
資料４

２００７（平成１９）年度食品産業における環境自主

行動計画のフォローアップ結果について

○環境自主行動計画のフォローアップ結果等（概要）

○２００７年度環境自主行動計画フォローアップ

結果及び今後の課題等



○農林水産省では、食品産業（食品製造業、食品流通業及び外食産業）団体に対して環境自主行動計画の策定
を慫慂するとともに、毎年度の実施状況の把握等を行うため、2002（平成14）年度から「環境自主行動計画フォ
ローアップチーム」を設置し、フォローアップを実施。

○フォローアップ結果については、毎年度、食料・農業・農村政策審議会食品産業部会へ報告。

環境自主行動計画策定団体

［目標指標：CO2排出量］
精糖工業会
全日本菓子協会
日本醤油協会
［目標指標：CO2排出原単位］
全国清涼飲料工業会
製粉協会
日本冷凍食品協会
全国ﾏﾖﾈｰｽﾞ･ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ類協会
日本即席食品工業協会
日本植物油協会
日本ﾊﾑ・ｿｰｾｰｼﾞ工業協同組合

日本パン工業会
日本スターチ糖化工業会
日本ビート糖業協会 ☆
全日本コーヒー協会 ☆
日本ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ協会 ☆

［目標指標：ｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位］
日本乳業協会
日本缶詰協会

産業部門

［目標指標：ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量］
日本加工食品卸協会
［目標指標：CO2排出原単位］
日本ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ協会☆

［目標指標：ｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位］

日本ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ協会

業務部門

食品産業19団体が策定
（平成20年4月末現在）

(注)☆は、平成19年度に策定した団体

2007（平成19）年度
フォローアップチーム

食料・農業・農村政策審議会
食品産業部会

環境自主行動計画のフォローアップ結果等（概要）

平成18年度食料品製造業の
エネルギー起源CO2排出量

1,476万ｔ－CO2 ‥①
(出典：(独)国立環境研究所温室効果
ガスインベントリオフィス資料)

計画策定17団体の排出量
837万ｔ－CO2 ‥②

②/①=57.4％

フォロー

アップ

報 告

○第1回(19年 12月)団体ヒアリング（7団体）

○第2回(19年 12月)団体ヒアリング（9団体）

○第3回(20年 3月) フォローアップ結果
取りまとめ



2007（平成19）年度フォローアップにおけるCO2排出削減対策に係る結果等

(注)括弧内は、前年度のフォローアップ結果である。
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2006(平成18)年度におけるCO2排出削減の動向

2007（平成19）年度のフォローアップ対象16団体のうち、14団体について2006（平成18）年度実績値の確認を行った結果、
2005(平成17）年度実績において既に目標を達成した2団体に加え、今回、新たに3団体が目標を達成した。また、目標未達成の団
体についても、目標と実績値の差が5%以下の団体が2団体から4団体に増加し、目標と実績値の差が5％超の団体は8団体から5
団体に減少したところであり、2006（平成18）年度においては着実に排出抑制対策が図られたと考えられる。しかしながら、4団体に
ついては、依然として目標と実績の差が10%を超えていることから、これらの団体にあっては排出抑制対策の加速化が必要である。

2007（平成19）年度フォローアップ対象 16団体

数値目標設定 15団体

実績報告 14団体
実績報告不十分 １団体

日本加工食品卸協会

① 計画未策定業種においては、新規に策定する

＜今後の課題＞

○未策定業界の計画策定
○目標未達成団体の取組の強化
日本乳業協会、全国清涼飲料工業会、製粉協会、日本冷凍食品協会、

全国マヨネーズ・ドレッシング類協会、日本缶詰協会、全日本菓子協会、
日本パン工業会、日本スターチ・糖化工業会

○団体毎の個別課題
・参加企業の固定化、拡大
（日本冷凍食品協会、全国マヨネーズ・ドレッシング類協会）

・基準年の数値の精査、報告
（日本加工食品卸協会）

○京都議定書目標達成計画において示された
課題への対応
①計画を策定していない業種においては、新規に策定する

②計画の目標が定性的である業種は、目標を定量化する
(日本フードサービス協会→平成20年4月定量化)

③計画については、政府による厳格な評価・検証を実施する

④既に現状が目標を超過している場合には、目標の引き上げ
を行う
精糖工業会、日本即席食品工業協会、日本植物油協会、
日本ﾊﾑ･ｿｰｾｰｼﾞ工業協同組合、日本醤油協会

数値目標未設定 １団体

日本フードサービス協会
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１．環境自主行動計画フォローアップ体制及び対象について 

（１）京都議定書目標達成計画における自主行動計画の位置付け 

     2008年3月28日に改定された京都議定書目標達成計画では、「我が国が京都議定書の削

減約束を達成していくためには、こうした自主行動計画の目標が達成されるべく、産業界が

エネルギー消費原単位や二酸化炭素排出原単位の改善等の排出量を抑制する努力を進めて

いくことが極めて重要である。」とされ、「計画については、政府による厳格なフォローア

ップを実施する。」とされた。 

                                                                        

（２）農林水産省による環境自主行動計画フォローアップについて                      

    食品産業（食品製造業、食品流通業及び外食産業）団体の策定した環境自主行動計画の

2006 年度における進捗状況等の把握を行うため、「環境自主行動計画フォローアップチー

ム」を設置し、3回のチーム会合を開催した。 

 

  ○2007年度環境自主行動計画フォローアップチーム委員名簿 

           有田 芳子      主婦連合会環境部会長 

    （座長)牛久保明邦   東京農業大学国際食料情報学部教授 

       高濱 正博   財団法人食品産業センター参与 

           中村愼一郎      早稲田大学政治経済学術院教授 

           堀尾 正靱      東京農工大学大学院共生科学技術研究院教授 

           三原   翠      NPO法人食品保健科学情報交流協議会常任理事 

 

    ○環境自主行動計画フォローアップチーム会合開催状況 

       第1回 2007年12月10日 団体ヒアリング（7団体） 

       第2回 2007年12月17日 団体ヒアリング（9団体） 

       第3回 2008年 2月25日 フォローアップ結果取りまとめ 
 

  ○対象団体                                        

   2006年度現在で計画を策定していた食品製造業14団体、食品流通業1団体、外食産業1

団体の計16団体を対象とした。 

                        表－１ 対象団体名（番号は策定順） 

 部門            団  体  名 

 

 食品 

 製造  

 

  1.精糖工業会              10.(社)日本缶詰協会  

  2.(社)日本乳業協会           11.全日本菓子協会     

  3.(社)全国清涼飲料工業会      12.日本醤油協会 

  4.製粉協会                    13.(社)日本植物油協会 

  5.(社)日本冷凍食品協会       14.日本ﾊﾑ・ｿｰｾｰｼﾞ工業協同組合 

  7.全国ﾏﾖﾈｰｽﾞ･ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ類協会   15.(社)日本パン工業会 

  9.(社)日本即席食品工業協会    16.日本スターチ・糖化工業会 

 流通   6.(社)日本加工食品卸協会 

 外食   8.(社)日本フードサービス協会 
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表－２ 策定団体数の推移 

1996年度 1998年度 1999年度 2000年度 2002年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度

1 6 9 10 12 13 14 16 18（注) 

   （注） 

      2007年度は、(社)全日本コーヒー協会、日本ビート糖業協会が計画を策定。 

       （2008年度からフォローアップを実施。） 

             

表－３  各団体の2006年度のCO2排出量 

  ①食品製造 

                                （単位：千t-CO2) 

     団 体 名 CO2排出量 

  精糖工業会 

  (社)日本乳業協会 

  (社)全国清涼飲料工業会 

  製粉協会 

  (社)日本冷凍食品協会 

  全国ﾏﾖﾈｰｽﾞ･ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ類協会 

  (社)日本即席食品工業協会 

  (社)日本缶詰協会 

  全日本菓子協会 

  日本醤油協会 

  (社)日本植物油協会 

  日本ﾊﾑ・ｿｰｾｰｼﾞ工業協同組合 

  (社)日本パン工業会 

  日本スターチ・糖化工業会 

     431 

   1,091 

   1,016 

     211 

     678 

      49 

     201 

      90 

     468 

     193 

     612 

     221 

     852 

   1,191 

            計    7,304② 

 

 

 産業部門のエネルギー起源CO2 

 排出量   

          454,983千t-CO2 

 うち食料品製造業の排出量 

           14,575千t-CO2 ① 

 （出典：環境省「2006年度（平成 

18年度）の温室効果ガス排出量 

速報値」） 

 

    

 

 食料品製造業の排出量に占める 

 計画策定団体の排出量の割合  

 ②/①＝50.1% 

 

   ②食品流通 

                                （単位：千t-CO2) 

     団 体 名  CO2排出量 

  (社)日本加工食品卸協会    326 

 

  ③外食 

                                （単位：千t-CO2) 

     団 体 名  CO2排出量 

  (社)日本フードサービス協会  団体において調査中 
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２．CO2排出抑制対策に係る評価結果 

（１）概要 

   フォローアップ対象16団体のうち、CO2排出削減に向けて数値目標を設定しているのは

15団体、このうち排出量等の実績報告があったのは14団体（注）である。 

(注） 

   1.(社)日本フードサービス協会は数値目標の設定作業中である。 

   2.(社)日本加工食品卸協会は、本年度（2007年度）から参加企業を拡大（11社）したが、

2006年度実績のみの報告であり、基準年の実績報告がないため評価を行うことができ

ない。                      

 

   この14団体について2010年度の数値目標に対する2006年度実績値を確認したところ、

2005年度に既に目標を達成した2団体（精糖工業会、(社)日本即席食品工業協会）に加え、

今回、新たに3団体（日本醤油協会、(社)日本植物油協会、日本ハム・ソーセージ工業協

同組合）が目標を達成した。 

また、目標を未達成の団体についても、目標と2006 実績値の差が5%以下の団体が2団

体から4団体に増加する一方、目標と実績値の差が5%超の団体は8団体から5団体に減少

したところであり、2006年度においては着実にCO2排出抑制対策が図られたと考えられる。 

しかしながら、4団体については、依然として目標と実績の差が10%を超えていることか

ら、これらの団体にあっては排出抑制対策の加速化が必要である。  

 

   

表－４ 2006年度におけるCO2排出削減の動向 

目標を未達成の団体 

(目標と実績値の差) 

 削減目標         団 体 数 目標を達成している団体  

     0%超～5%以下     5%超～10％以下        10%超 

 ＣＯ2排出量     3 ( 3)     2 ( 1)     1      ( 1)      ( 1) 

  ＣＯ2排出原単位     9 ( 7)     3 ( 1)     3 ( 2)     3 ( 4) 

  エネルギー消費原単位     2 ( 2)              1 ( 1)    1 ( 1) 

     計    14 (12)     5 ( 2)     4 ( 2)    1 ( 2)    4 ( 6) 

   (注）括弧内は、前年度のフォローアップ結果である。 

         

 

（２）団体別の動向及び評価結果 

   団体別の排出等実績の動向(基準年を1とする。)及び2010年度の数値目標の達成に向け

ての評価結果は、以下のとおりである。   

    なお、評価に当たっては、次のような基準によることとした。 

  実績と目標との乖離   0%超～5%以下   5%超～10％以下     10%超 

   評 価    対策の着実な実施が必要     相当な努力が必要    現状のままでは困難 

（注）１.各団体の目標は特段の記載のない限り、2010年度目標である。  

    ２.各団体の排出量の実数等は、「資料１」参照。 
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①CO2排出量を削減目標とする団体（3団体） 

    ○精糖工業会   

     目標：1990年度を基準年とし、20%削減（本年度（2007年度）、2008～2012年度平均

で22%削減に目標値を引上げ） 

 1990年度  2001年度  2002年度  2003年度  2004年度  2005年度  2006年度 2010年度目標 

  1.000   0.838   0.790   0.824   0.759   0.747   0.743   0.800 

・生産量（溶糖量）の減少及び都市ガス化率の向上等により基準年比は25.7%削減。・

2002年度及び2004年度以降3年連続で目標達成。 

  

    ○全日本菓子協会   

     目標：1990年度を基準年とし、6%削減 

 1990年度  2001年度  2002年度  2003年度  2004年度  2005年度  2006年度 2010年度目標 

  1.000   0.989   1.007   1.007   1.005   0.999   0.961   0.940 

・エネルギー転換（ガス等）等の実施により、基準年比3.9%削減。 

・目標達成に向け、対策の着実な実施が必要。 

  

    ○日本醤油協会                                                         

     目標：1990年度を基準年とし、6%以上削減                               

 1990年度  2001年度  2002年度  2003年度  2004年度  2005年度  2006年度 2010年度目標 

  1.000   0.989   0.974   1.019   0.973   1.004   0.930   0.940 

 

  

  

   

・燃料転換（LPG・都市ガス・電力、しょうゆ粕・しょうゆ油の燃料化）、省エネ機器

の導入等により基準年比7.0％削減。 

・目標達成。 

    

  ②CO2排出原単位を削減目標とする団体（9団体） 

    ○(社)全国清涼飲料工業会   

     目標：1990年度を基準年とし、6%削減 

 1990年度  2001年度  2002年度  2003年度  2004年度  2005年度  2006年度 2010年度目標 

  1.000   1.040   1.090   1.098   1.072   1.165   1.131   0.940 

・ペットボトル容器の内製化、熱エネルギーを多く必要とするコーヒー、茶飲料等の増

加、少容量・多品種生産等により、基準年比13.1%増加。 

・目標達成は、現状のままでは困難と考えられる。 

  

    ○製粉協会   

     目標：1990年度を基準年とし、5%以上削減 

 1990年度  2001年度  2002年度  2003年度  2004年度  2005年度  2006年度 2010年度目標 

  1.000   0.962   1.033   1.123   1.075   1.075   1.080   0.950 

・品質管理の強化等により、基準年比8.0%増加。 

・目標達成は、現状のままでは困難と考えられる。 

    



5

○(社)日本冷凍食品協会 

     目標：1990年度を基準年とし、10%程度削減 

 1990年度  2001年度  2002年度  2003年度  2004年度  2005年度  2006年度 2010年度目標 

  1.000    0.972        0.989      0.945   0.900 

・省エネ機器の導入、エネルギー転換等により、基準年比5.5%削減。 

・目標達成に向け、対策の着実な実施が必要。 

 

○全国マヨネーズ・ドレッシング類協会   

    目標：1990年度を基準年とし、約30%削減 

 1990年度  2001年度  2002年度  2003年度  2004年度  2005年度  2006年度 2010年度目標 

  1.000        0.978   0.963   0.974   0.972   0.700 

・高加工度商品の増加等はあるものの、燃料転換、省エネ設備の導入等により、基準  

年比2.8%削減。 

・数値目標が高いこともあり、目標達成は、現状のままでは困難と考えられる。 

 

    ○(社)日本即席食品工業協会   

    目標：1990年度を基準年とし、2008～2012年度平均で６%削減（本年度（2007 

年度）24%削減に目標値を引上げ） 

 1990年度  2001年度  2002年度  2003年度  2004年度  2005年度  2006年度 2010年度目標 

  1.000   0.860   0.884   0.855   0.814   0.759   0.753   0.940 

・商品設計見直し、アイテム絞り込み、省エネ設備の導入、設備の大型化・高速化、燃

料転換（ガス）等により、基準年比24.7%削減。 

・数値報告のある1998年度以降、9年連続で目標達成。 

 

   ○(社)日本植物油協会   

    目標：1990年度を基準年とし、15%以上削減 

 1990年度  2001年度  2002年度  2003年度  2004年度  2005年度  2006年度 2010年度目標 

  1.000      0.871   0.897   0.874   0.880   0.836   0.850 

・燃料転換(LPG、都市ガス等）、省エネ設備の導入、運転効率化等により、基準年比 

16.4%削減。 

・目標達成。 

 

   ○日本ハム・ソーセージ工業協同組合   

    目標：2003年度を基準年とし、概ね5%程度削減 

 1990年度  2001年度  2002年度  2003年度  2004年度  2005年度  2006年度 2010年度目標 

           1.000   1.009   1.030   0.906   0.950 

・工場の統廃合、省エネ機器導入、燃料転換（電力、都市ガス）、運転効率化等によ 

り、基準年比9.4%削減。 

・目標達成。 
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   ○(社)日本パン工業会   

    目標：2004年度を基準年とし、年率1%削減 

 1990年度  2001年度  2002年度  2003年度  2004年度  2005年度  2006年度 2010年度目標 

              1.000   1.017   0.981   0.941 

・省エネ設備の導入、燃料転換（都市ガス等）、エネルギー転換、運転効率化等により

基準年比1.9%削減。 

・目標達成に向け、対策の着実な実施が必要。 

    

○日本スターチ・糖化工業会   

    目標：2005年度を基準年とし、3%程度削減 

 1990年度  2001年度  2002年度  2003年度  2004年度  2005年度  2006年度 2010年度目標 

                 1.000   0.988   0.970 

・省エネ設備の導入、エネルギー転換（都市ガス）等により基準年比1.2%削減。 

・目標達成に向け、対策の着実な実施が必要。 

 

  ③エネルギー消費量を削減目標とする団体（1団体） 

    ○(社)日本加工食品卸協会   

     目標：2000年度を基準年とし、10%削減 

 2000年度  2001年度  2002年度  2003年度  2004年度  2005年度  2006年度 2010年度目標 

   -                  -   0.900 

・昨年度（2006年度）までは大手１社のみの実績報告であったが、本年度（2007年    

度）から11社の参加となった。しかしながら、基準年度の数値報告がないため評価  

を行うことはできない。 

 

  ④エネルギー消費原単位を削減目標とする団体（2団体） 

    ○(社)日本乳業協会   

     目標：2000年度を基準年とし、年率0.5%削減 

 2000年度  2001年度  2002年度  2003年度  2004年度  2005年度  2006年度 2010年度目標 

  1.000   1.037   1.059   1.014   1.006   1.025   1.013   0.951 

・省エネ機器の導入等を進めているものの、品質管理の強化、高加工度商品（発酵乳 

等）の増加等により、基準年比1.3%の増加。 

・目標達成のためには、相当な努力が必要と考えられる。 

 

○(社)日本缶詰協会   

    目標：1990年度を基準年とし、これを上回らない 

 1990年度  2001年度  2002年度  2003年度  2004年度  2005年度  2006年度 2010年度目標 

  1.000   1.129   1.125   1.150   1.160   1.145   1.150   1.000 

・小型缶の増加、多品種生産、生産ラインの機械化等により、基準年比15.0%増加。 

・目標達成は、現状のままでは困難と考えられる。 
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⑤その他 

    ○(社)日本フードサービス協会   

     目標：店舗等における効率的な省エネの推進等 

 2000年度  2001年度  2002年度  2003年度  2004年度  2005年度  2006年度 2010年度目標 

                     

・目標が「店舗等における効率的な省エネの推進」等の定性的なものにとどまってお 

り、数値目標が設定されていないことから、評価を行うことはできない。 
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（３）課題への対応状況 

   2006年度フォローアップ結果において課題として指摘した事項についての対応状況は、

以下のとおりである。 

 

  ① 団体別の課題への対応状況 

    2006年度フォローアップ結果において、団体別の課題として指摘した事項について 

の対応状況は、以下のとおりである。 

   団  体  名    課    題      対応状況  評価 

(社)日本冷凍食品協会    

  

実績報告が3年ごととな

っているが、毎年度、報

告が必要。 

2007年度以降、毎年度フォ

ローアップ調査を実施。 

 

  ○ 

(社)日本冷凍食品協会 

 

 

 

 

 

アンケート調査において「

環境自主行動計画を知って

いた。」、かつ、「環境対

策を実施している。」と回

答した企業を環境自主行動

計画参加企業とみなす。 

  

 × 

 

 

    

全国ﾏﾖﾈｰｽﾞ･ﾄﾞﾚｼｯﾝｸﾞ類協

会 

固定は可能であるが、過去

のデータ把握が難しく、拡

大は困難。 

  

 △ 

    

(社)日本缶詰協会 

団体としてアンケート

調査を実施し、これに回

答した企業をフォロー

アップ参加企業として

いるが、参加企業の固定

及びその拡大に努める

こと。 

固定可能。拡大については過

去のデータ把握等難しい面

はあるが可能な限り努力。 

    

  ○ 

(社)日本加工食品卸協会 実績報告が1社のみとな

っているが、フォローア

ップ参加企業を拡大す

るよう努めること。 

2007年度１１社に拡大。 

基準年の数値報告なし。 

   

  △ 

    

(社)日本フードサービス協

会 

数値目標の設定につい

て検討が必要。 

2008年4月末までに数値目

標を設定予定。 

  △ 

(社)日本パン工業会 

      

計画策定時とフォローア

ップ時のCO2排出量等の

実績報告が異なっており

、数値の精査が必要。 

2007年度、参加企業の数値

を精査。 

  

  ○ 
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 ② 共通課題への対応状況 

   2006年度フォローアップ結果において、共通の課題として指摘した事項のうち、産業 

構造審議会・総合資源エネルギー調査会自主行動計画フォローアップ合同小委員会及び 

中央環境審議会自主行動計画フォローアップ専門委員会の「2007年度自主行動計画フォ 

ローアップ結果及び今後の課題等」（以下、「産構審フォローアップ結果」という。） 

のⅠの6「2007年度フォローアップの視点」（資料２）に掲げられた事項と共通する事 

項についての対応状況は、以下のとおりである。 

 

  ア 目標達成業種の目標引上げ 

    2006年度のフォローアップ結果において、目標達成を確認した2団体については、 

目標値の引き上げを求めてきたところ、2団体とも目標引き上げを行ったところであ 

る。 

   団  体  名      旧目標      新目標 2006年度実績 

 精糖工業会  CO2排出量を2010年度に 

1990年度比20%削減 

CO2排出量を2008～2012

年度平均で90年度比22%

削減 

 

▲25.7% 

 

(社)日本即席食品工業 

協会 

CO2排出原単位を2008～ 

2012年度平均で90年度比

6%削減 

CO2排出原単位を2008～ 

2012年度平均で90年度比 

24%削減 

  

▲24.7% 

 

   イ 目標未達成業種の目標達成の蓋然性向上 

      目標となる水準を達成していない業種については、目標達成の蓋然性向上の観点から

未達幅（達成までに必要な単位、量）を埋め合わせる今後の対策内容（京都メカニズム

を含む。）とその効果について定量的な説明を求めてきたが、目標未達成の団体のうち

具体的な回答があったのは、1団体である。 

   団  体  名        対  策  内  容         

 

(社)全国清涼飲料工業会  

2010年度目標達成のための必要削減量を18万トンと試算し、P

ETボトルの内製化に伴い、①PETボトル成形企業が排出していた

CO2を飲料企業が排出することとなった移転分を5万トン、②空P

ETボトルの輸送を行わなくなったことに伴う排出削減量を2万

トンと見込み(注)、残りの11万トンについては、京都メカニズ

ムを活用。 

 (注）こうした「控除」が妥当な方法であるか否かについては、他の団体等の事例等を踏まえ、

検討が必要。 

 

   ウ CO2排出量も併せた目標設定 

     京都議定書がCO2排出量を目標としていることに鑑み、原単位のみを目標指標として

いる団体に対し、新たにCO2排出量についても併せて目標指標とすることの検討を求め

てきたが、本年度（2007年度）CO2排出量を目標として設定した団体はなかった。 

 

③ その他 

上記①、②及びその他の課題を含めた対応状況については、「資料３」の一覧表を参照。   
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３．CO2排出抑制対策に係る今後の課題等 

  京都議定書目標達成計画の評価・見直しを行うため、2006 年 11 月から中央環境審議会地

球環境部会及び産業構造審議会環境部会地球環境小委員会の合同会合において議論が行われ

てきた。 

この検討の中で、環境自主行動計画については、今後ともエネルギー起源CO2排出抑制の

ための主要な対策であるとの認識の下、計画の新規策定、定性的な目標の定量化、目標引き

上げの促進、政府による厳格なフォローアップの実施等が課題とされ、多くの業種及び関係

省庁がこの取組の強化・推進を図ってきたところであり、今般、改定された京都議定書目標

達成計画においても、対策のより一層の推進を図るための種々の方向性が示されている。 

  食品産業の各団体は、こうした環境自主行動計画の位置付けを、再度、組織としてその重

要性について確認の上、それぞれの目標達成に向けて、可能な限りの努力を行うことが必要

であり、フォローアップのとりまとめを行う業界団体は、参画企業への強力なリーダーシップ

の発揮が求められるところである。 

  なお、環境自主行動計画の実効性を確保するとともに、その透明性・信頼性・目標達成の蓋

然性を向上していくための主要な課題等としては以下のとおりであり、該当する団体について

は、適切な対応を求めるものである。 

 

（１）未策定業種の計画策定 

   本年度（2007年度）フォローアップを行った食品製造業14団体の2006年度のCO2排出

量は、食品製造業全体の 50.1%（2 ページ参照）であり、2007 年度に計画を策定した(社)

全日本コーヒー協会及び日本ビート糖業協会を加えると、来年度（2008年度）のフォロー

アップのカバー率は 50%台の後半になるものと見込まれる。しかしながら、我が国の削減

約束の達成に貢献していくためには、今後ともカバー率を高めていくことが重要であるこ

とから、計画未策定の食品製造業団体にあっては、早急に計画を策定するとともに、削減

対策を講ずる必要がある。 

   また、食品製造業以外の農林水産省の所管に係る幅広い業種においても、計画の策定を

検討すべきである。 

 

（２）目標未達成団体の取組みの強化 

   2006年度実績において目標を達成していない以下の9団体については、排出抑制のため

の取組の強化を図ることが必要である。 

 (社)日本乳業協会、(社)全国清涼飲料工業会、製粉協会、(社)日本冷凍食品協会、 

  全国マヨネーズ・ドレッシング類協会、(社)日本缶詰協会、全日本菓子協会、 

 (社)日本パン工業会、日本スターチ・糖化工業会 
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（３）団体毎の個別課題 

   団  体  名           課        題            

(社)日本冷凍食品協会    

  

本年度（2007年度）より、アンケート調査で「環境自主行動計

画を知っていた。」、かつ、「環境対策を実施している。」と

回答した企業を環境自主行動計画の参加企業とみなすとしてい

るが、団体の環境自主行動計画に参加する意思を確認した企業

のみを参加企業とすること。 

全国ﾏﾖﾈｰｽﾞ･ﾄﾞﾚｼｯﾝｸﾞ類協

会 

参加企業を固定するとともに、拡大推計を行うことなく参加企

業の排出量のフォローアップ合計値を報告すること。また、参

加企業の拡大に努めること。なお、拡大企業のデータについて

は可能な限りの範囲で収集に努めること。 

 (社)日本加工食品卸協会 基準年の数値を調査し、報告すること。 

 

（４）京都議定書目標達成計画において示された課題への対応 

   上記（１）～（３）のほか、食品産業団体においては、京都議定書目標達成計画（平成 

20年3月28日改定）の中に列挙されている、自主行動計画の一層積極的な取組を推進するた

めの様々な課題について、適切に対応することが求められる。 

 

 京都議定書目標達成計画（抜粋） 

  我が国が京都議定書の削減約束を達成していくためには、こうした自主行動計画
の目標が達成されるべく、産業界がエネルギー消費原単位や二酸化炭素排出原単

位の改善等の排出量を抑制する努力を進めていくことが極めて重要である。その

ため、産業界の自主行動計画の目標、内容についてはその自主性に委ねられるべ

きものであることを踏まえつつ、社会的要請に応える観点から、 

①計画を策定していない業種においては、新規に策定する 

②計画の目標が定性的である業種は、目標を定量化する 

③計画については、政府による厳格な評価・検証を実施する 

④既に現状が目標を超過している場合には、目標の引き上げを行う 

とともに、日本経団連環境自主行動計画の目標が十分に達成され、また、個別業

種が自らの自主的な目標達成に向けて積極的に取り組むことが奨励される。 

政府としては、こうした自主行動計画の透明性・信頼性・目標達成の蓋然性が

向上するよう、自主行動計画の評価・検証制度として、関係審議会等による定期

的なフォローアップの実行を進める。 

政府における評価・検証は、上記①～④に加え、以下の観点を踏まえて行う。
 

◇ 京都議定書上の第一約束期間が2008年から2012年の５年間にわたることか

ら、計画の目標についても、５年間の平均で達成するものとするよう促す。 

◇ 目標の未達幅を埋め合わせる今後の対策内容（京都メカニズムの活用を含

む。）とその効果を、可能な限り定量的・具体的に示すよう促す。そのうち、

目標達成が困難となる場合に備えて京都メカニズムを活用する業種について

は、クレジットの取得量と取得時期について、可能な限り具体的な見通しを示

すよう促すとともに、取得したクレジットを目標達成に活用する場合は、政府

口座に無償で移転することとする。 
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◇ 目標達成の蓋然性をより向上するため、各業種を構成する企業間の責任分担

の状況等について、確認・見直しを行うよう促す。 

◇ 京都議定書が温室効果ガス総排出量を目標としていることにもかんがみ、原

単位のみを目標指標としている業種に対し、二酸化炭素排出量についても併せ

て目標指標とすることを積極的に検討するよう促す。 

◇ 自主行動計画の参加事業所の二酸化炭素排出量について、地球温暖化対策推

進法に基づく個別事業所の排出量データを活用し、先進的な取組事例を定量的

に示すことも含め、更に積極的な情報開示を行うよう促す。 

◇ 業務その他部門、家庭部門及び運輸部門における対策の抜本的強化が求めら

れているところ、日本経団連が加盟業種・会員企業の本社等オフィスにおける

二酸化炭素排出削減目標を包括的・業種横断的に、速やかに設定するよう促す

とともに、会員企業の社員の家庭における環境家計簿の利用拡大等の取組を進

めるよう更に促す。 

◇ 産業界の業務・運輸部門における取組や、民生・運輸部門の排出削減への寄

与については、製品のＬＣＡの観点も踏まえた定量化も含め、可能な限り定量

化を行うよう促す。 

◇ 自主行動計画に基づく取組について、海外や消費者等への分かりやすい情報

発信を行うため、各業種において、信頼性の高いデータに基づく国際比較等を

行うとともに、自主行動計画に基づく取組について積極的な対外発信を行うよ

う促す。 

 （注）「京都議定書目標達成計画」の自主行動計画部分の全文は、「資料４」参照。 

 

（５）食品産業の特性を踏まえたCO2排出抑制への取組の推進 

   食品産業においては、近年、消費者の信頼確保のための食品の安全や品質管理の徹底、

消費者ニーズの多様化等による少量多品種生産等がエネルギー消費の増大要因となってい

る。 

また、高加工度食品・調理簡便化食品の出荷額の増大や外食・中食比率の増加など、食

の外部化・サービス化が伸展する中、従来、民生部門（家庭での調理）で排出していたCO2

の一部を、産業部門（食品産業）が肩代わりして排出しているといった指摘もある。  

このほか、食品流通の分野においては、食品の安全等の問題へ対応するために温度管理

の徹底、消費者の鮮度志向に対応するための多頻度配送等に伴うCO2排出量の増大も懸念

されている。 

     食品産業におけるCO2排出抑制については、こうした食品産業の特性を十分に検証の上、

その事業活動が国民への食料の安定供給や食生活の多様化・高度化を支え、国民生活と密

接な関係を有していることについて、広く社会に理解を求めることが重要である。 

こうした観点から、ＬＣＡの手法を活用し、調理食品と家庭内調理のCO2排出量の比較

分析を行い、その結果を社会に公表するとともに、環境負荷の少ない商品を消費者が選択

できる方策や行き過ぎた鮮度志向、調理簡便化志向等に対する食育的観点を配慮した啓発

活動等、企業・団体さらには食品産業全体として検討・実施していくべきである。 
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（６）その他 

  ① 「CO2 排出抑制対策に係る具体的事例」として、各団体から報告のあった優良事例に

ついては、「資料５」に記載した。 

     当該事例については、同業他社及び異業種への参考として提示するものであり、食品

産業全体として CO2 排出抑制をより一層進めるため、来年度（2008 年度）以降、各団

体においては積極的に参画企業における事例の調査を行い、多くの企業の優良な事例の

報告を行われたい。 

 

  ② 「廃棄物対策に係る2006年度実績及び課題等」については、「資料６」を参照。 

       廃棄物の焼却等に伴う非エネルギー起源CO2 の排出量は、2006 年度において36.9 百

万トン、基準年比62.7%の増加となっている。このため、食品産業の事業者においては、

CO2排出抑制対策の観点からも今後とも廃棄物対策を推進することが必要である。 

     また、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」（平成12年法律第116号）

第3条に基づく基本方針においては、食品循環資源の再生利用等を行うに当たっては、

「循環型社会形成推進基本法（平成12年法律第110号）第3条から第7条までに定める

基本原則にのっとり、まず、食品廃棄物等の発生ができるだけ抑制されなければならな

い。」とされたことから、食品廃棄物の発生抑制に留意しつつ、やむを得ず発生した場

合は、資源としての循環的な利用を促進することにより循環型社会の形成に寄与してい

くことも重要な課題である。 



(資料１）

団体別ＣＯ2排出量等実績及び2010年度目標

１．ＣＯ2排出量を削減目標とする団体（３団体）

○精糖工業会 （目標：CO2排出量　1990年度を基準年とし、20%削減）

1990（平成2） 2001（平成13） 2002（平成14） 2003（平成15） 2004（平成16） 2005（平成17） 2006（平成18） 2010（平成22）

CO2排出量 t-CO2 580,000 486,000 458,000 478,000 440,000 433,000 431,000 452,400

CO2排出原単位 t-CO2/t 0.282 0.269 0.262 0.266 0.251 0.249 0.255

エネルギー消費量 ｋｌ 243,000 218,000 201,000 209,000 196,000 197,000 204,000

エネルギー消費原単位 ｋｌ/ｔ 0.118 0.121 0.115 0.116 0.112 0.113 0.121

CO2排出量 1.000 0.838 0.790 0.824 0.759 0.747 0.743 0.800

CO2排出原単位 1.000 0.956 0.929 0.946 0.890 0.883 0.907

エネルギー消費量 1.000 0.897 0.827 0.860 0.807 0.811 0.840

エネルギー消費原単位 1.000 1.023 0.973 0.987 0.946 0.959 1.025

○全日本菓子協会 （目標：CO2排出量　1990年度を基準年とし、6%削減）

1990（平成2） 2001（平成13） 2002（平成14） 2003（平成15） 2004（平成16） 2005（平成17） 2006（平成18） 2010（平成22）

CO2排出量 t-CO2 486,849 481,681 490,441 490,463 489,444 486,209 467,742 457,638

CO2排出原単位 t-CO2/t

エネルギー消費量 ｋｌ 277,706 300,809 307,789 311,688 315,045 314,689 313,667

エネルギー消費原単位 ｋｌ/t

CO2排出量 1.000 0.989 1.007 1.007 1.005 0.999 0.961 0.940

CO2排出原単位

エネルギー消費量 1.000 1.083 1.108 1.122 1.134 1.133 1.129

エネルギー消費原単位

○日本醤油協会 （目標：CO2排出量　1990年度を基準年とし、6%以上削減）

1990（平成2） 2001（平成13） 2002（平成14） 2003（平成15） 2004（平成16） 2005（平成17） 2006（平成18） 2010（平成22）

CO2排出量 t-CO2 207,085 204,862 201,803 211,041 201,457 207,877 192,605 194,660

CO2排出原単位 t-CO2/t 0.176 0.199 0.202 0.215 0.211 0.221 0.203

エネルギー消費量 ｋｌ 94,053 103,160 96,839 93,768 96,054 93,119 88,623

エネルギー消費原単位 ｋｌ/t 0.080 0.100 0.097 0.096 0.101 0.099 0.093

CO2排出量 1.000 0.989 0.974 1.019 0.973 1.004 0.930 0.940

CO2排出原単位 1.000 1.133 1.147 1.222 1.199 1.257 1.150

エネルギー消費量 1.000 1.097 1.030 0.997 1.021 0.990 0.942

エネルギー消費原単位 1.000 1.256 1.212 1.195 1.259 1.240 1.165

２．ＣＯ2排出原単位を削減目標とする団体（9団体）

○(社)全国清涼飲料工業会 （目標：CO2排出原単位　1990年度を基準年とし、6%削減）

1990（平成2） 2001（平成13） 2002（平成14） 2003（平成15） 2004（平成16） 2005（平成17） 2006（平成18） 2010（平成22）

CO2排出量 t-CO2 459,000 849,000 882,000 930,000 970,000 1,001,000 1,016,000

CO2排出原単位 t-CO2/ｋｌ 0.090 0.093 0.098 0.099 0.096 0.105 0.102 0.085

エネルギー消費量 ｋｌ 203,000 408,000 421,000 438,000 460,000 478,000 500,000

エネルギー消費原単位 ｋｌ/ｋｌ 0.040 0.045 0.047 0.046 0.046 0.050 0.050

CO2排出量 1.000 1.850 1.922 2.026 2.113 2.181 2.214

CO2排出原単位 1.000 1.040 1.090 1.098 1.072 1.165 1.131 0.940

エネルギー消費量 1.000 2.010 2.074 2.158 2.266 2.355 2.463

エネルギー消費原単位 1.000 1.130 1.176 1.169 1.149 1.258 1.259

○製粉協会 （目標：CO2排出原単位　1990年度を基準年とし、5%以上削減）

1990（平成2） 2001（平成13） 2002（平成14） 2003（平成15） 2004（平成16） 2005（平成17） 2006（平成18） 2010（平成22）

CO2排出量 t-CO2 168,953 189,107 202,933 225,076 212,782 211,739 210,913

CO2排出原単位 t-CO2/t 0.036 0.034 0.037 0.040 0.039 0.039 0.039 0.034

エネルギー消費量 ｋｌ 107,849 123,556 124,797 129,880 126,778 123,219 125,271

エネルギー消費原単位 ｋｌ/t 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.022 0.023

CO2排出量 1.000 1.119 1.201 1.332 1.259 1.253 1.248

CO2排出原単位 1.000 0.962 1.033 1.123 1.075 1.075 1.080 0.950

エネルギー消費量 1.000 1.146 1.157 1.204 1.176 1.143 1.162

エネルギー消費原単位 1.000 0.985 0.996 1.015 1.004 0.980 1.005
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○(社)日本冷凍食品協会 （目標：CO2排出原単位　1990年度を基準年とし、10%程度削減）

1990（平成2） 2001（平成13） 2002（平成14） 2003（平成15） 2004（平成16） 2005（平成17） 2006（平成18） 2010（平成22）

CO2排出量 t-CO2 476,414 681,360 701,484 678,190

CO2排出原単位 t-CO2/t 0.465 0.452 0.459 0.439 0.424

エネルギー消費量 ｋｌ 244,052 363,453 349,597 336,854

エネルギー消費原単位 ｋｌ/t 0.238 0.241 0.229 0.218

CO2排出量 1.000 1.430 1.472 1.424

CO2排出原単位 1.000 0.972 0.989 0.945 0.900

エネルギー消費量 1.000 1.489 1.432 1.380

エネルギー消費原単位 1.000 1.013 0.962 0.916

○全国マヨネーズ・ドレッシング類協会（目標：CO2排出原単位　1990年度を基準年とし、約30%削減）

1990（平成2） 2001（平成13） 2002（平成14） 2003（平成15） 2004（平成16） 2005（平成17） 2006（平成18） 2010（平成22）

CO2排出量 t-CO2 36,321 47,776 47,899 49,474 48,527

CO2排出原単位 t-CO2/t 0.125 0.122 0.120 0.121 0.121 0.087

エネルギー消費量 ｋｌ 11,606 25,181 25,378 25,416 25,190

エネルギー消費原単位 ｋｌ/t 0.040 0.064 0.064 0.062 0.063

CO2排出量 1.000 1.315 1.319 1.362 1.336

CO2排出原単位 1.000 0.978 0.963 0.974 0.972 0.700

エネルギー消費量 1.000 2.170 2.187 2.190 2.170

エネルギー消費原単位 1.000 1.613 1.597 1.566 1.579

○(社)日本即席食品工業協会 （目標：CO2排出原単位　1990年度を基準年とし、2008～2012年度平均で6%削減）

1990（平成2） 2001（平成13） 2002（平成14） 2003（平成15） 2004（平成16） 2005（平成17） 2006（平成18） 2010（平成22）

CO2排出量 t-CO2 167,872 193,324 201,044 202,788 216,639 206,359 201,386

CO2排出原単位 t-CO2/t 0.570 0.490 0.503 0.487 0.464 0.432 0.429 0.433

エネルギー消費量 ｋｌ 86,072 88,135 92,005 94,646 90,340 88,103

エネルギー消費原単位 ｋｌ/t 0.218 0.221 0.221 0.203 0.189 0.188

CO2排出量 1.000 1.152 1.198 1.208 1.291 1.229 1.200

CO2排出原単位 1.000 0.860 0.884 0.855 0.814 0.759 0.753 0.940

エネルギー消費量

エネルギー消費原単位

○(社)日本植物油協会 （目標：CO2排出原単位　1990年度を基準年とし、15%以上削減）

1990（平成2） 2001（平成13） 2002（平成14） 2003（平成15） 2004（平成16） 2005（平成17） 2006（平成18） 2010（平成22）

CO2排出量 t-CO2 674,577 686,934 663,926 639,014 645,609 612,134

CO2排出原単位 t-CO2/t 0.347 0.302 0.312 0.304 0.306 0.290 0.295

エネルギー消費量 ｋｌ 277,859 304,616 294,111 281,930 282,441 271,700

エネルギー消費原単位 ｋｌ/t 0.143 0.134 0.138 0.134 0.134 0.129

CO2排出量 1.000 1.018 0.984 0.947 0.957 0.907

CO2排出原単位 1.000 0.871 0.897 0.874 0.880 0.836 0.850

エネルギー消費量 1.000 1.096 1.058 1.015 1.016 0.978

エネルギー消費原単位 1.000 0.937 0.965 0.937 0.935 0.901

○日本ハム・ソーセージ工業協同組合（目標：CO2排出原単位　2003年度を基準年とし、概ね5%程度削減）

1990（平成2） 2001（平成13） 2002（平成14） 2003（平成15） 2004（平成16） 2005（平成17） 2006（平成18） 2010（平成22）

CO2排出量 t-CO2 271,648 259,633 260,659 221,476

CO2排出原単位 t-CO2/t 0.779 0.787 0.803 0.706 0.740

エネルギー消費量 ｋｌ 130,101 127,057 129,563 118,504

エネルギー消費原単位 ｋｌ/t 0.373 0.385 0.399 0.378

CO2排出量 1.000 0.956 0.960 0.815

CO2排出原単位 1.000 1.009 1.030 0.906 0.950

エネルギー消費量 1.000 0.977 0.996 0.911

エネルギー消費原単位 1.000 1.031 1.069 1.012
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○(社)日本パン工業会 （目標：CO2排出原単位　2004年度を基準年とし、年率1%削減）

1990（平成2） 2001（平成13） 2002（平成14） 2003（平成15） 2004（平成16） 2005（平成17） 2006（平成18） 2010（平成22）

CO2排出量 t-CO2 859,456 872,046 851,872

CO2排出原単位 t-CO2/10億円 865 880 848 814

エネルギー消費量 ｋｌ 445,857 449,865 450,797

エネルギー消費原単位 ｋｌ/10億円 449 454 449

CO2排出量 1.000 1.015 0.991

CO2排出原単位 1.000 1.017 0.981 0.941

エネルギー消費量 1.000 1.009 1.011

エネルギー消費原単位 1.000 1.011 1.001

○日本スターチ・糖化工業会 （目標：CO2排出原単位　2005年度を基準年とし、３％程度削減）

1990（平成2） 2001（平成13） 2002（平成14） 2003（平成15） 2004（平成16） 2005（平成17） 2006（平成18） 2010（平成22）

CO2排出量 t-CO2 1,201,000 1,191,000

CO2排出原単位 t-CO2/t 0.325 0.321 0.315

エネルギー消費量 ｋｌ 517,000 503,000

エネルギー消費原単位 ｋｌ/t 0.140 0.136

CO2排出量 1.000 0.992
CO2排出原単位 1.000 0.988 0.970
エネルギー消費量 1.000 0.973
エネルギー消費原単位 1.000 0.969

３．エネルギー消費量を削減目標とする団体（1団体）

○(社)日本加工食品卸協会 （目標：エネルギー消費量　2000年度を基準年とし、10%削減））
2000（平成12） 2001（平成13） 2002（平成14） 2003（平成15） 2004（平成16） 2005（平成17） 2006（平成18） 2010（平成22）

CO2排出量 t-CO2 - 325,868

CO2排出原単位 t-CO2/億円 - 6.075

エネルギー消費量 ｋｌ - 125,644

エネルギー消費原単位 ｋｌ/億円 - 2.342

CO2排出量

CO2排出原単位

エネルギー消費量

エネルギー消費原単位

４．エネルギー消費原単位を削減目標とする団体（2団体）

○(社)日本乳業協会 （目標：エネルギー消費原単位　2000年度を基準年とし、年率0.5%削減）
2000（平成12） 2001（平成13） 2002（平成14） 2003（平成15） 2004（平成16） 2005（平成17） 2006（平成18） 2010（平成22）

CO2排出量 t-CO2 1,001,000 1,021,000 932,000 1,113,000 1,098,000 1,101,000 1,091,000

CO2排出原単位 t-CO2/t 206.379 213.023 226.175 220.505 217.469 224.479 216.843

エネルギー消費量 kl 488,000 500,000 439,000 515,000 511,000 506,000 513,000

エネルギー消費原単位 kl/ｔ 0.101 0.104 0.107 0.102 0.101 0.103 0.102 0.096

CO2排出量 1.000 1.020 0.931 1.112 1.097 1.100 1.090

CO2排出原単位 1.000 1.032 1.096 1.068 1.054 1.088 1.051

エネルギー消費量 1.000 1.025 0.900 1.055 1.047 1.037 1.051

エネルギー消費原単位 1.000 1.037 1.059 1.014 1.006 1.025 1.013 0.951

○(社)日本缶詰協会 （目標：エネルギー消費原単位　1990年度を基準年とし、これを上回らない）

1990（平成2） 2001（平成13） 2002（平成14） 2003（平成15） 2004（平成16） 2005（平成17） 2006（平成18） 2010（平成22）

CO2排出量 t-CO2 82,210 89,373 93,345 92,525 93,532 91,316 89,760

CO2排出原単位 t-CO2/t 0.273 0.270 0.270 0.276 0.277 0.274 0.279

エネルギー消費量 ｋｌ 32,700 40,650 42,236 41,941 42,571 41,549 40,285

エネルギー消費原単位 ｋｌ/t 0.109 0.123 0.122 0.125 0.126 0.125 0.125 0.109

CO2排出量 1.000 1.087 1.135 1.125 1.138 1.111 1.092

CO2排出原単位 1.000 0.987 0.989 1.009 1.014 1.001 1.019

エネルギー消費量 1.000 1.243 1.292 1.283 1.302 1.271 1.232

エネルギー消費原単位 1.000 1.129 1.125 1.150 1.160 1.145 1.150 1.000
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５．その他（1団体）

○(社)日本フードサービス協会 （目標：店舗等における効率的な省エネの推進等）

1990（平成2） 2001（平成13） 2002（平成14） 2003（平成15） 2004（平成16） 2005（平成17） 2006（平成18） 2010（平成22）

CO2排出量 t-CO2

CO2排出原単位 t-CO2/t

エネルギー消費量 ｋｌ

エネルギー消費原単位 ｋｌ/t

CO2排出量

CO2排出原単位

エネルギー消費量

エネルギー消費原単位

実
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・
目
標
値

指
数
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Ⅰ．2007 年度フォローアップの体制及び視点等 

 ６．2007 年度フォローアップの視点年度 

 

 昨年度のフォローアップにおける指摘事項等を踏まえ、以下の視点からフォローアップ 

 を行う。 

 

 １．目標達成業種の目標引上げ 

  設定された定量的目標の水準を、現時点において超過している業種（２５業種）に対 

 しては、目標の引上げを行うことを求めるとともに、その引き上げ幅を厳格に評価する 

 特にエネルギー消費原単位等を目標とする業種に対しては、エネルギーの使用の合理化 

 に関する法律（省エネ法）における、工場・事業場のエネルギー消費原単位を中長期的 

 に見て年平均で１％以上改善する目標との関係も考慮し、現時点での実績以上の目標引 

 き上げを求める。 

 

 ２．目標未達成業種の目標達成の蓋然性向上 

  電力・鉄鋼をはじめとする、目標となる水準を現時点（２００６年度実績）において 

 達成していない業種（１４業種）については、未達幅（達成までに必要な単位、量）の 

 評価を行うとともに、未達分を埋め合わせる今後の対策内容とその効果について、定量 

 的・具体的に把握する。目標達成が困難となる場合に備えて京都メカニズムクレジット 

 を活用する業種については、クレジットの取得量と取得時期について、可能な限り具体 

 的な見通しを示すことを求める。 

 

 ３．ＣＯ２排出量も併せた目標設定 

  京都議定書がＣＯ２排出量を目標としていることにも鑑み、原単位のみを目標指標と 

 している業種等において、新たにＣＯ２排出量についても併せて目標指標とすることを 

 検討すべきであり、新たにＣＯ２排出量による目標を設定した業種を積極的に評価する 

 

 ４．温対法との関係 

  各業種の自主行動計画の評価の前提となるＣＯ２排出量等については、原則、業種毎 

 に策定・管理を行っているところである。他方、本年４月に地球温暖化対策の推進に関 

 する法律（温対法）の温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度が施行され、原則と 

 して、一定規模以上の排出量を有する個別企業（事業所）のＣＯ２排出量が公表される 

 こととなっている。 

  本年度より、自主行動計画のフォローアップにおいては、各業種の自主行動計画の参 

 加企業（事業所単位）リストに事業所毎に温対法に基づくＣＯ２排出量を記載すること 

 を求めており、積極的な情報開示を行った業種を評価する。 

  また、各業種の自主行動計画に参加している事業所のうち省エネ法・温対法の対象事 

 業所が占める割合についても把握する。 

 



（資料３）　　フォローアップにおける課題及び対応状況等一覧

(2006年度実績)

（指摘）実績報告が３年ごと
となっているが、毎年度、報
告が必要なことについて
　本年度以降、毎年度フォ
ローアップ調査を実施。

(指摘）フォローアップ参加企
業の固定及びその拡大につ
いて
　 アンケート調査において、
「自主行動計画を知ってい
た。」、かつ、「環境対策を実
施している。」と回答した企
業を自主行動計画参加企業
とみなす。

ＣＯ２排出量も併
せた目標設定

原単位算出にお
いて生産量ベー
スと生産額、出荷
額ベースとの比較

今後比較予定

48.9
（生産量）

CO2排出量
90年度比▲20%
(▲26%)

エネルギー原単位
2000年度比▲5%
(＋10%)

CO2排出原単位
90年度比▲6%
(＋13%)

製造商品ごとの
単価に大きな差
はなく、価格別商
品構成に関しても
変動がないため、
同傾向である。

使用エネルギーの約93％が電気エネ
ルギーであり、電気の使用に伴う炭素
排出係数の2010年度の見通しが、
0.809なら達成可能。

団体別指摘事項

目標達成の蓋然性

記載なし

オフィスが独立しているケー
スが少なく正確な把握は困
難。物流においては、参画
企業の多くは、複数業を営
み、混載が現状であり、製粉
業のみの数値の把握は困
難。

55.8
（生産量）

毎年、参加企業は増加し
てきているが、1990年実
績を把握できない企業ば
かりである。原単位比較
ができないため、現状で
は、トップランナー各社と
比較したデータをフィード
バックするとともに、削減
ノウハウを指導。

今年度より両部門の実績の
把握を開始。来年度にかけ
て、目標値の設定を検討。

アンケートの実施とホー
ムページ並びに機関誌に
よる結果の公表等を契機
に自主行動計画の存在と
内容を知らせ、参加を促
す。

冷凍食品だけを扱っている
企業は少なく、冷凍食品に
使われたエネルギー量を把
握するのは困難であり、業
界としての数値目標の設定
及びそのフォローアップは極
めて難しい。

今後の対応
（京都メカニズムの
活用を含む。）

目標達成業種の
目標引き上げ

目標

設定時点と比して、生産物量伸びの鈍
化、食品生産環境の変化に伴う、エネ
ルギー使用量の増加等により、目標達
成は厳しい状況。

20％→22％削減

オフィス、運輸部門のＣＯ２
排出量の把握と数値目標の
設定

会員各社への情
報提供、自主行動
計画参加企業の
取組実績・状況を
不参加企業へ事
例集として配布す
る等取組強化に
努める。

精糖工業会

（社）日本乳業協会

フォローアップカバー率

団体名

目標未達成業種

90
（原料小麦
の使用量）

CO2排出原単位
90年度比▲10%
(▲6%)

記載なし

59.9
（売上高）

参加企業の取組を事例
集として会員に配布し、意
識の底上げを行ってい
る。

本年度よりデータ収集を開
始。現在、目標設定に向け
て各企業間のデータ収集方
法等の感度調整を行ってい
る。

麦の価格変動が
ある場合、製品価
格に大きな影響
があるため、生産
量ベースで比較
するのが良い。

生産金額の把握
はしていないた
め、比較はできな
い。

11万ｔについて排
出枠購入。

CO2排出原単位
90年度比▲5%以上

(＋8%)

今回、フォローアップに参加している企
業のみを集計対象とした（「参加」の定
義を変更した）ところ、これまでのフォ
ローアップ調査結果より良好な数値が
得られている。こうした意識の高い企
業の数が増えれば、業界全体として
CO2排出削減が加速されるものと予想
される。また、消費者の簡便性志向に
伴い、完全調理済製品の占める割合
が増加しているため、工場における加
熱調理エネルギー使用量の増加はあ
る程度さけられないが、資料５のような
優良事例が効果を上げていることか
ら、これに追随するメーカーが増えるこ
とが予想され、それらが積み重なれ
ば、目標達成も可能と思われる。

目標達成のためには、総排出量を88
万ｔ以下とすることが必要。BAUの106
万ｔとの差18万ｔを以下により削減す
る。
①PETボトル内製化にともなう約5万ｔ
は、PETボトル成型メーカーからの移
転分であり、LCAで見れば増加となら
ないので控除。
②内製化に伴う、空容器輸送の効率
化で見込まれるLCAでのCO2削減量
見込み2万ｔを控除。
③①、②を控除した11万ｔについて排
出枠を購入。

99.5
（原料糖）

設定困難

（社）全国清涼飲料
工業会

製粉協会

現在のカ
バー率
（％）

カバー率向上のための方策

総量での削減は
現実的ではない。

原料小麦使用量
の増減に左右され
る。

設定する場合は、
「増加率を何十％
以内にとどめる」と
いった表現にせざ
るを得ず、「削減
目標」といえるも
のにはならない。

（社）日本冷凍食品協会

1



(2006年度実績)

ＣＯ２排出量も併
せた目標設定

原単位算出にお
いて生産量ベー
スと生産額、出荷
額ベースとの比較

団体別指摘事項

目標達成の蓋然性
今後の対応

（京都メカニズムの
活用を含む。）

目標達成業種の
目標引き上げ

目標 オフィス、運輸部門のＣＯ２
排出量の把握と数値目標の
設定

フォローアップカバー率

団体名

目標未達成業種

現在のカ
バー率
（％）

カバー率向上のための方策

(指摘）フォローアップ参加企
業の固定及びその拡大につ
いて
　固定は可能であるが、過
去のデータ把握が難しく、拡
大は困難。

CO2排出原単位
90年度比▲30%
(▲3%)

食品業界においては、①食品の安全・
安心が一層求められており、衛生的な
環境を維持するための温度コントロー
ルによる増エネ、②家庭での調理の減
少により、企業において食品加工度を
上げた対応が必要となり、それに伴う
増エネ、③少子高齢化、核家族化の進
行に伴う商品の小型化により、生産量
当たりの増エネ等エネルギーの増加を
もたらす要因が多く、目標達成は不可
能。

コージェネや節電
の一層の推進等
を通じて、CO2削
減に努める。

単価変動で原単
位が振れることに
なる。

76
（団体内で
の生産量）

計画の全面見直しの際は
可能であるが、現行計画
の中では厳しい。

計画の全面見直しの際に要
検討事項。ただし、特定会
員については目標設定可。

CO2排出原単位
90年度比▲6%
（▲25%)

6％→24％削減 記載なし
約70

(JAS格付
数量）

記載なし 記載なし

(指摘）フォローアップ参加企
業の固定及びその拡大につ
いて
　固定可能。拡大について
は過去のデータ把握等難し
い面はあるが可能な限り努
力。

エネルギー原単位
90年度比0%
(＋15%)

多品種少量生産といった業界の生産
構造は変わっておらす、エネルギー消
費原単位は上昇しているので、目標達
成は困難。

使用容器の軽量
化や変更、生産過
程でのエネルギー
源の一部変更、輸
送の共同化などを
通じて、トータルと
しての削減に努め
る。

製造品目が多種
類であり、それぞ
れの生産量も毎
年変動するため、
生産金額とエネル
ギー消費量の相
関は必ずしも一致
しない。

8
（生産量）

未参加企業において過去
のエネルギー消費量等に
ついて遡って調査する必
要があるが、調査先での
データ未保存などがあり
難しい。ただ、母集団を増
やしてデータの信頼性を
高める必要性は承知して
いるので、可能な限り増
やすように努力する。

（オフィス部門）工場に併設
されたオフィスが多いが、配
電量を計るための分電盤
等、エネルギー使用量を図
る機器が設置されていない
のが現状。
（運輸部門）原料、製品の配
送については運送会社に委
託しているので、自社コント
ロールが難しい。
いずれも今後検討すべき内
容。

CO2排出量
90年度比▲6%以上

(▲7%)

しょうゆの海外輸出が増加傾向であ
り、今後、国内のしょうゆの消費が横
ばい傾向で推移する場合、これに加え
てしょうゆ加工品の生産量が増加を続
けるとすると、達成は困難。

しょうゆ粕、しょう
ゆ油の代替燃料
及び飼料用等へ
の再利用の向上
に取り組みつつ、
業界におけるCO2
削減への取組強
化を図る。

84
（出荷量）

・理事会・総会等の会議
において、環境保全に関
する国の行政施策、業界
の取組状況などの情報提
供。
・県組合事務局に対し、
業界の環境保全の取組
状況を提供し、組合員に
参加意識を高揚。
・会員・組合員の環境関
係担当者を召集し、年1～
2回環境保全についての
担当者会を開催。
・年2回開催している技術
セミナーにおいて、環境
保全関係もテーマとして
取り上げている。

・中小規模の工場では、管
理棟と製造部門の分別把握
が困難な事業所があること
や、運輸部門については、
外注化が進んでいることの
評価をどう考えるかなど今
後検討しなければならない。
・また、製造企業に重点をお
いていることから、営業所等
については除いているが、
少人数等の規模の小さい多
数の営業所については、別
途、調査方法等を検討する
必要があると思われる。

CO2排出量
90年度比▲6%
(▲4%)

45.7
（生産高）

記載なし記載なし記載なし

日本醤油協会

全国マヨネーズ・
ドレッシング類協会

（社）日本即席食品
工業協会

（社）日本缶詰協会

記載なし

全日本菓子協会

業界の実態に合
わせた自主行動
計画を策定してい
るので、途中での
目標の変更は考
えていない。

生産動向が影響
することになり、設
定し難い。

2



(2006年度実績)

ＣＯ２排出量も併
せた目標設定

原単位算出にお
いて生産量ベー
スと生産額、出荷
額ベースとの比較

団体別指摘事項

目標達成の蓋然性
今後の対応

（京都メカニズムの
活用を含む。）

目標達成業種の
目標引き上げ

目標 オフィス、運輸部門のＣＯ２
排出量の把握と数値目標の
設定

フォローアップカバー率

団体名

目標未達成業種

現在のカ
バー率
（％）

カバー率向上のための方策

CO2排出原単位
90年度比▲15%以上

(▲16%)

目標は2006年度までで、ほぼ達成され
ている。近年、植物油脂の１人当たり
の消費量はほぼ横ばいで推移し、国
内市場が少子・高齢化、食生活の変化
等により成熟化の度合いを強めている
中、多様な消費者ニーズに適切に対
応しつつ、地球温暖化対策に配慮した
生産活動により、目標達成は可能。

油糧種子・植物油
は、国際需給の
変動に即応して価
格が変動するとい
う国際市況商品で
あることから、金
額ベースでは価
格変動の影響を
直接受けるため、
生産量ベースで
行うのが適切。

約97
（団体内で
の生産量）

過年度のデータ把握が困
難な企業を計画策定時に
除外していたが、フォロー
アップについては、企業
の性格が異なる2社を除く
全会員の参加を求めてい
る。

企業全体としてのオフィス、
運輸部門の排出量の把握
は可能だが、特に運輸部門
については、自社のみで対
処し得ない問題であることか
ら、数値目標の設定は困難
とする会員が多い。

CO2排出原単位
2003年度比▲5%程度

（▲9%)

すでに目標を達成しているため、今後
夏場の異常高温等特段の事情の変化
がない限り、ほぼ目標達成は可能。

生産額、出荷額と
も不明であり、比
較できない。

54.3
（生産量）

2005年度は58社、2006年
度は72社から報告があっ
たが、エネルギー使用実
績報告については、その
精度、現行計画における
CO2排出原単位との整合
性や連続性等について、
なお検討を要する課題も
あるため、未参画企業の
参画は現行計画の見直し
時点で検討する。

次年度以降の検討課題。

(指摘）計画策定時とフォ
ローアップ時のCO2排出量
等の実績報告が異なってお
り、数値の精査が必要なこと
について
　本年度、参加企業の数値
を精査。

CO2排出原単位
2004年度比▲6%

(▲2%）

生産活動における原単位当たりCO2
排出量は減少している。これは、コー
ジェネレーションやボイラー・コンプレッ
サー等に高効率な機器の導入、新規
効率的設備への更新、生産体制の見
直し、きめ細かな省エネ活動等による
効果であると思われる。今後も引き続
き高効率機器の導入を推進するととも
に、エアーもれ、蒸気もれなどの日常
の管理活動強化も合わせて行うことに
より、目標達成は可能。

74
(小麦粉使
用量）

新たに4社参加会員が増
加したが、当初参加企業
のうち1社が脱退したた
め、3社増加。

本社オフィスは工場と一体と
なっている場合も多く、分離
は困難であり、一体として把
握するほうがやりやすい。運
輸部門については、改正省
エネ法に基づく作業を予定
しており、把握方法等につい
て現在検討中。

CO2排出原単位
2005年度比▲3%程度

(▲1%)

・2005年を基準年に目標年度に3%程度
の削減を見込んで計算した場合（エネ
ルギー消費量　503千KL、エネルギー
消費原単位　0.136、CO2排出量
1,166千t、 CO2排出原単位　0.315）と
各企業の見通しの積み上げと大きな
相違がないので、達成が見込まれる。
・地球温暖化対策への取組が年々強
化されつつあり、CO2負荷の多い原燃
料を使用している企業にあっては、燃
料転換を図りCO2削減に努める意向
がある。

付帯設備の更新
時に省エネタイプ
に更新、熱源機器
類の効率的運用、
生産工程の改善、
機器類の運転条
件の改善等

販売額ベース（生
産量ベース）
2005年度
0.578 (0.325)
2006年度
0.546 (0.321)
前年度比
94.5   (98.8)

100

排出量について今後把握す
る方向で検討。数値目標設
定についても、今後の検討
課題。

（指摘）数値目標の設定につ
いて検討が必要なことにつ
いて
　本年４月末までに数値目
標を設定予定。

－ - - - - - - -

新たに自主行動計画の
策定を予定しているの
で、これらをツールとして
業界内の普及、啓発に努
める。

7
（団体内で
の企業数）

インフラ整備を強
化して流通効率を
上げる。

今後検討
業種的に運輸部門が主要な
ので、当面この分野に注力
して管理目標とする。

記載なし
エネルギー消費量
2000年度比▲10％

（－）

（社）日本フードサービス
協会

（社）日本加工食品卸
協会

(指摘）実績報告が1社のみ
となっているが、フォローアッ
プ参加企業を拡大するよう
努めることについて
　本年度１１社に拡大。

日本スターチ・糖化
工業会

（社）日本植物油協会

（社）日本パン工業会

日本ハム・ソーセージ
工業協同組合

-

年により参加企業
に変動があり、会
員数が増加したと
きに達成が難しく
なる。

製品需要の変動
による生産量の増
減に配慮する必
要があり、環境対
策に対する意識
の浸透を図りつ
つ、設定方向で検
討中。

現在の自主行動
計画の目標年度
の2010年度まで
は、現行どおりと
し、今後、省エネ
技術の進展を踏
まえて、2010年度
以降の目標設定
のあり方を検討す
る。

現行計画の見直
し時点で設定する
方向で検討。
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オフィス 自家物流

精糖工業会

フロン回収・破壊法を遵
守し、これまで以上にフ
ロン類を大気中に放出
しないように努める。

空調機の効率運転と設
定温度の調整、昼休み
の消灯、間引き点灯、エ
レベーターの使用削
減、業務のペーパーレ
ス化、ＯＡ化推進、分別
廃棄の徹底、リサイクル
製品の購入等。

輸送トラックの大型化、
共同輸送による物流改
善、低燃費運転の励行
等。

特に取組はしていな
い。

記載なし

ＩＳＯ14001は既に取得してい
る企業が多い。エコアクション
21の導入を検討している企業
も多い。

・節水対策は着実に進めてい
る。2000年度以降の溶糖量当
たりの原単位は着実に減少。
・チームマイナス6％運動への
積極的な働きかけを行ってい
る。

（社）日本乳業協会

フロン回収・破壊法の遵
守とオゾン層保護対策
設備への転換に努め
る。

昼休みの全職場の消灯
運動、パソコンの省エネ
モード設定、クールビ
ズ、ウォームビズの徹
底、エアコンの適度な温
度設定、ノー残業デー
の実施による節電、エレ
ベーター使用の制限、
両面印刷・裏紙利用の
推進、省エネ意識教育
の徹底等。

ＧＰＳを活用した配送管
理システムの導入、モー
ダルシフトの実施、エコ
ドライブ推進等。

ＬＣＡに関わる商品開発
の推進、ＰＥＴボトルや
ギフト瓶、樹脂キャップ
の軽量化等。

牛乳紙パックの回収リサ
イクルに向けた取組にお
いて、地域における最適
な回収システムの構築に
向けた地域会議、牛乳
パックリサイクル講習会、
小学校への環境出前授業
等を市民団体と共同で開
催している。また、回収
ボックス設置による回収
拠点作りに向けた回収
ボックスの提供活動。その
他、エコプロダクツ展など
の環境イベントにおいても
市民の協力を得ながら消
費者との連携を図ってい
る。

ＩＳＯ14001とエコアクション21
の認証取得の推進等。

・北海道根室市に「根室自然
環境保全区」を設立し、森林吸
収源また野鳥の保護区として
環境経営の象徴として推進。
・植林活動に参加。
・工場・職場周辺の美化運動
等。

（社）全国清涼飲料工業会

ノンフロン自動販売機の
導入、廃棄自動販売機
のフロン適正処理（回
収・破壊）。

社員への環境教育。
トラックの積載効率向
上、輸送ルートの効率
化、低公害車導入等。

・容器軽量化により、ボ
トル製造・輸送時ＣＯ２
排出量削減。
・ＰＥＴボトル内製化比
率を拡大し、空ボトル輸
送時の負荷低減。

記載なし
海外事業所でのＩＳＯ14001取
得推進。

国、自治体と連携した森林保
全活動の展開（植林、育林、
間伐など）。

製粉協会 フロンの使用はない。

時間外労働時間の削
減、エアコンの温度適正
管理の徹底、クールビ
ズの実施、ロールカー
テン等の取り付けによる
遮熱等。

輸送トラック等の運行速
度管理の強化、アイドリ
ングストップ、コンテナを
利用した貨物輸送。

特に実施していない。 記載なし
一部の企業が環境報告書の
発行、ＩＳＯ14001認証取得の
推進。

記載なし

団体名 ＬＣＡへの取組 消費者と連携した取組
ISO14001、エコアクション21
等の導入、環境報告書の発
行

フロン対策
節水対策、農山村保全の取
組、森林対策、市民運動への
参加等

オフィス・自家物流からのＣＯ２排出抑制対策
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オフィス 自家物流

団体名 ＬＣＡへの取組 消費者と連携した取組
ISO14001、エコアクション21
等の導入、環境報告書の発
行

フロン対策
節水対策、農山村保全の取
組、森林対策、市民運動への
参加等

オフィス・自家物流からのＣＯ２排出抑制対策

（社）日本冷凍食品協会
アンモニアやＣＯ２等の
自然冷媒への切り替
え。

冷暖房温度や照明等の
適正化。

共同配送、モーダルシフ
ト等。

ニチレイの冷凍食品に
ついてＬＣＡが行われ、
その結果が公表されて
いる。これにより、冷凍
食品のライフサイクル
のどの段階で環境負荷
が多く生じているかが
明らかになり、その軽
減に向けて取組が一部
で始まっている。

把握していない。
多くの企業がＩＳＯ14001の認
証を取得しており、環境報告
書を公表している。

各社、コスト削減にもつながる
節水には努めている。植林を
行っている企業もある。

全国マヨネーズ・ドレッシング類協会 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし

（社）日本即席食品工業協会
定期的に冷媒量を点検
し漏洩を防止する。

不要な照明・パソコンの
オフ化。

記載なし
ＬＣＡデータの蓄積で環
境負荷の低い製品開
発を検討。

記載なし 記載なし 記載なし

（社）日本缶詰協会

フロン使用設備・機器確
認と更新時の代替物質
使用機器への変更、代
替フロン、アンモニアへ
変更、機器更新時には
専門業者にフロン回収と
分解を委託。

空調の温度設定、クー
ルビズ、ウォームビズの
実施、昼休みの消灯、
受電設備・照明・Ｖベル
トを省エネタイプに変更
等。

低公害車の導入、アイド
リングストップ等。

いちごジャムで試算済
み。

記載なし
ＩＳＯ14001認証取得企業あ
り。

資源有効利用促進法に基づく
識別マークの表示、地球環境
保全活動、地域清掃奉仕活動
への参加、地域でのボランティ
ア活動に参加、節水対策とし
て、夜間、休日の原水ポンプ
停止、循環水の使用、飲料容
器洗浄水を濾過して再利用、
製品殺菌、冷却用水の効率化
等。

全日本菓子協会

フロン検知機導入による
漏洩防止対策の推進、
設備更新時には代替冷
媒への切替を実施。

冷暖房温度の細かな調
整、休憩時の消灯。

アイドリングストップ、低
公害車の使用比率の増
加。

記載なし 記載なし 記載なし 記載なし

日本醤油協会

フロン使用機器につい
て更新時にフロン代替
ガス使用機器に変更。
廃棄に当たっては回収
破壊するようにしてい
る。

冷暖房機の省エネ機へ
の切り替え、クールビズ
の実施等。

記載なし 記載なし 記載なし

環境報告書は大企業は作成
公表している、エコアクション
21は中小企業で実施企業有
り。

地域において、自治体、市民
活動などと共同で環境保全活
動を実施している企業が増加
している。
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オフィス 自家物流

団体名 ＬＣＡへの取組 消費者と連携した取組
ISO14001、エコアクション21
等の導入、環境報告書の発
行

フロン対策
節水対策、農山村保全の取
組、森林対策、市民運動への
参加等

オフィス・自家物流からのＣＯ２排出抑制対策

（社）日本植物油協会 取組なし
エアコンの温度管理、不
用照明の消灯。

共同配送による運送車
両削減と大型化、ミニ
ローリー配送による斗缶
使用削減・納品回数削
減等。

取組なし
市民団体の地球環境保全
活動への支援と参加。

環境報告書は3社が作成・公
表。

自治体と廃食用油の有効活用
事業への参画、「菜の花エコプ
ロジェクト」への協賛・支援等。

日本ハム・ソーセージ工業協同組合 取組なし

焼却炉等熱源の廃熱を
暖房に利用、クールビ
ズ、ウォームビズの推
進。

共同配送への転換。 記載なし 記載なし

一部の企業において毎年環
境報告書を作成・公表。ＩＳＯ
14001は確実に導入されてい
る。

「森林守ろう運動」を展開する
とともに、各地の森林保全活
動や水辺の環境保全活動等
に積極的に参加している。

（社）日本パン工業会

代替フロン使用機器の
採用、食パンミキサーの
冷却方式をフロン直膨
方式から冷却水による
間接冷却への変更を継
続。

クールビズ、ウォームビ
ズの採用、不用時電源
のオフ化の徹底等。

共同配送の活用、低公
害車の導入、エコドライ
ブの推進等。

食パンのＬＣA－ＣＯ２
評価を行い、公表。

記載なし 取り組んでいる企業もある。

エコプロダクツ2006の主催者
企画展示「食の未来を考える」
に他食品企業やＮＰＯと共同
で出展。

日本スターチ・糖化工業会

フロンの処分対応等に
ついて周知徹底、フロン
使用機器類の撤去、フ
ロン代替方式への変
更。

温度設定、クールビズ、
ウォームビズ、不用照
明の消灯、ＯＡ紙等の
有効利用やペーパレス
化の推進。

エコドライブの推進、共
同配送、納入ロットの集
約、車両の大型化等。

進んでいない。 進んでいない。

ＩＳＯ14001については5社が
取得、エコアクション21につい
ては2社が導入、当該社は環
境報告書を作成。

8社が環境美化活動として工
業周辺や河川、港湾の清掃及
び除草、地域消防への協力、
環境関連展示への協力、河川
への稚魚の放流等を行ってい
る。

（社）日本加工食品卸協会
フロン回収・破壊法の遵
守。

自社商品のＬＣＡ導入
についての研究。

記載なし 記載なし
事業所毎の環境美化運動、地
域環境活動への参加。

（社）日本フードサービス協会

代替フロン・冷凍冷蔵機
器に関する会員企業へ
の情報提供及び啓蒙活
動。

環境セミナーにおける
情報交換及び啓蒙活
動の実施。

食育活動における外食企
業の環境への取組の事例
紹介。

環境報告書発行に関する情
報交換及び助言の実施。

・ＩＳＯや環境マネジメントシス
テムに関するセミナーの開催
や会員企業への啓蒙活動。
・海外を含めた植林ボランティ
ア事業等に参画している企業
の事例紹介。
・消費者団体との意見交換会
の開催など市民運動との連携
の検討。

記載なし

従業員に対する意識向上教育及び共同配送の
検討。
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第３章 目標達成のための対策と施策 

 

第２節 地球温暖化対策及び施策 
 
１．温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策・施策 
 
（１）温室効果ガスの排出削減対策・施策 
 
① エネルギー起源二酸化炭素 
 
イ．部門別（産業・民生・運輸等）の対策・施策1 
 

エネルギーを消費する事業者・個人等の各主体は、自らの活動に関連し
て排出される二酸化炭素の総体的な抑制を目指して様々な取組を行う。 
その際、各主体は自らの責任と役割、取組の及ぶ範囲を適切に認識し、
例えば、製造事業者の民生・運輸部門への取組、小売事業者の消費者への
情報提供等も含め、幅広い分野における二酸化炭素排出量の抑制を図るこ
とに貢献する。 
さらに、冷蔵庫、空調機器、給湯関連機器等の機器単体の省エネルギー
性能は目覚ましく向上しているが、今後更なる性能向上を図るとともに、
幅広く省エネルギー性能の高い機器の導入・普及を図る。 
また、エネルギー転換部門でも、二酸化炭素排出原単位の小さいエネル
ギー源の活用や供給の効率化を図る。 

 
 
Ａ．産業部門（製造事業者等）の取組 
 
産業部門における二酸化炭素排出量は2005年度において1990年度比▲6.1 
％であり、引き続き、自主行動計画を始めとする対策の着実な推進を図る。
併せて、同部門の事業者が民生・運輸部門の省ＣＯ２化にも貢献する。 
 
 
(a) 産業界における自主行動計画の推進・強化 
 

産業・エネルギー転換部門においては、1997年に日本経済団体連合会（日
本経団連）が率先して環境自主行動計画を策定し、2010年度の二酸化炭素
排出量を1990年度比±０％以下に抑制することを目標として掲げている。
また、この日本経団連環境自主行動計画に加えて、業務その他部門・運輸

                                                  
1 以下、複数の部門にまたがる施策については、２回目以降を「再掲」とし、再掲項目の文章を小文字で
記載する（ただし、自主行動計画については、項目の文章量が多いため再掲項目には文章を記載しない）。

また、国民運動については、横断的施策の項目（61～62頁）に文章を記載し、各部門別対策の該当項目に

は「後掲」と記載する。 
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部門を含めた各部門について、日本経団連傘下の個別業種や日本経団連に
加盟していない個別業種が温室効果ガス排出削減計画を策定しており（以
下、これら個別業種単位の計画を「自主行動計画」という。）、産業・エ
ネルギー転換部門の排出量の約８割、全部門の約５割をカバーするに至っ
ている。 

 
  ＊業種2ごとの自主行動計画の目標として、各業種の自主的な判断によっ

て、エネルギー原単位、エネルギー消費量、二酸化炭素排出原単位、
二酸化炭素排出量の４通りの指標のいずれかが主に選択されている。 

 
2008年３月末時点で、産業部門においては50業種、業務その他部門にお
いては32業種、運輸部門においては17業種、エネルギー転換部門において
は４業種が定量目標を持つ目標を設定し、審議会等の評価・検証を受けて
いる。 

 

産業部門：50業種 

（ビール酒造、たばこ製造、製薬、スターチ・糖化製品、乳業、清涼飲料、パン、

てん菜糖、冷凍食品、植物油、菓子、精糖、食肉加工品、製粉、コーヒー、即席食

品、醤油、缶詰、マヨネーズ・ドレッシング、鉄鋼、化学、製紙、セメント、電機・

電子、自動車部品、自動車、鉱業、石灰製造、ゴム、染色、アルミ、板硝子、ガラ

スびん、自動車車体、電線、ベアリング、産業機械、伸銅、建設機械、石灰石鉱業、

衛生設備機器、工作機械、石油鉱業、産業車両、建設、住宅生産、造船、舶用機器、

鉄道車輌、舟艇） 

業務その他部門：32業種 

（銀行、生命保険、損害保険、電気通信事業、テレコムサービス、民間放送、日本

放送協会、ケーブルテレビ、衛星放送、学校、生協、加工食品卸売、スーパーマー

ケット、コンビニエンスストア、百貨店、家電量販店、ＤＩＹ、情報サービス、チ

ェーンドラッグストア、商社、ＬＰガス、リース、倉庫、冷蔵倉庫、ホテル、国際

旅館、国内旅館、自動車整備、不動産、産業廃棄物処理、新聞、ペット小売） 

運輸部門：17業種 

（船主、トラック、定期航空、内航海運、旅客船、タクシー、バス、民営鉄道、Ｊ

Ｒ東日本、ＪＲ西日本、ＪＲ東海、港湾運送、ＪＲ貨物、ＪＲ九州、ＪＲ北海道、

通運、ＪＲ四国） 

エネルギー転換部門：４業種 

（石油、電気、ガス、特定規模電気事業者） 
 
合計：103業種 

※ 今回（平成20年３月）の本計画改定に当たり自主行動計画の削減効果の算定に含め

た対象は、これら103業種のうち、政府による効果算定（同年２月８日）以降に計画

の新規策定や定性的目標の定量化が政府の関係審議会等において確認された業種等

を除いた85業種（産業部門：49業種、業務その他部門：19業種、運輸部門：14業種、

エネルギー転換部門：３業種）。 

 
  このような事業者による自主行動計画はこれまでのところ成果を上げて

                                                  
2 ここでの業種とは、自主行動計画の策定主体であり、政府による評価・検証の対象となる団体・組織を
いう。 



                      
 

 3

きており、特に、日本経団連環境自主行動計画は産業界における対策の中
心的役割を果たしている。自主的手法には、各主体がその創意工夫により
優れた対策を選択できる、高い目標へ取り組む誘因があり得る、政府と実
施主体双方にとって手続コストがかからないといったメリットがあり、事
業者による自主行動計画ではこれらのメリットが一層活かされることが期
待される。 
  我が国が京都議定書の削減約束を達成していくためには、こうした自主
行動計画の目標が達成されるべく、産業界がエネルギー消費原単位や二酸
化炭素排出原単位の改善等の排出量を抑制する努力を進めていくことが極
めて重要である。そのため、産業界の自主行動計画の目標、内容について
はその自主性に委ねられるべきものであることを踏まえつつ、社会的要請
に応える観点から、 
①計画を策定していない業種においては、新規に策定する 
②計画の目標が定性的である業種は、目標を定量化する 
③計画については、政府による厳格な評価・検証を実施する 
④既に現状が目標を超過している場合には、目標の引き上げを行う 
とともに、日本経団連環境自主行動計画の目標が十分に達成され、また、
個別業種が自らの自主的な目標達成に向けて積極的に取り組むことが奨励
される。 

 

以下に掲げる業種3については、関係各省庁は、今後速やかに、所管業種に対する

以下の働きかけを強化する。 

①計画の新規策定4 

（ぱちんこ、ゲームセンター、証券、病院、大規模展示場） 

②定性的目標の定量化 

（信用金庫、信用組合、外食） 

③政府による厳格な評価・検証の実施 

※2008年３月末時点で該当業種なし 

④目標水準を現時点で超過している業種に係る目標引き上げ5 

（※は原単位目標の業種） 

（ビール酒造、たばこ製造、植物油※、精糖、食肉加工品※、即席食品※、醤油、

自動車、鉱業※、石灰製造、染色、アルミ※、板硝子、ガラスびん、建設機械※、

石灰石鉱業※、衛生設備機器、建設※、鉄道車輌※、百貨店※、ＤＩＹ※、チェー

ンドラッグストア※、ホテル※、自動車整備、産業廃棄物処理、石油※、ガス、特

定規模電気事業者※） 

 

                                                  
3 ①～④の該当項目の課題を措置した旨を、政府の関係審議会等において確認していない（③については、
関係審議会等において実施していない）業種名を挙げている。 
4 本計画の当初策定時点（平成17年４月）で自主行動計画が策定されていない業種における計画の新規策
定については、京都議定書の削減約束の達成に向けて定量的な削減効果を評価する必要があるため、実績

等を踏まえ、定量目標を含めた計画の策定が求められる。 
5 舟艇、ＪＲ東日本、ＪＲ西日本及びＪＲ北海道については、目標水準を現時点で超過している事実はあ
るものの、社会資本整備審議会環境部会・交通政策審議会交通体系分科会環境部会合同会議での自主行動

計画の評価・検証の結果、直ちに目標引き上げが必要とは評価されていない。 
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政府としては、こうした自主行動計画の透明性・信頼性・目標達成の蓋
然性が向上するよう、自主行動計画の評価・検証制度として、関係審議会
等による定期的なフォローアップの実行を進める。 
政府における評価・検証は、上記①～④に加え、以下の観点を踏まえて
行う。 

 
◇ 京都議定書上の第一約束期間が2008年から2012年の５年間にわたるこ
とから、計画の目標についても、５年間の平均で達成するものとするよ
う促す。 
◇ 目標の未達幅を埋め合わせる今後の対策内容（京都メカニズムの活用を
含む。）とその効果を、可能な限り定量的・具体的に示すよう促す。そ
のうち、目標達成が困難となる場合に備えて京都メカニズムを活用する
業種については、クレジットの取得量と取得時期について、可能な限り
具体的な見通しを示すよう促すとともに、取得したクレジットを目標達
成に活用する場合は、政府口座に無償で移転することとする。 
◇ 目標達成の蓋然性をより向上するため、各業種を構成する企業間の責任
分担の状況等について、確認・見直しを行うよう促す。 
◇ 京都議定書が温室効果ガス総排出量を目標としていることにもかんが
み、原単位のみを目標指標としている業種に対し、二酸化炭素排出量に
ついても併せて目標指標とすることを積極的に検討するよう促す。 
◇ 自主行動計画の参加事業所の二酸化炭素排出量について、地球温暖化対
策推進法に基づく個別事業所の排出量データを活用し、先進的な取組事
例を定量的に示すことも含め、更に積極的な情報開示を行うよう促す。 
◇ 業務その他部門、家庭部門及び運輸部門における対策の抜本的強化が求
められているところ、日本経団連が加盟業種・会員企業の本社等オフィ
スにおける二酸化炭素排出削減目標を包括的・業種横断的に、速やかに
設定するよう促すとともに、会員企業の社員の家庭における環境家計簿
の利用拡大等の取組を進めるよう更に促す。 
◇ 産業界の業務・運輸部門における取組や、民生・運輸部門の排出削減へ
の寄与については、製品のＬＣＡの観点も踏まえた定量化も含め、可能
な限り定量化を行うよう促す。 
◇ 自主行動計画に基づく取組について、海外や消費者等への分かりやすい
情報発信を行うため、各業種において、信頼性の高いデータに基づく国
際比較等を行うとともに、自主行動計画に基づく取組について積極的な
対外発信を行うよう促す。 

 



 

 

 

 

（資料５） 

 

 

              ＣＯ２排出抑制対策に係る具体的事例 

 

 

 

本事例は、ＣＯ2 排出抑制に資する対策として、各団体から提出があったも 

 

のを同業他社及び異業種への参考として提示するものである。 
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団体名：日本ハム・ソーセージ工業協同組合 

 

 

 

対策の実施者及びそ

の概要 

 

 

 

Ｉ社グループ 
当グループは、ハム・ソーセージを生産する１３工場を有し、グループ

全体での最適生産を目指して活動を進める企業集団である。本社にはグ

ループを統括する CSR本部内に環境管理を推進する部門（環境安全推
進課）を有し、生産から物流やオフィスに至る企業活動の全てにおいて

環境保全活動を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

対策の具体的内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．省エネルギー型機器への更新 
• 効率の良い最新型冷凍庫への更新 
• 高効率型照明器具の設置 
• 炉筒煙管ボイラーを効率の良い貫流ボイラーへ更新 

２．放熱の防止 
• 工場の屋根を断熱効果の高い塗料により塗装 
• 蒸気配管や高温のダクトの断熱を見直し、放熱を抑制 
• 壁や天井の断熱を見直し、放熱、進入熱を防止 
• 工場の搬入、搬出口にドックシェルターを設置し、冷気の流出を

防止 
３．省エネ機器の取り付け 

• エアコンプレッサーにインバータを取り付け 
• 蒸気ボイラーやエアコンプレッサーを台数制御し、最適運転 
• 冷蔵庫のブラインポンプにインバータを取り付け 
• 給水ポンプにインバータを取り付け 

４．廃熱の回収 
• ボイラーの排煙ダクトに熱交換器を設置し、廃熱を回収 
• 発電機の廃熱回収 

５．管理によるエネルギーの削減 
• ボイラーの蒸気圧力を下げ燃料を削減 
• 設備チェックを強化し、蒸気や圧縮空気の漏れを防止 
• 環境マネジメントシステムを運用し無駄を排除 

生産品目や拠点を再編成し、生産効率を向上 

 

 

 

 

対策の具体的効果 

 

本社の平成１８年度のＣＯ２排出量は１７年度に比べ約４，５００トン

削減したが、生産数量の減少による影響などにより、排出原単位は微増

となった。本社を含むグループの工場全体（１３工場）では８，５３３

トン削減し、排出原単位は約１．２％削減した。当グループでは、全体

で生産品目の統合や生産拠点の再編により生産効率の改善を図るなど

して、削減効果を高めている。 
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団体名：日本缶詰協会 

 

 

 

対策の実施者及びそ

の概要 

 

 

 

 

日本デルモンテ株式会社 

 

冬期休憩室夜間暖房方法の改善 

 

 

 

 

 

 

 

対策の具体的内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  休憩室の暖房面積を休憩室内で分割した上で局所暖房にし、

面積削減を図った。 

②  熱源を蒸気から電気エアコンに変更した。 

 

 

 

 

 

 

対策の具体的効果 

 

 

 

 

①  従来蒸気を使用していた時に比べ、放熱分が削減された。 

②  CO2 排出量減少の一因になった。 
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団体名：日本冷凍食品協会 

 

 

 

対策の実施者及びそ

の概要 

 

 

 

 

①味の素冷凍食品株式会社 

（使用済植物油の重油代替利用） 

 

②日本水産株式会社 

（省エネ機器への転換等） 

 

 

 

 

 

 

 

対策の具体的内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①揚げ物に使用した植物油を年間約 400トン、重油の代わりに燃料と
して使用している。 

http://www.ffa.ajinomoto.com/environment/topics_co2.html 
 
②きめ細かな照明管理、太陽光発電の導入、省エネ冷凍機への転換等

を行っている。 
http://www.nissui.co.jp/corporate/environment/06.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4

団体名：日本パン工業会 ①  
 

対策の実施者及びその概

要  
(山崎製パン（株）) 

環境省「自主参加型国内排出量取引制度」に３工場が参加。  
３工場合計で目標に対する削減量を確保（合計 9,222t-CO２）  
・古河工場  
・名古屋工場  
・阪南工場  

対策の具体的内容  

環境省が実施した第一期「自主参加型国内排出量取引制度」に参

加。コージェネレーション導入と燃料転換により、CO2 排出目
標を達成した  
①古河工場  
  ブタンから LNG への燃料転換が対象。791t-CO2 の削減目
標  

②名古屋工場  
  ガスエンジンコージェネレーション (1,200kwh×２基 )の導
入による熱電利用が対象。  

  コージェネクレジットを含め 4,810t-CO2 の削減目標  
③阪南工場  
  ガスエンジンコージェネレーション (815kwh×２基 )の導入
による熱電利用。  
コージェネクレジットを含め 3,621t-CO2 の削減目標  

対策の具体的効果  

 省エネルギー設備の効果的な導入により、適切な削減対策が実

施でき、排出量算出における第三者認証も受けることができ、正

確な算出方法に必要な知識と経験を得ることができ、排出量削減

コストが明確になった。また、今後の排出量取引制度に向けて貴

重な情報が収集できた。  
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団体名：日本パン工業会 ②  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対策の実施者及びその概

要  
(山崎製パン（株）) 

 神戸市西区に冷凍生地生産工場「神戸冷生地事業所」を竣工稼動

（２００７年５月） 
 生産設備はもとより、ユーティリティに関しても、省エネルギーと

環境保全に対応した最新の機器を導入。 

対策の具体的内容  
 

・ 冷凍生地を保管する立体倉庫の空調機に自然冷媒であるアンモニ

ア、ＣＯ２による二次冷媒方式を採用、一般空調でもすべてオゾン

破壊係数“０”の新冷媒を採用 
・ 給湯システムでは、ボイラーを使用せずエコキュート（自然冷媒、

ＣＯ２）を採用し、燃焼系給湯機に比べてＣＯ２排出量とランニン

グコストの大幅な削減を図っている。 
・ 工場建物の内壁には、高気密・高断熱で熱損失を最小限とし、省

エネルギー効果を向上させる 
・ １０ｋｗの太陽光発電パネルを屋上に設置 
・ 厚生エリアにおいてもオール電化・人感知センサースイッチなど

の最新技術を数多く採用。 

対策の具体的効果  
 

新設備の稼動状況をモニターし、導入効果の測定を図ります。
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団体名：日本パン工業会 ③  
 

対策の実施者及びその

概要  
(敷島製パン（株）) 

  水管式ボイラを台数制御式小型貫流式ボイラに更新  

 
 
 
 
対策の具体的内容  
 
 
 
 

 工場の蒸気発生源は、従来比較的大型の６ｔ／時水管式ボイ

ラを使用してきたが、エネルギー効率の高い２ｔ／時程度の貫

流式ボイラ３基というように多缶で、台数制御機能をもつシス

テムに置き換える。  
 これにより、エネルギー効率は約２０％向上し、さらに必要

な時に必要な量の蒸気を発生させ、蒸気の需要が少ない夜間に

は最低限のボイラを稼動させることで、熱ロスが削減でき、省

エネルギーを達成した。  
 結果的にＣＯ２排出量の削減にもなった。  

 
対策の具体的効果  
 

 年間ＣＯ２発生量が約５３０トン、約２３％の低減となる。

 
 

団体名：日本パン工業会 ④ 
 

対策の実施者及びその

概要  
(敷島製パン（株）) 

自動台数制御とインバータ制御コンプレッサーに更新  

対策の具体的内容  

 ３７ｋＷエアーコンプレッサー３基 (ﾛｰﾀﾞｰ･ｱﾝﾛｰﾀﾞｰ制御式 )
について、稼動状況、消費電力を測定したところ、老朽化し、

無駄な空運転があった。  
 ３基を更新するにあたり、うち１基にはインバータ制御の機

能を付加することで、必要な圧縮空気の量を確保したうえで、

電力で年間原油換算２９ｋｌの省エネを図った。  
 また、付随的に機器の劣化を抑えることで、保全費用の低減

効果が期待できる。  

対策の具体的効果   年間ＣＯ２発生量が約４０トン低減となる。  

 



（資料６）  

廃棄物対策に係る２００６年度実績及び課題等 

  

１．２００６年度実績 

   廃棄物対策について、団体としての具体的な数値目標を定め、その目標達成に向け 

取組を行っているのは 13 団体であり、多くの団体が既に目標を達成しているほか、目

標未達成団体の取組みも順調に推移している。 

 

２．課題 

  既に目標を達成した団体については目標値の引き上げ、数値目標を設定していない団 

体については、数値目標の設定について検討すべきである。 

    また、数値報告のない団体は、報告が必要である。 

  

(団体別の動向)  

     2010年度目標  2006年度実績 目標達成は

○印 

 精糖工業会  最終処分量 

 再資源化率 

1990年度比85%削減 

95%以上 

  97.0%削減 

   97.1% 

  ○ 

  ○ 

(社)日本乳業協会  最終処分量 

 再資源化率 

1万トン以下 

75%以上 

  8千5百トン 

   90.7% 

  ○ 

  ○ 

(社)全国清涼飲料工

業会 

 最終処分量 

 再資源化率 

1990年度比67％以上削減

98%以上 

   86.2%削減 

   99.1% 

  ○ 

  ○ 

製粉協会  最終処分量 

 再資源化率 

850トン以下 

90%以上 

  1,519トン 

   89.4% 

 

 (社)日本冷凍食品協

会 

 再資源化率 1997年度比10%以上向上    34.5%向上   ○ 

 全国マヨネーズ・ド

レッシン類協会  

 廃棄物排出量

 再資源化率 

1996年度比10％削減 

50%以上 

  40.1%削減 

  92.8% 

  ○ 

  ○ 

 (社)日本即席食品工

業協会 

 廃棄物排出量 1997年度を上回らない 

 (2008年度目標) 

 数値報告なし  

 (社)日本缶詰協会  廃棄物排出量

 再資源化率 

動植物性余剰物の再資源化を図り、その他一般廃

棄物の排出抑制を促進 

 1990年度比7.9％削減

  95.6% 

 

 全日本菓子協会  容器包装排出量

 最終処分量 

2000年度比5%削減 

2000年度以下 

  数値報告なし 

  62.5%削減 

 

  ○ 

 (社)日本醤油協会 

 

 動植物性残渣再資源化率 

 うちしょうゆ油・粕 

 その他廃棄物の再資源化率

95%以上 

99%以上 

90%以上 

  97.8% 

    99.8% 

  数値報告なし 

  ○ 

  ○ 

 日本植物油協会  再資源化率 95%以上   98.6%   ○ 

日本ハム・ソーセー

ジ工業協同組合 

 廃棄物排出量

 再資源化率 

2003年度比5%程度削減 

80%程度 

 17.1%削減 

  90.2% 

  ○ 

  ○ 

 (社)日本パン工業会  再資源化率 

 うち食品廃棄物 

70%  

85% 

  77.4% 

  91.2% 

  ○ 

  ○ 

日本スターチ・糖化

工業会 

 再資源化率 90%以上   89.8%  

 (社)日本加工食品卸

協会 

 廃棄物の削減、適正処理及びリサイクルに努める  数値報告なし  

 (社)日本フードサー

ビス協会 

 店舗等から排出される廃棄物の再資源化の推進、

オフィス系廃棄物の減量化の推進 

 数値報告なし  
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