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こうち生活協同組合 

 

環境レポート 

 

2015 年度 

（2015 年 4 月～2016 年 3 月） 

 

 

 

■組織概要 

名  称：こうち生活協同組合 

代表理事：理事長 西岡雅行  専務理事 佐竹一夫 

所 在 地：高知市薊野中町 16 番 8号 

創  立：1985年 11月 18日 

Web サイト：http://www.kochicoop.or.jp/ 

 

■事業所一覧 

事業所名 所在地 のべ床面積 

本部事務所 高知市薊野中町 16-8 601 ㎡ 

共同購入 

配送支所 

中央支所 高知市南河ノ瀬町 156 2,015㎡ 

東支所 高知市大津乙 916-1 952 ㎡ 

安芸支所 安芸市津久茂町 11-8 687 ㎡ 

須崎支所 須崎市桐間東 46 779 ㎡ 

四万十支所 四万十市具同 6242 952 ㎡ 

南国支所 南国市篠原 1784-1 872 ㎡ 

店舗 コープよしだ 高知市吉田町 6-6 1,778㎡ 

コープかもべ 高知市鴨部 2丁目 4-43 2,213㎡ 

商品センター 南国市三和琴平 1-1743-12 4,417㎡ 
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■主な事業の内容 

こうち生活協同組合（こうち生協）は、消費生活協同組合法に基づいた生活協同組合で、協同互助の

精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上をはかることを目的としています。 

事業種目 主な事業品目 

供給事業 
農産物、水産物、畜産物、日配品、加工食品、菓子、パン、卵、冷凍食

品、日用雑貨、衣料品、配食サービス、その他 

受託共済事業 CO・OP共済《たすけあい》《あいぷらす》、終身共済、火災共済 

サービス事業 
各種チケット、住宅新築・改築、ふとん・エアコンクリーニング、ギフ

ト、書籍、葬祭事業、引越、その他 

その他 提携サービス等 

 

■組合員、施設、供給高 

組合員数  

店舗登録組合員数 28,388  人 

宅配事業（共同購入・個配）登録組合員数 66,404  人 

店舗・宅配登録組合員数（合計） 94,792  人 

宅配事業（共同購入・個配）実利用組合員数 34,407  人 

事業所数  

店舗数 2  店 

宅配センター 6  ヶ所 

本部 1  ヶ所 

物流施設 1  ヶ所 

総事業所数（合計） 10  ヶ所 

供給高  

店舗供給高 1,857,719,590  円 

宅配事業（共同購入・個配）供給高 8,345,725,803 円 

その他の供給高 156,095,604 円 

総供給高（合計） 10,359,540,997  円 
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こうち生協の環境の取り組み                     
（１）レジ袋の削減に向けた取り組み 

 生協の店舗では 1 号店の開店以来継続して「買い物袋持参運動」を実施しています。当初は運動に協

力いただいた方に「レジ袋削減カード」を配布、20 個のスタンプで 100 円の商品券としていましたが、

買い物袋持参者への還元方法について 2011年度に見直しをすすめ、2012年 2月から 1回の持参につき 2

円の還元となりました。 

高知県地球温暖化防止県民会議が 10月～11月に実施する「マイバッグキャンペーン」にも毎年参加し

ています。2015 年の取り組みでは、県下の店舗対抗で行われた「スーパーマーケット対抗レジ袋削減コ

ンテスト」に参加し、コープよしだが全県下一般部門でレジ袋辞退率 1 位（29.4％）となる「えこスー

パーマーケットオブ ザ イヤー」を受賞。また、同コンテストにおいて、家庭で不要となったエコバッ

クの提供を組合員に呼びかけ、回収したエコバックを来店客に再利用してもらう新たな取組みにより「グ

リーンコンシューマー賞」も併せて受賞。その他、引き続き店内にレジ袋辞退枚数と二酸化炭素換算量・

立木換算量を掲示するなど来店客のレジ袋削減の意識向上への取組みが高く評価され、「会長表彰」を受

けました。 

レジ袋削減枚数を来店者にお知らせ 表彰を受けるコープよしだ店長 

 

■レジ袋削減に関する実績 

レジ精算方式を実施している店舗数 2  店 

レジ精算方式の実施店舗の年間来客数 1,093,877  人 

レジ精算方式の実施店舗のレジ袋使用枚数 1,054,900  枚 

レジ精算方式による想定削減枚数 367,140 枚 

レジ袋１枚あたりの金額 2  円 

 

（２）レジ袋以外の容器包装の削減のための取り組み 

①店舗での軽量トレイの導入 

 店内加工で使用する発泡トレイの選択に当たっては、軽量化も考慮し、容器包装に使われる資源の抑

制につとめています。 
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②共同購入でのコンテナ・保冷箱のリユース 

共同購入で商品のお届けに使用している折りたたみ式コンテナと保冷箱は、翌週の配送時に回収し、

リユースしています。組合員さんには機関紙紙上で回収への協力を呼びかけています。 

 

（３）ペットボトルなどの自主回収・リサイクルの推進 

①店頭での回収 

 店頭でペットボトル、たまごパック、牛乳パック、トレイ、

アルミ缶、スチール缶を回収し、リサイクルを行っています。

また、ペットボトルのキャップを回収し、回収収益から世界の

子どもたちにワクチンを送る活動に協力しています。 

 

②共同購入事業での回収・リサイクル 

共同購入事業での毎週の商品配送の時に、組合員さんから回収し、リサイクルしているものは以下の

通りです。 

● 商品カタログ→商品カタログの原紙に再生 

● 商品注文書→トイレットペーパーに再生 

● 牛乳パック→トイレットペーパーに再生 

● たまごパック→たまごパックに再生 

● 保冷箱内袋→固形燃料に再生 

 

■容器包装等の回収 

回収品目 回収量 単位 

容器包装

等の回収 

紙パック（アルミ不使用) 14,809  kg 

食品トレイ(発泡スチロール） 1,291  kg 

アルミ缶 6,840 kg 

スチール缶 940 kg 

ＰＥＴボトル 11,640  kg 

卵パック（A-PET） 3,824  kg 

商品案内書の回収 1,533,130 kg 

内袋の回収 16,011  kg 
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（４）食材の地産地消の推進 

①お店での地産地消 

コープよしだでは、店内に産直コーナーを設置し、高知県産の農産物を販売促進しています。 

 

②共同購入での地産地消 

共同購入カタログ『リプレ』（高知・愛媛・徳島の生協の合同カタログ）では、高知産の商品に「こう

ち育ち」の表示をして、地元の商品を利用したいという組合員にわかりやすくしています。また、共同

購入の支所では地元産品の新規取り扱いを積極的に進めています。地元商品だけを掲載したこうち生協

オリジナル商品カタログ『こうち版リプレ』も好評を得て、県内産品の消費拡大と、組合員と生産者の

交流を促進しています。 

 

（５）環境・リサイクルを考慮した商品の積極的な販売 

コープ商品を中心に、環境に配慮した商品を積極的に供給しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水きりゴミ袋 

ペットボトル再生

原料を 65％使用。

家庭排水による環

境負荷を減少させ

ます。 

液体石けん「おおぞら」 

セフターE 

再生可能な資源である 

植物由来の原料を使用 

した衣料用洗剤です。 

各種詰め替え用洗剤 

商品の容器に使われる

プラスティック資源を

節約します。 
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お店で 

野菜の 
供給 

生鮮部門の 
生ゴミの 

分別 

土佐山の 

農家で 
野菜栽培 

土佐山 

公社で 
堆肥化 

（６）食品廃棄物の削減 

 生協の店舗では、生鮮の加工くずを堆肥にリサイクルして

います。野菜くずや魚のあらなどをその他の食品廃棄物と分

別し、土佐山開発公社が製造する堆肥の原料にしていただい

ています。出来上がった堆肥は土佐山の農家で使用され、そ

こで育てられた産直野菜が店舗の土佐山コーナーでも販売

されています。この取り組みはコープよしだで 1998年から、

コープかもべで 2006年 3月から始まりました。 

2015 年 4 月からは、賞味期限を過ぎて廃棄する商品につ

いてもパックから出して分別し堆肥の材料にする作業に取

組んでいます。それにより店舗合計で約 58トンの加工残さがリサイクルされ、両店舗ともリサイクルさ

れる量をこれまでより 5割程度増やす事ができました。 

 また組合員さんのご家庭での食品廃棄を少なくするため、少量、適量規格の品ぞろえも進めています。 

 

カタログを 

見ながら 

1週間分の 

食材の 

計画をたてて 

注文 

注文のあった分だけ 

食品を取り寄せ 

 

◆ご家庭で食材を 
使いきれるように 
様々なお料理法を 
ご提案しています。 

◆少量目の品ぞろえを充実させて 
ご家庭で食べきれる量のお買い物を 
していただいています。 
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■食品リサイクル 

 
トン 前年比％ 

食品廃棄物の発生量 125.7  92.2% 

食品循環資源の（両店舗の生ゴミリサイクル）再利用の実施量 57.9  157.8% 

食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量（店・センターの廃棄商品） 67.8  66.2% 

食品リサイクル法への対応状況 

法で要求される基準実施率 （２００７年度の実施率＋毎年 2％） 41.3   

当年度のこうち生協での再生利用等実施率 56.7  163.7% 

 

（７）エネルギー問題 

2012年 6月に、「こうち生協のエネルギー政策と原子力発電に関する基本的な考え方」として以下の 5

つの項目にまとめ公表しました。 

① 原子力発電に頼らないエネルギー政策への転換が必要であると考えます。 

② 福島原発の事故の原因と責任について、国が国民に明らかにすることが必要と考えます。 

③ 再生可能なエネルギー利用の促進が必要と考えます。 

④ 事業活動において、今以上に省エネルギー化を進めていくことが必要と考えます。 

⑤ エネルギー消費がより少ない暮らしについて一人一人が考え行動していくことが必要と考えます。 

 

2003年 5月から、太陽光を利用した市民共同発電所「太

陽くん」がコープよしだの屋根で稼動しています。これ

は県内外の市民有志が共同出資し、こうち生協が屋根を

提供しているものです。発電された電気は生協が買取り、

コープよしだで使用しています。 

 2014 年 8月末に商品センター、2015年 7月から中央支

所、9 月から須崎支所の屋根に太陽光発電設備を設置し、

発電を開始しました。発電容量は 510,051kＷhです。 

 

（８）グリーン購入 

 こうち生協では使用しているコピー用紙はすべて古紙パルプ 100％の物を使用しています。また、共同

購入事業で使用している商品カタログにも古紙を利用しています。文具品を注文する用紙には「グリー

ン購入法適合マークの入った品を優先的に選びましょう」と記載して、グリーン購入を促進しています。 

 

（９）事業所での省エネ 

 本部事務所でのクールビスや店舗の屋根の断熱塗装、デマンドコントロールの導入などを行い、電気

消費の節約を進めています。商品センターではアンモニアを冷媒とする冷凍冷蔵設備を導入することに

より、温室効果ガスの排出削減に取り組んでいます。 

 共同購入事業では、効率的は配送コースを組むことにより、車両燃料の省エネを心がけています。ま

た、配送トラックについてはＬＰＧ車からディーゼル車への切り替えを進めることにより、車両燃料に

よる二酸化炭素排出量の削減を進めています。 
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■車両について 

生協で使用している車両の台数 

自生協で所有またはリースしている配送用トラ

ック  

ディーゼル車 62  台 

LPG 車 31  台 

車両台数合計 93  台 

自生協で所有またはリースしている営業車 

ガソリン車 44  台 

ガソリンハイブリッド車 4  台 

車両台数合計 48  台 

 

委託業者が宅配事業（共同購入･個配）で使用し

ている車両 （トラックのみ） 

ディーゼル車 22  台 

ディーゼルハイブリッド車 10  台 

車両台数合計 32  台 

 

■車両の環境対策で実施していること 

共同購入･個配の混合などでの 配送効率向上による走行距離の短縮 ○ 

配達曜日・時間変更による コース変更による走行距離の短縮 ○ 

地図システム等の活用による コース最適化による配送効率の向上・走行

距離の削減 
× 

より低公害(NOx,PM)車両の導入 × 

より低燃費(燃料購入価格、CO2排出量）車両の導入 ○ 

  →低燃費車の具体的な車両の種類 ハイブリッド車 

エコドライブの取組み（具体的に：急発進の抑制による） ○ 

デジタコ・車載機などのエコドライブ支援機器の利用 × 

組合員拡大業務のためのトラック使用の削減 （例：乗用車使用、ﾄﾗｯｸ

相乗り等） 
○ 
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（１０）リサイクル活動による二酸化炭素排出抑制 
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地域の他団体との環境の取り組み                     
（１）高知市との「土佐から始まる環境民権運動推進協定」 

 2009年にこうち生協をはじめとする高知市内の量販店と高知市、市民

団体等との間で、次世代の子どもたちによりよい地球環境を引き継ぐた

め、環境運動を推進していく協定を締結しています。 

 

（２）高知県地球温暖化防止活県民会議への参加 

高知県地球温暖化防止活県民会議県民部会の幹事を務め、「男も（女

も）持つぞ！マイバッグキャンペーン 2015」「ムーンナイトコンサート」

「公共交通エコポイント活用社会還元事業」など、県民会議の進める環

境の取り組みへ協力しています。 

 

 

（３）環境保護団体の支援 

日本生協連による「コープの洗剤環境寄付キャンペーン」

（組合員さんが対象となるコープの衣料用洗剤を 1点購入す

るごとに 1円を寄付金として積み上げ、環境保護団体に寄付

する取り組み）に参加しています。2015年度も多くの組合員

さんがコープの衣料用洗剤をご利用くださり、62,145 円を

「森と緑の会」に寄付することができました。 

 

 

■他団体（例：環境 NGO、農協、漁協、他消費者団体等）と共同で実施した環境の取り組み 

企画名 団体名 協力内容 

マイバッグキャンペーン 高知県地球温暖化防止県民会議 持参率コンテストへの参加 

ムーンライトコンサート 高知県地球温暖化防止県民会議 イベントの広報協力 

交通エコポイント活用 

社会還元事業 

高知県地球温暖化防止県民会議 エコポイント寄付金 1万円 

事業監理委員 

緑の募金 高知県森と緑の会 環境キャンペーンでの募金 

62,145円を寄付 

土佐から始まる 

環境民権運動推進協定 

高知市、高知県地球温暖化防止活動推

進センター、高知市町内会連合会 

 

えこらぼの文化祭 

「ソーレ！こども 

ワンダーランド」 

環境支援センターえこらぼ、高知県地

球温暖化防止活動推進センター、特定

非営利活動法人環境の杜こうち 

イベントの広報協力 

景品(お菓子)の提供 
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■環境活動で生協外部から受けた表彰・賞等 

受賞名称 授与者・団体 受賞(表彰)の理由・内容 対象時期 

高知県地球温暖化

防止県民会議 

会長賞 

高知県地球温暖化

防止県民会議 

レジ袋削減コンテストにおいて全県一般部

門でレジ袋辞退率 1位、また来店者への新た

な啓発活動を行うなどの取組みにより。 

2015年 

10～11月 

 

■自治体の委員会等で「環境」に関する委員 

テーマ 人数 審議会･委員会等 

環境保全一般 1 人 高知県環境審議会  

エネルギー 1 人 高知県新エネルギー導入促進協議会 

温暖化 1 人 高知県森林環境保全基金運営委員会 

温暖化 1 人 高知県 CO２木づかい固定量認証専門委員会 
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■こうち生協 環境方針 
 

～理念～ 

こうち生活協同組合（以下、こうち生協）は、「健康と子どもたちの未来のために」を基本理念とし、

２１世紀において、高知県民の安心、安全なくらしづくりに寄与できる事業活動を通じて、持続可

能な環境保全型社会を実現するために環境方針を策定し環境問題に積極的に取り組みます。 

 

～方針～ 

こうち生協は食品・家庭用品等の供給、及び共済などのサービスを組合員に提供していることを踏

まえ、環境に配慮した活動を行います。 

事業活動・商品・サービスから発生する環境影響の大きな項目については、目標を設定し、定期的

に見直すことにより継続的な改善を図ります。 

 

１．くらしの見直しをすすめ、環境に優しい行動を広げます。 

２．事業活動による環境影響を改善します。 

・省エネや業務の効率改善により、電気、ガス、水、車両燃料等の使用に起因する二酸化炭素排出

量を削減します。 

・適正な発注、在庫管理、再生利用等により食品廃棄物の再生利用等実施率を改善します。 

・環境負荷を軽減する地産地消・産直の商品開発、取り扱いを増やします。 

３．行政や地域の生産者、市民団体と協力・情報交換して、環境に優しい取り組みを実施、支援し

ます。 

４．こうち生協や組合員さんの環境の取り組みを、生協内外へお知らせします 

５．地域の環境活動支援制度の準備を進めます。 

６．食品リサイクル法、容器包装リサイクル法をはじめとする環境関連法令、条例等を順守します。 

 

この環境方針をこうち生協で働く職員に周知し、内外に公開するとともに、環境活動レポートなど

で情報を公開します。 

 

こうち生活協同組合 専務理事 

 

 

 

 

 

（2005年 10月 25 日制定   2016 年 7月 26日第 9版改訂） 
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■2015年度環境目標の結果 
取り組み

項目 

前年実績 当年度目標 達成のための手段 実施時期 ３月までの

到達 

達成手段の実施状況 

レジ袋持

率の向上 

28.1％ 30％ 持参率の高い量販店の取り

組み事例に学び、10～11 月

のマイバッグキャンペーン

での呼びかけに活かす。 

10～11 月 27.8％ レジ袋削減ｺﾝﾃｽﾄ 1 位

のコープよしだへ報告

し、店長と来年度の取

組みを見据えた話をし

ました。 

二酸化炭

素排出換

算量の削

減 

3,425 

トン 

3,330 トン 

前年比 97％ 

コープかもべの冷蔵設備の

リニューアルにより、11 月

以降のかもべの消費電力を

2014 年度比で 20％削減す

る（ＣＯ2 換算で約 80 トン

の削減）。ＬＰＧトラックの

ディーゼルへの切り替えに

より車両燃料によるＣＯ２

排出量を 5％削減する。（約

26 トンの削減） 

かもべリ

ニューア

ル 10 月、

トラック

買い替え

は随時 

3198.0ｔ 

前 年 比

93.4％ 

（内、車両

燃料起因分

は 535.7ｔ、

前 年 比

100.3％） 

かもべ店の電力使用

量:2014 度年比 79.8％ 

高知県地

球温暖化

防止県民

会議への

協力 

ﾏｲﾊﾞｯｸﾞｷｬ

ﾝﾍﾟｰﾝへの

参加 

ﾏｲﾊﾞｯｸﾞｷｬﾝ

ﾍﾟｰﾝでの取

り組み内容

の改善 

県民会議の県民部会と事業

者部会に参加し、他事業者

との情報交換も行いなが

ら、さらに工夫した取り組

みを組合員と共に進める。 

8～9 月 第４回県民

会 議 出 席

3/8 

県民部会、事業者部会

に参加登録をし、ﾑｰﾝﾅｲ

ﾄｺﾝｻｰﾄ実行委参加、環

境のｲﾍﾞﾝﾄ協賛など。 

環境の取

り組みの

内外広報 

機関紙へ

の掲載 

環境報告書

の公開 

2014 年度の環境活動を報

告書にまとめ、ホームペー

ジで公開する。 

7 月 環境レポー

トをＨＰに

掲示 

完了 

環境活動

支援制度

の実施 

なし 支援制度の

提案 

2013 年度に内部で検討さ

れた内容をもとに、回収リ

サイクル収益を活用する方

向性で検討する。 

１月 ― ― 

食品リサ

イクル法

の廃棄物

再生利用

等実施率

の向上 

34.6％ 41.3％ 

 

店舗で、生鮮・日配の生鮮

日切れ廃棄商品の分別を行

うことにより、焼却ごみに

せずに堆肥にリサイクルさ

れる量を 50％増やす。 

4 月～ 食品リサイ

クル法の再

生利用等実

施率 56.7％ 

４月から日切れ廃棄商

品の分別リサイクルを

開始した。リサイクル

量前年比 157.8％ 

以上   
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■2016年度環境目標 

環境方針 取り組み項目 2016年度目標 2017年度目標 2018年度目標 

１．くらしの見直しをすすめ、環境

に優しい行動を広げます。 

レジ袋持率の向上 30％ 31％ 32％ 

２．事業活動による環境影響を改善

します。 

二酸化炭素排出換

算量の削減 

前年比 99％ 前年比 99％ 前年比 99％ 

３．行政や地域の生産者、市民団体

と協力・情報交換して、環境に優し

い取り組みを実施、支援します。 

高知県地球温暖化

防止県民会議への

協力 

部会への参加

と取り組みへ

の協力 

部会への参加

と取り組みへ

の協力 

部会への参加

と取り組みへ

の協力 

４．こうち生協や組合員さんの環境

の取り組みを、生協内外へお知らせ

します 

環境の取り組みの

内外広報 

環境報告書の

公開 

ＣＳＲ報告書

の作成・公開 

ＣＳＲ報告書

の作成・公開 

５．地域の環境活動支援制度の準備

を進めます。 

環境活動支援制度

の実施 

支援制度の提

案 

支援制度の運

用開始 

支援の実績 

６．食品リサイクル法、容器包装リ

サイクル法をはじめとする環境関

連法令、条例等を順守します。 

食品リサイクル法

の廃棄物再利用率

の向上 

法令で要求さ

れ る 実 施 率

（43.3％）のク

リア 

（45.3％） （47.3％） 

■目標達成のための実施計画 

取り組み項目 2015年度 

実績 

2016年度 

目標 

達成のための手段 実施時期 

レジ袋持率の

向上 

27.8％ 30％ 10～11 月のマイバッグキャンペーンを中心に

特にコープかもべの持参率を引き上げる。 

10～11月 

二酸化炭素排

出換算量の削

減 

3,198.0 トン 

前年比 93％ 

3,166 トン 

前年比 99％ 

コープかもべの消費電力をリニューアル前に

比べて 77％に削減する。 

通年 

高知県地球温

暖化防止県民

会議への協力 

ﾏｲﾊﾞｯｸﾞｷｬﾝﾍﾟ

ｰﾝへの参加 

県民会議の取

組みへの協力 

県民会議の県民部会と事業者部会に参加し、他

事業者との情報交換も行いながら、さらに工夫

した取り組みを組合員と共に進める。 

通年 

環境の取り組

みの内外広報 

機関紙への 

掲載 

環境報告書の

公開 

2015年度の環境活動を報告書にまとめ、ホーム

ページで公開する。 

7 月 

環境活動支援

制度の実施 

なし 支援制度の提

案 

回収リサイクル収益を活用して、組合員の参加

できる継続的な環境の取組みを検討する。 

12 月 

食品リサイク

ル法の廃棄物

再利用率の向

上 

56.7％ 法 令 実 施 率

（43.3％）の

クリア 

 

店舗で、生鮮・日配の生鮮日切れ廃棄商品の分

別を継続する。 

4 月～ 

以上 
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全体の環境実績の経年推移
単位 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 前年度比

供給高 千円 9,984,696 9,948,491 10,095,985 10,359,545 103%
組合員数 人 89,956 91,456 92,917 94,792 102%
職員数 人 576 580 570 582 102%

管理Gデータより

電気 ｋｗｈ 4,003,520 3,982,434 3,893,275 3,603,367 93%
灯油 ℓ 92 72 0 0 #DIV/0!
ＬＰＧ（車両燃料) ℓ 194288.43 189341.47 163,780 118,704 72%
軽油（車両燃料） ℓ 47658.68 47353.5 57,828 81,668 141%
ガソリン（車両燃料) ℓ 43,277 46,843 46,121 52,474 114%
LPガス ㎥ 3,129 3,185 2504.1 2,392 96%
水道 ㎥ 20,776 19,868 19334 18,530 96%
廃プラスティック類 ｋｇ 16,938 15,887 16,285 16,011 98%
金属くず ㎥ 118 81 72 96 133%

紙の使用（コピー紙） 枚 8,599,750 8,528,000 7,645,250 6,865,500 90%
紙の使用（印刷紙） 枚 0 0 0 0 #DIV/0!
紙の使用（店舗チラシ） 枚 1,601,840 701,590 626,930 670,520 107%
ドライアイスの使用（固形） ㎏ 554,012 578,725 603,337 623,962 103%
スノードライの使用(ガス） ℓ 718,210 620,250 718,500 747,210 104%
買い物袋再利用 枚 327,964 291,972 322,831 304,442 94%
来店者数 人 1,210,804 1,154,311 1,148,717 1,093,877 95%
買い物袋持参率 ％ 27.1% 25.3% 28.1% 27.8% 99%
レジ袋の使用 枚 1,147,000 1,095,400 1,094,300 1,054,900 96%
グリストラップ汚泥 ㎏ 4,600 2,000 2,300 5,080 221%
ベットボトル ｋｇ 14,590 15,340 14,080 11,640 83%

太陽光発電 203,644 510,051 250%
太陽光発電 kwh 2,753 4,577 2,912 0 0%
店舗廃棄ロス額 千円 15,331 13,162 13,535 15,399 114%
店舗廃棄ロス率 ％ 0.73% 0.69% 0.72% 0.83% 116%

廃棄物・リサイクル物計量結果より

段ボール（リサイクル） ｋｇ 388,377 407,615 418584.16 428,843 102%
焼却ゴミ（紙の雑ゴミ） ｋｇ 21,294 21,791 20626.83 23,442 114%
焼却ゴミ（廃棄商品） ｋｇ 111,046 102,449 99,687 67,788 68%

ビン ｋｇ - - - - #VALUE!
缶 ｋｇ - - - - #VALUE!

牛乳パック（支所・店回収分） ｋｇ 2,526 2,284 2,052 1,609 78%
たまごパック（支所・店回収分） ｋｇ 688 524 547 463 85%

トレイ ｋｇ 1,893 1,481 1,360 1,291 95%
缶アルミ ｋｇ 7,805 7,190 7,140 6,840 96%

缶スチ－ル ｋｇ 1,852 2,090 1,660 940 57%
堆肥用生ゴミ ｋｇ 36,803 37,476 36,707 57,914 158%

コピー紙 ｋｇ 320 360 361 980 271%
色上質紙 ｋｇ 0 0 0 0 #DIV/0!

その他の紙類 ｋｇ 3,482 1,280 821 0 0%
雑誌パンフ類 ｋｇ 0 0 0 0 #DIV/0!
新聞チラシ ｋｇ 292 2,843 2,526 2,707 107%  

 

 



16 

 

カタログの回収 kg 1352820 1445950 1492190 1,533,130 103%
カタログの配布 kg - - - - #VALUE!
カタログの回収率 ％ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OCR注文書のリサイクル kg 31510 27560 29,480 29,120 99%
たまごパックの引取量 kg 4270 4600 5720 3,361 59%
牛乳パックの引取量 kg 18,390 17,620 15080 13,200 88%

CO2排出量(換算）kg 排出係数
電気 下記参照 1,629,433 1,620,851 2,721,399 2,518,754 93%
灯油 2.492 229 179 0 0 #DIV/0!

ＬＰＧ（車両燃料) 1.681 326,599 318,283 275315 199,542 72%
軽油（車両燃料） 2.624 125,056 124,256 151,742 214,297 141%

ガソリン（車両燃料) 2.322 100,489 108,769 107,093 121,844 114%
LPガス 6.094 19,067 19,411 15,260 14,574 96%

水道 0.58 12,050 11,523 11,214 10,747 96%
廃プラスティック類 2.6 44,039 41,306 42,341 41,629 98%
焼却ゴミ（紙ごみ） 0.84 17,887 18,305 17,327 19,691 114%

焼却ゴミ（商品廃棄） 0.84 93,279 86,057 83,737 56,942 68%

CO2排出量(換算）合計 kg 2368127.5 2348939.7 3,425,427 3,198,019 93%
供給高当りＣＯ２排出量 ｋｇ/百万円 237.2 236.1 339.3 308.7 91%

 

※電力のＣＯ２発生量について（いずれも四国電力） 

2013 年度までは平成２１年度実績の実排出係数 0.000407(t-CO2/kWh)を使用 

2014 年度は平成２５年度実績の実排出係数 0.000699(t-CO2/kWh)を使用 

2015 年度は平成２６年度実績の実排出係数 0.000699(t-CO2/kWh)を使用（平成２６年１２月２７日公表） 
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