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1.組織の概要-（1）
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■事業所名
株式会社静鉄ストア

■本社所在地
〒420-8555
静岡県静岡市葵区末広町95番地

■代表者名
代表取締役社⻑ 森下 登志美

■環境保全関係の責任者及び担当連絡先
責任者 人事総務部 部⻑ 井出 弘之
担当者 企画開発室 副課⻑ ⻑⾕川 浩一

人事総務部 総務・SDGs推進課 課⻑ 中嶋 洋一郎
人事総務部 総務・SDGs推進課 担当補佐 大村 萌恵

連絡先 054-205-7010

■事業内容
スーパーマーケット経営・食料品の販売

■事業規模
売上高 436億円 (2021年度）
従業員数 2527人

（8時間換算雇用者数）1776人
※2022年3月31日現在

延床面積 31店舗 61,120㎡（2021年度末）
30店舗 56,924㎡（2020年度末）
33店舗 59,914㎡（2019年度末）

■食品廃棄物量
発生量 1133.0ｔ
再生利用量 447.0ｔ
発生抑制量 680.2ｔ

■事業年度
4月1⽇〜翌年3月31日

■認証・登録の対象範囲
全店・全事業活動



1.組織の概要-（2）
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【店舗一覧】 店 名 電話番号 開店 延床面積（㎡）

音 羽 町 店 420-0834 静岡市葵区音羽町21番20号 （054）254-2435 S44.2.22 601

安 東 店 420-0882 静岡市葵区安東三丁目6番13号 （054）246-5141 S49.12.20 1,464

駿 河 台 店 426-0077 藤枝市駿河台二丁目17番1号 （054）644-2425 H1.4.1 2,344

岡 部 店 421-1131 藤枝市岡部町内谷925番地の1 （054）667-1147 H9.12.6 1,536

菊 川 南 店 439-0025 菊川市土橋342番地 （0537）35-6621 H9.12.12 3,365

菊 川 店 439-0019 菊川市半済1749番地 （0537）37-1771 H11.12.1 1,720

み ず ほ 店 421-0115 静岡市駿河区みずほ二丁目10番2号 （054）268-1500 H12.11.21 1,489

島 田 店 427-0046 島田市若松町2740番地 （0547）33-1280 H13.11.30 1,730

い ろ は 店 420-0946 静岡市葵区伊呂波町3番地28号 （054）205-6222 H14.12.20 1,224

あ さ は た 店 420-0961 静岡市葵区北二丁目20番81号 （054）200-0550 H15.3.20 1,070

千 代 田 店 420-0803 静岡市葵区千代田一丁目16番21号 （054）200-0055 H15.8.20 1,844

掛 川 店 436-0342 掛川市上⻄郷508番地の1 （0537）62-0810 H15.11.19 2,194

入 江 店 424-0831 静岡市清水区入江一丁目1番1号 （054）371-0010 H16.3.18 1,926

島 田 東 店 427-0011 島田市東町2670番地 （0547）33-0035 H16.12.16 2,068

丸 子 店 421-0103 静岡市駿河区丸子四丁目2番63号 （054）201-3500 H17.9.27 1,993

藤 枝 水 守 店 426-0005 藤枝市水守二丁目４番地の１ （054）647-1510 H18.7.11 1,961

流 通 通 り 店 420-0816 静岡市葵区沓谷六丁目17番5号 （054）267-5055 H18.12.7 1,821

田 町 店 420-0068 静岡市葵区田町七丁目67番1号 （054）275-3535 H19.9.21 2,808

御 門 台 店 424-0066 静岡市清水区七ツ新屋一丁目10番26号 （054）344-3320 H19.12.14 1,517

草 薙 店 424-0886 静岡市清水区草薙一丁目13番8号 （054）349-4000 H20.2.22 1,482

沼 津 駅 前 店 410-0801 沼津市大手町一丁目1番6号 （055）951-8851 H20.3.20 1,760

興 津 店 424-0212 静岡市清水区八木間383番地 （054）369-6030 H20.6.27 1,392

富 士 吉 原 店 417-0073 富士市浅間本町1番49号 （0545）55-1900 H21.10.1 3,644

新静岡ｾﾉﾊﾞ店 420-8508 静岡市葵区鷹匠一丁目1番1号 （054）255-2226 H23.10.5 1,652

宮 本 町 店 422-8065 静岡市駿河区宮本町12番12号 （054）280-3200 H24.4.20 1,628

末 広 店 420-0004 静岡市葵区末広町130番1号 （054）251-8881 H25.4.5 2,238

富 士 駅 南 店 416-0944 富士市横割一丁目2番10号 （0545）66-1611 H25.10.4 1,820

⻑ 泉 店 411-0942 駿東郡⻑泉町中⼟狩３２５番地４ （055）980-5015 H28.12.1 2,791

藤 枝 高 洲 店 426-0046 藤枝市高洲１丁目13番26号 （054）634-0050 Ｈ.2912.15 1,499

藤 枝 駅 南 店 426-0061 藤枝市田沼一丁目18番1号 (054）634-2530 R2.1.21 2,340

大 岡 店 410-0022 沼津市大岡2277-2 (054)923-5180 R3.7.17 4,196

住   所



2.実施体制-（1）
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組織図（2021年4月1⽇〜）

代表取締役社⻑ ⼈事総務部 部⻑ 各店 副店⻑ ⼜は 店⻑が兼務

店⻑

内部統制室

EA21環境推進
リーダー会議

エコアクション21
環境推進リーダー会議

●基本：四半期に１回
その他要改善事項のある際
状況に応じて実施

（参加者）
・環境管理責任者
・事務局

代表者

内部監査チーム

環境管理責任者

事務局

本部員

環境推進リーダー

店舗管理管理者

店舗従業員

人事総務部 総務・SDGs推進課



2.実施体制-（2）
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組織図（2021年4月1⽇〜）

エコアクション21に関する権限と役割
環境経営方針の策定・見直し・指示

環境経営目標設定の確認と環境経営計画書の策定とチェック
環境経営活動の取組結果の代表者への報告 及び システム実績の報告

環境推進リーダーの任命
環境推進リーダーのマネジメント管理

本部員
・

店舗従業員
内部監査
チーム

代表取締役社⻑

環境経営目標設定の承認

環境管理責任者の任命
システム全体の評価と見直し・指示

環境マネジメントシステムの実施及び管理に必要な経営資源（人・設備・資金）の準備

自店の従業員へ環境経営目標及び環境経営計画の達成状況の報告

年に一回監査を実施し、代表者への報告を行う。

環境経営システムの実行

環境関連法規の遵守状況の報告

事務局

環境負荷データの状況管理

環境経営計画の実績集計、環境経営レポートの作成
環境関連の外部コミュニケーション窓口、内部監査チーム編成・実施管理

店舗
管理責任者

環境管理責任者

環境推進リーダー

自店に関連する必要な手順書作成、試行・訓練・記録

環境経営システムに関する各店舗への通知と徹底

環境関連法規の取りまとめ及び、遵守状況の確認

自店に関連する問題点の発見、是正、予防処置
自店の従業員への環境経営システムの周知

環境管理責任者の補佐、エコアクション21環境推進リーダー会議の事務局

自店に関連する環境経営システムの実施

環境経営システムを構築し、実施、管理

本部員の環境経営システムに関する指導、教育訓練年間計画の策定・実施



3.環境経営方針
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2017年2月7日 制定
2021年4月1日 改定
株式会社静鉄ストア
代表取締役社⻑ 森下 登志美



4.環境経営目標
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【2021年度目標】
基準年度（2016年度）よりエネルギー使用量、廃棄物排出量を７％削減

(原単位目標）
2019年度 2020年度 2021年度

目標値 目標値 目標値
（基準比）-３％ （基準比）-５％ （基準比）-7％

二酸化炭素排出量 t-CO2 17,665 17,135.1 16,781.8 16,428.5
電力 ＭWh/営業時間 0.230 154,108 0.223 0.219 0.214
都市ガス m3/営業時間 0.712 154,108 0.691 0.677 0.663
プロパンガス ｋｇ/営業時間 0.145 154,108 0.141 0.138 0.135
ガソリン Ｌ 57,664 55,934 54,780 53,627

水使用量 ｍ3 215,494 209,029 204,719 200,409
産業廃棄物 ｋｇ/百万円（売上） 4.87 46,233 4.7 4.6 4.5
一般廃棄物 ｋｇ/百万円（売上） 35.21 46,233 34.2 33.5 32.7
リサイクル率 ％ 49.1 55.0 57.0 59.0
食品残渣量 ｋｇ/百万円（売上） 22.37 46,233 21.7 21.2 20.8
再生利用量 ｋｇ/百万円（売上） 14.07 46,233 13.6 13.4 13.1

容器包装 使用量 kg/千人（客数） 26.87 22,165 26.1 25.5 25.0
リサイクル 回収量 kg/千人（客数） 2.14 22,165 2.08 2.04 1.99

グリーン購入 購入率 率（基準年度2017年度） 41.8 44.8 46.8 48.8

2016年度

中期環境目標

原単位
（分⺟数値）基準値

項目 単位・原単位

廃棄物排出量

 食品リサイクル

2020年度 購入電力排出係数（中部電力調整後排出係数 0.406t-CO₂/MWh・東京電力調整後排出係数  0.447t-CO₂/MWh)
基準年度 購入電力排出係数（中部電力調整後排出係数 0.486 t-CO₂/MWh 東京電力調整後排出係数0.500 t-CO₂/MWh） 



5.2021年度環境経営計画 -（1）
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【基本活動計画】

電気使用量の削減 ※色抜き部分は店舗実施項目 担当者 実施方法 実施時期

ハード面 ①既存店の照明のＬＥＤ化

②冷凍機更新
③空調機更新

ソフト面 ①デマンド監視装置の活用
       

②照明の間引き点灯、不使用時の消灯

売場 開店まで必要最低限の点灯
事務所 間引き点灯の実施

無人時の消灯
作業終了時消灯後、夜間業務点検確認表のチェック

本部 商談室の不使用時、消灯
各部帰宅時、事務所間引き消灯

③エアコンのフィルター清掃

売場   自動昇降の店舗に関しては従業員で実施6回/年
     それ以外の店舗は業者に依頼  2回/年
作業場  従業員で実施  6回/年

ガス使用量の削減 ※色抜き部分は店舗実施項目 担当者 実施方法 実施時期
ソフト面 ① デシカント空調の使用マニュアル運用状況巡視

② ガス空調店舗の運転時間の調整
運転開始、停止時刻の日々の調整による適正管理

ガソリン使用量の削減 ※色抜き部分は店舗実施項目 担当者 実施方法 実施時期
ソフト面 ① エコドライブの推進

② 電気自動車・ハイブリット自動車の更新

企画開発室

企画開発室

店舗

店舗

企画開発室
・

店舗

総務・SDGs推進課

計画立案 随時

実績確認 随時

巡店確認
及び

会議共有
年間継続

巡店確認
及び

会議共有
随時

巡店確認
及び

会議共有
半期に一度

研修開催 下半期



5.2021年度環境経営計画 -（2）
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【基本活動計画】
水の使用量の削減 ※色抜き部分は店舗実施項目 担当者 実施方法 実施時期
ソフト面 ① 節水コマの設置

未設置店舗の蛇口に節水コマを設置

廃棄物排出量の削減・食品リサイクル率の向上 ※色抜き部分は店舗実施項目 担当者 実施方法 実施時期
ハード面 ①廃棄物の集計管理システム（環境ナビ）を使用した廃棄物の適正管理

②生ごみ処理機活用の最大化
①廃棄物の分別の徹底

古紙、ボール紙、段ボールの分別徹底
商品廃棄時はパッケージを破り分別

②食品トレーの分別徹底
巡店にてチェック
廃棄物業者にゴミの内容の確認

③マイバッグの徹底
買物時マイバッグを使用してレジ袋の使用を控え削減する。

④マイ箸の徹底
試食時・昼食時等、マイ箸を持参し割り箸・プラスプーン等の使用を控え削減。

容器包装リサイクル量の向上 ※色抜き部分は店舗実施項目 担当者 実施方法 実施時期

①食品トレー 回収シール貼付の徹底
②商品生産量・容器包装発注量の適正化
③回収イベント実施によるリサイクルの啓蒙

ソフト面

ソフト面

企画開発室

店舗

店舗
・

EA21事務局

計画立案 随時

巡店確認
及び

会議共有
年間継続

巡店確認
及び

会議共有
年間継続

巡店確認
及び

会議共有
店舗 年間継続

エコアクション運用・教育 ※色抜き部分は店舗実施項目 担当者 実施方法 実施時期
ソフト面 ①EA21環境推進リーダー会議の実施

四半期に１度、各店の環境責任者に参加いただき実施
②環境推進リーダーの選任

各店基本的に副店⻑を選任
③サステナブル推進レポート

環境経営をＳＤＧｓと結び付け取組を推進
④エコアクションヒアリングシート
  各店からの意見の吸い上げを実施
➄内部環境監査
     当社内部統制室による、環境面に特化した監査を定期実施。

EA21事務局
・

店舗

巡店確認
及び

会議共有
年間継続



5.環境経営計画 -（3）
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【2021年度 活動計画の取組結果と評価】

電気使用量の削減 ※色抜き部分は店舗実施項目 内容 評価 備考

ハード面 ①既存店の照明のＬＥＤ化 省エネにむけた設備改善

②冷凍機更新
③空調機更新  

ソフト面 ①デマンド監視装置の活用 電気保安協会に依頼し、年1回傾向調査の実施
        （9⽉〜10⽉頃）

②照明の間引き点灯、不使用時の消灯 環境推進リーダー会議にて指導

売場 開店まで必要最低限の点灯 巡店にて実施状況の確認
事務所 間引き点灯の実施

無人時の消灯
作業終了時消灯後、夜間業務点検確認表のチェック

本部 商談室の不使用時、消灯
各部帰宅時、事務所間引き消灯

③エアコンのフィルター清掃 環境推進リーダー会議にて指導

売場   自動昇降の店舗に関しては従業員で実施6回/年 巡店にて実施状況の確認
     それ以外の店舗は業者に依頼  2回/年
作業場  従業員で実施  6回/年

ガス使用量の削減 ※色抜き部分は店舗実施項目 内容 評価 備考
ソフト面 ① デシカント空調の使用マニュアル策定 環境推進リーダー会議にて指導

② ガス空調店舗の運転時間の調整
運転開始、停止時刻の日々の調整による適正管理  

ガソリン使用量の削減 ※色抜き部分は店舗実施項目 内容 評価 備考

ソフト面 ① エコドライブの推進 安全運転講習実施によるエコドライブの推進

② 電気・ハイブリッド自動車の利用推進  

水の使用量の削減 ※色抜き部分は店舗実施項目 内容 評価 備考
ソフト面 ① 節水コマの設置 未設置店舗へ導入、既存店店舗の見直し

未設置店舗の蛇口に節水コマを設置  

〇
・LED化（冷ケースの照明LED化17店舗）
 
・空調機更新（入江店）

〇 本部で監視を行いながら、異常があった店舗へ連絡

〇 内部監査時、指摘店舗なし

〇 内部監査時、指摘店舗なし

〇 マニュアル策定し指導継続

○ 23店舗へ導入（一部店舗は入替）

△
・コロナ感染状況を鑑みて中止
・ガソリンからハイブリットへの切替 7台 ハイブリット車両の更新 1台



5.環境経営計画 -（4）
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【2021年度 活動計画の取組結果と評価】

廃棄物排出量の削減・食品リサイクル率の向上 ※色抜き部分は店舗実施項目 内容 評価 備考

①廃棄物の集計管理システム（環境ナビ）の導入
廃棄物の計量をデータ管理し、収集運搬業者との取引に
目検ではなく自社計量の正確な数値を使用。

②生ごみ処理機活用の最大化 4店舗で稼働
①廃棄物の分別の徹底 環境推進リーダー会議にて指導

古紙、ボール紙、段ボールの分別徹底 巡店にて実施状況の確認
商品廃棄時はパッケージを破り分別  

②食品トレーの分別徹底
巡店にてチェック
廃棄物業者にゴミの内容の確認

③マイバッグの徹底
買物時マイバッグを使用してレジ袋の使用を控え削減する。

④マイ箸の徹底
試食時・昼食時等、マイ箸を持参し割り箸・プラスプーン等の使用を控え削減。

容器包装リサイクル量の向上 ※色抜き部分は店舗実施項目 内容 評価 備考

①食品トレー 回収シール貼付の徹底 当社回収の証明となるシールの貼付を徹底

②商品生産量・容器包装発注量の適正化 食品ロス等による容器の廃棄削減
③回収イベント実施によるリサイクルの啓蒙 食品トレーのリサイクルについて発信

△ 内部監査にて指導店舗あり

ソフト面

〇 全店導入済み

〇
・会議での指導共有
・容リ法担当部署を使用部署である商品部へ変更

ハード面 未導入店全店へ導入
（小型店2店舗）

ソフト面

エコアクション運用・教育 内容 評価 備考
ソフト面 ①EA21環境推進リーダー会議の実施 課題の実施報告

四半期に１度、各店の環境責任者に参加いただき実施
②環境推進リーダーの選任 自店の環境経営システムに取組む

各店基本的に副店⻑を選任
③サステナブル推進レポート ＳＤＧｓの17目標及び169のターゲットの解説

環境経営をＳＤＧｓと結び付け取組を推進
④エコアクションヒアリングシート 各店の各部門ごとエコアクションに対する意見
  各店からの意見の吸い上げを実施 の吸い上げを行い仕組の改善に取組む
➄内部環境監査 不適合項目のあった店舗に対し、フォローアップ

当社内部統制室による、環境面に特化した監査を実施 監査を実施

〇
・基本サイクル実施継続
・環境推進リーダーを中心に各店従業員へ共有・取組実施



6.環境経営目標の実績とその評価
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運用期間(2021年度）        
(原単位実績）

 二酸化炭素排出量 t-CO2 17,665 16,428 12,530 -29.1
電力 ＭWh/営業時間 0.230 154,108 0.214 0.222 -3 .5 134,964
都市ガス m3/営業時間 0.712 154,108 0.663 0.581 -18.4 134,964
プロパンガス ｋｇ/営業時間 0.145 154,108 0.135 0.166 14.2 134,964
ガソリン Ｌ 57,664 53,627 34,480 -40.2

 水使用量 ｍ3 215,494 200,409 165,766 -23.1
産業廃棄物 ｋｇ/百万円（売上） 4.87 46,233 4.5 3.52 -27.7 45,255
一般廃棄物 ｋｇ/百万円（売上） 35.21 46,233 32.7 73.52 108.8 45,255
リサイクル率 ％ 49.1 59.0 69.6 20.5
食品残渣量 ｋｇ/百万円（売上） 22.37 46,233 20.8 12.20 -45.5 45,255
再生利用量 ｋｇ/百万円（売上） 14.07 46,233 13.1 9.88 -29.8 45,255

容器包装 使用量 kg/千人（客数） 26.87 22,165 25.0 27.00 0 .5 18,871
リサイクル 回収量 kg/千人（客数） 2.14 22,165 1.99 7.95 270.7 18,871

グリーン購入 購入率 率（基準年度2017年度） 41.8 48.80 43.0 2 .9

廃棄物排出量

食品
リサイクル

2021年度

基準値 原単位
（分⺟数値）

目標値 実績 評価
（基準値対比）

原単位
項目 単位

2016年度
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（実績に対する評価内容と改善策）
評価 要因 次年度活動計画（予防・改善策）

 二酸化炭素排出量 -29.1
電力 -3.5 ●冷ケース照明のLED化（17店舗）・空調機更新 ●省エネ設備導入検討継続
都市ガス -18.4 ●ガス空調運転管理の適正化 ●運転マニュアル
プロパンガス 14.2 ●デシカント空調の適正利用 ●電力とトータルで見た削減の継続

ガソリン -40.2 ●ハイブリット車両の導入・更新 ●WEB会議システムを活用し不要な移動を削減
●ハイブリット車両の導入・更新

 水使用量 -23.1 ●節水システムの導入（23店舗） ●未設置店舗へ節水装置導入
産業廃棄物 -27.7 ●鉄くずの再利用回収 ●分別徹底の指導継続
一般廃棄物 108.8 ●３店舗へ計量システム（環境ナビ）の導入 ●分別徹底の指導継続
リサイクル率 20.5 ●計量システム導入による分別を徹底し廃棄物を削減 ●廃棄ロスの発生抑制による削減
食品残渣量 -45.5 ●生ごみ処理機活用による減量 ●再生利用や減量（処理機）最大化にむけ分別徹底
再生利用量 -29.8 ●野菜くずの廃棄ロス削減による減少 ●廃棄ロスの発生抑制の継続

容器包装 使用量 0.5 ●コロナ禍により客単価向上による数値低下 ●お客様にむけたリサイクル啓発の継続
リサイクル 回収量 270.7 ●1袋当たり換算重量の見直し ●お客様にむけたリサイクル啓発の継続

グリーン購入 購入率 2.9 ●ゴミ袋等、常時使用するものでの使用 ●購入製品の拡大を検討

食品
リサイクル

廃棄物排出量

項目



7.次年度の中⻑期環境経営⽬標・計画
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【2022年度以降の中期環境経営目標】

【2022年度以降の⻑期環境経営⽬標】

2020年度 購入電力排出係数（中部電力調整後排出係数 0.406t-CO₂/MWh・東京電力調整後排出係数  0.447t-CO₂/MWh)
以後、2020年度の排出係数を用いる。

(原単位目標）※2020年度基準値として目標値を設定
2022年度 2023年度 2024年度 

目標値 目標値 目標値
（基準比）-２％ （基準比）-３％ （基準比）-4％

二酸化炭素排出量 t-CO2 11,979 11,739 11,620 11,500
電力 ＭWh/営業時間 0.225 134,964 0.221 0.219 0.216
都市ガス m3/営業時間 0.592 134,964 0.581 0.575 0.569
プロパンガス ｋｇ/営業時間 0.459 134,964 0.450 0.446 0.441
ガソリン Ｌ 41,878 41,040 40,622 40,203

水使用量 ｍ3 170,724 167,310 165,602 163,895
産業廃棄物 ｋｇ/百万円（売上） 3.81 45,255 3.74 3.70 3.66
一般廃棄物 ｋｇ/百万円（売上） 23.57 45,255 23.09 22.86 22.62
リサイクル率 ％ 71.8 73.8 74.8 75.8 ※増量目標
食品残渣量 ｋｇ/百万円（売上） 11.87 45,255 11.63 11.52 11.40
再生利用量 ｋｇ/百万円（売上） 10.17 45,255 9.96 9.86 9.76

容器包装 使用量 kg/千人（客数） 27.25 18,871 26.71 26.43 26.16
リサイクル 回収量 kg/千人（客数） 6.49 18,871 6.62 6.68 6.75 ※増量目標

グリーン購入 購入率 率 50.3 52.3 53.3 54.3

廃棄物排出量

 食品リサイクル

項目 単位・原単位
2020年度

基準値 原単位
（分⺟数値）
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【2022年度 活動計画】

7.次年度の中⻑期環境経営⽬標・計画

電気使用量の削減 ※色抜き部分は店舗実施項目 担当者 実施方法 実施時期 内容

ハード面 ①既存店の照明のＬＥＤ化 省エネにむけた設備改善

②冷凍機更新
③空調機更新  

ソフト面 ①デマンド、使用電力量監視装置の活用 ・電気保安協会に依頼し、年1回傾向調査の実施
        ・エアコン閉店後切り忘れのアラーム通知

②照明の間引き点灯、不使用時の消灯 環境推進リーダー会議にて指導

売場 開店まで必要最低限の点灯 巡店にて実施状況の確認
事務所 間引き点灯の実施

無人時の消灯
作業終了時消灯後、夜間業務点検確認表のチェック

本部 商談室の不使用時、消灯
各部帰宅時、事務所間引き消灯

③エアコンのフィルター清掃 環境推進リーダー会議にて指導

売場   自動昇降の店舗に関しては従業員で実施6回/年 巡店にて実施状況の確認
     それ以外の店舗は業者に依頼  2回/年
作業場  従業員で実施  6回/年

ガス使用量の削減 ※色抜き部分は店舗実施項目 担当者 実施方法 実施時期 内容
ソフト面 ① デシカント空調の使用マニュアル運用状況巡視 環境推進リーダー会議にて指導

② ガス空調店舗の運転時間の調整
運転開始、停止時刻の日々の調整による適正管理  

ガソリン使用量の削減 ※色抜き部分は店舗実施項目 担当者 実施方法 実施時期 内容
ソフト面 ① エコドライブの推進 安全運転講習実施によるエコドライブの推進

② 電気自動車・ハイブリット自動車の更新  

水の使用量の削減 ※色抜き部分は店舗実施項目 担当者 実施方法 実施時期 内容
ソフト面 ① 蛇口からの水漏れの確認 作業終了時に確認

企画開発室

企画開発室

店舗

店舗

企画開発室
・

店舗

総務・SDGs推進課

企画開発室

計画立案 随時

実績確認 随時

巡店確認
及び

会議共有
年間継続

巡店確認
及び

会議共有
随時

巡店確認
及び

会議共有
半期に一度

研修開催 下半期

計画立案 随時
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【2022年度 活動計画】

7.次年度の中⻑期環境経営⽬標・計画

廃棄物排出量の削減・食品リサイクル率の向上 ※色抜き部分は店舗実施項目 担当者 実施方法 実施時期 内容
ハード面 ①廃棄物の集計管理システム（環境ナビ）を使用した廃棄物の適正管理 ・全店での運用管理を適宜確認

②生ごみ処理機活用の最大化 4店舗で稼働継続
①廃棄物の分別の徹底 環境推進リーダー会議にて指導

古紙、ボール紙、段ボールの分別徹底 巡店にて実施状況の確認
商品廃棄時はパッケージを破り分別  

②食品トレーの分別徹底
巡店にてチェック
廃棄物業者にゴミの内容の確認

③マイバッグの徹底
買物時マイバッグを使用してレジ袋の使用を控え削減する。

④マイ箸の徹底
試食時・昼食時等、マイ箸を持参し割り箸・プラスプーン等の使用を控え削減。

容器包装リサイクル量の向上 ※色抜き部分は店舗実施項目 担当者 実施方法 実施時期 内容
①食品トレー 回収シール貼付の徹底 当社回収の証明となるシールの貼付を徹底

汚れたトレーを洗浄して回収、
②商品生産量・容器包装発注量の適正化 食品ロス等による容器の廃棄削減
③回収イベント実施によるリサイクルの啓蒙 食品トレーのリサイクルについて発信する

巡店確認
及び

会議共有
年間継続

巡店確認
及び

会議共有
年間継続

巡店確認
及び

会議共有
店舗 年間継続

店舗

店舗
・

EA21事務局

ソフト面

ソフト面

エコアクション運用・教育 ※色抜き部分は店舗実施項目 担当者 実施方法 実施時期 内容
ソフト面 ①EA21環境推進リーダー会議の実施 課題の実施報告

四半期に１度、各店の環境責任者に参加いただき実施
②環境推進リーダーの選任 自店の環境経営システムに取組む・

各店基本的に副店⻑を選任 環境負荷データの従業員への共有
③サステナブル推進レポート ＳＤＧｓに関する当社の取組発信

環境経営をＳＤＧｓと結び付け取組を推進 法律の解説等
④エコアクションヒアリングシート 各店の各部門ごとエコアクションに対する意見
  各店からの意見の吸い上げを実施 の吸い上げを行い仕組の改善に取り組む。 
➄内部環境監査
     当社内部統制室による、環境面に特化した監査を定期実施。

EA21事務局
・

店舗

巡店確認
及び

会議共有
年間継続



8.推進にむけた取組
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【環境経営システムの推進にむけた取組み】

➀木製（FSC認証取得）スプーン・フォークの導入
2021年7月1日より、全店で導入。無料配布を継続することでお客様の利便性は損なわず、
且つ口当たりが良く美味しくお召し上がりいただけるという視点で導入を決定。



8.推進にむけた取組
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【環境経営システムの推進にむけた取組み】

➁ 「マイボトルチャレンジ」全授業員で実施
マイボトルを日々の生活に取り入れ、使い捨て飲料容器削減によるごみの発生抑制と、
夏場の熱中症対策を目的に実施。



8.推進にむけた取組
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【環境経営システムの推進にむけた取組み】

③ ごみゼロの日グリーンアクション
5月30⽇「ごみゼロの⽇」に合わせ、全店⼀⻫に清掃活動を実施。
従業員280名が、県内の公共の場を中心に27カ所で清掃を行い、300kg以上のごみを回収。



8.推進にむけた取組
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【環境経営システムの推進にむけた取組み】

④ 大岡店・新静岡セノバ店 SDGｓコーナーを設置
お客様にSDGsをより身近に感じていただきたいとの思いから、社会や環境にやさしい商品を
取りそろえ販売。



8.推進にむけた取組
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【環境経営システムの推進にむけた取組み】

➄ SDGｓプロジェクトレポートの発行
従業員へ向けて、SDGsに関する自社の取組の発信・環境問題についての
理解の促進を目的に毎月発行。



8.推進にむけた取組
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【環境経営システムの推進にむけた取組み】

➅ 静鉄ストア×常葉大学×静岡市 「フードドライブ啓発キャンペーン」実施
10月の「食品ロス削減月間」に合わせ、常葉大学の学生ボランティアと協働で啓発活動を実施。



9.環境関連法規などの遵守状況の確認並びに違反、訴訟の有無
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【環境関連法規 一覧】
点検・測定頻度
実施時期

容器包装リサイクル法 トレー・レジ袋・紙製包装 特定事業者が再商品化の義務を負う 毎年
プラスチックトレー・ビニール製の袋・紙製の袋の使用量報告 6月末までに提出

食品リサイクル法 食品廃棄物 食品循環資源の再整理用等の実施 毎年
食品廃棄物の発生量報告 6月末までに提出
抑制、減量、再利用の実施報告
肥飼料化等を行う委託業者の報告

廃棄物処理法 一般廃棄物 事業系一般廃棄物の排出抑制と適切な処理 毎月排出量の確認
産業廃棄物 産業廃棄物の適正保管（60cm角以上の掲示板設置）、処分先の適正処理を現地

確認
収集運搬・処理業者との委託契約書作成、許可証の写しの保管
マニュフェストの交付、保管（電子マニュフェスト管理）

家電リサイクル法 エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫 対象の製品は有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量 都度
洗濯機・乾燥機 資源の有効利用を推進

収集運搬・処理業者との委託契約書作成、許可証の写しの保管
マニュフェストの交付、保管（電子マニュフェスト管理）

省エネ法 第一種エネルギー管理指定事業場 エネルギー使用状況の届出 5月末までに提出
電力、化石燃料 エネルギー管理統括者の選任 7月末までに提出

中⻑期計画、定期報告書の提出 7月末までに提出
フロン排出抑制法 冷凍機・冷ケース 管理者判断基準の遵守 都度

製氷機 ①適切な場所への設置等
業務用空調機器 ②機器の点検

③漏えい防止措置、修理しないままの充填の原則禁止
④点検等の履歴の保存等
フロン類算定漏えい量等の報告 一定量以上ある場合報告

浄化槽法 浄化槽 排水を綺麗にする浄化槽の機能確保 毎年1回保守、点検及び清掃
 保守点検、清掃、法定点検の義務化

騒音・振動規制法 建設作業（施工業者） 特定建設作業の伴う建設工事を施行する前には事前に届出書を提出 都度
特定施設 特定施設の設置・変更等の市町村への届け出 届出済み
空圧機、送風機 7.5kWh以上 敷地境界線の規制基準の遵守
（3.75kWh以上 冷凍・空調室外機）

消防法 消火器 不特定多数が出入りする防火対象物の安全確保 年１回
防火扉 消防計画書（通報訓練、避難訓練、消火訓練）立案と実施 年２回
消火栓 自衛消防隊組織化 年２回
非常口
防災訓練 各店の防災訓練 毎月

グリーン購入法 国等による環境物品の調達を推進する法律
温室効果ガスの排出削減並びに、吸収及び強化に努力する

環境基本法 持続可能な社会を構築するための努力をする

地球温暖化対策
推進に関する法律

法規等の名称 該当する設備・項目 該当する要求事項
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【環境関連法規 順守状況及び評価】

9.環境関連法規などの遵守状況の確認並びに違反、訴訟の有無

【環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無】

許可 届出 報告 資格 届出先 担当部署 証拠 判定
農林水産省

環境庁

契約書
許可証

マニフェスト
契約書

〇 許可証
マニフェスト

省エネ法 〇 経済産業省 企画開発室 報告書 〇

フロン排出抑制法 〇 環境省 企画開発室 点検記録 〇

浄化槽法 〇 企画開発室 点検記録 〇

騒音・振動規制法 〇 〇 静岡県 企画開発室
空気圧縮機
及び送風機

〇

消防法 〇 所轄消防署 人事総務部 届出書 〇

グリーン購入法 自主取組 人事総務部 〇

上記の環境関連法規等の遵守状況を確認した結果、違反はありません。
運用期間の利害関係者からの違反指摘、訴訟等もありませんでした。

順守評価

報告書

報告書〇 〇

〇容器包装リサイクル法

企画開発室

関東農政局食品リサイクル法

法規等の名称
届出・報告等

〇

〇 〇

〇

廃棄物処理法

家電リサイクル法

商品部

企画開発室

企画開発室

2022年3月31日
環境管理責任者 井出 弘之



10.代表者による全体評価と見直し指示
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（1）環境目標および活動計画の達成状況
冷ケース照明のLED化促進・節水コマを23店舗に導入・入替を実施し、ほぼ全ての項目で目標を達成した。
電力については巡店による実施状況の確認、ガス空調機についてはマニュアル指導を継続しより一層の削減に繋げていく。

（2）環境目標の見直し
基準年度（2016年）の見直しを実施。

（3）環境システムの実施状況
各店環境推進リーダーを対象に、四半期に1度+状況に応じて環境推進リーダー会議を実施。
今後も継続し、さらに朝礼等で従業員全員へ周知を図っていく。

（4）環境関連法規等の遵守状況
遵守状況を確認した結果、遵守できていることを確認した。

（5）是正処置と予防処置
毎⽉、環境負荷データを分析し各店店⻑を通じて従業員へ共有。各項⽬について前年及び基準年度と⽐較し、
超過している場合には要因分析を行い、改善を図る。

（6）内部監査の実施状況
2022年2月に実施。今後も継続的な環境システムの運用を目標に、年1回実施する。

2022年8月9日
株式会社 静鉄ストア
代表取締役社⻑ 森下登志美


