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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
ESD 活動推進拠点としての役割を担い、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。
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。
2011.4.3 制定、2019.9.1 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)
平野みらい薬局
平野拝志薬局
平野グリーン薬局
平野あさくら薬局
平野ごう薬局
まつだ薬局

〒794-0028
〒794-0028
〒799-1502
〒799-1522
〒799-1603
〒794-0826
〒794-0064

愛媛県今治市北宝来町 2-2-22
愛媛県今治市北宝来町 2-4-6
愛媛県今治市喜田村 6-5-14
愛媛県今治市桜井 4-12-27
愛媛県今治市朝倉下甲 452-3
愛媛県今治市郷新屋敷町 3-1-42
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：今治市内に調剤を主とした薬局 7 店舗
従業員：薬剤師 17 名、事務 12 名、管理栄養士 4 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

環境事業部

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

※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
から菊間彰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、
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(エコアクション２１の全体的な取り組み状況を把握し、

環境経営に関する統括責任者）

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

(

代表取締役

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。

環境管理責任者

・環境経営レポートを承認する。
・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。
・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

社員

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。

環境事業部

・環境経営システムの自主的・積極的な参加の実践。
・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を行う。
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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行日
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 ：2019 年 9 月～2020 年 8 月
レポートの発行日
：2020 年 11 月 1 日
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5.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。
（ただし、医療機関であるため、来局者が不快でない
温度設定。また夏場休日中に高温にならないよう医薬品の適正な温度管理。）
・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
・グループウェアやメールの利用等、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。
→レジ袋有料化に先駆けて、プラスチック製レジ袋から紙袋へ移行した。
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
・環境社会検定試験(eco 検定)の合格を目指し、地球環境問題への知識を深める。
・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。
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
・医薬だよりにエコに関するページを毎月掲載する。なお、2020 年度の医薬だよ
りの年間テーマを SDGｓに定め、医薬だよりを通じて社内外への SDGｓの浸
透を図る。
・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。
・地域 ESD 拠点として環境事業部と協力し、イベントを開催する。
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6．環境経営目標及びその実績
電気使用量を基準年より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。

基準年
(2017 年
度)

二 酸 化 炭 素 60433.7
排出量
kg-CO2
電気使用量 74495.0
kWh
廃 棄 物 排 出 5403.7
量
(うち、資
kg
源ごみの
割合 72％)
水使用量
365
ℓ
組織本来の
取り組み
環境啓蒙活
動

2018 年度

2019 年度

2020 年度

（目標）

（実績） （目標） （実績）

（目標） (実績）

59426.5

62631.2 59426.5 59737.9

59426.5 59183.7

73005.1

78454.0 73005.1 75587.0

73005.1 80080.0

5403.7
5717.8
（74％） (72％)

5403.7
(74％)

5963.4
5403.7
(71.8％) (74％)

5618.8

365

365

386

338

環境活動計画による取組

→

14 ページ

環境活動計画による取組

→

15 ページ

368

432

(73.8%)

※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)
※薬局の統合や閉局に伴い、また 2019 年 5 月にこれまでの平野調剤薬局が増築移転して平野みらい薬局
となって設備等も一新したので、今後、環境負荷の実績把握を行い、2021 年度以降に目標数値の全面的
な見直しを実施します。
※2020 年度の水使用量については、コロナ感染予防対策で手洗いうがいを徹底するため 2017 年後半実績
に下記数値を足して目標を修正。
（手洗い 1 回 6L×1 日３回増×31 名×週 5 日×4 週×6 カ月＝67 ㎥）
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7.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
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
空調の適温化、夏期休日の医薬品温度管理
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

評価
○
〇
〇
○
○

＜取組結果と評価＞
電気使用量の数値目標は基準年に対して-2％でしたが、実績は+7.5％。薬局別に分
析すると、2019 年の新築移転後初めての冬を迎えた平野みらい薬局での電気使用量
が年間通して増加していました。他の薬局では電気使用量が基準年並みや基準年よ
り減少していたので、平野みらい薬局の面積が増加した分、電気の使用量も増加した
ことが全体に影響していると考えられます。
また２月以降は新型コロナウイルスの感染予防の為に、定期的な換気を行ってい
るため、冷暖房の効率が例年より悪くなっていることも影響していると考えられま
す。取り組みはタイムマネジメント表に基づいて実施できました。

10

2020 年 8 月には平野みらい薬局・平野ごう薬局・平野
拝志薬局に太陽光パネルを設置して自家発電を始めまし
た。これまではまつだ薬局の屋根上に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した
が、さらに３薬局で再生可能エネルギーの自家発電を開始
したことにより、二酸化炭素排出量の大幅な削減に期待ができます。
全体の二酸化炭素排出量は、緊急事態宣言により出張や患者宅への訪問が減少し
たことでガソリン使用が減少したことや、８月から 3 薬局で自家発電を開始したこ
とから、基準年比-2.1％で数値目標（基準年比-1.6％）を達成することができました。

2）廃棄物排出量の削減
取組項目
数値目標
グループウェア・メールの利用等、文書の電子化
裏紙利用や封筒の再利用で紙資源の節約を行う
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→紙袋へ移行

評価
×
○
〇
○
〇

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。
＜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。資源ごみの割合は目標にやや届
きませんでしたが、日常の業務の中で分別の徹底
が習慣化されています。
また、患者様が飲みやすいように一包化してお
薬の PTP シートの殻ごみ
渡しする際に大量に出る PTP シートの削減と業
務効率化を目的に、薬局毎に購入する包装単位の見直しを行いました。
包装の簡易化・レジ袋の削減については、平野薬局では今治市のレジ袋削減実証実
験に参加したのを契機に、以前から患者様へマイバッグ持参の声掛けを行っていま
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した。プラスチック削減のため 2020 年 2 月からプラスチック製レジ袋から紙袋へと
切り替え、声掛けの徹底や患者様向け情報誌「医薬だより」でも啓蒙を行いました。
その結果、2019 年 8 月には 22％の方にお渡ししていたレジ袋が、2020 年 6 月には
6％（6 月時点には紙袋でお渡し）にまで減少し、多くの患者様に包装の簡易化にご
協力をいただくことができています。7 月からは紙袋も有料化し、いただいた袋代は
医療資源の少ない地域で人道支援を行っている「国境なき医師団日本」に寄付を行い
ます。

3）水使用量削減
取組項目

評価
〇
○
〇

数値目標
漏水の確認
ポスター掲示による節水励行

＜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結果数値目標を達成する
ことが出来ました。業務で水を大量に使うことはなく、職員と来局者の手洗い
用が主です。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、予防策のため手洗い・う
がい・清掃の徹底を今後も継続する必要があり、後半の数値目標を修正しまし
たが、来局者数が減少した影響で水使用量は基準年よりも少ない結果となりま
した。今後も予防策を徹底しながら、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。
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4）防災対応について
取組項目
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
緊急連絡網を作成し、非常時の訓練実施

評価
〇
〇

＜取組結果と評価＞
11 月に地震と豪雨災害を想定した防災訓練を薬局毎に実施し、備蓄品目等の確
認や減災対策の実演を行いました。非常時の備蓄品については普段薬局内で使用
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。
新型コロナウイルスが流行した際、感染症に対応した BCP がなかったため、感染
症予防マニュアル・事業継続計画を新たに作成し、全社員で共有しました。

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＞
2019 年 12 月に開催された第 27 回 eco 検定を 12 名が受験し、
全員が合格しました。同年 7 月に合格していた 11 名も含めた 2
回合格者 18 名を eco 検 SEEKER として登録しました。
また、2 月より消費者庁が推進する「消費者志向自主宣言」を
もとにした、「えひめ消費者志向おもいやり経営」を開始しまし
た。これは環境・人・地域に配慮した消費行動（おもいやり消費）
を支える事業活動に取り組み、消費・環境の面から SDGs の達成を目指すという愛
媛県独自の取り組みです。平野薬局を含めこの趣旨に賛同する県内 20 事業者が愛
媛県庁にて自主宣言を行いました。
また、松山市 SDGs 推進協議会に会員企業として参加。2020 年 8 月 31 日に開催
された「第１回まつやま SDGs カフェ」には平野会長がパネリストとして登壇し、
これまでの取り組み内容を紹介しました。
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6）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

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

〇

適正な在庫管理により、廃棄薬剤を減らす

○

＜取組結果と評価＞
＊ポリファーマシー解消
薬剤師は患者様に服薬指導の際、薬の副作用が無いか、多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。2020 年度は 511 件の残薬調整
や重複投与の防止を行い、薬の適正使用や副作用の防止に寄与しました。
＊薬の適正使用や環境への取り組みの発信
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。新型コロナウイルスの影響で大学生の
受け入れは中止となりましたが、小中学生の職場見学・
体験では、子どもたちに働くことについて考える機会を
提供することができました。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
止の講演を行ったり、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、薬局薬剤師として地域での活動を行っております。

中学生の職場体験の様子

＊廃棄薬剤の削減
廃棄薬の削減については、2018 年 7 月に導入した発注システムにより全店舗の不
動在庫をリアルタイムで確認することが可能になりました。
2020 年度の期限切れ等による薬剤廃棄金額は 570,499 円で、2019 年度廃棄金額
の 1,372,895 円と比べて大幅な削減となりました。医薬品は期限の長さや価格が薬
品によって大きく異なるので一概に比較はできませんが、システム導入により効率
的に在庫管理が出来た成果が表れていると考えられます。廃棄薬剤の削減は環境面
でも経営面でも非常に重要なポイントなので、今後も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。
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7）環境啓蒙活動の展開について
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

○

地域 ESD 拠点として、環境事業部と協力してイベント
を開催する

○

＜取組結果と評価＞
＊情報発信
毎月来局患者様向けに発行している「医薬だより」に、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。また、
「医薬だより」では 2020 年度の年間テーマを SDGs に定め、健
康と SDGs に関わる様々なテーマで記事を掲載しました。
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。
＊地域 ESD 拠点
地域 ESD 拠点としては 2019 年 11 月にビーチクリーン

しまなみとの合同で企画開催、県社会福祉協議会主催
の「共同担い手養成研修」の見学受入れ、12 月にみつろ
うラップ作りのイベント開催を行いました。会社や家庭、
親子でできる SDGs の取り組みを紹介しながら様々な層の
洗って使えるみつろうラップ
方と楽しく学ぶことができました。今夏は数年ぶりに薬局
でグリーンカーテンにも挑戦し、SNS で成長の様子を紹介
しました。患者様との会話のきっかけになったり、ヘチマの活用法について学んだりしま
した。2020 年 5 月には今治市立図書館の特設展示「広がる、つながる SDGｓ」にパネル出
展して、平野薬局での SDGｓの取り組みを紹介しました。

後半は新型コロナウイルスの影響で毎年行っていた「平野健康まつり」や「バリ
っ子フェスタ」への参加は中止となりました。今後も大勢の人が集まるイベントの
開催が難しくなると予想されますが、SNS などを通じた情報発信や新たな形態での
イベントなど、時代に応じた取り組みの考案や外部機関との連携強化に取り組んで
いきたいです。
社員全員での eco 検定受験や、その環境教育の成果を「医薬だより」
の原稿執筆やイベントに発揮していること、経営指針に環境経営を位置付けて
全社員で取り組んでいることなどが評価され、
「環境ひとづくり企業大賞 2019」
中小企業部門で優秀賞をいただくことができました。
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8．次年度以降の環境経営目標
基準年

2021 年度

2022 年度

2023 年度

(2020 年
度)

（目標）

（目標）

（目標）

二 酸 化 炭 素 48619.1
排出量
kg-CO2
電気使用量 80080.0
kWh
再エネ率
実績なし

49464.7
(+約 1.7％以内)

49041.9
(+約 0.9％以内)

48619.1
(基準年並み)

81681.6
(+2％以内)
23

80880.8
(+1％以内)
23

80080.0

(基準年並み)
23

％

廃棄物排出
量
kg
水使用量
ℓ

5618.8
5501.9
( ﾘ ｻ ｲ ｸ ﾙ 率 (ﾘｻｲｸﾙ率
73.8％)
388
466

組織本来の 取り組み
環境啓蒙活 動

5477.0
約 77%) (ﾘｻｲｸﾙ率

約 78%)

466

5445.1
(ﾘｻｲｸﾙ率約 79%)
466

環境活動計画による取組
環境活動計画による取組

※電力の CO2 排出量については、四国電力の調整後排出係数 0.528(kg-CO2/kwh)を使用（四国電力発
表 2018 年度実績に基づく）

今後の３年間も新型コロナウイルス感染症予防対策をとりながらの業務が予想されるため、中
期環境経営目標を下記の通り定めます。
＊二酸化炭素排出量…電気使用量の数値目標より換算。2020 年 8 月に 3 薬局に太陽光パネルを
設置し、2021 年 9 月に RE100 宣言を行う予定で二酸化炭素排出量を調査中。
＊電気使用量…タイムマネジメント表に基づいて不要な電気を消灯するなど取り組みを行った
上で、定期的な換気が必要なため冷暖房効率が下がることによる電気使用量の増加を考慮し、
基準年比 2021 年度+2％以内、2022 年度+1％以内、2023 年度で基準年並みに戻すことを目標
とする。
＊再エネ率…電気使用量のうち、太陽光発電による再生可能エネルギー利用率の割合。2021 年
度に RE100 宣言後、目標を見直す予定。
＊廃棄物排出量…薬局毎に数値目標を設定し、目標を合算。
＊水使用量…感染防止対策のため、手洗いうがいや清掃、消毒の徹底を最優先。基準年比+38％
以内に抑えることを目標値とする。
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9.次年度の環境経営計画
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。
（ただし、医療機関であるため、来局者が不快でない
温度設定。また夏場休日中に高温にならないよう医薬品の適正な温度管理。）
・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。
・バラ錠購入を検討し、一包化の効率化と PTP シートのごみ削減を図る。
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
・40 期に再エネ 100 宣言を出せるよう、宣言企業の事例を学習する。
・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。
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。
・IT ツールを活用した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
・医薬だよ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。
・地域 ESD 拠点として環境事業部と協力し、イベントを開催する。
・with コロナ時代に、SNS を活用した新たな活動方法を検討する。
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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
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、全世界が過去に
経験のない事態に陥った。ロックダウンや入国制限など、パンデミックを収束させる
ために実施された各種政策により、多くの企業が事業の休止を余儀なくされ、コロ
ナ・ショックと呼ばれる社会的・経済的に深刻な影響が引き起こされている。11 月
1 日現在、世界の感染者数は約 4900 万人、死者は 120 万人を超え、なおも感染の拡
大は加速し続けている。一方で、新しい生活様式により消費者の環境問題への意識に
も変化がもたらされた。自粛生活により家庭ごみや消費電力が増えたことにより、食
品ロスの削減や省エネなどの意識が高まり、さらには 7 月に開始されたレジ袋の有
料化により、マイバックの使用やごみの分別への取り組みが高まるなど、環境問題へ
の意識や行動に前向きな変化も生まれている。温暖化をはじめとする環境汚染によ
り、今後も感染症のパンデミックが発生する可能性が高くなることが懸念されてお
り、私たちが目指す「健康で環境にやさしい暮らしの実現」に向けて、一層取り組み
を進めていかなければならない。
今期の弊社の取り組みについて、電気使用量の数値目標を達成できなかった理由
としては、平野みらい薬局の店舗面積の拡大とそれに伴う各種イベントの開催によ
るものと分析している。また、コロナウイルス感染防止のための業務の増加により、
定期的な換気や、手洗い・消毒・清掃等に伴う廃棄ごみの増加は避けられないが、8
月から新たに 3 つの薬局にソーラーパネルを設置して自家発電を開始しており、今
後の二酸化炭素排出量の削減に期待するとともに、再エネ 100 宣言 RE Action へと
つなげていきたい。プラスチックの削減について、7 月のレジ袋有料化に先駆けて 2
月からプラスチック製レジ袋から紙袋へと切り替え、削減の呼びかけを徹底してき
た。結果としてほとんどの患者様に包装の簡易化にご理解ご協力いただけている。ま
た、社内では新入社員を中心に eco 検定合格者を新たに輩出できたことに加え、eco
検定複数合格者に与えられる「eco 検 SEEKER」
を 18 名登録できたことは評価したい。
また、環境・人・地域に配慮した消費行動（おもいやり消費）を支える事業活動に取
り組むことで消費・環境の面から SDGs の達成を目指すという愛媛県独自の取り組み
「えひめ消費者志向おもいやり経営」にも 2 月から参加している。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、学びと体験による健康づくりや環境
教育をこれからも実施していきたい。こういった取り組みは外部からも評価いただ
き、環境省より「環境ひとづくり企業大賞 2019」の中小企業部門で優秀賞をいただ
いたことも、励みになると同時に新たな責任を感じる。
コロナ禍による事態の長期化は避けられず、社会全体が With コロナでの新しいや
り方を日々模索している。社会の課題に挑戦し続けるためにも、学びと実践の PDCA
を積み重ねていきたい。
2020 年 11 月 1 日
株式会社平野
代表取締役 松田 泰幸
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