
　　　　　　　エシカル消費と環境配慮の取り組み ※取り組みの一部

福井県民生活協同組合
専務理事 松宮 幹雄

福井県民生協の環境活動レポート2017
【基本理念】
福井県民生協は、「組合員満足と地域社会のために」という基本理念のもと、環境への取り組みを、重要な社会的責任の一つ
として位置付け、組合員や地域社会の皆さんと共に、持続可能な循環型社会の実現を目指します。

【環境方針】
1.生協の事業活動を通じて、「地球温暖化防止」「循環型社会の構築」「社会との調和」の取り組みを行い、豊かな暮らしと地球
環境保全の実現を目指します。

2.環境関連の法令、条例および受け入れを決めたその他の要求事項を順守します。
3.組合員や地域・行政・企業と協力して、環境分野の社会貢献活動に取り組みます。
4.県民生協で働くすべての人に対して、環境方針の周知と環境意識の向上に取り組みます。
この環境方針を外部に公表するとともに、環境活動の取り組みについて積極的に公開します。

①地球温暖化防止対策として、ＣＯ２削減とエネルギー対策、フロン対策に取り組みます。
　・生協の施設での省エネ設備導入を行い、電気の使用量削減に取り組みます。
　・再生可能エネルギーの調査研究を行います。
　・車両の見直しや配送効率の向上により、軽油の使用量削減に取り組みます。
　・フロン対策に取り組み、フロン機器の更新と、排出係数の高い温室効果ガスを削減します。
　・組合員と職員による省エネ活動に積極的に取り組みます。
②廃棄物削減とリサイクルに取り組み、循環型社会の実現を目指します。
　・事務所使用のコピー用紙や組合員に配布するチラシを効率的に使用し、紙の使用量削減とリサイクルに取り組みます。
　・生協施設や組合員家庭で発生する紙資源や容器包装の回収リサイクルを推進します。
　・店舗での買物袋持参を進めます。
　・店舗の廃棄ロス基準を守り廃棄物の発生抑制に取り組みます。
③エシカル消費や産直商品を含む環境に配慮した商品の普及に取り組みます。

制定日／1999年10月1日　改定日／2017年4月1日

カーボンフットプリント
（CFP）の取り組み

　　商品を作り、運び、消費するま

でに排出された温室効果ガスの

量をCO2の値に換算し、商品に

表示したカーボンフットプリント

商品の取り扱いを行っています。

47 55,605 11,121

供給点数取扱品目数 供給高(千円)

21 46,971 4,315店舗

宅配

68 102,576 15,436合計

カーボンフットプリント

沖縄県恩納村の
サンゴ植え付け活動

　　ご購入1点につき商品代金の

1円または2円を「サンゴ苗」と

「植え付けたサンゴの管理費

用」に活用する取り組みを行い

ました。
２０１６年度
募金積立て額
83,418円
約30本のサンゴ
植え付けに
相当

大隅産うなぎ蒲焼
での環境募金

　　国産ウナギを供給する社

会的な責任の面からも、ご利

用1点につき3円を、資源保

護・増殖対策事業を行う団

体に寄付しています。

利用点数　7,911点
金額　23,733円
（対象期間6～9月）
2016年度利用金額
20,768円

1パックあたり
3円を寄付

エシカルってな～に？エシカルってな～に？エシカルってな～に？エシカルってな～に？

それは誰かの笑顔につながるお買物
これまでも、これからも生協は地域、社会、環境、人々、

４つの視点で進めます。

エシカルとは「倫理的」という意味です。エシカルなお買物とは、地域や社会、環境

や人々に配慮して、モノやサービスを買うことを言います。

エシカルとは「倫理的」という意味です。エシカルなお買物とは、地域や社会、環境

や人々に配慮して、モノやサービスを買うことを言います。

コアノンロールでの
スマイルスクール
キャンペーン

　　コアノンロールの利用に応

じて寄付を行い、ユニセフ協

会を通じてアンゴラの学校

づくりを支援し、先生の育成

や安全な水

の整備など

楽しく学べ

る環境づく

りに使われ

ます。

フェアトレード商品
の普及

　　発展途上国の農産物や製

品などを、公正な価格で取

引されている商品に認証

マークをつけ、生産者の生活

や生活環境の向上につなげ

ています。

ＣＯ・ＯＰ洗剤
寄付の取り組み

　　コープの洗剤の利用に応

じて、地域の環境団体を支援

する取り組みに寄付を行いま

す。環境ふくい推進協議会を

通じて、地域の団体を支援す

る未来創造事業に活用され

ます。



※2017年4月現在

　　2016年度は、「ふくいおひさまクラブ」(※)より154tのクレ

ジットを購入しました。(福井県民生協全体のCO2排出量

の約2%)省エネに取り組んでも削減できない分をカーボン

オフセットでCO2の排出権を購入することにより、社会的

責任を果たしています。

　　固定価格買取制度（FIT：Feed-in Tariff）を活用し、自然エネ

ルギー発電の普及を進めています。発電規模は16ヶ所で2,358

ｋWとなりました。

地球温暖化対策・省エネ節電対策

キャノピ照明を設置し、庫内照明を撤去した
ショーケース

本部センター屋上に設置した太陽光発電システム

国内クレジット譲渡式

ベース照明LED
ハーツで初めてベース照明のLED化を実現しました。

BEMS（ハーツはるえ）
店舗のショーケースを自動管理するエネルギー
管理システムBEMS。

県の補助を受けた家庭
の排出削減量をとりまと
め、国の認証を受けてク
レジット化(権利化)し、県
内の企業にクレジットを
譲渡する取り組み。

ふくいおひさま
クラブとは

(※)

セラミックタイル
セラミックタイルは光の反射により店内を明るく
見せることができます。

太陽光発電による屋外照明（ハーツ志比口）

リーチインショーケース（ハーツさばえ） デュアルインショーケース（ハーツわかさ）

デマンドシステム
（三方五湖店を
  除く8店）
デマンドによる電気
使用の「見える化」。
職員の意識を高め
ています。

認定書

生協グループの発電設備
（16ヶ所 2,358kW）

・丸岡物流センター（坂井市） 350kW

・丸岡物流センター（増設） 100kW

・本部センター（福井市） 30kW

・嶺北センター（福井市） 273kW

・丹南支所（鯖江市） 55kW

・敦賀支所（敦賀市） 55kW

・ハーツはるえ（坂井市） 55kW

・ハーツ羽水（福井市） 55kW

・ハーツ学園（福井市） 55kW

・ハーツ志比口（福井市） 55kW

・ハーツさばえ（鯖江市） 55kW

・ハーツたけふ（越前市） 55kW

・ハーツつるが（敦賀市） 55kW

・ハーツわかさ（小浜市） 55kW

・第2生鮮加工センター（福井市） 55kW

・北陸トラック（福井市） 1,000kW

カーボンオフセットの仕組み

CO2削減15%を目指して
まずは省エネ

ふくいおひさま
クラブより

CO2の排出権を
購入

努力しても
削減できない
排出量

CO2 CO2

購入費用を使ってCO2削減活動や
太陽光発電の普及活動に使われます

太陽光発電 森づくり

温暖化防止自主行動計画

CO2の排出権の購入（カーボンオフセット） 太陽光発電システムの設置拡大

ハーツの省エネ対策

　　ハーツでは、全店でデマンドシステムやBEMS（ビルエネルギーマネジメントシステム）を導入し、省エネと省コストの実現を図りました。運用改善では、季節

ごとの空調・ショーケースのこまめな設定変更やショーケースの照明カット、ショーケースや室外機の清掃やナイトカバーの徹底による夜間電力の低減などを

進めました。

　　全店でベース照明のLED化を行いました。本部センターの事務所や

会議室の照明もLED化しました。少ない電力で高効率の明るさを実現

するだけでなく、明るさの調整なども行うことができるようになりました

（一部照明器具）。

ベース照明のLED化推進
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2015年度2005年度単位

実績 計画

店舗CO2排出量

宅配CO2排出量

福祉CO2排出量

本部CO2排出量

物流CO2排出量

全体CO2排出量

（2005年度比）

カーボンオフセット

調整後CO2排出量

2020年度
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CO2排出量

　　2005年度より、温暖化防止自主行動計画を定め、CO2の

排出抑制に努めています。しかしながら、店舗や福祉施設の

増加により、生協全体でのCO2排出量は増加しています。

　　2016年度は店舗のベース照明のＬＥＤ化など、施設の省

エネ対策やカーボンオフセットにより削減を進めました。

今後は、電力会社の見直しの検討や、自然エネルギーの導

入なども調査研究を行っていきます。（電気のCO2の排出係

数は、暫定計数として0.423を使用しています）



リサイクルステーション

食品リサイクルの取り組み

３Ｒの推進

はるえ 羽水 学園 さばえ たけふ つるが わかさ志比口

■リサイクルステーション回収量推移〈古紙〉

0 500,000400,000 600,000 700,000 800,000 900,000

2016年 191,530 179,930 119,640 198,770 193,360 167,340 114,460

（単位：kg）

合計 1,218,150

200,000 300,000100,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000

53,120

2014年 191,890 190,560 98,710 159,520 165,920 188,690 87,980

2015年 183,270 179,350 114,630 183,560 182,650 145,940 101,910

合計 1,083,750

合計 1,126,800

480

35,490

　　「リサイクルステーション」では、家

庭から出る古紙（新聞紙・チラシ・雑

誌・その他雑紙）と廃食油（てんぷら

油）を回収しています。集めた古紙は

再生紙として、廃食油は飼料や肥

料、石けんなどにリサイクルされます。

　　毎日発生する食品廃棄物を再利用

するリサイクルループの取り組みを行っ

ています。

鯖江市レジ袋協定 福井市レジ袋協定

レジ袋の販売に
よって得た収益
は、地域の環境
団体への寄付と
環境分野の組
合員活動に活
用しました。

買物袋持参運動（リデュース）

　　2007年10月にハーツつるが

で、福井県内の食品スーパーと

して初めてレジ袋の有料化を実

施し、現在8店舗でレジ袋の有

料化を行っています。2016年

度から若狭町でもレジ袋の収益

金の寄付を行いました。

■持参率年次推移

はるえ

羽水

学園

志比口

さばえ

たけふ

つるが

三方五湖

わかさ

全店平均

92.5

93.7

90.6

92.3

93.1

92.5

91.9

-

30.1

84.6

2014年

92.5

94.1

90.4

92.7

93.1

92.7

92.0

87.9

31.5

85.2

2015年

92.4

94.0

90.4

92.7

93.7

92.9

91.4

89.6

31.8

85.4

2016年

（単位：%）

2016年度（2016年4月～2017年3月）

古紙…1,218,150ｋｇ回収
廃食油…13,413ｋｇ回収

容器包装リサイクル（ハーツ店頭回収・宅配配送時回収）

　　地域の再生資源の回収

拠点として県内小売の中

でも最もたくさんの容器包

装を回収しています。

リサイクルBOX

50,0000 100,000 150,000 250,000200,000 （単位：kg）

牛乳パック 食品トレイ PETボトル 卵パック（A-PET） 個人仕分袋

■容器包装リサイクル回収量推移

2016年

2015年

2014年

18,738

合計 210,10046,731 66,478

8,413

69,740

12,393

合計 264,42947,345 114,711 22,96467,016

合計 242,29345,209 126,92641,122

別々に分けて
出してください

※画像はイメージです

ご提出の際は
それぞれ紙ひもで縛るか、
そのままご提出ください

　　組合員や事業所から出てくる紙やプラ類を集約し、品質の高いリサイクルの

一次加工を行う施設を2015年6月に設立しました。県民せいきょうグループ

「一般社団法人ほのぼのハーツ」で障がい者雇用を行い、就労支援の場づくり

としても位置づけています。

丸岡の物流センター内に施設
を建て、物流便の戻り便を活
用しています。

大型圧縮機では、１tの古紙の
塊を作っていきます。異物など
は職員の手で取り除きます。

エコセンターの開設

福井県民生協で回収している資源とリサイクル品

ダンボール

新聞紙 新聞折込チラシ

注文書（コープファミリー等）

飲料用紙パック

個人仕分袋・注文書袋

ペットボトル

卵パック

発泡トレイ

アルミ付紙パック エコキャップ

小型家電

天ぷら油[廃食油]

紙製品

新聞紙など

注文書

プラスチック製品

ペット素材の原料

紙製品

原料

飼料や石けん

プラスチック製品

エコセンター交流会

　　宅配でも新聞紙の回収を行って欲しいという要望を受けて、新聞古紙

回収の取り組みを開始しました。全国の生協でも2番目の取り組みで、全

国生協からも注目されています。

宅配での新聞古紙回収の取り組み

「生ごみ」を「資源」に
～リサイクルループの取り組み～

ハーツから
生ごみ排出

産直生産者が
堆肥を使って
野菜を生産

産直商品として
ハーツへ

生ごみを堆肥化
処 理商 品

生 産

排 出

※たけふ、わかさ、三方五湖では、
　堆肥化リサイクルは行っていません。

■坂井市　■敦賀市　■若狭町
■福井市環境推進会議
■越の郷地球環境会議（丹南）

2016年度寄付先

2016年度エコセンター回収実績

注文書 ……… 1,795,150kg
ダンボール………635,531kg
新聞紙………… 143,624kg
プラスチック類……76,624kg

はるえ

羽水

学園

志比口

さばえ

つるが

全店平均

74.2

75.8

61.3

88.1

69.6

86.8

75.1

2014年

70.7

74.0

67.8

87.2

71.1

84.7

69.4

2015年

81.9

79.8

65.3

86.1

71.6

75.0

69.2

2016年

（単位：%）■堆肥化率

11,77317,263



環境配慮商品の普及

環境の組合員活動、地域との連携

0120-016-165
発行／2017年6月

福井県民生活協同組合

〈受付時間〉  月～金/午前8時30分～午後8時   土曜日/午前9時～午後5時 

本部／〒910-8557 福井市開発5丁目1603番地
TEL.（0776）52-3300（代）　FAX.（0776）52-2030（代）
URL http://www.fukui.coop/  E-MAIL info@fukuicoop.or.jp

発行部署／

組織ネットワーク支援部 

コール
センター

※受付時間外は、音声ガイドにて、お問い合わせの受付と緊急時の連絡先をご案内しております。
※電話番号のかけ間違いがないように番号を確かめてからおかけください。

環境ふくい推進協議会

福井市のくらしと環境を良くする会

福井市事業系廃棄物削減協議会

福井市環境推進会議

鯖江市環境ISOネットワーク

鯖江市ごみ問題懇話会

日本生協連　環境政策委員会

自 治 体

関係団体

区　　　分 ネットワーク名

環境配慮商品

地域ネットワークへの参加

　　環境への負荷を低減したり、再生原料を使用した商品や、MSC商品（海洋資源に配慮した商品）、FSC商品（森林資源に配慮した商品）など、環境に配慮

した商品のおすすめを提案しています。

生産から廃棄を通して
環境負荷が少なく、環
境保全に役立つと認め
られた商品です。

・エコマーク

海の資源を枯渇させな
いよう、漁獲量や漁法・
漁の時期・生態系など
に配慮した漁業でとれ
た水産製品です。

・MSC
　 (海のエコラベル)

福井県の認証マーク。有
機農産物(いわゆる有機
JAS認定農産物)以外
の、化学合成農薬と化
学肥料の使用を極力抑
えた(福井県慣行栽培
の5割以上削減)農産物
を認証しています。

・福井県特別栽培
  農産物認証マーク

一定の基準で農薬や
化学肥料を使用しない
で作られた農産物とそ
の製品です。

地球環境保全のために
熱帯雨林を維持するこ
とを目的としています。
SAN(サステナブル・ア
グリカルチャー・ネット
ワーク：持続可能な農
業ネットワーク)の定め
る基準に基づいて認証
されます。

・有機JAS ・レインフォレスト

責任ある森林管理をし
ている林業者を支援し、
世界の森林保全貢献に
つながる木材製品です。

・FSC

COOP商品
認証商品数は

2017年4月時点です。

103 207,021 132,041

供給点数取扱品目数 供給高(千円)供給点数取扱品目数 供給高(千円)供給点数取扱品目数 供給高(千円)供給点数取扱品目数 供給高(千円)供給点数取扱品目数 供給高(千円)

7 29,897 10,463 26 43,644 51,910 15 40,352 11,298 4 5,950 1,428

31 28,641 8,446 1 283 107 40 94,974 9,575 14 30,020 8,248 4 3,652  975店舗

宅配

134 235,662 140,487 8 30,180 10,570 66 138,618 61,485 29 70,372 19,546 8 9,602 2,403合計

エコマーク MSC 有機JAS レインフォレストFSC

ダンボールコンポスト 電力自由化学習会

　　県内のさまざまなイベントにも出展しています。

環境の県内イベント参加

　　福井県民生協では、平成19

年に福井県との間で環境協定

を締結し、福井県の環境政策と

の連携を進めています。福井県

民生協として環境面でのリー

ダーシップを発揮するだけでな

く、県の諸会議への参加や企画

の協力など地域と一緒になった

取り組みを推進しています。

福井県との連携
（環境協定）

協定書

エコカルタ

ごみゼロ 田んぼのいきもの観察 廃油でせっけんづくり

福井県ふるさと環境フェア さばえ環境フェア 敦賀グリーンピクニック

■2016年度環境配慮商品実積
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