
カスミの食品寄付の仕組み
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削減と削減と廃棄物の廃棄物の

SDGsでは食品廃棄物の半減など

廃棄物の大幅な削減という目標が

掲げられています。カスミは販売

期限外でも賞味期限のある食品の

フードバンクへの寄付や地域循環

型農業への利活用、資源物の店頭

回収によるリサイクルの促進など

を通じ、廃棄物の削減に取り組ん

でいます。

フードバンク活動
販売管理のために売り場から撤去した賞味期限・消費期限前の食品を、

出店地域のフードバンクや社会福祉協議会を通じて生活困窮者や子

ども食堂へ贈る活動を、2021年2月末現在111店舗で実施しています。

資源物回収活動
店頭のリサイクルステーションには、スプレー缶などリサイクル

できない物が混じっている場合があり、回収用の袋に異物が入る

と産業廃棄物と見なされてしまいます。店舗ではお客さまからご

協力いただいた資源物を従業員が協力して異物が混ざっていな

いか最終確認を行い、より多くの資源物回収につなげています。
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リサイクルステーション
地域のお客さまの協力を得て、牛乳パックやアルミ缶・スチール缶、

食品トレイ、透明容器、ペットボトル、ペットボトルキャップ、古

紙など資源物の回収を行っています。

1 地域の廃棄物削減とリ サイクル

課  題
・�食品廃棄物のさらなる削減と利活用

・�地域の廃棄物のさらなる削減

・店頭資源回収量のさらなる拡大

・フードバンク実施店舗
　「111店舗（2020年度）→140店舗」拡大
・店頭資源回収量
　「3,272t（2020年度）→3,400t」拡大
・�分別の徹底による資源物回収の拡大

目 標

地域社会と共に

進めるカスミの

カスミ店舗にある地域のリサイクル拠点

店舗の従業員が協力して

廃棄物とリサイクル率

2020年度の廃棄物総排出量は35,709tで、このうち23,537t
（65.9％）をリサイクルしました。食品のリサイクル率は
58.1％で、食品リサイクル法で設定された食品小売業の
2024年度までの実施率目標の60％を目指しています。

カスミの廃棄物リサイクルの割合
リサイクル物65.9％ 廃棄物34.1％

（23,537t） （12,172t）

段ボール

発泡スチロール

紙類・プラ
（古紙・下ボール・PPバンド）

魚のあら

（19,696t）
55.1％

（8,867t）
24.8％

（236t）0.7％

（3t）0.1％

（531t）1.5％

廃油
（484t）1.3％　　

（1,213t）3.4％

（1,086t）3.0％

（1,377t）3.9％

（2,216t）6.2％

生ごみ（たい肥化等）

生ごみ（焼却）

可燃ごみ（焼却）

不燃ごみ

粗大ごみ

カスミの食品リサイクルの割合
リサイクル物58.1％ 廃棄物41.9％

生ごみ
（焼却）魚のあら

廃油

生ごみ
（たい肥化等）

41.9％22.9％

26.0％

9.2％

リサイクルにリサイクルに 取り組んでいます取り組んでいます2020年8月、こども食堂を支援・運営する
団体とフードバンク活動協定を締結
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✔茨城県の小型家電リサイクルに協力

✔ペットボトルキャップ運動

全店舗で回収したペットボトルキャップの
売却金の寄付を通して、途上国の子ども
たちにワクチンを届ける活動に協力してい
ます。

レアメタルが多く含まれる携帯電話など小
型家電の効率的なリサイクルシステムの
構築を目指す茨城県の取り組みに、2021
年4月末現在、26店舗で協力しています。

✔カスミリサイクルセンター

店舗で回収した資源物の選別・圧縮・梱包
を行い、専門のリサイクル工場と協力してさ
まざまな製品にリサイクルしています。

適正な分別
リサイクル

食品残さ
リサイクル

資源物
リサイクル

企業活動から発生する廃棄物を減らすため、店舗

や事業所での適正な分別とリサイクル、お客さま

にご協力していただき資源物のリサイクルに取り

組んでいます。また、食品資源の有効活用を目指

し、食品残さのリサイクルを推進しています。

循環型社会の推進循環型社会の推進

店舗でのリサイクル

✔ レジ袋削減運動

レジ袋の削減により、CO²排出量の削減、
海洋汚染の防止につなげます。2020年度
のレジ袋辞退率は84.9％で、販売したレ
ジ袋の収益金は地域の環境保全や食育、
災害支援などに役立てられます。

レ ジ 袋 収 益 金 の 寄 付 先 金　額
茨城県・森林湖沼環境基金 5,277,629円
千葉県・ちば環境再生基金 393,430円
埼玉県・彩の国みどりの基金 2,560,286円
栃木県・とちぎの元気な森づくり基金 3,132,892円
群馬県・ぐんま緑の県民基金 403,940円
東京都・板橋応援基金・すみだの力応援基金 231,822円
国連WFP協会 3,500,000円
5�A�DAY協会 5,000,000円
茨城県・緑の募金 4,871,000円

環 境 会 計

環 境 保 全 コ ス ト の 分 類 2019年度 2020年度 主 な 取 組 内 容
事業エリア内
コスト

公害防止コスト（大気汚染防止、水質汚濁
防止、悪臭防止、騒音・振動防止） 56,073 48,111 ボイラ－保守、浄化槽・グリストラップのメンテナンス、

排気ダクトのメンテナンス、防音壁の設置等
資源循環コスト 540,871 586,537 生ごみリサイクル、廃棄物の処理費用
地球環境保全コスト 21,606 20,198 カスミ共感創造の森 第9回植樹祭、フロン適正処理

上・下流コスト 容器包装等の低環境負荷化 54,781 44,968 容器包装リサイクル法委託料
37,092 57,005 店頭回収に係る費用　他

管理活動コスト 環境情報の開示・環境広告 97,519 64,795 環境報告書、環境社会貢献担当部署の管理費等
環境負荷監視 7,628 7,584 廃棄物一元管理会社ビートルマネジメント管理費、

JWネット手数料
504 204 排水水質検査

自然保護、緑化、景観保持等 5,290 1,835 植栽管理
社会活動コスト 地域住民の環境活動支援等 299,398 204,000 レジ袋辞退者へのポイント還元、カ－ド、スタンプ等
合　計 1,120,762 1,035,237

環 境 効 果 の 内 容 2019年度 2020年度 効 　　　果 　（ 前 年 比 ）
事業エリア内コス
トに対応する効果

（店舗）

エネルギ－
の投入量

電気（千kWh) 292,240 291,990 原単位あたりで100.6％、総量で99.9％
ガス（km3） 714 716 原単位あたりで100.6％、総量で100.3％
水道（km3) 1,227 1,210 原単位あたりで96.4％、総量で98.6％

廃棄物の
排出等

総発生量（t) 35,779 35,709 前年比99.8%
リサイクル量(t) 22,392 23,560 前年比105.2％
リサイクル率(%) 62.6 65.9 3.3ポイント増

上・下流コストに
対応する
効果

店頭資源
回収量

牛乳パック、アルミ缶、食品
トレイ、ペットボトル（t） 2,922 3,272 111.9%

容器包装利用量（t） 2,410 2,436 101.1％
レジ袋の削減枚数（万枚） 18,272 12,065 お客さま1人あたりの購入枚数＝1枚で算出

内　　　容 2019年度 2020年度 効　　　果
リサイクルにより得られた収入（資源売却、発泡スチロール自
社リサイクル等） 336,127 272,952 店頭回収資源、段ボ－ル、発泡スチロ－ルの売却金等

レジ袋削減運動によるコスト削減 355,902 282,152 年間レジ袋推定仕入費用×（レジ袋削減枚数÷年間仕入枚数）
合　計 692,029 555,104

　環境保全効果

　環境保全コスト

　経済的効果

（単位：千円）

（単位：千円）

食品リサイクル
食品資源のリサイクル例
百姓倶楽部（茨城県下妻市）と

共に行うリサイクル例

✔食品残さのリサイクル

店舗から出る野菜くずなどの食品残さを、たい肥や
飼料などとしてリサイクルする活動を、2021年4月末
現在101店舗で実施。

食品残さからつくったたい肥で生産した野菜の売り場

たい肥化
して使用

生ごみ排出

農産物として
お店に戻る
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従業員による活動

天井にLED照明を導入した店舗

脱炭素社会への挑戦脱炭素社会への挑戦
私たちは事業活動で電気やガス、軽油などのエネル

ギーを使用することで、代表的な温室効果ガスであ

るCO²を排出しています。カスミは環境に配慮した

店舗・施設、リサイクル活動、従業員の取り組みな

どにより、CO²の削減に努めています。

自然共生社会の実現自然共生社会の実現
私たちの暮らしは、豊かな自然や生き物の恵みによっ

て成り立っています。カスミは地域の自然との共生

や生物多様性への貢献のため、植樹や清掃活動を行

うとともに、WWF（世界自然保護基金）ジャパンと

協働で子どもたちへの環境教育などを行っています。

✔省エネ効果の高い設備の導入
カスミのCO₂排出量の大半は店舗で使用さ
れる電気によるものですので、LED照明な
ど節電効果の高い設備を導入しています。

環境配慮型店舗

✔太陽光発電による削減
茨城・千葉・埼玉・群馬4県の31店舗で太陽光発
電を実施。さらに茨城県の2店舗では店舗で使用す
る電力の一部を賄っています。

WWFとの協働

✔ネイチャーキッズ特派員
WWFジャパンと協働で、2002年から環境
活動・教育の一環として小学4～6年生を対
象に自然体験エコツアーを実施。2019年ま
での18回で延べ168人が参加しています。
2020年はコロナ禍により派遣を中止。作文
募集に応募した26人に「ネイチャーキッズ賞」
など各賞を贈呈しました。

【1】�無料配布カトラリー（スプーン・フォーク）
のバイオマス化

　　�→各店での設置が始まっています。

【2】3Lサイズレジ袋（有料）のバイオマス化
　　�→順次取り扱いを開始しています。

✔エコドライブの推進

従業員を対象に自家用車のエコドライブを推進。また、
各流通センターのドライバーがエコドライブを実践しています。

✔節電プロジェクト

店舗の継続的な節電を目的に、清掃・メンテ
ンスによる既存設備の改善、エアコンの使用を
控えるなど、従業員が日々取り組んでいます。

✔WWF募金活動への協力
WWFの自然保護を目的とした募金活動に全
社を挙げて協力、2020年度は総額6,278,870
円を寄付しました。

139,785t-CO2

75,441t-CO2

▲64,344t-CO2

OUTPUT合計 CO2 総排出量

C O 2総排出量
は、3Rによる削
減分を差し引
いた数値を表
示しています。

3 R による
CO2削減量

カスミは店舗・施設やお客さまと共に行うリサイクル活動、
商品・物流を通してCO²排出量の削減に取り組んでいま
す。2020年度は店頭リサイクルやレジ袋削減など3Rによ
り約6.4万tのCO²を削減、CO²の総排出量は約7.5万tと
なりました。

3RによるCO²削減
2020年度CO₂排出量

U.S.M.H環境の取り組み

2021年度もCO2削減と脱プラスチックを進めます
2020年度、U.S.M.Hグループ各社では「U.S.M.H環境基本方針」に基づき、資源

回収量の増加や廃棄物排出量、電気使用量の削減、プラスチック製スプーン・フォー

クの環境に優しい素材への転換などに取り組んできました。レジ袋が有料化されて

脱プラスチックへの社会的な関心が高まる中、U.S.M.Hグループは今後もCO2削減

や脱プラスチックへの取り組みを推進していきます。

U.S.M.H、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東では、これからもさまざまな環境への取り組みを推進していきます。

バイオマス配合素材への切り替え
お客さまにお渡しするプラスチック製品を、バイオマス（再生可能な生

物由来の資源）配合素材に切り替え、プラスチック使用量を削減します。

植物由来の
バイオマス素材を
30％使用

植物由来の
バイオマス素材を
25％使用

主 な 取 り 組 み
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