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食品関連業界における環境自主行動計画のフォローアップの実施について

平成16年３月15日

農 林 水 産 省

１．環境自主行動計画とは

「2010年を目標とした省エネルギー・二酸化炭素排出削減のための、製造工程の

改善、運転管理の高度化、生産設備の効率化や排熱回収、新たな技術の導入とい

った省エネルギー努力のほか、燃料転換、廃棄物利用等の二酸化炭素排出削減等

を含む行動計画 （地球温暖化対策推進大綱 より抜粋）を定めたもので、各業界」 ※１

団体が自主的に策定している。

２．地球温暖化対策推進大綱における位置付け

地球温暖化対策推進大綱は、自主行動計画を我が国における京都議定書 の約※２

束（1990年比温室効果ガス 排出量６％削減）達成のための中核の一つを成すも※３

のと位置付け、産業界に対しその策定と公表を促すとともに、政府に対しては関

係審議会等による進捗状況の点検、実効性の確保（フォローアップの実施）を求

めている。

３．フォローアップの実施

農林水産省では、食品産業関係団体を対象に2002年度の実施状況の把握等を行

うため 「環境自主行動計画フォローアップチーム （別表１）によるフォローア、 」

ップを実施した。

（１）自主行動計画策定団体数

2002年度において、食料品等製造業10団体、食品流通業１団体、外食産業１団

体の計12の食品産業関係団体が自主行動計画を策定しており、さらに （社）日本、

植物油協会が2004年度中の策定を決定 している（各団体の自主行動計画の内（注）

容及びフォローアップ状況は（別表２）を参照 。）

策定団体数の経緯

1998年度 2000年度 2002年度

６団体 １０団体 １２団体
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（２）数値目標の設定

温室効果ガスの削減に向け、業界における数値目標を設定し、その達成度をフ

ォローアップしている団体は９団体である。このうちＣＯ２総排出量を指標とし

ているのは３団体、ＣＯ２排出原単位・エネルギー使用原単位 を指標としてい※４

るのは６団体である。

また、残る３団体においても、各工場、事業所、店舗単位で温室効果ガス削減

への取組みが進められている。

各団体の数値目標の指標

指 標 の 設 定 団 体 名

CO2総排出量 精糖工業会、全日本菓子協会、日本醤油協会

原 CO2排出原単位のみ 日本冷凍食品協会、日本即席食品工業会

単 全国ﾏﾖﾈｰｽﾞ・ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ類協会

位 ｴﾈﾙｷﾞｰ使用原単位のみ 日本乳業協会

CO2排出･ｴﾈﾙｷﾞｰ使用原単位双方 全国清涼飲料工業会、製粉協会

（３）自主行動計画の公表

自主行動計画を各団体のホームページ等で公表しているのは、日本乳業協会、

全国清涼飲料工業会、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の４団体

に止まっている。

４．団体別の動向

（１）二酸化炭素削減対策

ア、ＣＯ２総排出量の削減を目標として示した３団体のうち、２団体が基準年度

（1990年度）比で減少し、１団体が同レベルであった。また、前年度比で減少し

たのも２団体であった。ＣＯ２総排出量の減少は主として生産量（溶糖量、出荷

量）の減少によるものと考えられる。

業種別動向（１）

（単位：万ｔ-ＣＯ2）

団 体 名 1990 2000 2001 2002 90年度比 前年度比

精糖工業会 58.2 49.6 49.3 46.3 20.5% 6.0%▼ ▼

全日本菓子協会 52.4 － 52.3 － 0.2％ －▼

日本醤油協会 13.2 13.4 13.3 12.4 6.6％ 6.9％▼ ▼
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イ、ＣＯ２排出原単位またはエネルギー使用原単位の改善を目標として示した６

団体のうち、基準年度比で原単位指数が改善した団体は、１団体のみであった。

その他５団体の指数は悪化しているが、その背景には加工度の高い調理済食品の

生産増、多品種少量生産等があるものと考えられる。

業種別動向（２）

（基準年度を1.00として）

団 体 名 指標 1990 1997 2000 2001 2002

日本乳業協会 ｴﾈﾙｷﾞｰ 1.00 1.02 1.12

全国清涼飲料工業会 CO２ 1.00 1.08 1.05 1.10

ｴﾈﾙｷﾞｰ 1.00 1.16 1.14 1.19

製粉協会 CO２ 1.00 0.97 0.96 1.03

ｴﾈﾙｷﾞｰ 1.00 0.99 0.98 1.00

日本冷凍食品協会 CO２ 1.00 1.02 － 1.00 －

CO２ 1.00 0.86☆ － － 0.82全国ﾏﾖﾈｰｽﾞ･ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ類協会

日本即席食品工業会 CO２ 1.00 1.02 1.02 1.05

(☆）1996年度の指数

（２）廃棄物対策

廃棄物対策については、８団体が具体的な数値目標を定め、目標達成に向けた

順調な取組みを進めている。 また、残る４団体においても自主的な対策の推進が

図られている。

各団体の数値目標の指標

目 標 の 設 定 団 体 名

最終処分量の削減 精糖工業会

再資源化率の向上 全国清涼飲料工業会、日本冷凍食品協会

日本醤油協会

最終処分量の削減＆再資源化率の向上 日本乳業協会、製粉協会

排出量の抑制＆最終処分量の削減 全日本菓子協会

排出量の抑制＆再資源化率の向上 全国ﾏﾖﾈｰｽﾞ・ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ類協会

５．環境自主行動計画フォローアップチームの評価と今後の方針

（１）自主行動計画未策定業界に対する計画策定促進

現在、自主行動計画を策定している業界からのＣＯ２排出量約510万トン は、※５

食品業界全体のＣＯ２排出量約1,450万トン の約35％である。※６



- 4 -

パン、肉製品、調味料等は、食品関連業界の中で比較的エネルギー使用量の多い

業界であるが、自主行動計画が策定されておらず、これらの業界に対して今後も

積極的に策定を促す必要がある。

（２）実効性のある自主行動計画の策定と着実な実施

食品産業は1990年以降、ライフスタイルの変化にともない加工度の高い調理済

、 、食品の生産増等により エネルギー使用量が増加基調にある業種が多いことから

ＣＯ２排出量のみでは温暖化対策への評価は困難であるが、ＣＯ２排出原単位あ

るいはエネルギー使用原単位の評価においても、前年度より悪化した業種が多く

あった。

今後、それらの業種においては、製造工程等の改善を進めるなど、環境に配慮

した対応が取られるべきであり、引き続きＣＯ２の削減に向けて着実な実施を進

めるべきである。

（３）フォローアップ結果の公表

、 、自主行動計画の公表が４団体に止まっているが 引き続き公表を促すとともに

このフォローアップ結果については、食料・農業・農村政策審議会・第９回総合

食料分科会に報告した後、農林水産省ホームページ等において公表する。

※１ 日本政府の2010年に向けての当面の地球温暖化対策の計画。地球温暖化対策推進本部が

1998年６月に決定し、2002年３月に改定。

※２ 1997年12月のＣＯＰ３（第３回締約国会議）で採択された気候変動枠組条約の議定書。

2008～12年の間に先進国全体で温室効果ガスの総排出量を1990年比５％、うち、国別で

は日本６％、米国７％、ＥＵ８％の削減を内容としている。

※３ 二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロンなどで、日本の温室効果ガスの総排出量の

約９割を二酸化炭素が占める。

※４ 生産量（高）当たりＣＯ２排出量、エネルギー使用量。

※５ 各団体の排出量として、環境自主行動計画に記載された数値の積み上げ。

※６ （独）国立環境研究所地球環境研究センター温室効果ガスインベントリオフィス(GIO）

が発表した「日本の1990～2001年度の温室効果ガス排出量データ」より。

（社）日本植物油協会は2004年７月に自主行動計画を策定済。（注）



（別表１）

環境自主行動計画フォローアップチーム委員名簿

牛久保明邦 東京農業大学国際食料情報学部教授
う し く ぼ あ き く に

有田 芳子 全国消費者団体連絡会 環境政策担当
あ り た よ し こ

大隈 満 愛媛大学農学部教授
おおくま みちる

高濱 正博 財団法人食品産業センター専務理事
た か は ま ま さ ひ ろ

中村愼一郎 早稲田大学政治経済学部教授
なかむ ら し ん い ち ろ う

三原 翠 ＮＰＯ法人食品保健科学情報交流協議会常務理事
み は ら みどり
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（別表２）

団 体 名 目 標 具 体 的 対 策 2002年度における達成状況

１．温暖化対策 ・燃料転換 CO2排出量：46.3万ｔ（2001年度49.3万ｔ）
基準年次 １９９０年度 ・省エネ型変圧器への変換
目標年次 ２０１０年度 ・自己蒸気再圧縮式濃縮缶の設置 〈要因〉
指標 ＣＯ２排出量 ・攪拌機付真空結晶缶の設置 溶糖量の減少。
数値目標 ２０％低減 ・真空結晶缶自動煎糖方式の導入

（58.2万ｔ→47.1万ｔ） ・コージェネレーション設備の導入
・スチームアキュムレータの導入
・インバータ方式によるモーター類の回転数制御
・ボイラー排熱回収

精糖工業会 ・コンプレッサーのターボ化
・吸収式空調機の設置
・真空遮断機器の導入
・蒸気配管の保温

２．廃棄物対策 ・汚泥(ろ過ケーキと排水処理余剰汚泥）の再資源化 最終処分量：9,600ｔ（2001年度14,110ｔ）
基準年次 １９９０年度 (セメント、肥料、土壌改良剤向けの原料化）
目標年次 ２０１０年度 〈要因〉
指標 最終処分量 ろ過ケーキ再資源化への取組みの進展。
数値目標 ６８．５％削減

（3.81万ｔ→1.20万ｔ）

１．温暖化対策 ・企業の枠を越えた、乳業工場の再編統合 エネルギー使用原単位指数：1.12
基準年次 ２０００年度 ・生乳・製品の輸送方法の再編 （2001年度1.02）
目標年次 ２０１０年度 ・品質管理・流通管理による製品廃棄処分の減少
指標 エネルギー使用原単位 ・多頻度・少量配送の見直し 〈要因〉
数値目標 年率０．５％削減 ・エネルギー効率改善のための行程改良、設備拡充、燃料転 業界再編に伴う工場統廃合により、生産量が

換、コージェネレーションの導入等 減少する一方、安全対策コストの増加、エネル
ギー多消費型商品群の増大等によりエネルギー
使用量が増大。

（社）日本乳業協会

http://www.jdia.or.jp

（ ）２．廃棄物対策 ・企業の枠を越えた、乳業工場の再編統合 ① 最終処分量：46,107t 2001年度43,795ｔ
基準年次 １９９９年度 ・生乳・製品の輸送方法の再編 ② 再資源化率：71％（2001年度65.3％）
目標年次 ２０１０年度 ・品質管理・流通管理による製品廃棄処分の減少
指標 ①最終処分量 ・多頻度・少量配送の見直し 〈要因〉

②再資源化率 ・包装容器の減容化、分別、リサイクルの推進、 焼却炉の規制強化に伴い、廃棄物の再資源化
数値目標 ①基準年（52109ｔ） ・廃棄物の多い汚泥、動植物残さの再資源化及び減容化 への取組み（焼却→堆肥・飼料化）が進展。

を超えない
②７５％（55.6％→75％）
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団 体 名 目 標 具 体 的 対 策 2002年度における達成状況

１．温暖化対策 ・高効率電気機器(インバータ制御装置）の導入 ①CO2排出原単位指数：1.10（2001年度1.05）
基準年次 １９９０年度 ・電気設備機器の運転の効率化（台数制御装置等） ②エネルギー使用原単位指数：1.19
目標年次 ２０１０年度 ・コージェネレーション設備の導入 （2001年度1.14）
指標 ①ＣＯ２排出原単位 ・排水処理設備嫌気処理の導入

②エネルギー使用原単位 ・排水処理設備から発生するメタンガスの有効利用 〈要因〉
数値目標 ①６％削減 ・熱回収の推進、熱損失の低減化 生産量の増大及びPETボトル容器の内製化率の

②同水準 ・燃料転換（ガス化） 上昇。
・新エネルギーの導入（燃料電池、太陽光、風力発電等）

（社）全国清涼飲料工業会

http://www.j-sda.or.jp

２．廃棄物対策 ・製造工場における副産物・廃棄物の排出抑制および再資源 再資源化率：97．8％（2001年度97.1％）
基準年次 １９９０年度 化の促進
目標年次 ２０１０年度 ・使用済み清涼飲料容器のリサイクルの促進
指標 再資源化率 ・利用済容器の散乱対策の推進
数値目標 ９５％以上

１．温暖化対策 使用エネルギーの約93％が電気エネルギーであるため、 ①エネルギー使用原単位指数：1.00
基準年次 １９９０年度 ・高効率トランス （2001年度0.98）
目標年次 ２０１０年度 ・高効率コンプレッサ－の導入 ②CO2排出原単位指数：1.03（2001年度0.96）
指標 ①エネルギー使用原単位 ・高効率モーターの採用及びインバータ化

②ＣＯ２排出原単位 ・省エネ型空調機の導入 〈要因〉
数値目標 ①２％以上削減 ・空気輸送設備の改善 等 炭素換算係数の増大及び製品安全対策に伴う

②５％以上削減 設備増強のためCO2排出量が増加。

製粉協会

２．廃棄物対策 ・可燃性包装容器減少のためタンクローリー、フレコン輸送 ① 最終処分量：3,271ｔ（2001年度2,899ｔ）
基準年次 １９９０年度 への移行推進 ② 再資源化率：76.1％（2001年度73.8％）
目標年次 ２０１０年度 ・植物性残さの再資源化推進
指標 ①最終処分量 ・廃棄物の分別化の徹底 等

②再資源化率
数値目標 ①８５０ｔまで削減

②９０％以上
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団 体 名 目 標 具 体 的 対 策 2002年度における達成状況

１．温暖化対策 ・コージェネレーションシステムの導入の促進 【2001年度における達成状況】
基準年次 １９９０年度 ・廃棄ロスの低減など生産工程での効率化の向上 CO2排出原単位指数：1.00
目標年次 ２０１０年度 ・夜間電力利用による蓄熱システム等の設備の導入
指標 ＣＯ２排出原単位 ・デマンドコントローラー等の節電設備の導入
数値目標 １０％程度削減 ・カロリー当たりのＣＯ 排出量の少ないエネルギーへの転換２

・工場及び事務所における省エネの励行
・多頻度・少量輸送の見直しを図る等商品配送の効率化を推進

（社）日本冷凍食品協会

http://www.reishokukyo.or.jp

２．廃棄物対策 ・工場における分別の徹底、マテリアルリサイクルの推進。 【2001年度における達成状況】
基準年次 １９９７年度 ・汚泥の肥料化の推進
目標年次 ２０１０年度 ・食品残さの肥料化および飼料化の推進 再資源化率： 66.4％
指標 再資源化率 ・廃油等の燃料および石鹸としての再利用の促進
数値目標 １０％向上 ・再資源化用途の拡大等の検討

（43.6％→53.6％）

１．温暖化対策 ①エネルギー消費量の削減
（各事業所において） ＣＯ の抑制の指導、各事業所の光熱費、車両燃費費等の２

基準年次 ２０００年度 削減につながるスローガン及び行動マニュアルの作成等を実
目標年次 ２０１０年度 施。
指標 エネルギー消費量
数値目標 １０％削減 ②排出抑制のための設備更新

・エネルギー転換
・省エネ機器の導入

（社）日本加工食品卸協会

２．廃棄物対策 ・事務用消耗品の廃棄物（特に書類）の発生抑制
（会議資料、伝達文書等をフロッピー等に保管させるようなシ

・事業所ごとに発生する廃棄物の削減・リサイク ステムを開発推進）
ル・有効活用に努める。 ・書類の裏面の再活用や社内封筒の複数回活用を推進

・各取引先との話し合いによる合理化策の推進 ・過剰包装容器の廃止
・リサイクルの仕組みの工夫、リターナブル容器への転換
・パレットの木製からプラスチック製への切り替え
・段ボールカートンからプラスチック製コンテナ（通い函）へ
の切り替え

・用済み紙の資源リサイクル及び再生紙の活用の推進
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団 体 名 目 標 具 体 的 対 策 2002年度における達成状況

１．温暖化対策 ・電気、都市ガスなどＣＯ 排出量の少ない燃料の優先的購入 CO2排出原単位指数：0.82２

基準年次 １９９０年度 使用の促進
目標年次 ２０１０年度 ・工場及び事務所における二重窓、複層ガラスの設置による建
指標 ＣＯ２排出原単位 物の断熱性の向上
数値目標 ３０％削減 ・省エネルギー型空調設備の積極的導入と空調の適温化

・夜間電力を利用した蓄熱システム等の生産設備への積極的導
入

・廃熱回収・利用システムの確立
・生産効率向上による省エネルギー化の促進 等

全国ﾏﾖﾈｰｽﾞ・ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ類協会

http://www.mayonnaise.org

２．廃棄物対策 ・汚泥について、排出実態の把握と回収・処理システムの構築
基準年次 １９９６年度 を図り、炭化プラントによる汚泥の燃料化と燃焼による熱エ
目標年次 ２０１０年度 ネルギーの回収等を促進
指標 ①排出廃棄物 ・植物性残さについて、肥料及び堆肥・コンポストのほか土壌

②再資源化率 改良剤としてリサイクルを促進
数値目標 ①１０％減少 ・動物性残さの中心を占める卵殻について、９０％以上を目標

②５０％以上 として再資源化を促進
・廃油について、燃料及び石鹸用原料としての活用を検討
・可燃性一般廃棄物について、再生紙、燃料及び肥料等として
リサイクルを促進

１．温暖化対策 ・環境対策ｾﾐﾅｰ等において、省ｴﾈに効果のある事例の紹介、省
・ｾﾝﾄﾗﾙｷｯﾁﾝ・ｵﾌｨｽにおける効果的な省ｴﾈの推進 エネ技術対策への取組み等の啓蒙
・省ｴﾈｷｬﾝﾍﾟｰﾝ等により、電力・ガス・水道等の使 ・電化厨房等の導入による光熱費・CO2削減の検討
用量削減に努める ・協会機関誌等を通じ、エネルギー使用量の削減を啓蒙活動

・店舗やｾﾝﾄﾗﾙｷｯﾁﾝの改装時及び新設時には、省ｴﾈ
設備機器等の優先導入を図るとともに、最新の省
ｴﾈ技術・ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ技術導入による店舗等の施設
づくりを検討する。

（社）日本フードサービス協会 （数値目標の設定については、今後会員企業を対象
とする実態調査を行うなど業界の実情を十分に把

http://www.jfnet.or.jp 握した上でその適否について検討する ）。

２．廃棄物対策 ・排出事業者、収集運搬事業者、ﾘｻｲｸﾙ事業者、農業者間の情
①店舗・ｾﾝﾄﾗﾙｷｯﾁﾝ等から排出される廃棄物のﾘｻｲ 報交換
ｸﾙの推進 ・ 外食産業のﾘｻｲｸﾙ構想（1995年 」に基づくモデル事業の実「 ）

②ｵﾌｨｽ系廃棄物の減量化の推進 施（茨城県下妻市）
・環境対策セミナーの開催、ビデオ作成等による会員企業への

（数値目標の設定については、今後会員企業を対象 普及・啓蒙活動
とする実態調査を行うなど業界の実情を十分に把 ・先進的なリサイクル取組事例等の紹介
握した上でその適否について検討する ）。
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団 体 名 目 標 具 体 的 対 策 2002年度における達成状況

１．温暖化対策 ①企業の枠組での対応 CO2排出原単位指数：1.05（2001年度1.02）
基準年次 １９９０年度 ・省エネルギー型製法に向けた商品設計の見直し
目標年次 ２００８～１２年度の平均 ・商品アイテムの絞り込み
指標 ＣＯ２排出原単位 ・企業の枠を越えた生産拠点の再編統合
数値目標 ６％削減 ②製造工場での対応

・省エネルギー型フライヤー等生産設備の積極的導入
・省エネルギー型電気関係設備の導入
・省エネルギー型製造管理システム導入の推進
・使用蒸気廃熱の回収・再利用及び施設・配管等の放熱防止

（社）日本即席食品工業協会 ・生産設備の大型・高速化
③即席めん製造業の外部に期待する内容

http://www.instantramen.or. ・過度な日付（賞味期限）管理等鮮度志向の解消
jp ・受注荷口（ロット）サイズの適正化

２．廃棄物対策 ・製造工程及び商品設計の改善・見直しによる歩留まりの向上
基準年次 １９９７年度 ・生産設備の改善及び集約化
目標年次 ２００８年度 ・原材料等のバルク・コンテナー化の推進
指標 廃棄物排出量 ・リサイクル手法の研究・開発
数値目標 基準年を上回らない ・ＩＳＯ１４０００等環境対策への取り組み

１．温暖化対策 ・コージェネレーションシステム導入の促進 （参考）2002年度ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ参加企業19社全体
（各企業・工場において） ・カロリー当たりＣＯ 排出量の少ないエネルギーへの転換 エネルギー使用原単位：0.10kl/t２

基準年次 １９９０年 ・革新技術の開発・導入による生産工程効率化
目標年次 なし ・高効率ボイラー導入の促進 〈要因〉
指標 エネルギー使用原単位 ・蒸気廃熱の利用促進 ・増加－HACCP対策への設備増設 等
数値目標 基準年を上回らない ・減少－エネルギー転換の促進

廃棄物焼却規制 等

（社）日本缶詰協会

http://www.jca-can.or.jp

２．廃棄物対策 ・汚泥類の肥料化及び飼料化の推進 （参考）2002年度ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ参加企業19社全体
（ ）製造工場における、動植物性余剰物、汚泥の再資 ・食品残さの肥料化及びｓ飼料化の推進 ・最終処分量：18,945ｔ 2001年度17,878ｔ

源化を図り、その他一般廃棄物の排出抑制を促進す ・廃油等の燃料再利用化の推進 ・再資源化率：55.5％（2001年度58.2％）
る。
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団 体 名 目 標 具 体 的 対 策 2002年度における達成状況

１．温暖化対策 ① 炭酸ガス排出量の少ないエネルギーへの転換 【2001年度における達成状況】
基準年次 １９９０年 ② コジェネレーションシステムの導入 CO2排出量：52.3万ｔ
目標年次 ２０１０年 ③ 省エネの機械・設備への切替え
指標 ＣＯ２排出量 ・高効率機器への切替え 〈要因〉
数値目標 ６％削減 ・節電設備システムの導入 （増加）

（52.4万ｔ→49.3万ｔ） ・温度・圧力の最適化システム・台数制御システムの導入 ・安全・品質対策のための設備増設
・自動制御化 ・商品構成の変化（高負荷価値化）

④ 熱利用の効率化の推進 （減少）
・建物の断熱性の向上 ・エネルギー転換

全日本菓子協会 ・省エネ空調設備の導入と空調の適温化
・排熱回収、排熱利用システムの確立

http://www.eokashi.net ・熱ロスの削減
⑤ 生産工程での効率の向上
・工場の集約化
・集中生産による操業度の向上
・生産工程での効率化の向上

⑥ 生産管理部門における省エネの励行

２．廃棄物対策 ・容器包装自身の薄肉化、簡素化、素材転換 【2001年度における達成状況】
・2010年度の容器包装の排出量を、2000年度比で ・動植物性残さの飼料化・肥料化の推進 ・ﾘｻｲｸﾙされない廃棄量－16,529ｔ
５％削減 ・汚泥の肥料化推進

・ﾘｻｲｸﾙされない廃棄量を2000年度（19855ｔ）以 ・紙くずの再製紙原料・ＲＤＦ（固形燃料）化の推進
下に抑制 ・廃油糖の燃料・石鹸としての再利用の促進

・食品廃棄物の排出抑制とメタンガスの削減 ・ガラスのカレット化
・原材料容器・包装の省廃棄物化
・廃棄ロスの低減

１．温暖化対策 ・製造工程の改良 CO2排出量：12.4万ｔ（2001年度13.3万ｔ）
基準年次 １９９０年 ・生産効率の向上
目標年次 ２０１０年 ・輸送効率の向上 （要因）
指標 ＣＯ２排出量 ・廃棄物排出量の抑制 出荷量の減少。
数値目標 ６％以上削減 ・使用エネルギーの削減と見直し

13.2万ｔ→12.4万ｔ以下 ・その他温室効果ガスの抑制、適正な処理（ ）

日本醤油協会
２．廃棄物対策 ・廃棄物の再利用等について、国などの再利用等の研究への協 再資源化率：92.8％（2001年度87.0％）

http://www.soysauce.or.jp ・動植物性残さ等の再利用 ９５％以上 力や関連業界等の連携などを通じて、現在行われている再利 ・醤油粕：95.9％（2001年度90.0％）
（うち、醤油粕、醤油油の再利用 ９９％以上） 用の拡大及び新しい分野における再利用への研究などを推進 ・醤油油：95.4％（2001年度95.0％）
・その他廃棄物の再利用 ９０％以上 する。 ・その他動植物性残さ：59.5％

・容器包装リサイクル法を踏まえて、ＰＥＴボトルなどの容器 （2001年度54.9％）
包装リサイクルを推進する。

・グリーン購入法を踏まえ、環境物品等の購入を推進する。 （要因）
飼料化、代替燃料化の取組み進展


