
本業でSDGsの達成に貢献する

社員共育をめざして
報告者：愛媛県中小企業家同友会環境経営委員長

株式会社平野 取締役会長 平野啓三



創業 ： 1980年

資本金 ： 3000万円

社員数 ： 薬剤師17名、管理栄養士4名

登録販売者10名、事務3名

事業内容：保険調剤、一般用医薬品販売

健康支援

愛媛県今治市内に７薬局
平野薬局HP : https://www.hirano-pharmacy.co.jp/index.html

株式会社平野 概要
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今回の報告でお伝えしたいこと

Eco検定の全社員受験が、ESDのベースに

EA21取得 何故、薬局が？

地球のみらい＆健康なみらい

経営理念とSDGs

本業(G3）を深掘りし、関連するゴールに広げる



経営指針とは

理念・方針・計画・10年ビジョン

1991年成文化以降毎年更新

年3回全社員で到達点をチェック、討議

7薬局・7委員会実行計画、個人目標
SDGsのアイコン紐づけ

労働環境の10年ビジョン BCP

社員共育委員会 環境委員会



環境方針の位置づけ

 経営理念「私達は常に学習に努め、社員満足と資質向上を原動力

に、今治の地に根を張った薬局業務を創造発展させ、地域の皆様のQuality
of Life( 生活～生命の質)の向上に貢献します。

 経営方針「エネルギーシフトが新しい経済社会を作る」の理念のもと、エ
ネルギーシフトで仕事づくり、地域づくりを目指します。薬局の特性を生か

し地域住民の環境改善のための情報提供や相談に乗れる
人材の育成に努めます」

 10年ビジョン「私たちは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平野みらい薬局として挑戦し

続けます」



環境経営取組みの経緯
2009年 経営指針に環境に取組むこと明記

2010年 社内に環境委員会 社員全員Eco検定受験

EA21準備

2011年3月11日 東日本大震災 原発事故

2012年 新規薬局に太陽光パネル設置

2013年 EA21認証取得

2015年 事業承継 10年ビジョン作成

2016年 Eco検定アワードユニット部門優秀賞

2020年 「環境ひとづくり企業大賞2019」

中小企業区分 優秀賞受賞



社員全員がEco検定の合格をめざす

2010年 社員全員で受験

求人面接時、Eco検定受験を確約

2016年 Eco検定アワードユニット部門優秀賞

2019年 社員全員(再）受験

Eco検SEEKER 18名登録



SDGs取組みの経緯

2018年

2019年

2020年

6月 SDGsを知り学習(2030アジェンダ）

9月 経営指針にSDGs明記 業務紐づけ(新入社員担当）

5月 CLT/GEOパワー「平野みらい薬局」開局

6月 地域ESD活動推進拠点に登録

9月 中同協欧州SDGs視察研修に参加

2月 えひめ消費者志向おもいやり自主宣言

3月 健康優良法人2020

環境人づくり企業大賞中小企業部門優秀賞

8月 3薬局に太陽光パネル設置 REアクション宣言準備



『我々の世界を変革する：持続可能な開発
のための2030アジェンダ』全文を読む
 前文 このアジェンダは、人間・地球・繁栄のための行動計画である。・・

 1-53 宣言

4(誰一人取り残さない）、7-9(目指すべき世界像）、14(直面する課題）

15(チャンス）、31,32(気候変動）

50(新アジェンダの意義）我々は、貧困を終わらせることに成功する最初の世代になり得る。

同時に、地球を救う機会を持つ最後の世代になるかもしれない

53(結語）

 54-59 SDGs17の目標と169のターゲット

 60-71 実施手段とグローバル・パートナーシップ

67(民間企業活動）課題解決のためのイノベーション

 72-91(結語）



社員共育の考え方の基本

①ユネスコ学習権宣言～社員の学習権を尊重

②教え諭す教育から、めだかの学校

「共に学び・共に育つ」社員共育へ

③経営指針の実践を通しての社員共育とする

④学習する組織をめざす

経営者：率先して学び、社員が学ぶための

環境を整備する

社員 ：能動的に学び、自律する社員めざす



本業(健康支援）とSDG3

地球の健康

企業活動地球へ負荷、温暖化の加害者

理念：生活の質(QOL)の向上に貢献

生命の質～生活の質

薬局・薬剤師の専門性

多剤服用による健康への害の予防

廃棄薬減 耐性菌防止



39期経営指針とSDGs
環境宣言 平野薬局は・・ESD活動推進拠点としての役割

を担い・・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 Locality)、持続可能な社会の実現に貢献します。

39期経営計画 健康で環境に優しい暮らしの提案と実践
に取り組み、持続可能な社会づくりに貢献します。SDGsを見

える化し、社内外への浸透を図る。

環境委員会方針

環境事業部方針

社員個人目標 17ゴール紐づけ



SDGsゴール3と13のターゲット
ゴール３：あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する
推進する

No. ターゲット

3.1 妊産婦の健康

3.1 新生児・乳幼児の健康

3.3 感染症への対処 新型コロナ

3.4 若年者の精神保健＆福祉促進

3.5 薬物・アルコール乱用防止

3.6 交通事故防止

3.7 性と生殖の保健サービス

3.8 ワクチン接種 UHCに貢献

3.9 有害化学物質、大気、水質、土壌汚染による死亡、疾病の予防

3.a たばこの規制 禁煙相談

3.b 感染性および非感染性疾患のワクチンおよび医薬品の研究開発の支援

3.c 保健財政、保健従事者の採用、能力開発・訓練および定着の大幅拡大

3.d 健康リスクの早期警告、リスク緩和およびリスク管理能力の強化



～本業から関連するゴールへ～

G3

G4

G5

G7

G8

G11

G17

本業 保険調剤＆ヘルスケア 健康支援

学習型企業 ESD活動 インターンシップ

女性の能力強化 ジェンダー平等促進

太陽光発電自家消費 REアクション宣言

ディーセントワーク 健康経営

地域のステークホルダーと協力 街づくり

ネットワーク(今治・愛媛・四国）同友会



平野薬局の業務紐付け（社内での取り組み）



私たちがやりました！

新入社員がSDGs担当となり、彼女たちが中心となってゼロから学びながら
紐付け。経営指針の会で彼女が全社員にSDGs説明。



社内のいろんな場所にアイコン

 ぜひみなさんも社員さんとやってみてください。意識と行動が変わります！



SDGs勉強会（親子の部）







レジ袋削減の取り組み
2010年 市のレジ袋削減実証実験に参加

20年2月～紙袋に変更 2019/8：22％ 2020/６：6％ 2020/7：2％



環境活動の展開
「医薬だより」にエコに関する記事を毎月掲載

社員が執筆 2020年テーマはSDGs

スタッフブログ Twitter Instagramで

エコ情報発信

地域ESD拠点としての活動(2020年度）

ビーチクリーンしまなみと共同企画

みつろうラップづくりワークショップ

市立図書館にSDGsパネル出展



職能(薬局)を生かした組織本来の取組み

ポリファーマシーの解消
2020年 511件の残薬調整や重複防止実施

廃棄薬剤の削減 発注システム改訂により

薬剤廃棄金額 2019年 137万円

2020年 57万円

薬の適正使用や環境への取組み
小中学生の職場体験学習受入れ

大学生のインターシップ受入れ

高齢者向けの薬の適正化の講演

幼稚園や小中学校の学校薬剤師の活動



中小企業家同友会での再エネの取り組み



中小企業家同友会での再エネの取り組み



パートナーシップでさらなる広がりを！

• 県環境経営委員会・四国ブ

ロック・全国協議会

• 学習・先進事例の水平展開

• 企業間連携で仕事づくり

• 地域FM、今治西高

• シクロツーリズムしまなみ等のNPO

• タオル工業組合、今治ユネスコ協

会、今治市役所、

• SDGs３番を中心とした本業

での取り組み

• かんきょう広場

• ３薬局に太陽光パネル

• 愛媛大学、松山市SDGs推進協

• 環境省、LS四国

• 四国経済産業局、地域金融

• 日本環境教育フォーラム等 広域ネット

ワーク

株式会社

平野

中小企業家

同友会

地域の人々



2030年像（バックキャスティング）

• 四国内環境経営1千社（RE

アクション400社）

• 中小企業振興基本条例

• 営農型発電等RE８８ヶ所

• SDGsスクール FTタウン

• しまなみ海道シクロツーリズム

• 産学官NPO/NGO金の連携で若者が

残る街

• SDGs３~予防院 薬減らす

学ぶ薬局 ジェンダー平等

• ESD活動推進拠点

• REアクション Ecoストア

• 脱炭素社会 パリ協定 1.5℃以下

• SDGs 17ゴール169ターゲット

SDGsコンパス

• ESDfor2030 四国・日本

世界

株式会社

平野

中小企業家

同友会

愛媛・今治


