
エコ事業所認定店の主たる取り組み項目（108店舗の回答より）

１３項目のうち、「再生品の販売促進（必須），生活環境保全関連法令の遵守
（必須），容器包装類の店頭回収，簡易包装等による包装材削減，商品の量り
売り・バラ売り，詰め替え商品の販売，廃棄物の減量化・資源化，容器包装へ
の再生紙使用」で、ほぼ全店が取り組むと回答した。

エコ事業所認定小売店の消費者認知度（回答者309名）

消費者団体会員で、エコ事業所認定店を知っている人は24%と少なく，さらに
認定店を利用している人はその3割程度で，認知度が低かった。

取り組み項目に関する店頭調査結果（認定49店、認定外11店）

詰め替え・再生品5品目の取扱い状況、バラ売り・はだか売り3品目の販売形
態別取扱い状況、 容器包装類の店頭回収、環境配慮に関する表示，掲示物
の設置などに関して、取り扱い率や表示率が高いとはいえず、認定外店との
取り組みの差も明らかではなかった。

背 景： 地域社会の企業市民である小売業，特にスーパーマーケット（SM）は
メーカー・取引先と消費者を継ぐ立場にあり，小売企業の経営活動が地域の消費
者のライフスタイルに与える影響は大きい。循環型社会の構築を踏まえて，SMは
日々の事業活動で店舗から発生する直接的な環境負荷の削減だけでなく，社会
全体の環境負荷削減に向けて小売業として何ができるかという視点が必要である。
SMの環境配慮取り組みは製造企業に比べると日が浅く，環境活動に熱心な企業
は大手企業などに限られることが指摘されている。
目 的： 岡山県内に店舗を展開する小売企業に着目し，環境配慮取り組みの現
状と課題を明らかにする。また，先進的な環境配慮取り組みを行う県外の小売企
業の事例から，小売の本業と連動した環境配慮取り組みの方向とは如何にあるべ
きかを考察する。

○小田 淳子 （吉備国際大学・環境経営学科）
荒田 鉄二 （鳥取環境大学・環境マネジメント学科）

１．岡山県内小売企業の環境配慮取り組みの現況調査
◆岡山エコ事業所認定制度で認定された小売店の取り組み
①認定小売店舗148に対する，取り組み項目の書面調査，②環境配慮型
商品の取り揃えと表示、ばら売り・裸売り，容器包装類の店頭回収等の取
り組み実態の店頭調査，③消費者の認知度調査

◆県内の小売企業9社を対象に，直接面談方式による聞き取り調査

２．先進的取り組みを行う小売企業の事例調査
◆環境配慮取り組みの理念・方針および内容に関する，直接面談方式に
よる聞き取り調査
◆店舗取り組みの現地調査

小売企業の環境配慮活動の現状と課題

研究の背景と目的 研究の内容

図２．取り組みの聞き取りを行った小売企業図１．小売企業に求められる役割

エコ事業所認定店の取り組み調査結果

No. 環境行動の分類 具体的な取り組み事項

１ 環境に関する経営方針

・環境活動に関する規定，行動指針

・経営計画など

・SMグループの目標や申し合わせ

・企業内の進めかた

２
外部向け（消費者）の

取り組み

・マイバッグの推進

・商品・販売に関係すること

・取り組みのねらい

・岡山エコ事業所認定制度

３
内部向け（小売企業自身）の

取り組み

・店自身の排出量の負荷低減

・環境関連法令の遵守事項

４ 重点的に進めていること，課題 ・自由回答(口頭)

表１． 聞き取り調査で提示した環境取り組みの項目

I企業

レジ袋対応，環境配慮商品，簡易包装，店頭回収，リ
サイクル品目の拡大，店内の環境取組学習，環境情
報の開示（環境配慮施設・設備の紹介表示板，環境取
組パネル・環境情報機器の設置

S企業 レジ袋等削減，店頭回収，店内ベンチにリサイクル品

M企業 レジ袋削減，リサイクルトレイの利用，店頭回収

HR企業 レジ袋削減，店頭回収

T企業
レジ袋削減，店頭回収，環境配慮商品（再生品・エコ
マーク商品），包装の簡易化（重宝ギフトの販売）。

HP企業
レジ袋削減，店頭回収（透明トレーを含む），環境配慮
商品（再生トイレットペーパー），バラ売りは出来る範囲
でする。

N企業 レジ袋削減，再生品販売・バラ売り，店頭回収

R企業 レジ袋削減，店頭回収（透明トレーの検討）

O企業

レジ袋削減，環境配慮商品（品目拡大，普及キャン
ペーン），グリーン購入推進，リサイクル品目の回収拡
大（飲料紙パック，発砲・透明トレイ，PET，トイレット
ペーパー外箱，ジッパー内袋，卵パック）。

表２． 外部向けの環境配慮活動

岡山県内の小売企業9社の環境配慮取り組みに関する聞き取り調査結果

エコ事業所認定制度の取り組み

県の制度（エコ事業所認定）があるから始めたわけではない。再生品販売、トレーの店頭回収，

バラ売りなどを既にしていた。認証条件を満たしていたから認証を受けた。励みにはなっている。

環境配慮取り組み

消費者向けの活動はまだまだ。環境問題の取り組みでなく，客とのコミュニケーションの形でバラ

売りなどが始まった。環境配慮商品の提供等はこれからの段階で，取り組みに客の支持が得ら

れるかどうかが問題。

店頭回収

回収表示に手が回らない。回収品目には処理の地域性があるので、一律にできない。独自のリ

サイクルルートを確立し、全店舗のものを一カ所に集めるリサイクルは考えていない。

環境方針・環境担当

マネジメントシステム導入など環境問題にどう取り組むか考え始めたばかり。有志はいるが，環

境担当者がいない。環境対応の方針が決まらないので明文化していないが，内部監査室に

チェック機能がある。エコプロジェクトや省エネ委員会ができたばかりで，内容や方針は今後に進

めるつもり。

食品リサイクル

県内に堆肥化・肥料化の処理業者がいないので困り，焼却処分。食廃油と魚のアラをリサイクル。

廃油と生ゴミの一部をリサイクル。食品リサイクル法で厳しい目標値と期限が設定されているが、

体制ができていない。

排出量の把握

環境報告書はないが， 近のデータを把握（3社）。毎月全店の計量を報告し排出量を整理，リサ

イクル率も把握。店舗ごとのゴミ量を記録し各店舗でファイリング。処理委託業者任せ。担当部署

任せで把握していない。

岡山県内に店舗を

有する小売業

岡山県内を中心に

店舗展開

HP企業

N企業

R企業

O企業

地域で店舗展開

S企業

HR企業

M企業

T企業

全国で店舗展開 I企業

先進的取組モデル

とした小売業

中部・関東地域で

店舗展開
Y企業 関東・中部

岡山

岡山・鳥取

岡山・広島

岡山・広島・香川

岡山

岡山・広島

岡山

岡山・兵庫・大阪

全国



企業 環境方針の明文化 環境マネジメントシステム 環境担当の部署

No. 策定（記載文書） 記載項目 ISO14001，準拠した規格 設置 ヒヤリング担当の所属

I企業 環境・社会報告書2008 環境理念，環境方針，環境目標 ISO14001 ○ 環境社会貢献部

S企業 － － － － 総務人事部総務課

M企業 － － エコ事業所認定制度 －
店舗運営部，副部長兼スーパーアド
バイザー

HR企業 － － － －
経営企画課(容器包装)，総菜担当
（食リ法），総務担当（廃棄物)

T企業
ﾁｪｰﾝｽﾄｱ行動憲章

自社行動憲章：未公開
環境方針

ー
エコ事業所認定制度 － 総務部総務部門

HP企業 － － エコ事業所認定制度 － 総務部総務部門庶務管財担当

N企業 － － エコ事業所認定制度 － 物流センター長

R企業
本社の環境方針：未公開

生鮮ｾﾝﾀｰ環境方針
規範・行動指針：未公開

エコ事業所認定制度
・独自のマネジメントシステム：未公開

－ 本部総務部経理担当

O企業 ・CSR Report2008 環境理念，環境方針，環境目標
・エコ事業所認定制度

・独自のマネジメントシステム
○ CSR推進担当

表３．岡山県内の小売企業9社における，環境方針，環境マネジメントシステム，環境部署の設定状況

先進的な取り組みモデルに選定したY小売企業の環境配慮取り組みの調査結果

小小

売売

企企

業業

地地

域
・
消

域
・
消

費費

者者

１．環境理念，環境方針の明文化１．環境理念，環境方針の明文化 ４．環境報告書の作成４．環境報告書の作成

２．環境目標の設定２．環境目標の設定 ５．環境担当の責任，部署の明確化５．環境担当の責任，部署の明確化

３．環境マネジメントシステムの導入３．環境マネジメントシステムの導入ISO14001ISO14001

環境に関する経営方針環境に関する経営方針

１．環境理念，環境方針の明文化１．環境理念，環境方針の明文化 ４．環境報告書の作成４．環境報告書の作成

２．環境目標の設定２．環境目標の設定 ５．環境担当の責任，部署の明確化５．環境担当の責任，部署の明確化

３．環境マネジメントシステムの導入３．環境マネジメントシステムの導入ISO14001ISO14001

環境に関する経営方針環境に関する経営方針

１．環境配慮商品の開発・販売促進１．環境配慮商品の開発・販売促進 ４．店頭回収品目拡大（衣料も）４．店頭回収品目拡大（衣料も）

２．レジ袋（マイバッグ，簿肉化，有料）２．レジ袋（マイバッグ，簿肉化，有料） ５．店舗内の環境学習５．店舗内の環境学習

３．環境情報の開示（店頭，環境ﾚﾎﾟｰﾄ，３．環境情報の開示（店頭，環境ﾚﾎﾟｰﾄ，HPHP））

外部向けの取り組み外部向けの取り組み

１．環境配慮商品の開発・販売促進１．環境配慮商品の開発・販売促進 ４．店頭回収品目拡大（衣料も）４．店頭回収品目拡大（衣料も）

２．レジ袋（マイバッグ，簿肉化，有料）２．レジ袋（マイバッグ，簿肉化，有料） ５．店舗内の環境学習５．店舗内の環境学習

３．環境情報の開示（店頭，環境ﾚﾎﾟｰﾄ，３．環境情報の開示（店頭，環境ﾚﾎﾟｰﾄ，HPHP））

外部向けの取り組み外部向けの取り組み

１．店舗・運営への対応１．店舗・運営への対応 ３．物流システムの改善（３．物流システムの改善（COCO22削減）削減）

２．店内の廃棄物排出削減２．店内の廃棄物排出削減

内部向けの取り組み内部向けの取り組み

１．店舗・運営への対応１．店舗・運営への対応 ３．物流システムの改善（３．物流システムの改善（COCO22削減）削減）

２．店内の廃棄物排出削減２．店内の廃棄物排出削減

内部向けの取り組み内部向けの取り組み

図3． 先進的な環境配慮取り組み（Y企業の場合）

環境理念

環境方針

地球規模での環境破壊が深刻化している今日，環境

に優しい循環型社会実現のために，企業活動を通じ

て貢献します。

①総合小売業として環境負荷の少ない安全安心な商品及びサービスに努めます。

②全従業員が環境問題に関心を持ち，環境活動，環境教育を通じて，汚染の防止及び継

続的な改善に努めます。

③環境側面に関連して適用可能な環境に関連するその他の要求事項及び当社が同意す

るその他の要求事項を遵守し，お客様ならびに一般市民・行政機関とパートナーシップをと

り，人と環境に優しい社会の実現に努めます。

④環境目的・環境目標を設定し，限りある資源を大切にするために，省資源・省エネルギー

に取り組み，廃棄物の排出抑制，リサイクルを推進します。

⑤この環境方針を実行・維持し，当社で働く全従業員並びに人々に周知し，広く一般に開

示します。
2004年～順次ISO14001を認証取得。2008年環境省エコファースト企業（食品リサイクル）認証。

環 境 理 念特に環境に配慮したオリジナル商品の開発・販売

①ショッピングバッグ
②オーガニックコットンTシャツ
③トイレットペーパー
④特別栽培の無洗米
⑤紳士用ドレスシャツ

オリジナル
商品

eco!on

商品の生産段階から販売、使用，
廃棄に至る段階のそれぞれで，環
境対応や環境負荷を評価。

環 境 理 念環境学習・環境教育の事例（地域と協働）
◆ グリーン購入（環境配慮商品・サービス）の普及・啓発キャンペーンの取り組み

①バイオマス容器商品を導入⇒ 商品購入で商品券・リサイクルのマイ箸を提供

②行政と協賛して，環境フェアを開催 （環境学習・環境紙芝居・環境クイズ等）

③環境ラベル商品を購入することで，エコ商品を提供。

◆ グリーンコンシューマー育成プログラムの実践（環境に優しい買い物環境学習）

◆ 子ども環境レポートの作成と学習活用

地域市民と協働の取り組み

レジ袋有料化キャンペーン

の看板

リサイクルベンチ

太陽光発電の照明

子供環境レポート

店頭で，環境取り組みを情報提供

● 容器包装類の回収ボックスコーナー●
毎月の回収量データとリサイクルされた製品を展示。
環境省の食品リサイクルの優良企業認定『エコファースト
の約束』の紹介。

店舗・施設の運営
に関すること

省エネルギー（電気・水道・ガス）

燃料(軽油)の削減

包装資材の使用削減

店内から排出する
廃棄物

19種の分別収集と表示の徹底 ※

排出重量の測定とデータ集約化 ※

食品廃棄物のリサイクルループ確立 ※

容器包装類リサイクルの推進・利用

バイオマスプラスチック容器の導入

物流システムの改善
商品配送カート，通い箱の利用

配送の効率化，負荷低減車両

その他の環境活動

・地域環境活動

・温暖化防止活動

・エコファースト制度

岡山県内9企業のうち，全国展開のI企業と協同組合O企業では，
Y企業と同様に，積極的な内部取り組みを実施していた。

表4． 内部向けの環境配慮活動（Y企業の場合）

図4． 廃棄物の分別収集と排出量把握システムの確立

先進的取り組みモデルに選定したY小売業では，小売りの本業に根差した環境配慮取り組みが行われていた。その背景には企業活動を通じた循環

型社会実現のための貢献が環境理念に位置づけられ，環境マネジメントシステムの導入・運用が確認された。一方，県内小売企業は自社の環境負

荷削減を中心に取り組む姿勢が多かった。小売企業のCSRにおいて，環境配慮取り組みが今後益々重要になることを考えると，岡山県内の小売企業

向け取り組みガイドラインの策定が必要であり，このことにより，消費者の環境配慮行動を一層推し進めることが可能になると期待される。

※本研究は，財団法人 八雲環境科学振興財団の2008年度環境研究助成（一般研究）により行われたものである。

ま と め

外部向けの環境配慮活動
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１．研究目的 

地域社会の企業市民である小売業，特にスーパーマーケット（SM）はメーカー・取引先と消費者を継ぐ立

場にあり，小売企業の経営活動が地域の消費者のライフスタイルに与える影響は大きい。循環型社会の構築を

踏まえて，SMは日々の事業活動で店舗から発生する直接

的な環境負荷の削減だけでなく，社会全体の環境負荷削減

に向けて小売業として何ができるかという視点が必要で

ある（図 1）。SM の環境配慮取り組みは製造企業に比べ

ると日が浅く，環境活動に熱心な企業は大手企業などに限

られることが指摘されている。本研究では，岡山県内の小

売企業に着目し，小売の本業と連動した環境配慮取り組み

の方向とは如何にあるべきか，県内小売企業の環境配慮取

り組みの現状と課題から考察する。                       

２．方法及び概要 

 岡山県が3R推進施策で設けているエコ事業所認定小売店を対象に，

環境取り組みの認定項目に関する書面調査と取り組み実態に関する店頭調査を行った。回答のあった108店舗

の主たる取り組みは，再生品の販売促進，容器包装類の店頭回収，簡易包装，量り売りバラ売り，詰め替え商

品の販売であるが，店頭調査の結果から積極的な取り組みが窺われなかった。そこで，県内に 12 店舗以上を

有する小売企業9社に対して，環境配慮取り組みの現状と課題に関して直接面談方式の聞き取り調査を行った。

環境方針，環境目標を明文化し，環境担当部署を設置して外部向けの環境配慮取り組みを積極的に展開するの

は大手小売企業と組合方式の2企業で，他の小売企業は自社の環境負荷削減を中心に取り組んでいた。 

先進的な環境配慮取り組みの事例調査のため，中部・関東地域に店舗展開する小売企業1社を選定し環境配

慮取り組みの聞き取り及び店舗の現地調査を行った。ここでは，企業活動を通じた循環型社会実現のための貢

献が環境理念として位置づけられており，環境方針に「総合小売業としての務め，市民・行政との協働，環境

目的・環境目標の設定，従業員・市民への広い情報開示」を明文化し，環境マネジメントシステムの導入・運

用が確認された。このことが県内小売企業（大規模展開と組合方式の小売企業を除く）に比べて，小売りの本

業に根差した環境配慮取り組みの積極的な要因になっていると考えられた。 

３．適用分野  

今後，小売企業の CSR で環境配慮取り組みが益々重要になることを考えると，岡山県内の小売企業向け取

り組みガイドラインの策定が必要であろう。本結果はその基礎的資料であり，ガイドラインが策定されること

によって，消費者の環境配慮行動を推し進めることが可能であるといえる。 

※本研究は，財団法人八雲環境科学振興財団の2008年度環境研究助成（一般研究）により行われた。 

図1．小売企業に求められる役割 
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