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はじめに
近年、環境問題の性質は大きく変容し、気候変動、大気汚染、海洋汚染、森林の減少、資源の枯渇、生態系の異変、新
たな感染症の発生・拡大など、地球規模での深刻な問題となっており、それは、私たちの地域やくらしにも直接的に影
響をもたらす状況となっています。
エフコープでは、これらの環境問題に対しては、「エフコープ基本理念」や「エフコープ2020年ビジョン」に基づき、
2016年1月に「エフコープ2020環境基本計画」を策定。それに沿ってさまざまなとりくみを進めてきました。

「エフコープ2030環境基本計画」は、これまでのとりくみをさらに計画的に効果的に意思をもって推進していくため、
「エフコープ2030年ビジョン」に定める環境分野でのありたい姿をより鮮明にし、それを実現するための道筋として

策定するものです。

SDGsのとりくみ
世界は、今、多くの問題を抱えています。地球温暖化、貧困や飢餓、経済格差や性別による不平等…。これらは開発途
上国だけではなく、先進国も含めた、世界中の人々が直面している問題です。このような問題を解決していくために、国
連に加盟する193カ国によって採択されたものがSDGs（持続可能な開発目標 Sustainable Development Goals）です。
SDGsでは、環境や資源の確保、貧困や飢餓の解消、教育の充実など17の目標を設定。2030年までの目標達成をめざして、

「誰一人取り残さない」というスローガンのもと、世界中でさまざまなとりくみが始まっています。
エフコープにおいても、この目標達成に向け、これと連動した内容で環境基本計画を定めるとともに、一人ひとりの積極
的な行動を呼びかけます。
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エフコープの基本理念

ともに生き、ともにつくる、くらしと地域

「ともに生きる」
一人ひとりには、年齢、性別、置かれている立場、環境、価値観などさまざ
まな違いがあります。それらをお互いに認め合い、助け合って生きていくこ
とを大切にします。消費者や自国の利益のみを追求するのではなく、生産者、
メーカー、行政、他国の人々とも協力し合い、全地球的に人々が共生できる
社会づくりをめざします。

「くらし」
地球環境問題や食料問題は、人類の生存をも左右する差し迫った課題です。
また、国内においても税・財政や社会保障の問題、雇用や所得格差の問題な
ど、くらしの不安は、枚挙にいとまがありません。私たちは、立場の違いを
乗り越えた真の協同の力により、人間らしいくらしの創造と持続可能な社会
の実現をめざします。

「ともにつくる」
組合員、スタッフ、そして生産者、メーカー、行政、他国の人々など、すべ
ての人々が主体となる真の協同を行動の基本におきます。一人ひとりの人間
としての尊厳を大切にすると同時に、他人まかせにするのではなく、自らの
行動に責任を持ちます。それらの協同行動を通じて、高め合いながら、持続
可能で安心して暮らせる社会づくりを進めます。

「地　域」
人間らしいくらしには、モノだけでなく、心の豊かさや健やかさが必要です。
それを支えるのは、一人ひとりが大切にされる「社会のしくみ」であり、ふれ
あいやぬくもりのある「地域コミュニティ」だと考えます。この「地域コミュ
ニティ」がより豊かになるよう、自治体をはじめ、学校や地域の諸団体と協
力し合い、進めていきます。
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1．「エフコープ2030環境基本計画」の考え方と位置づけ

1．「エフコープ2030環境基本計画」の考え方と位置づけ

（1）基本的な考え方
●地球温暖化をはじめとした環境問題は、私たち人類の生存を左右する重要な内容を含んでいることから、エフコー

プでは、基本理念「ともに生き、ともにつくる、くらしと地域」に基づき、これらの問題解決に向けて、さまざまなと
りくみを進めてきました。

●「エフコープ2030環境基本計画」は、これまでのとりくみをさらに計画的に、効果的に意思をもって推進していくため、
「エフコープ2030年ビジョン」に定める環境分野でのありたい姿をより具体的にし、それを実現するための道筋
として策定するものです。

●実現するための道筋については、未来のありたい姿から逆算し、かつ計画化して取り組むバックキャスティングの
手法を採ることとします。

（2）「エフコープ2030環境基本計画」の位置づけ
●「エフコープ2030環境基本計画」は、「エフコープ2030年ビジョン」（2019年6月策定）に描く「環境分野に関する

総合的な方針・計画」として位置付けます。
●「エフコープ2030環境基本計画」は、「エフコープ2030温室効果ガス削減計画」（2017年11月策定）および「エフコー

プ2030再エネ電源開発計画」（2019年1月策定）と連動したものとして位置付けます。
●年度単位での「環境行動計画」は、これを具体化していくものとして年度単位で策定します。
●対象期間は2021年度から2030年度とします。
●「エフコープ2030環境基本計画」に基づく年度の計画・結果は、生協の内外に公表します。

エフコープ2030年ビジョン
（2019年6月策定）

「エフコープ基本理念」に基づき、描いた「2030
年のありたい姿」と「それを実現していくための
道筋」をまとめたものです。

「事業経営」と「組織づくり・人づくり」を基礎に、「食」
「ひと」「未来」を柱に据え、事業・活動を展開して

いく方向性を示しています。また、2030年に向け
ては、一人ひとりのくらしを支える「地域」に加え、

「地球」に対しても視野を広げ、「持続可能性」を
コンセプトにした活動や事業を行っていく必要性
を示しています。

エフコープ2030温室効果ガス削減計画
（2017年11月策定・2019年1月更新）

「 日本生協連2030環境目標検討委員会報告 」
（2017年6月策定）と連動し、CO2総排出量を基

準年比で2030年までに40％削減、2050年まで
に90％削減する計画です。

エフコープ2030再エネ電源開発計画
（2019年1月策定）

「 日本生協連2030環境目標検討委員会報告 」
（2017年6月策定 ）と 連動 し、2030年 まで に

6MW、2050年までに10MW 開発する計画です。
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2．2020年環境基本計画の振り返り

（1）原発に頼らない低炭素社会
目標①　事業活動で排出するCO2を2005年度比で2020年度に20％削減します。  （単位：t-CO2）

2005年度（基準年） 2019年度 削減率

合計　※物流を除いた数値 12,472.8 7,746.0 37.9％

●電力（事業所用）は、2018年度以降、順次CO2排出係数の低いコープ電力㈱が取り扱う電力「コープでんき」
に切り替えました。

●CO2削減のとりくみに加え、冷媒として使用するフロン類の適性管理や切り替えなど、温室効果ガス削
減のとりくみを進めました。

目標②　省エネ法に基づく「延床面積当りのエネルギー使用量（原単位）」を、2020年に2014年度比8％削減します。

2014年度（基準年） 2019年度 削減率

使用量（原単位） 0.103     0.088     14.6％

●省エネ機器への入れ替えなどの省エネのとりくみを、年平均1％の削減目標を掲げて取り組んだ結果、
2019年度実績において目標を達成しました。

目標③　事業活動で使用する電力の30％以上を再生可能エネルギーによる発電で賄います。

使用電力量（a） 再エネ発電量（b） （b） / （a）

2020年3月度実績 1,305,717ｋWh 88,330ｋWh 6.8％

●「エフコープ再エネ電源開発計画」を策定のうえ、太陽光発電および小水力発電を開始しました。

設定場所 種　別 発電設備出力 稼働年月 設定場所 種　別 発電設備出力 稼働年月

折尾店 太陽光 49.50 2013年10月 新門司支所 太陽光 169.92 2019年12月

鞍手龍徳高校 太陽光 49.50 2017年06月 西港支所 太陽光 169.92 2019年12月

筑豊支所 太陽光 46.00 2019年02月 宗像支所 太陽光 148.68 2019年12月

糸島市白糸地区 小水力 3.80 2019年06月 太宰府支所 太陽光 148.68 2019年12月

（株）アップルハウジング本社 太陽光 9.82 2019年09月 久留米支所 太陽光 200.01 2019年12月

合　計 158.62

目標④　原発に頼らない低炭素エネルギーへの転換、地球温暖化への適応について学び、社会のしくみの転換を
国および社会に発信します。

●原発に頼らない低炭素社会の実現に向け、学習活動とあわせて「コープでんき」（2018年10月）ならびに「太
陽光発電システムの無料設置プラン」（2019年11月）の普及に取り組みました。

●生産から廃棄に至るプロセスにおけるCO2排出量の削減を意図し、生産者やメーカー、物流会社等の
取引先にも共同のとりくみを呼びかけました。

●原発に頼らない低炭素社会の実現に向け、学習会の開催をはじめ、国への意見書や要望書の提出等に
取り組みました。
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（2）自然と共生した持続可能な商品
目標①　「持続可能な社会を目指した商品」の普及を進め、商品の原料調達から廃棄までの一連の流れにおいて環

境負荷をめざす取り組みを進めます。

【持続可能な社会を目指した商品】　　　　　　　　　　　　　 ※コープ九州全体での2019年度実績

項　目 内　容 品目数 供給高（千円）

ASC
自然環境や社会に与える影響に配慮して養殖された水
産物であることを表す認証。

5 20,847

CFP
商品のライフサイクルで排出される二酸化炭素量を商
品に表示したもの。

82 1,145,790

FSC
森林の管理や伐採が環境に配慮して行われていると認
証された木材や紙製品を含む製品につく認証。

233 1,943,636

MSC
認証

海の資源を枯渇させないよう、漁獲量や漁法、生態系
等に配慮し獲った魚を原料にした水産製品につく認証。

65 477,116

RSPOマーク
（MB）

パーム油に関して、生物多様性保全や法令順守などの
基準を満たした製品につく認証、

6 1,606

エコマーク
生産から廃棄までのサイクル全体を通じて環境保全に
役立つと認められた製品につく認証。

286 1,493,880

レインフォレスト
アライアンス

持続可能な農業のための包括的な基準を満たした農
園に与えられる認証。

54 220,287

有機JAS
農薬や化学肥料などに頼らず、自然界の力で生産され
た製品につく認証。

36 33,282

合　計 761 5,334,838

目標②　産直産地を広げるとりくみと産直商品の利用を増やすとりくみを行います。

【産直率の推移】 2016年度（a） 2019年度（b） （b） ／ （a）

農　産
野　菜 46% 43% 93%

果　実 12% 20% 167%

畜　産

牛　肉 38% 38% 100%

豚　肉 47% 48% 102%

鶏　肉 71% 62% 87%

ミンチ 28% 23% 82%

合　計 40% 40% 100%

産直商品数 116商品 126商品 109%

目標③　循環型農業および環境負荷を減らす栽培や製造方法を採用している商品とそのしくみについての調査研
究を進めます。

●産直「みつせ鶏」を生産する（株）ヨコオが取り組んでいる循環型農業について学ぶため、「ヨコオ循環型
農業交流会」を3回シリーズで開催しました。また、産直大会でもそのとりくみ内容についてご講演いた
だきました。

●コープ九州事業連合（以下、コープ九州）において、酪農の持続的発展をめざして、九州の酪農家や酪農
農協、乳業メーカーなどと協力して「集約放牧酪農」の共同研究を開始しました。
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（3）資源の循環
目標①　事業から出る排出物を2020年には2014年度比80％減らします。

2014年度（基準年） 2019年度 削減率

事業排出物 323.99ｔ 340.52ｔ -5.10%

●北部エリアにおける食品リサイクル業者の開拓の遅れや、一部店舗において水産部門をテナント化した
ことなどにより、基準年よりも増加しました。

目標②　容器包装リサイクル法の求める供給高当りの容器包装の使用量を、2020年には2014年度比8％減らします。

2014年度（基準年） 2019年度 削減率

使用量（原単位） 0.55t/億円 0.58t/億円 -5.50%

●店舗でのマイバック持参率は、高い水準（85％）で維持していますが、無店舗での積載効率の改善や集
品袋の材質の改善については、引き続きの課題となっています。

目標③　事業上発生する排出物の資源化率を90％以上にします。

（食品循環資源の再生利用等実施率は80％以上）

2014年度 2019年度 2019年度/2014年度

食　品 処分量 187.4ｔ 150.2ｔ 80.10%

再生利用量 188.4ｔ 199.0ｔ 105.60%

再生利用等実施率 50.10% 57.00% 113.80%

非食品 処分量 100.4ｔ 76.7ｔ 76.40%

再生利用量 528.3ｔ 660.8ｔ 125.10%

再生利用等実施率 84.00% 88.40% 105.20%

全体　資源化率 71.30% 79.10% 110.90%

●エフコープの特例子会社「（株）ハートコープえふ」を設立（2014年）し、排出段ボールなどのリサイクル
を推進しました。

●コープ九州鳥栖エコセンター（2017年設立）でのカタログ、牛乳パック、内袋のリサイクルシステムに共
同参画し、とりくみを推進しました。

●北部エリアにおける食品リサイクル業者の開拓の遅れや、一部店舗において水産部門をテナント化した
ことなどにより、計画には到達できませんでした。

目標④　店舗での組合員家庭からの容器包装類の回収量を2020年には2014年度比300％以上にします。

2014年度（基準年） 2019年度 2019年度/2014年度

容器包装回収量 76.1t 61.8t 81.20%

●2017年4月よりコープ九州鳥栖エコセンターが稼働し、店舗にて回収・実績計上していた紙（牛乳）パック
が、支所経由でエコセンターへ運搬されることになりました。それに伴い、店舗の実績に計上されなくなり、
数値が減少しました。
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（4）自然環境の保全と共生
目標①　くらしと地域の中で自然共生のとりくみを進めます。

目標②　事業活動と生物多様性の係りを把握し、生物多様性に配慮した事業活動にとりくみ、生物多様性の持続
可能な利用に努めます。

目標③　生物多様性保全に取り組む推進体制を構築し、運用します。

●環境助成金のとりくみ
2006年度より、リサイクル活動で得た収益の一部を「エフコープ環境助成金」として地域の環境活動へ還元して
います。

… 2017年度 2018年度 2019年度 累　計

助成団体 11団体 10団体 5団体 145団体

助成金額 2,640,010円 2,893,887円 1,290,000円 37,681,135円

●環境測定のとりくみ
身近な地域の環境を知り、環境に負担をかけない暮らし方を考えるきっかけづくりを目的として、1991年度より、
酸性雨とその原因物質となる二酸化ちっ素を測定する「環境測定」を行っています。

　 … 2017年度 2018年度 2019年度

酸性雨　測定地点数 352地点 340地点 396地点

二酸化ちっ素　測定地点数 364地点 356地点 392地点

●「コープの森づくり」のとりくみ
「コープの森づくり」は、エフコープ環境基本計画に基づき、

2018年3月に植樹を開始した森林保全のとりくみです。2018
年1月に福岡市水道局と「福岡市水源の森づくり共働事業に関
する協定」を締結し、福岡市水道局が進める「福岡市水源の森
づくり共働事業」に参画するかたちでとりくみに着手しました。
具体的には、福岡市早良区の曲淵ダム近くの耕作放棄された棚
田を借り受け、整地・植樹・手入れなどを行っています。
2019年6月には、福岡県内の協同組合で構成する「協同組合ふ
くおか」において、このとりくみに参画することが確認されました。
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3．2030年の到達目標とその施策

（1）温室効果ガスの削減
〈 目　標 〉

①原発に頼らない低炭素社会の実現をめざします。
②2030年までにCO2総排出量を2013年度比で【40％】削減します。
③「コープでんき」および「自宅での太陽光発電」の利用者を【5万人】に増やします。

〈 施　策 〉
①事業者として

●全国の生協とともに、CO2総排出量を2030年に2013年比で40％以上削減、2050年に2013年度比で90％削
減する目標を掲げて取り組みます。

●節電、エコドライブ、省エネタイプの構造・機器への入れ替えなどによる「エネルギー消費量の削減」と再エネ
優先購入、自家発電・自家消費の推進、低炭素車両への入れ替えなどによる「エネルギーの低炭素化」に取り
組みます。

●冷媒として使用するフロンについては、適性管理を徹底するとともに、環境負荷の少ない冷媒への入れ替えを
進めます。

●全国の生協と力を合わせ、2030年までに設備容量6MW、2050年までに10MW 相当の電源開発を目標に再
生可能エネルギーの電源開発を進めます（設備容量は太陽光発電換算）。

②組合員として
●気候変動問題の現状や対策に関する学びや共感の場を増やし、行動を広げていきます。
●エコライフ活動をはじめ、レジ袋などの使い捨てプラスチックの使用をできるだけ控えるとりくみや、カタログ

および牛乳パックなどをリサイクルする3R（リデュース：減らす、リユース：繰り返し使う、リサイクル：再資源化
する）のとりくみをさらに進めます。

●「コープでんき」や「太陽光発電システムの無料設置プラン」の取り扱いの意義や目的に関する情報提供ととも
に、それらの普及を進めます。

③行政、他団体、取引先とともに
●生産から廃棄に至るまでのプロセスにおけるCO2排出量の削減を意図し、生産者やメーカー、物流会社など

の取引先とも連携しながら、再生可能エネルギー普及・拡大のとりくみを進めます。
●再生可能エネルギーの電源開発については、地域コミュニティ、協同とパートナーシップ、持続可能性の視点

を大切にしながら具体化を進めます。
●森林保全や地域循環型社会の実現を意図した「コープの森」づくりを、行政や他の協同組合との連携によりさ

らに推進します。
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（2）再エネ電源開発
〈 目　標 〉

①2030年までに【6MW】（太陽光発電設備容量換算）の再エネ電源開発を行います。

〈 施　策 〉
①再エネ電源開発において大切にすること
●地域コミュニティ

地域とのコンセンサスを前提に、地域市民の参画と地域経済への貢献を大切にした再生可能エネルギーの開
発と運用を進めます。

●協同とパートナーシップ
組合員はもとより、産直産地やJA、森林組合、行政、市民団体や環境 NGOなど幅広いパートナーと連携し、
多様な形での再生可能エネルギー開発を進めます。

●持続可能性
自然環境や地域社会への負担を極力おさえ、環境・社会・経済の視点から、持続可能な自立分散型の再エネ電
源開発と発電（燃料調達を含む）を追求します。

②実現に向けた施策の概要

類　型 目標容量 実現への道筋

1.事業所活用型
自家発電・自家消費型太陽光発電

３MW
（3,000kW）

●築年数や耐荷重等の制約をクリアできる事業所につ
いては、可能なかぎり自家発電・自家消費型太陽光発
電を設置する。

2.共同出資型
行政や他団体との共同出資による開発

２MW
（2,000kW）

●共同出資型については、まずは、福岡県内で投資額1
億円未満の小型開発※1を先行させる。

●県外・投資額1億円以上の案件については、調査・研
究を進めると同時に、小型開発の実績を積み重ねた
うえで、2021年度以降に具体化する。

3.地域共同型
地域との共同事業
例：白糸の滝小水力発電

１MW
（1,000kW）

● 糸島市白糸の滝での小水力発電を事業モデルとし、
他の地域に展開していく。

●ソーラーシェアリング※2やバイオマス発電など、生
産者や市民団体と連携した事業を展開していく。

●投資額1億円未満の小型開発については、福岡県外
も含めて対象とする。

●投資額1億円以上の案件については、調査・研究を進
めると同時に、小型開発の実績を積み重ねたうえで、
2021年度以降に具体化する。

4.組合員資産活用型
自家発電・自家消費型太陽光発電

+α
●（株）アップルハウジングとの連携により、自家発電・

自家消費型太陽光発電設備の設置を紹介・促進する。

※1　本計画では「小型開発」を、1億円未満の投資で行う発電事業と定義します。
※2　農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電設備等の発電設備を設置し、農業と発電事業を同時に行うこと
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（3）エシカル消費の促進
〈 目　標 〉

①エシカル消費対応商品の開発と拡大・普及を全国の生協組合員とともに進めます。
②産地交流会への年間参加人数（2019年度：3,361人）を【2万人】にします。
③2030年までに産直率（2018年度：41％）を【50％】にします。

エシカル消費とは、人や社会、地球環境、地域に配慮した消費を行うことです。私たち消費
者が商品の裏側にどんな背景があるのかを想像しながら買い物・消費を行うことで、世界
が抱える問題を解決に導く一端を担うことにつながります。
2030年の定量目標については、全国の生協の目標値に連動して設定することとします。

〈 施　策 〉
●全国の生協組合員とともに、エシカルな選択の幅を広げ、エシカル消費を後押しするとともに、環境面で先進的

な事業者であり続けるために、エシカル消費対応商品の開発と拡大をさらに推し進めます。
●「低炭素社会」「自然共生社会」「循環型社会」の視点を中心としながら、サプライチェーン上（原料調達から生産、

廃棄まで）の人権へも配慮した商品の拡大・普及に取り組みます。
●インターネットにおけるSNSなど、進化する情報技術を活用し、生協が進めるエシカル消費やサステナビリティ

に関わるとりくみを社会へ伝えることで、エシカル消費に共感し、実践できる新たな仲間を増やします。同時に、
情報技術を活用することで組合員の産直活動への関心と参加意欲を喚起するような感覚的でわかりやすい情
報発信にもとりくみ、幅広い年代に対して生協産直の認知と理解の向上をめざします。

●地場産地との連携を強め、地域で生産した農産物を地元で消費するとりくみを進めます。また、利用登録の促
進や非価格対応による安定的な利用により、産地を買い支える仕組みづくりを進めます。

●協同組合間協同による国内農産物の利用推進として、産直産地との連携やJA 全農ふくれんとの協同組合間協
同の力により、将来に向けた日本の農業を守る視点のとりくみを進めます。また、協同の力で自給力アップに向
けて国内農産物の利用を推進し、国内農業を支援します。

●コープ九州と全国の生協産地と連帯して、新たな産直産地（合同産地・独自産地）を増やします。
●産直の学習を推進することで産直への理解を深めるとともに、農産物の品質や安全性、信頼性を確保するため

の点検実務を担う人財育成をすすめます。各部署と連携し、フォローアップ研修や土曜自主講座、支所での学習、
交流会の工夫などを通じ、できる限り多くのスタッフが産直に接点を持てるような施策を進めます。

●新たな分野開拓として、余剰生産物の有効活用や、JA（県内やブロック）との6次化商品の開発、被災地支援か
らの商品づくり、循環型農業、水産商品などを、JAや生産者団体、行政、NPOなどと連携した企画を行うことで、
新たな価値を創出します。

●増加している予期せぬ災害や感染症への対策として、発生時には産地の被害状況の情報収集を急ぎ、継続的
な生産ができる支援体制を作ります。
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（4）資源の循環
〈 目　標 〉

①食品リサイクル率（2018年度：59.3％）を【80％】に引き上げます。
②容器包装と資材の使用量を削減します。
③容器包装と資材のリサイクルを推進します。

〈 施　策 〉
●店舗では、発注支援制度等を活用し、発注精度を上げ、食品廃棄を減らします。
●店内広告などを活用して、組合員とともに食品廃棄物を減らすとりくみを進めます。
●食品残さの回収・処理業者の開拓を進めます。
●食品残さを活用したバイオガス発電の研究を進めます。
●家庭での食品廃棄の削減、および支援を必要とする方々への食品の供給・循環のとりくみを、フードバンク団体

と連携して進めます。
●組合員とともに3R（リデュース・リユース・リサイクル）のとりくみを推進します。
●容器包装プラスチックをリユース・リサイクルするとともに、バイオマス（植物由来原料）プラスチックなど、環境

負荷の小さいものへの切り替えを進めます。
●ペットボトルの回収・リサイクルのしくみをコープ九州と共同で研究し、具体化を進めます。
●高い水準（2018年度持参率：86.2％）にあるマイバック持参のとりくみを、維持・継続します。
●ワンウェイ（使い捨て）プラスチックの排出抑制に向けたとりくみを進めます。
●宅配事業において使用されるカタログ、内袋、牛乳パックなどの資源物については、そのしくみと意義について

組合員に周知をはかり、回収・リサイクルを推進します。
●会議資料、保管資料などのペーパーレス化を推進するとともに、不要になった紙資源については、リサイクルに

より再資源化します。
●行政や他団体とともに、資源循環の研究およびとりくみを進めます。

〈参考〉コープ商品のプラスチック包材　目標数値　～2030年に向けて～

1. コープ商品開発においてマイクロプラスチックは使用しません。

2. 2030年までに、容器包材のプラスチック重量ベースで2016年対比25％（約5,195トン）削減します。
※2016年度コープ商品の包材に使用されたプラスチック樹脂の重量は20,783トンです。

3. 2030年までに、再生プラスチックと植物由来素材プラスチックの活用を進め、使用率を合計で
50％に引き上げます。

4. 2030年までに、飲料等ストローはプラスチック以外の素材に100％切り替えます。
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（5）自然環境の保全と共生
〈 目　標 〉

①「環境助成金」および「環境測定」のとりくみを継続して進めます。
②2030年までに行政や他団体との連携による「コープの森づくり」を福岡県下　【5カ所以上】で展開します。

森林には、木材の生産、水源のかん養、国土の保全、生物多様性の保全、地球温暖化の防止など、私たちの
生活を支える大切な働きがたくさんあります。これらの機能を持続的に発揮させていくためには、植栽・利活用、
保育、間伐等によって健全な森林を積極的に造成し、育成していく必要があります。

〈 施　策 〉
●生物多様性の重要性について学び合い、情報を共有しながら事業や活動を進めます。
●エフコープのリサイクル活動で得た収益の一部を、「エフコープ環境助成金」として地域の環境活動に還元します。
●酸性雨と二酸化ちっ素を測定する「環境測定」に継続して取り組みます。
●組合員をはじめ広範な市民からの「募金」や「作業への参加」により、持続的に成り立つ「コープの森づくり」の

しくみを構築します。
●「コープの森づくり」基金を設け、計画的に森林整備、エリア拡大を進めます。
●ブロック活動委員会、区域委員会、エフクラブ、テーマクラブ、エフコープ環境助成金の助成団体などと連携し

たとりくみを進めます。
●行政や「協同組合ふくおか」との連携により「コープの森づくり」を推進し、協同の力でエリアを拡大していきます。

植える 伐る育てる 使う

行政・他団体・企業

木 材

間伐材

CO2の吸収
水源かん養
国土の保全

生物多様性の保全

木造建築
木製品

木質バイオマス
発電

普及促進

募金参加 作業参加 体験・交流

コープの森づくり

協同組合 組合員 等

コ ープ の 森 づくり
持続可能な地域循環型社会の実現をめざして

連 携
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4．推進体制
「エフコープ2030環境基本計画」については、「環境分野推進委員会」と連携しながら推進していきます。

総 代 会

組合員理事会議

理 事 長

組 織 管 掌

エネルギー・環境
推進委員会

管 理 管 掌

理 事 会

環境分野推進委員会

専 務 理 事

事 業 管 掌

業 務 執 行

組
合
員
組
織



「エフコープ2030年ビジョン」における
「エフコープ2030環境基本計画」の位置づけ

少子高齢化や格差・貧困の拡大、IT 技術の進化、そして地球温暖化をはじめとする自然環境の変化…。私たちを取り
巻く地域や社会の環境は、大きく変わっています。そのような中、エフコープでは、すべての人たちが笑顔で暮らすこと
ができる地域と社会の実現をめざして取り組んでいくことと、その到達目標を掲げた「エフコープ2030年ビジョン」を
策定しました。

「エフコープ2030年ビジョン」では、「食」「ひと」「未来」を3つの柱とし、事業経営と組織づくり・人づくりによって支え
られる活動や事業を展開することで、豊かなくらしと地域の実現をめざします。その中には、エシカル消費を通した持
続可能な消費活動の推進や、再生可能エネルギーの普及などを通じて取り組む原発に頼らない低炭素社会の実現、
食品廃棄物の削減など、持続可能な社会づくりに向けたさまざまな環境保全活動も、とりくみの柱に掲げています。そ
のとりくみの総合的な方針・計画としてまとめたものが「エフコープ2030環境基本計画」です。

「エフコープ2030年ビジョン」におけるとりくみを具体化したマークと

その中で「エフコープ2030環境基本計画」が関わる部分


