
1 
 

 

 

エコアクション 21 

環境経営レポート 
（取組期間：2018 年 9 月～2019 年 8 月） 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 平野 

発行日：2019 年 12 月 1 日 

  



2 
 

                 [目次] 

表紙･･･････････････････････････････････････････････････････････1 

目次･･･････････････････････････････････････････････････････････2 

１. 環境経営方針･･･････････････････････････････････････････････3 

２. 組織の概要･････････････････････････････････････････････････4 

３. 実施体制と役割分担表･･･････････････････････････････････････5 

４. 対象範囲(認証・登録範囲)、レポートの対象期間及び発行日････7 

５. 平野みらい薬局について･････････････････････････････････････8 

６. 環境経営計画･･･････････････････････････････････････････････9 

７. 主な環境負荷の実績･････････････････････････････････････････10 

８. 環境経営目標及びその実績･･･････････････････････････････････10 

９. 環境経営計画の取組結果とその評価･･･････････････････････････11 

１０. 環境関連法規への違反・訴訟の有無････････････････････････16 

１１. 代表者による全体評価････････････････････････････････････17



3 
 

１. 環境経営方針 
 

《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、継続的改善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。 
  多剤服用による健康への害を予防し、ポリファーマシーの解消に努める。 

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組

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。 
 
⑥環境啓蒙活動を展開する 
  環境方針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。 
 
⑦SDGs（持続可能な開発目標）に取り組む 

SDGs の掲げる現代社会の課題を自らの問題として捉え、環境活動に紐づけて身

近なところから行動し（think globally, act locally）、持続可能な社会の実現に貢

献する。 
 

制定 2011.4.1、第 3 回改定 2019.9.1 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 

  （→2019.5.1 に新築移転 

   平野みらい薬局 〒794-0028 愛媛県今治市北宝来町 2-4-6） 

  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 17 名、事務 15 名、管理栄養士 2名 
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3．実施体制と役割分担表 

１)実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

平野みらい薬局
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

環境事業部 

※2018 年 9 月、より積極的に環境活動を事業として行うため一般社団法人をかしや 

から菊間氏を迎えて環境事業部を立ち上げた。社内向けには環境委員会と連携しつつ 

SDGｓへの取り組みの深化を行い、対外的には環境活動を通じた企業ブランディング 

や、市民向けの自然体験プログラムやワークショップ等の開催、外部機関との連携 

構築などを行う。 
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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。 

・環境経営方針の策定、見直し及び全従業員への周知を行う。 

・環境経営目標、環境経営計画書を承認する。                   

・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、最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。 

・環境経営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。 

・環境経営目標、環境経営計画書を作成する。 

・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。 

・環境経営レポートを作成し、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 

(環境経営方針の周知、環境経営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 

・環境経営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。 

 

環
境
事
業
部 

・環境情報の収集、外部機関との連携構築。 

・市民向け環境イベントの実施と、社内スタッフの育成。 

・環境事業を通じた企業ブランディング 
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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、平野みらい薬局、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 ：2018 年 9 月～2019 年 8 月 

レポートの発行日  ：2019 年 12 月 1 日 
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5.平野みらい薬局について 
 2015 年に策定した「(株)平野 10 年ビジョン」の中で描いてきた“これまでの薬

局業務にとらわれず、地域に合った新しい価値を生み出す”薬局像に SDGｓやエコの

要素を盛り込み、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、2019 年

5 月 1日、旧平野調剤薬局から新たに平野みらい薬局へと新築移転しました。 

 

【特徴】 

 

 

・高知県嶺北地域のスギ材を使用し、断熱性・耐震性に優れ

た CLT（Cross Laminated Timber）工法で建築。直交に積層す

ることで強度が増し、高い寸法安定性が得られるので、大型

建築には不向きとされていたスギ材を有効活用できま

す。CLT 工法は木材パネルを接合するシンプルな施工

法であるため、現場での施工時間が短く、工事に伴う

エネルギーも省力できます。 

  

・自然エネルギーである地中熱を熱源として、 

建築手法によりそのチカラを最大限に活用する 

多機能型の 24 時間換気システム「GEO パワーシ 

ステム」を導入しています。一定の温度を保つ深さ 5ｍの地中熱を効率よく利用する

ことで、換気を行いながら緩やかに室温を調整でき、身体への負担や空調負荷を軽減

することができます。 

 

 

 

 

・従来の薬局業務にとらわれず、これまで取り

組んできた「健康サポート薬局」づくりをさら

に発展させ、管理栄養士を中心とした健康教室

や料理教室、環境事業部主体の自然体験プログ

ラムなどを実施し、学びと体験による健康づく

りをめざしています。 

 2019 年 6月には地域 ESD 活動拠点として登録

し、教育機関や外部団体と連携してイベントや実習受

け入れ・出前講座等を行い、健康と環境を考える拠点

として、人と人をつなぐコミュニケーションスペースとして活動を行っていきます。 

ハ ー ド 面 

ソ フ ト 面 

SDGｓカードゲーム企画 
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6.環境経営計画 
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) 
・タイムマネジメント表に基づいて準備・片づけ時には不要な電気を消灯する。 
 

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なう。 
・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。 
・包装の簡易化やエコバック持参の呼び掛けを行ないレジ袋使用量を削減する。 
 

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）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。 
 

5）社員・経営陣の意識向上 
・社員全員が環境社会検定試験(eco 検定)の合格を目指す。 
・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。 
 

6）薬局・薬剤師の職能を活かした組織本来の取り組み 
・多剤服用による健康への害を予防し、ポリファーマシーの解消に努める。 
・学校薬剤師や学生の実習受け入れを通じて、青少年に薬の適正使用や企業の環

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。 
 

7）環境啓蒙活動の展開 
・医薬便りにエコに関するページを毎月掲載する。 
・スタッフブログや SNS を通じて環境活動や環境保全の重要性を積極的に発信

する。 
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7．主な環境負荷の実績 

項目 単位 目標 2019 年度実績 

二酸化炭素排出量 kg-CO2 59426.5 58018.8  

廃棄物排出量 kg 5403.7 5963.4 

水使用量 ㎥ 365 386 

8．環境目標及びその実績 

 基準年 

(2017 年度) 

中期目標 2018 年 度

（実績） 

2019 年度 

（実績） 

2020 年度 

（実績） 

二酸化炭素排出量 

kg-CO2 

60433.7 59426.5 

 

6263.2 59737.9 

 

 

 購入電力 

kWh 

74495.0 73005.0 78454.0 75587.0 

 

 

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％) 

5963.4 

(71.8％) 

 

水使用量 

㎥ 

365 365 368 386  

組織本来の取組      

環境啓蒙活動      

※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 2019 年 5 月にこれまでの平野調剤薬局が増築移転し平野みらい薬局と 

なって設備等も一新することから、2019 年、2020 年度の目標については基準年度を越えないことを 

目標に設定。今後、環境負荷の実績把握を行い、全面的な見直しを実施します。 

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。 

環境経営計画による取組  → 14 ページ 

環境経営計画による取組  → 15 ページ 
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9.環境経営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+1.4％。月別に分析すると冬場の電気使用量が多か

った。エアコン利用によることと、薬局として冬場が繁忙

期であり開局時間が長引いていることが原因であると考

えられます。5月に増築移転したみらい薬局開局後は電気

使用量が減少しています。GEO パワーシステムを導入した

設備改善による効果でもあると思われるが、エアコンを使用しない時期でもあるの

で今後のモニタリングが必要です。 

 

 

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ます。 
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2019 年度のまつだ薬局の年間電気使用量が 2593kWh であ

ったのに対し、発電量は 6791kWh と店舗での使用量を上回っ

て発電しています。 

全体の二酸化炭素排出量は、基準年比-1.1％で目標（基準

年比-1.6％）に少し届きませんでした。薬剤師が患者宅へ訪問する居宅療養管理指導

の業務効率化により、計画的に訪問を行えていたためガソリン使用料は削減出来て

いたが、やはり夏～冬場にかけての電力使用量の増加が影響しています。 

 

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ました。分別の徹底

は業務の中で習慣化できていましたが、資源ごみの割合は

目標を達成できず、ほぼ基準年並みでした。 

 

 

2018 年 11 月に愛媛信用金庫地域振興事業部の 3S チェックを受け、業務改善のた

めに全薬局で不要物の処分や整理整頓を行いました。普段目に付くところは片付け

ているつもりでしたが、普段目にしているがゆえに慣れてしまい気づいていない不

要物や整頓されていない物がありました。5月のみらい薬局への引っ越しの際にも不

要品を大量に処分。効率的に業務を行い、過誤を防ぐためにも定期的に外部のチェッ

クを受けながら整理・整頓・清掃を行う意義を感じました。 

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

量が増加し、目標を達成できませんでした。業務で水を大量に使うことはな

く、ほとんどが職員と来局者の手洗い用です。2018 年 11 月、2019 年 4 月に合

計４名採用し、使用者が増えたための結果であると考えられます。今後もポス

ター掲示等で来局者への理解も求めながら節水に取り組んでいきます。 

 

 

4）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＞ 

10 月に地震を想定した防災訓練を薬局毎に実施し、備蓄品目等の確認を行いま

した。非常時の備蓄品については普段使用している備品や販売している商品を一

定数確保しながら、ローリングストックすることを確認しました。既存の防災対応

マニュアル・フローチャートは地震・火災時には有効ですが近年多発している豪雨

による水害に対応できないため、7月に大雨洪水時の対策を追加して「平野防災マ

ニュアル」を改訂いたしました。2020 年年度以降にその実効性を検証いたします。 

  2018 年 9 月に発生した台風 24 号の被害が懸念されたため、緊急時連絡網で社員

の安否確認を実施。社員の被災はありませんでした。社員増加につき、4 月に緊

急連絡網を改訂し、7月にテストメールを実施しました。 
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5）社員・経営陣の意識向上について 

 

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＞ 

2010 年以降全社員で eco 検定を受験し、環境問題への理解を深めながら環境活

動に取り組んできました。新しい社員が増えたことや世界の環境を取り巻く状況が

近年大きく変化していることから、再度、社員全員で eco 検定の受験を行うことに

なりました。2019 年 7 月の第 26 回 eco 検定を 11 名が受験し全員合格。他の社員

も第 27 回以降を順次受験予定です。 

また、SDGs への学習・取り組みも開始し、2019 年 2 月に社内 SDGｓ推進担当者

を中心にして 17 のゴールと業務のひもづけ、3月に四国中央市で行われた「四国

連携・環境を考える会」に経営者・環境部門担当者で出席、4月・8月に全社員に

よるチェックの会で共有と取り組みへのワークショップを行いました。今後は環

境事業部と連携して、社内でのさらなる取り組み浸透や地域の方向けの SDGｓイベ

ント開催のためのスタッフ育成を行います。 

 

 

6）職能を活かした組織本来の取り組みについて 
 

  

＜取組結果と評価＞ 

薬剤師は患者様に日頃のコミュニケーションや服薬指導の際、薬の副作用が無い

かや他剤服用による体調への影響が無いかなどを確認し、薬学的判断に基づき医

師への処方提案、フィードバックを行いポリファーマシーの解消に努めています。

2018 年 9 月～2019 年 

小中学生の職場見学・体験、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ています。また、学校薬剤師として地域の幼稚園

や小中学校に薬剤師がおもむいて薬物乱用防止の講演、社会福祉協議会からの依頼

を受け公民館等で高齢者向けに薬の適正使用の講演を行うなど、薬局薬剤師として

取組項目 評価 

ﾎﾟﾘﾌｧｰﾏｼｰの解消に努める ○ 

教育機関と連携し、青少年に薬の適正使用や企業の環

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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地域で活動を行っております。 

 廃棄薬の削減については、適正在庫管理の為に 2018 年 7 月に新しい発注システ

ムを導入しました。これにより全店舗の不動在庫をリアルタイムで確認し、包装単

位や発注数を調整することができるようになりました。2019 年度の期限切れ等によ

る薬剤廃棄金額は 1,372,895 円でした。システムをさらに有効に活用して、廃棄薬

剤の削減に取り組んでいきます。 

 

 

7）環境啓蒙活動の展開について 

 

  

＜取組結果と評価＞ 

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いました。スタッフブログ「keizo 区」にも掲載し、

来局者だけでなく幅広い世代への情報発信を継続することが出来ています。食品ロ

スやマイクロプラスチック問題に関する記事は閲覧数も多く、一般的に関心の高い

テーマであることがわかります。また、Instagram や Twitter を通じてエコのニュー

スを拡散するなど SNS を活用した情報発信や、

昨年に引き続き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日薬剤師体験を行うなど新しい取り

組みも継続して行いました。 

5月に開局した平野みらい薬局を中心に地域

への環境教育の拠点として6月には地域ESD拠

点に登録し、環境会議へのスペース貸出や見学

受け入れ、外部団体との合同イベントなどを行いました。外部機関との連携強化に

取り組んでいきます。 

 

 

 

取組項目 評価 

医薬だよりにエコに関するぺージを毎月掲載する ○ 

スタッフブログやSNSを通じ積極的に情報発信を行う ○ 

ビーチクリーンしまなみとの合同企画 
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10.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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11.代表者による全体評価 
 

2019 年 5 月 1 日、平成から令和へと新しい時代にかわる節目に「平野みらい薬局」がス

タートした。将来の健康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、SDGs やエコの要素を盛り込んだ新しいかたちの薬局づくりが始まった。建

築素材に四国内の木材を利用した CLT 工法や、ジオパワーシステムを採用し、木の香りや自

然エネルギーの要素を肌で感じていただけるような環境に配慮した薬局となっている。これ

まで、お薬や病気の相談に応じる「かかりつけ薬局」としての役割や、市販薬や健康食品、

介護や食事・栄養摂取など、健康に関することなら何でも気軽に相談できる「健康サポート

薬局」づくりに取り組んできたが、それらを更に発展させていくため、新しい薬局にはイベ

ントスペースとキッチンスペースを設けた。健康教室や料理教室、自然体験プログラムやワ

ークショップなどを開催し、学びと体験による健康づくりや環境教育を実施していきたい。 

弊社の取り組みについて特筆すべき点として、今期は SDGs を取り入れた体制作りを進め

た一年であった。2018 年 9 月に環境事業部門を設立し、社内の全体会議で薬局業務と SDGs

との紐づけ作業することから始め、薬局内にアイコンを表示したり、2回目のエコ検定を受

験したりと、学習と実践を積み重ねている。6月には地域のESD活動の推進拠点に登録され、

夏の鈍川渓谷で開催したシャワートレッキングや、大角海浜公園でのビーチクリーン活動、

親子向けの SDGs カードゲーム講座など自然体験プログラムやワークショップを開催した。

今治の豊かな自然を次世代の子供達へと引き継いでいけるように、今後も体験学習会等を提

供していきたい。数値目標について、購入電力量は目標を達成できなかったものの、対昨年

比は減少している。新設の平野みらい薬局においてはエコシステムの導入により大幅な電気

効率の改善につながっている。どの店舗に関しても通常営業範囲内での節電についてはほぼ

目標レベルまで到達してきているので、それらの取り組みを継続し、今後は太陽光パネルの

設置なども検討していきたい。 

2019 年も地球温暖化との関連が疑われる洪水や火災、干ばつが世界規模で増えた 1 年で

あった。「気候関連の災害は過去四十年で倍以上に増えた」と指摘され、地球温暖化とそれ

に伴う防災への対策は世界的な課題になっている。日本でも台風や豪雨の被害が多発し、台

風 19 号は関東甲信～東北地方にかけて甚大な被害をもたらした。地球温暖化がさまざまな

形で人々の生活をむしばみ、生涯にわたる健康被害が将来の世代に引き継がれる恐れがある

と警鐘を鳴らす研究者もいる。健康で環境に優しい生活を送れる日を思い描き、持続可能な

未来に向かって歩みを進められるよう、スタッフ一丸となって取り組んでいきたい。 

 

 

2019 年 12 月 1 日 

                             株式会社平野  

代表取締役 松田 泰幸 


