの製造・廃棄過程で消費される原
油や排出されるCO2の削減が期待できます

株式会社
仁科百貨店

マイバッグでお買物の場合は1回のお買物につ
き、ニシナリサイクルカードに１ポイント押印、
50ポイントで100円の金券として使えます
毎月10日の「岡山県統一ノーレジ袋デー」
に全店舗が参加しています
事業活動による環境負荷の削減を重要な課題
であると認識し、その達成のために取り組み
課題を掲げ、地域社会と共に、これに挑戦し
ます

環境配慮型小売業を推進するために

レジ袋を回収しリサイクルする方向で努力し
ています

Ⅰ

株式会社ツルヤ

株式会社
バロー
ホールディングス

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

株式会社エコス

環境配慮型小売業を推進するために

アルビス株式会社

Ⅰ

方針

買い物袋持参率は、有料化している220店舗
で87.0%
レジ袋有料化推進とともに、バローではいろ
んな種類の買い物袋を用意しております。また、
バローバスケットを使用していただければレ
ジ精算時にも詰め替えの手間が省けて便利です

株式会社ヤマザワ

マイバッグ持参率 平成26年度 85.2%
生鮮部門は必要な量だけお買い求めいただけ
るように、バラ販売に取り組んでいます
お中元やお歳暮の包装に、簡易包装をおすす
めしています

株式会社
ヨークベニマル

2015年2月現在、約９割にあたる173店舗で
レジ袋の無料配布を中止。辞退率2014年度
70.6%
トレーを使わず、袋またはフィルムのみで包装
バラ販売と少量パックの実施
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Ⅱ

環境配慮型小売店舗実現への取り組み

３．サプライチェーン上流との協働による環境対策
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 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最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
再生木材料の活用
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ん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 PB 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、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
制御等）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が多かっ
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、他企業との物流共同化、モーダルシフトの推進等、様々な
取り組みをしています。
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Ⅰ
環境配慮型小売業を推進するために

効率的物流網の構築に関する会員企業の取り組み例
株式会社ヨークベニマル
★総輸送量の削減
効率的な物流を推進するとともに、戻り便の積極的な活用等による総輸送量の削減に取り組むこ
とで、CO2排出量の削減を目指しております。
出店エリアごとにある物流拠点（センター）では、定期的にドライバー向けのエコドライブ研修
を実施し、燃費の数値改善がめざましかったセンターに対しては、インセンティブを贈る等、ドラ
イバーの士気と配送効率が上がるように努めています。

Ⅱ 環境配慮型小売店舗実現への取り組み

株式会社ヤマナカ
★配送による省エネ
店舗に納品される商品は、まず取引先から東海市にある物流センターへ集められ、仕分けされた
後に各個店ごとに配送されます。商品や作業を1か所に集約することにより、配送効率の向上や運
行車両台数の集約、運行距離の短縮に努めています。また、センターからの商品配送の際には繰り
返し利用できる専用の通箱を使用し、ダンボール使用量の削減にも取り組んでいます。

Ⅰ
環境配慮型小売業を推進するために
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環境配慮型小売店舗を実現するために

１．経営者の環境ビジョンと戦略的志向
当協会の会員企業各社は、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取り込み、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）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。
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、お客さまと協働で環境への取り組みを行う機会もふえています。
このような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になります。この
ような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、情報共有の仕組み作りは不可欠になってきます。当協会は、その点を踏まえてこれから
も会員企業サポートを続けていきます。
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さまざま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
当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、業界全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
も十分に応えていきます。
環境配慮型小売についてお客さまの認識度を高め、最も適切な形で「調和と競争」ができるように、
当協会としては会員企業各社への協力とともにサポートを続けてまいります。
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３．環境配慮型小売の将来像
Ⅰ

環境配慮型小売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

環境配慮型小売業を推進するために

ことが最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、環境配慮型店舗が「おしゃれな」
、
「かっこいい」
、
「スマートな」店と
認識されることをめざしています。
それにより、「お買いもの」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少消費社会を実
現していくために会員企業にむけて当協会は支援していきます。
冒頭で協調したように、地球温暖化問題の重要性に鑑み、環境配慮型小売として最も重要視すべ
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、社会的にみても早急に結果を出さなければならない重要な課題です。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

Ⅰ

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
当協会のサポートを基盤にしていきます。
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、お客さまへの働きかけを強化する
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
に力をい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ているからです。
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。

環境配慮型小売業を推進するために

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、

新たなビジネスの種を会員企業各社のみならず、小売業にかか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あるので、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と
どめるのではなく、社会全体で取り組む国民運動のひとつとして消費者であるお客さまには広く訴
Ⅲ

えていきたいと考えています。
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