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１. 環境宣言 

《基本理念》 
平野薬局は、環境に影響を及ぼす物質の使用・排出削減に努め、健康で環境にや

さしい生活習慣の提案とその実践に役立つ商品とサービスを提供し、地域の皆様

の QOL（生活の質）の向上に貢献できるよう、エコ活動に積極的に取り組みます。 
              

 

《基本方針》 
①社員・経営陣の意識向上 
 一人一人がエコ活動を積極的に実施できるよう、社員教育・組織体制の整備等

を通じ、社員・経営陣の地球環境保全に対する意識を高め、環境基本理念、基本

方針を共有する。 
経営者のネットワークを活用して、エコ活動の幅を広げる。 

 
②薬局・薬剤師の職能を活かす 
 地域の皆様の相談に応じられるよう、専門的知識の習得に努める。 
医薬品管理を徹底し、廃棄薬剤を減らす。 
 
③環境関連の法を遵守する 

環境に関する法律・政省令・条例等を遵守し、環境保全の向上に努める。 
 
④省エネルギー・省資源・廃棄物の削減を推進する 

電気・ガス・水道等のエネルギー使用量、紙類・レジ袋使用量等の削減に取り

み、二酸化炭素等の温室効果ガスの排出総量、廃棄物等の削減に努める 
 
⑤グリーン購入を推進する 
 事務用品等の購入時には、環境への影響を考慮し、グリーン購入を心がける。 
 
⑥地域の自然環境との調和を目指す 
 地域の環境保全活動、社会貢献活動等にも積極的に参加し、美しい地域環境作

りに貢献する。 
 
⑦環境啓蒙活動を展開する 
 環境宣言を全従業員に周知するとともに、環境情報や環境保全の重要性を積極

的に社外へも公表・発信する。 
H23.4.3 制定               
H29.9.1 改訂  株式会社平野 代表取締役 松田 泰幸  
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2.組織の概要  

 

１）事業所名及び代表者氏名  

 株式会社 平野   

代表取締役 松田 泰幸 

 

２）所在地 

平野屋薬局(本店) 〒794-0028 愛媛県今治市北宝来町 2-2-22 

  平野調剤薬局    〒794-0028 愛媛県今治市北宝来町 2-4-3 

  平野拝志薬局    〒799-1502  愛媛県今治市喜田村 6-5-14 

  平野グリーン薬局  〒799-1522  愛媛県今治市桜井 4-12-27 

  平野あさくら薬局  〒799-1603  愛媛県今治市朝倉下甲 452-3 

  平野ごう薬局    〒794-0826 愛媛県今治市郷新屋敷町 3-1-42 

  まつだ薬局    〒794-0064 愛媛県今治市小泉４-11-11 

  

 

３）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先 

  環境管理責任者氏名：森松 千晴 

  担当者連絡先：0898-32-0255 

 

４）事業活動の内容 

  保険調剤薬局(電子薬歴導入) 

  薬局製剤および要指導・第一～三類医薬品の販売 

在宅薬剤管理業務実施 

  禁煙相談、栄養相談等 

 

５）事業規模 

資本金：3000 万円 

営業拠点：今治市中心に調剤を主とした薬局 7店舗 

従業員：薬剤師 16 名、事務 12 名、栄養士 2名 
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代表取締役
松田 泰幸

環境管理責任者
森松千晴

平野屋薬局
環境委員

社員

平野調剤薬局
環境委員

社員

平野ごう薬局
環境委員

社員

平野グリーン薬局
環境委員

社員

平野拝志薬局
環境委員

社員

平野あさくら薬局
環境委員

社員

まつだ薬局
環境委員

社員

3．実施体制と役割分担表 

１)実施体制 
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２) 役割分担表 

  

(

環
境
経
営
に
関
す
る
統
括
責
任
者
） 

代
表
取
締
役 

 

・環境経営に関する統括責任(エコアクション２１の全体的な取り組み状況を把握し、

環境活動が円滑に推進されるように、適切な指示・評価・見直し等を行う)。 

・エコアクション２１実施に必要な資源(人員・費用・時間・設備・技術等)を準備する。 

・環境経営システムを構築し、維持・管理する。 

・環境管理責任者を任命する。 

・環境方針の策定、見直し及び全従業員への周知を行う。 

・環境目標、環境活動計画書を承認する。                     

・環境関連法規等の遵守評価の承認。                       

・緊急事態への対応のための手順書の承認。 

・同友会等でのエコ活動事業に積極的に参加し、 新情報や、他社の環境への取り組み 

状況等を学び、社員に伝達する。 

・環境活動レポートを承認する。 

 

環
境
管
理
責
任
者 

・環境関法規等の取りまとめ表を作成し、遵守評価を実施する。 

・環境目標、環境活動計画書を作成する。 

・環境経営システムの構築・運用状況を、定期的に代表者・社員に報告する。 

・緊急事態への対応のための手順書を作成し、施行・訓練を実施し、記録を作成する。 

・環境活動レポートを作成し、公開する（事務所に備え付けと地域事務局への送付）。 

 

各
薬
局
環
境
委
員 

・各店舗での環境活動が円滑に推進されるように、管理、統括、情報の伝達等を行う 

(環境方針の周知、環境活動計画の実施及び達成状況の報告)。 

・環境管理委員会に出席し、担当店舗の情報を提供する。 

・各店舗の問題点を把握し、是正、予防措置を実施する。 

・設備の点検と記録を管理する。 

・社内グループウェアを活用して担当店舗の情報を提供し、各店の情報を共有する。 

・各店舗の問題点を把握し、是正、予防措置を実施する。 

 

社
員 

・環境方針への理解と環境への取り組みの重要性を理解し、環境システムについて 

問題点、改善策等を各環境委員に報告する。 

・グループウェア等で、環境管理委員会の動向を把握する。 

・エコ検定を受験したり、日ごろからエコに対して関心を持ち、エコに対する知識を 

深める。 

・環境経営システムの自主的・積極的な参加の実践。 
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4.対象範囲(認証・登録範囲)、レポートの対象期間及び発効日 

 

１）対象範囲（認証・登録範囲） 

平野屋薬局、平野調剤薬局、平野ごう薬局、平野グリーン薬局、 

平野拝志薬局、平野あさくら薬局、まつだ薬局 

 

活動は、薬局既存の組織体制を活用し

ながら、店舗ごとに活動単位を構成して

います。各店舗に現場担当者“環境委員”

を配置し、経営指針会議やグループウェ

アでの意見交換等を通じ、コミュニケー

ションを図っています。それぞれの薬局

の責任者である薬局長とは朝会等を通じ

て情報の伝達を行い、活動の連携・強化

を図ります。 

 

全社員が参加する年３回のチェックの

会で進捗状況を確認し、随時情報を提供

して意見交換を行っています。 

 

 

 

 

 

 

２）レポートの対象期間及び発行日 

レポートの対象期間 ：2017 年 9 月～2018 年 8 月 

レポートの発行日  ：2019 年 3 月 31 日 
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5.環境活動計画 

 
１）二酸化炭素排出量の低減 

・夜間、休日はパソコン、プリンター等の主電源を切る。 
・空調の適温化に努める。（医療機関であるため、来局者が不快でない温度設定。

また夏場高温になる日中の適正な医薬品温度管理） 
・片づけを始める前に冷暖房を停止する。(装置内の熱を有効利用) 
・ガソリンの使用量を削減する。（急発進、急ブレーキを防ぐ。訪問薬剤管理指

導業務の効率化） 
２）廃棄物排出量の削減 
・グループウェア・メールの利用等、文書の電子化に取り組む。 
・メモ用紙などは裏紙を使用し、封筒の再利用等を行い紙資源を節約する。 
・薬品購入の包装単位を検討し、廃棄する空箱・段ボール等の量を減らす。 
・適正な在庫管理により、廃棄薬を減らす。 

３）節水 
・節水ポスターを掲示し、手洗い、洗い物、歯磨き等において日常的に節水を 

励行する。 
４）グリーン購入の推進 
・新しい事務用品を購入する際にはグリーン製品があるか確認し、優先的に 

購入する。 
  ・グリーン製品に切り替えた消耗品は継続して購入する。 

５）組織本来の取り組み 
・在宅訪問した際にエコに関するアドバイスをする。 
・医薬便りにエコに関するページを毎月掲載する。 
・平野健康まつりでエコブースを設置し㈱平野での環境への取り組みや、残薬が

環境に与える影響について知ってもらう。 
6）エコピープルの育成 
・社員全員が環境社会検定試験(eco 検定)の合格を目指す。 

 7）防災対応 
  ・防災対応マニュアル・フローチャートを活用して防災訓練を実施する。 
  ・緊急時連絡網を作成し、非常時の訓練を行う。 
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6．主な環境負荷の実績 

項目 単位 目標 2018 年度実績 

二酸化炭素排出量 kg-CO2 59426.5 62631.2 

廃棄物排出量 kg 5403.7 5717.8 

水使用量 ㎥ 365 368 

7．環境目標及びその実績 

 基準年 

(2017 年度) 

2018 年度 2019 年度 

（目標） 

2020 年度 

（目標） （目標） （実績） 

二酸化炭素排出量 

kg-CO2 

60433.7 59426.5 

 

62631.2 59426.5 59426.5 

 購入電力 

kWh 

74495.0 73005.0 78454.0 73005.0 73005.0 

廃棄物排出量 

kg 

5403.7 

(うち、資源

ごみの割合

72％) 

5403.7 

（74％） 

5717.8 

(72％) 

5403.7 

(74％) 

5403.7 

(74％) 

水使用量 

㎥ 

365 365 368 365 365 

グリーン購買      

組織本来の取組      

※電力の二酸化炭素排出量については、四国電力の実排出係数 0.676(kg-CO2)を使用した(四国電力

発表平成 26 年度実績に基づく) 

 

 

 

 
 

※薬局の統合や閉局が続き、また、来年、平野調剤薬局の増築移転を予定していることから、 2019 年、

2020年度の目標については2018年度の目標を越えないこととする。 今後、環境負荷の実績把握を行い、

全面的な見直しを実施する。 

購入電力量を基準年より２％削減することを目標に設定しました。 

（二酸化炭素排出量は基準年比約-1.6％） 

廃棄物排出量は総廃棄物排出量は基準年実績以内に収めることを目標とし、分別の徹底 

によって、全体のうち資源ごみの割合を２％上昇させることを目標に定めました。 

水道使用量は基準年実績を超えないことを目標としました。 

環境活動計画による取組  → 12 ページ 

環境活動計画による取組  → 12 ページ 
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8.環境活動計画及び取組結果とその評価 
 

１）二酸化炭素排出量の低減 

 

取組項目 評価 

数値目標 × 

夜間・休日はﾊﾟｿｺﾝ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ等の主電源 off 〇 

空調の適温化、夏期休日の医薬品温度管理 〇 

片づけ時のエアコン off し装置熱を利用 △ 

準備、片付け時の不要な電気 off △ 

 

＜取組結果と評価＞ 

購入電力量の目標は基準年に対して-2％だったが、実

績は+5.3％となった。月別に分析すると冬場の電気使用

量が多く、エアコンの利用によると考えられる。来局者

が快適に過ごせる温度設定が必要であるので、次年度は

空調以外の不要な電気を、タイムマネジメント表をうま

く利用して減らさなければならない。 

 

 

また、まつだ薬局の屋根上にはソーラーパネルを設置し、

太陽光による発電分を四国電力へ売電している。 

2018 年度のまつだ薬局の年間電気使用量が

2708kWh であったのに対し、発電量は 6667kWh と店

舗での使用量を上回って発電している。 
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2）廃棄物排出量の削減 

 

取組項目 評価 

数値目標 △ 

社内ネット、裏紙、使用済み封筒使用による紙資源節約 ○ 

医薬品購入の包装単位を検討し、廃棄する空箱の削減 ○ 

包装の簡易化、エコバック持参呼びかけを行い、レジ袋

削減 

△ 

 

＜取組結果と評価＞ 

 裏紙利用等をすることによって廃棄物の総

排出量を増やさないことと、ゴミ分別の徹底に

より全体に占める資源化ゴミの割合を増やす

ことを目標としていた。目標は達成できなかっ

たが、分別の徹底は業務の中で習慣化できてお

り資源ごみの割合は基準年並みだった。一方で、

総廃棄物排出量が増加していたので、再度、“ご

みを削減する”という意識を持った取り組みが

必要だと感じた。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資源化のため、ゴミの分別は 

段ボール・紙箱・紙類・ナイロン・アルミ袋・ボトル・PTP シート（薬の入っ

ているシート）・ビンなど細かく分別しています。 
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3）水使用量削減 

取組項目 評価 

数値目標 △ 

漏水の確認 ○ 

ポスター掲示による節水励行 〇 

 

＜取組結果と評価＞ 

 全薬局で漏水もなく、節水に気を付けて取り組んだが、基準年に比べ水使用量

が微増し、目標を達成できなかった。 

 

4）グリーン購買 

取組項目 評価 

新しい事務用品購入時はグリーン商品を優先的に購

入 

― 

14 品目を引き続き購入 ○ 

 

 ＜取組結果と評価＞ 

   既にグリーン購入対象商品へ切り替えている事務・備品等を引き続き購入 

した。また、さらに切り替えられる品目がないか、事務用品等の見直しをおこ

なう。 

 

 

5）薬局・薬剤師の職能を活かした組織本来の取り組みについて 
 

  

取組項目 評価 

医薬だよりにエコに関する記事を毎月掲載 ○ 

SNS を通じた環境保全に関する情報発信 ○ 

ポリファーマシーの解消に努める ○ 

青少年に薬の適正使用や環境への取り組みを伝える ○ 

適正な在庫管理により、廃棄薬剤を減らす ○ 
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 ＜取組結果と評価＞ 

2018 年 2月に開催された愛媛県薬剤師会の

学術大会において、「在宅患者におけるポリ

ファーマシー（多剤服用）の現状と問題点」

と題して、これまで平野薬局が在宅での服

薬支援を行ってきた中から、高齢者が抱え

る多剤服用の問題点や薬剤師の介入によっ

て解消した事例を紹介した。 

 

毎月来局患者様向けに発行している

医薬情報誌「医薬だより」のエココー

ナーに、毎月エコに関する記事の掲載

を継続し、環境への意識の啓発や家庭

でできるエコ活動の紹介、災害への備

えの啓発を行った。 

また、Instagram や Twitter を開設し、

平野薬局として“COOL CHOICE”に賛

同してSNSでエコのニュースを拡散す

るなど、新しい発信のツールも活用を

始めた。 

また、初めての試みとして 2018 年 6

月に市の児童館主催で行われた子ど

もイベント「バリっこフェスタ」に出

展し、子どもたちの１日薬剤師体験を

行った。継続して行っている大学生の

インターンシップ受け入れでは、会社

のCSRとして環境への取り組みを紹介

した。 

 

 廃棄薬の削減については、新しい発注システムを

導入して全店舗の不動在庫がリアルタイムで確認で

きるようになり、発注数を調整することで今後、期

限切れ等で廃棄する薬剤の削減につなげていく。 

 

 

 

【医薬だより掲載項目】 

 

-2017 年- 

9 月：身近な日用品で簡単手作り防災グッズ 

10 月：普段の生活から節水しよう 

11 月：防災対策は出来ていますか？ 

12 月：「シェイクアウトえひめ」とは 

 

-2018 年- 

1 月：今年の冬はウォームシェア！ 

2 月：高効率ガス給湯器 

3 月：今治市のごみの出し方が変わりました 

4 月：未来のために「COOL CHOICE」 

5 月：ペットボトルのリサイクル 

6 月：エコと冷蔵庫 

7 月：家庭でできるエコ 10 項目 

8 月：都市鉱山からつくる！みんなのメダル 

プロジェクト 
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6）エコピープルの育成について 

 

取組項目 評価 

社員全員が eco 検定の合格を目指す - 

経営者ネットワークを活用してエコ活動を広げる 〇 

 

  ＜取組結果と評価＞ 

今年度は eco 検定受験対象者はいなかった。代表取締役が所属する経営者団体の

つながりで、8月からエコツーリングや環境教育に関する事業を行っている方と提

携し SDGｓに関する学習に社内で取り組み始めた。 

 

 
7）防災対応について 

 

取組項目 評価 

防災対応ﾏﾆｭｱﾙ･ﾌﾛｰﾁｬｰﾄを活用して防災訓練実施 〇 

緊急連絡網を作成し、非常時の訓練実施 〇 

 

＜取組結果と評価＞ 

   2018 年 6 月 18 日に発生した大阪北部での地震を受け、6月 24 日に社内で災害

時緊急連絡網のテストメールを実施した。 

 

また、2018 年 7 月に発生した西日本豪雨に

おいて、弊社では幸いなことに営業に支障と

なる甚大な被害はなかった。被害の大きかっ

た南予地方へは、経営者のネットワークを通

じて支援物資を送った。その際に、店頭の商

品で経口補水液や衛生材料など緊急時に備

蓄品として使用できるものや必要な備品の

確認を行った。 

 

 

 

被災地へ送った支援物資↑ 

マスクやマウスウォッシュ、経口補水液など店頭で商品として陳列しているもの

も災害時に役立つことを実感した 
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9.環境関連法規への違反・訴訟等の有無 
 

以下の一覧（抜粋）の通り、当事業所に適用される関連法規等の遵守状況を点検

した結果、違反・訴訟等はありませんでした。今後も環境関連法規と社会的欲求事

項を進取し、適時改善を行なって更なる環境保全活動の制度の向上を図ってまいり

ます。 
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10.代表者による全体評価 
2018 年に入り、大きな災害が続いている。1月の首都圏での 20cm を超える大雪に始まり、

2 月上旬の北陸豪雪では福井市で 37 年ぶりに 140cm を超える積雪が観測され、交通機能を

中心に大きな被害を及ぼした。7月には埼玉県熊谷市で気温が 41.1℃まで上昇し、日本歴代

高を 5年ぶりに更新した。全国のアメダス観測点 927 地点のうち 202 地点で観測史上 高

気温を更新するなど、日本各地が記録的な猛暑に見舞われた。熱中症で救急搬送された人は

全国で約 5万 4千人と過去 多を記録し、農作物の価格は高騰し、清涼飲料水の供給が追い

つかなくなるなど異例の暑さとなった。また、6月には大阪北部を震源とする 大震度 6弱

の地震が発生し、家屋の被害や交通機関に多大な影響が及んだほか、小学校の通路沿いのブ

ロック塀が倒壊して児童が犠牲になった。そして 7月 3日～8日にかけて、西日本を中心に

長期間の大雨を記録した「西日本豪雨」では、72 時間降水量は松山でも 360.5mm と観測史

上 1位を記録し、各地で「大雨特別警報」が発令され、河川の氾濫や浸水害、土砂災害が発

生し、死者数が 200 人を超える平成 悪の豪雨災害となった。これらを含めた異常気候によ

る災害がたった半年間のうちに多数起こっており、もはや異常気象が定常化してきていると

いっても過言ではなく、自然災害の背景には地球温暖化がかかわっていることはいうまでも

ない。 

弊社の取り組みについても、購入電力量は基準年に対して実績は+5.3％となり、夏場と冬

場のエアコン利用が気候の影響を受けた結果となった。今季から評価に加わったまつだ薬局

では、2012 年の開局時よりソーラーパネルによる太陽光発電を行なっているが、薬局の利

用者にもエコ活動への啓蒙を広げていきたい。薬局本来の取り組み内容についても、愛媛県

学術大会や「バリっこフェスタ」への出店、また社員ブログ「KEIZO 区」や Facebook

や Twitter などの関連 SNS への展開を通じて、外部への発信力強化にも努めていき

たい。 

今後の展開として、四国内の木材を利用した CLT（直交集成板）工法やジオパワーシステ

ム（地中熱）を採用し、環境に配慮した薬局「平野みらい薬局」の完成を 2019 年 5 月に予

定している（現・平野調剤薬局を建て替え）。人の健康な暮らしと地球環境の未来を考える

拠点としての役割を「平野みらい薬局」の名前に込めた。来局者の方々には木の香りや自然

エネルギーの要素を肌で感じていただき、健康教室や料理教室、自然体験プログラムなどを

開催して、学びと体験による健康づくりを目指していきたい。そのために来期の経営計画に

は SDGs や新薬局を通じたエコ活動の啓蒙機能を盛り込み、地域の ESD 活動の推進拠点とし

ての役割を担えるよう社員全員で取り組んでいきたい。 

 

 

                             株式会社平野  

代表取締役 松田 泰幸 

 


