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社会的責任⇒環境経営⇒環境配慮取り組み

研究の背景

利
益
の
追
求

環

境

配

慮

廃棄物排出
エネルギー消費

環境負荷の対応

現代社会における企業

・製品やサービスを提供して利潤を追求

・循環型社会構築に向け，社会的責任CSR

として，環境配慮の取り組みが必要

製造企業のCSR

・企業の本来的活動である生産活動の全般

にかかわることを基本

・環境負荷の把握・削減の取り組みが進め

られている ⇒ ISO14001の導入・推進

小売企業（SM）のCSR

・小売りの本業に根差した環境対応が必要

・事業活動で発生する環境負荷の削減（電

気・水・紙の使用，ゴミ排出）に目が向いて，

環境全般の取り組みは日が浅い。
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小売企業の役割

「社会全体の環境負荷を削減するため，

小売企業として何ができるか」

製品の開発・仕入れ・販売等の事業活動を通じて，

地域社会全体に波及効果をもたらすような取り組み

・環境配慮型商品
の開発・供給
・簡易包装化

環境配慮型の
購買行動

環境配慮型商品の提供
簡易包装品の提供
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研究の目的

岡山県内の小売企業に着目して、環境配慮取り組みの
現状と課題をあきらかにすることにより、小売の本業と
連動した環境配慮取り組みとは如何にあるべきか、先
進的取り組み事例をまじえて考察する。

消費者の側が小売企業にどのような取り組みを求めて
いるのかを明らかにする。

岡山県内の小売企業に向けて環境配慮取り組みガイド
ラインの策定を目的とした基礎的資料を得る。

消費者

環境配慮を
提供する？

環境配慮を
求める

小売企業
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研究の内容

予備調査（岡山県エコ事業所認定店の取り組み）

• 環境配慮取り組みの書面調査と店頭調査

• 認定店に対する消費者の認知度調査

小売企業の環境配慮取り組みは進んでいるのか

• 岡山県内の小売企業の聞き取り（直接面談方式）

• 先進的取り組み企業の聞き取り（直接面談方式）と

取り組み店舗の現地調査

消費者が小売企業に求める取り組みとは何か

• 環境イベント参加者，婦人団体への質問紙調査

※ 調査方法は要旨のとおり。調査項目は結果のなかで説明。
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予備調査

岡山県内の小売企業は，環境

配慮の取り組みをどのように進

めているのか？

岡山エコ事業所認定制度を利用して，
小売店の環境配慮取り組みの実状を
調べる
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取り組み項目

環境配慮商品の販売、ごみ減量化、再資源化、
リサイクル推進、簡易包装の推進、買い物袋持参、
トレイなどの店頭回収、廃棄物の再利用や再生利
用などに取り組む店舗を認定あるいは登録する

エコ事業所認定制度について

名称

エコショップ認定制度、リサイクル認定制度、ごみ
ダイエットショップ認定制度、エコ事業所認定制度、
環境配慮型店舗認定制度

自治体は3R推進施策で環境配慮認定制度を設定

既に，19の自治体で制度が設けられている。
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岡山エコ事業所認定制度とは・・・

エコ事業所（小売店）の認定マーク

再生品の販売・促進 ※

再生品の販売実績の把握・公表

岡山県エコ製品の普及協力 ※

容器包装への再生紙使用 ※

広告チラシ等への再生紙使用 ※

詰め替え商品の販売 ※

リターナブル容器商品の販売

容器包装類の店頭回収

簡易包装等による包装材削減

レジ袋の削減 ※

廃棄物の減量化・資源化

商品の量り売り・バラ売り

生活環境保全関連法令の遵守 9

岡山県は2004年2月に制度を創設。循環型社会形成の

ための取組みが先進的，優秀であると認められる事業

所を認定している。

岡山エコ事業所（小売店）の認定基準

県が示した13の取組みのうち，必須2項目

を含んで、７項目以上を実施していること。

◆ ゼロエミッション事業所
（ゼロエミッションを推進）

◆ 一般事業所
（再生品使用の立場でグリーン調達を推進）
◆ 小売店
（再生品販売の立場でグリーン調達を推進）

2009年4月現在，162店舗を認定

予備調査－１の結果 （エコ事業所の認定148店舗に調査票を送付した集計）

項目
番号

認定項目の内容
項目設定
の店舗数

店舗割合
（％）

① 再生品の販売・促進 ※ 108 100

⑬ 生活環境保全関連法令の遵守 108 100

⑧ 容器包装類の店頭回収 108 100

⑨ 簡易包装等による包装材削減 108 100

⑫ 商品の量り売り・バラ売り 108 100

⑥ 詰め替え商品の販売 ※ 107 99

⑪ 廃棄物の減量化・資源化 104 96

④ 容器包装への再生紙使用 ※ 98 91

⑩ レジ袋の削減 ※ 92 85

⑦ リターナブル容器商品の販売 42 39

⑤ 広告チラシ等への再生紙使用 ※ 35 32

② 再生品の販売実績の把握・公表 15 14

③ 岡山県エコ製品の普及協力 ※ 4 4

回答のあった108店舗が申請した認定基準項目

①と⑬は必須項目。※印はその旨の表示をしていることが必要。
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ばら売り

容器包装の店頭回収

レジ袋削減呼びかけ

再生品の表示

環境に配慮した

小売店の店頭子

詰め替え・再生品の取扱い状況 ボディーソープで半数銘柄を超えた

ほかは，シャンプーやトイレットペーパーの取扱率が低い。

バラ売り・はだか売り3品目の販売形態別取扱い状況

リンゴで取扱い率の高い店舗が多い（83%）。ニンジンは袋入り，トマトは

トレイ・パック入りで，バラ売り・はだか売りの割合は低い。

容器包装類の店頭回収

実施率は高い（84%）が，主な回収はトレイ（84%），牛乳パック（71%）で，

PETボトル（53%），缶びん類は低い。

環境配慮に関する表示，掲示物の設置

マイバッグ呼びかけ（59%），認定マーク（53%）は半数を超えたが，再生

品の表示（18%），店頭回収の啓発（24%）の表示率は低い。

予備調査－２の結果 （認定項目に関する店頭での調査）

認定小売り店49を選定して，店頭で認定項目を調査した。

認定外小売店11も並行調査した ⇒ 認定店・認定外店の差が明確でなかった。
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詰め替え・再生紙の商品取り扱い割合の店舗状況

認定小売店49 認定外小売店11

予備調査－２の結果 （認定項目に関する店頭調査）

環境配慮型が取扱銘柄の半数以上を占める商品はボディーソープで店舗割合が高い。
他商品は取扱率が低く，認定店と認定外店の傾向も類似。⇒エコ事業所の特徴は？
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予備調査－３の結果 （消費者団体へのアンケート）

消費者のエコ事業所認定小売店の認知度と利用状況

回答者309名のうち，エコ事業所認定制度を知っている人は少なく（24%），

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。

無効
無回答

5人（2%）

知らない
 231人
（74%）

知って
いる

 73人
（24%）

よく利用
している

9人
（12%）

だいたい
利用して

いる
14人

（19%）

あまり利
用しない

15人
（21%）

全く利用
しない
5人

（7%）

無回答
30人

（41%）
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予備調査のまとめ ：エコ事業所認定店の概要 （実施時期：2007年2月～5月）

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。

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・再生品の取扱い状況は，ボディーソープで半数銘柄を超えた以外，取扱率が低く，

認定・認定外店の差が明確でなかった。
バラ売り・はだか売り3品目の販売形態別取扱い状況は，リンゴで半数銘柄を超える店舗割

合が高かった（83，73%）。ニンジンは袋入り，トマトはトレイ・パック入りが主流で，バラ売り・
はだか売りの割合は低かった。

容器包装類の店頭回収は，認定店84%，認定外店82%で高い実施率を示した。認定店の
回収品目はトレイ（84%），牛乳パック（71%）が主体で，PETボトルは市町村回収があるため
53%であった。

環境配慮に関する表示，掲示物の設置は，マイバッグ呼びかけ（59%），認定事業所マーク
（53%），店頭回収啓発（24%），ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ再生品の表示（18%）で，表示率は高くなかった。

エコ事業所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。
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予備調査から本調査へ

果たして，岡山県内の小売企業は環境配慮
取り組みを積極的に進めようとしているのか

小売りの本業に根差した環境配慮取り組み
は，どのような事例があるのか

県内の小売企業に聞き取り調査

県外のモデル小売企業に聞き取り・現地調査

16

※12店舗以上を有する

小売業9社を選定

（県内店舗数215）。
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■ 小売企業の聞き取り調査 － 環境配慮の取り組み

※

調査小売企業の実績等 （調査時点のデータ）
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No.
事業
エリア

営業地域 店舗名
店舗数 売り上げ高

全店
岡山
県内

公開時期
ｸﾞﾙｰﾌﾟ売り上

げ高（円）
実績

データ
引用元

1 全国 全県 イオン（株） 1,945 19 2008年2月現在 5兆1,674億 2008年2月期
環境・社会報

告書2008

2
中部
・関東

中部を中心に近
畿・関東（東京を除
く）1府19県

ユニー(株) 233 0
2009年2月21日

現在
7,149億 2008年2月期

環境レポート
2008

3

中国
・四国

岡山・兵庫・広島・
大阪

(株)山陽マルナカ 68 52 1230億7,900 2007年3月期
リクナビ会社

データ

5 岡山、鳥取 (株)マルイ 29 21
※わたなべ生鮮館

9を含む
440億

2009年1月現
在

会社案内

4
岡山・広島(福山)・
香川

(株)ハローズ 39 20 2009年2月現在 571億9,400万 2008年2月期 会社案内

6
岡山・広島19・香川
2

(株)天満屋ストア 41 20 681億5,900万
2007年度実
績

HP

8

岡山
県内

県南（岡山、倉敷、
笠岡、総社、玉野、
津山、矢掛）

(株)ニシナ百貨店 30 30 304億 2008年2月期
リクナビ会社

データ

7 岡山・広島 (株)ハピーマート 31 29 202億,5500万
2009年月2月
期

リクナビ会社
データ

9 県南（岡山、倉敷） (株)リョービストア 12 12 12
1,378億（ﾎｰﾙ

ﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾞ全体）

（2008年3月
実績）

HP公開

10 岡山 おかやまコープ 12 12 446億（事業高）
2008年3月現

在
CSR Repor

2008

岡山県内9企業の県内店舗数の合計 ：215 大黒天物産(株) ： 全53（県内19）
(株)イズミ ： 全80（県内10）



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
課題など

・自由回答(口頭)

環境配慮取り組みの聞き取りの内容

調査方法： 予め，企業担当者にFaxで内容を提示し，面談に臨んだ。

聞き取り調査で提示した環境取り組みの項目
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県内小売企業9社の環境方針，環境マネジメントシステム，環境部署の設定状況

企業 環境方針の明文化 環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ 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
のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ 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
・独自のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ

○ CSR推進担当

環境担当の専任は2企業（県外本社，岡山市本社）。環境負荷量全体の未把握もあり。
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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）。

大目標はレジ袋の対応で、次に店頭回収。環境配慮商品提供は限定か、でき
るところからの消極的な対応。環境法令の遵守で精一杯の意見も？

県内小売業の調査結果 外部向けの環境配慮活動
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エコ事業所認定制度について

環境への取り組みは、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（S，R，N）。励みにはなってい

るが、エコ事業所認証制度には，長所短所の両面がある（R）。

環境配慮取り組み

消費者向けの活動はまだまだ（HP）。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ている（N）。消費者への環

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（HP）。

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。容器リサイクル法で負担額が上昇して

おり，対応が必要（HP）。

県内小売企業の聞き取りを抜粋－１ （報告書の公表がない県内企業）
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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（S，R）。
食廃油，魚のアラはリサイクル（R）。廃油と生ゴミ一部をリサイクル（N）。魚のアラ、
廃油、牛脂をリサイクル（M）。食用廃油・食肉・専用魚や総菜くずはリサイクル業者
が引き取る（HR）。食品リサイクル法で厳しい目標値と期限があるが、体制ができ
ていない（HP）
その他のリサイクル
食品トレーは専門回収業者へ（HP，HR），発砲トロ箱は業者委託でリサイクル品へ
（T，R）。民間でもできない、行政でもできないところをどうするかが課題（HP）。リサ
イクルの回収量や廃棄物の各店舗ごと重量を本部に報告はしていない（HR）。
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（N）。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（M）。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（HR）。
排出量の把握
環境報告書はないが、 近のデータを把握（N，T，HP）。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（R）。全体の数表化に至っていないが、店舗ごとの
ゴミの量を記録し各店舗でファイリング（M）。処理委託業者任せ（S），担当部署任
せ（HR）で把握していない。

県内小売企業の聞き取りを抜粋－２ （報告書の公表がない県内企業）
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■ 先進的モデル企業の聞き取り 外部向け環境配慮取り組み

２．外部に向けた環境配慮活動

・環境配慮商品（開発，品揃え，販売促進）

・レジ袋（マイバッグ，簿肉化，有料化)

・店頭回収品目の拡大（容器包装類，衣類)

・環境教育・環境学習

・環境情報の開示（店頭，HP，環境ﾚﾎﾟｰﾄ）

環境に関する方針

・環境理念・環境方針の明確化

・環境目標の設定

・環境マネジメントシステムの導入

・環境報告書の作成

・環境担当の責任者・部署の明確化

１．環境に関する方針

先進的取り組みモデル
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３．内部に向けた
環境配慮活動

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

店舗・運営への対応

店内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 ★

容器包装類のリサイクル

バイオマスプラスチック容器の利用

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

廃棄物排出の削減

物流システムの改善

先進的取り組みモデル

■ 先進的モデル企業の聞き取り 内部向け環境配慮取り組み
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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年環境省のエコファースト企業に認証

Y小売企業： 環境経営に関する方針
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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。
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Y小売企業： 外部向けの環境配慮活動

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の購入で，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

（店内で環境に優しい買い物の環境学習）

◆ 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
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Y小売企業： 外部向けの環境配慮活動

リサイクルベンチ 太陽光発電の照明 子供環境レポート

● 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。

店頭で，環境取り組みを情報提供
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Y小売企業： 外部向けの環境配慮活動 Y小売企業： 外部向けの環境配慮活動

外部向けの包装類削減とリサイクルの取り組み
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①バイオマスプラスチック容器を導入し，利用後に回収
②レジ袋の有料化・簿肉化，段ボール等を活用した持ち帰り
③容器包装類の回収品目を拡大，衣類（スーツ等）の回収リサイクル



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

（県内企業のうち，全国展開のI企業，協同組合O企業も積極的内部取り組みを実施）。

Y小売企業： 内部向けの環境配慮活動
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Y小売企業： 店舗・バックヤードの取り組み （省エネルギー）

Y企業の取り組み

バックヤードの照明はふだに従って、必要以外は常
時消灯にされる

※I企業の取り組み

バックヤードの蛍光灯
にぶら下げる

このほか、駐車場の照
明の照度を落とす。

店舗・バックヤードの取り組み （ごみ分別）
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排出物の19分類による分別化システムを導入し，排出物の集約，計量，リサイクルを図っている

廃棄物排出の削減取り組み
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Y小売企業： 店舗の排出物の流れ

リサイクルセンターに集約

計量システムで計量

店舗内の保管庫

19分類に分別収集
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廃棄物を計量⇒全店舗の排出量集約⇒店舗にフィードバック

分類ゴミを計量
（袋に専用ラベルを貼付）

リサイクルセンターに
収集（配送車の帰り便）

リサイクル業者の
引き取り

独自の計量システム

店舗PCに排出量を集約

本部PCに排出量を集約

データは店舗に
フィードバック

全店舗の排出量 全店舗リサイクル量

店舗ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞの
専用置場で19分類

廃棄物計量システムのフロー

持ち込み量の計測

従業員に周知 消費者に掲示

Y小売企業： 廃棄物の分別収集と排出量把握のシステム
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農畜産物を
買う・食べる

食品残渣を堆肥，
飼料に再生

堆肥・資料を使って
農畜産物を生産

リサイクル肥料を
利用した農畜産物
を販売

リサイクル農産物
をアピール

Y小売企業： 食品廃棄物の有効処理（食品リサイクル）

廃棄物の再資源化ループの確立（Y小売企業の場合）

食品リサイクル法改正で，食品小売業のリサイクル目標値は45%に設定。

環境省の「エコファーストの約束」で環境先進企業に認証される（2008年）。

農業
生産者

食品関連
事業者

再生利用
事業者

消費者

食品廃棄物
のリサイクル
ループ
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Y小売企業： 食品廃棄物の再資源化ループの確立（食品リサイクル）

食品残渣（生ゴミ） リサイクル率

生鮮食品の調理クズ，飲食の食べ残し 18.0%

魚のアラ 78.7%

食品廃油（揚げ油） 100%

天かす 3.5%

2007年度の合計実績 34%
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食品小売業のリサイクル目標値は45%に設定。
この取り組みは、環境省の「エコファーストの約
束」で，環境先進企業として認証された（2008年）。 店舗内の生ゴミ処理乾燥機

■ 小売企業I社の先進的な
環境配慮の取り組み

（県外：エコストアの視察）

千種店越谷店

小売企業I社： 店舗内にある環境配慮取り組みの紹介掲示板
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調査者の

履歴
調査時期 回答者数

環境への
関心度

商品購入時に

環境のことを考える

環境イベント

参加者１）
2008年6月

121名

（男57・女64）
ある：95%

いつも考える 21%
だいたい考える 62%
考えない 15%

岡山県婦人

協議会会員2)

2008年

7～9月

249名

（男12・女237）
ある：94%

いつも考える 40%
だいたい考える 48%
考えない 10%

■ 消費者が小売企業に求める取り組みの調査－ 質問紙調査

 調査の実施時期と回答者の履歴

「小売店や製造業に求める取り組み」12項目

「日常の買い物行動で，環境配慮の妨げになること」11項目

環境配慮商品，容器包装，環境情報に関して設定し、4段階の

選択枝で回答を求めた。

 調査した項目
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1) 環境イベントの参加者に調査用紙を配布し，その場で回収。

2) 婦人会の地区役員会を通じて会員に配布し，2か月後に役員が回収。

消費者の小売業に求める取り組み

環境配慮商品の販売

「従来品との価格差をなくす，商品価格を安くする，商品
を増やす」で，60%以上が大変重要と回答。

容器包装

「簡易包装化を進める，不要な包装を取り除く，積極的な
容器包装の回収を行う」で，80%以上が大変重要と回答。

環境情報

「わかりやすく陳列，専用コーナーを設置，売り場やチラシ
に環境配慮商品の情報を表示」で，ほぼ60%が大変重要
と回答（婦人会会員）。

消費者質問紙調査： 結果１
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消費者の環境配慮行動の妨げになること

環境配慮商品の販売
「価格が高い，取りそろえが少ない」で，肯定的な回答が多かった。

（60%以上）
「使いにくい，質や機能が心配」は肯定的回答が低かった。

【肯定的回答：大変思う＋そう思う】

容器包装

「商品が過剰包装，簡易包装や計り売り・バラ売りが少ない」について，
肯定的な回答が多かった。

環境情報

「環境配慮商品がどれかわからない，環境配慮の内容や程度がわか
らない，売り場が分からない，店舗の取り組みがわからない」で，肯定
的な回答が多かった（70%以上）。

消費者質問紙調査： 結果２
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環境理念

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。

ま と め （調査から見えること）

県外大手の小売業の先進的取り組み事例では、小売りの本業に根差して

，環境配慮取り組みが行われていた。取り組みの背景には，環境理念，環

境方針にもとづく環境目標があり、企業戦略として，環境貢献・社会貢献が

進められていた。

県内の小売業の取り組みでは、環境方針の明文化がされていなかった。

内部向け対応に精一杯で、外部向けは、これからの段階である。店舗から

の排出量把握が十分でないなども見受けられた。

県内小売企業の環境配慮取り組みを外部まで進めるには、環境方針を定

め、グープ全体の取り組みが必要である。

消費者側にも小売業に求める意見があることを認識し、自社の負荷削減

だけでなく、消費者向け環境配慮取り組みを盛り込んだ環境方針作りが必

要である。

今後、小売企業のCSRで益々環境配慮取り組みが重要になることを考え

ると，県内小売業向けガイドライン策定が必要である。
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後に

ご静聴ありがとうございました・・・・
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本研究は、財団法人 八雲環境化学振興財団の

2008年度環境研究助成を受けて行いました。

ここに深謝いたします。


