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事例

飲料容器の省資源化・回収・リサイクル

日本のコカ･コーラシステム＊は、かねてより容器の省資源化・回収・リサイクルに取り組
んでいます。昭和 45（1970）年には、業界に先駆けて自動販売機の横に容器回収ボックス
の設置を開始しました。
また、平成 21（2009）年には、樹脂使用量を 40％削減した国内最軽量（当時）の PET
ボトルを使用した飲料水（「い · ろ · は · す 天然水」）を発売しました。軽量化することで、よ
り少ない原料で PET ボトルをつくることができ、環境負荷を軽減できます。
さらに、同年、植物由来素材を一部に使用した「プラントボトル」の導入により、石油由
来原料の使用を削減しました。平成 27（2015）年からは使用済み PET ボトルを再び PET
ボトルへとリサイクルする「ボトル to ボトル」の取組を開始し、様々な製品に採用するこ
とで、環境負荷の低減を実現してきました。
こうした取組の進捗を踏まえ、令和元（2019）年７月、より高いレベルで「World
Without Waste（廃棄物ゼロ社会）
」を目指すことを決定しました。具体的には、
「令和４
（2022）年までにリサイクル PET 樹脂の使用率 50％以上を達成、令和 12（2030）年には
その比率を 90％にまで高めること」、「令和７（2025）年までに、日本国内で販売する全て
の製品の容器をリサイクル可能な素材へと変更し、リサイクル PET 樹脂または植物由来
PET 樹脂を使用すること」、
「令和 12（2030）年までに全ての PET ボトルを 100％サスティ
ナブル素材に切り替え、新たな化石燃料の使用ゼロの実現を目指すこと」としています。従
来のリサイクルペット素材のボトルより透明度を高める技術を実現し、令和２（2020）年
３月から、リサイクルペット素材を 100％用いた飲料水（「い・ろ・は・す 天然水 100％リ
サイクルペットボトル」
）を発売するなど、環境負荷低減を加速すべく、様々な取組を進め
ています。
＊ 日本のコカ･コーラシステムは、日本コカ･コーラとコカ･コーラボトラーズジャパン株式会社、北海道コカ･コー
ラボトリング株式会社、みちのくコカ･コーラボトリング株式会社、北陸コカ･コーラボトリング株式会社、沖縄コ
カ･コーラボトリング株式会社で構成

（課題８ SDGs 実施推進の体制と手段）
SDGs の実現のためには、全ての関係者、全ての人々が参加し、必要な手段
を動員しながら行動することが重要であることから、農林水産省では、途上国
への官民ミッションの派遣、二国間政策対話等の枠組を活かし、官民が連携し
て途上国のフードバリューチェーンの構築支援に取り組んでいます。
例えば、東アフリカでは、日系企業３社が協働し、農林水産省の補助事業を活用しつ
つ、ケニアの漁港でとれた水産物の鮮度を保持したまま内陸国のウガンダの日本食レスト
ランまで長距離輸送する手法を確立しました。
このような取組は、アフリカにおける日本食の普及はもとより、輸送段階での食品ロス
の発生抑制にもつながるものであり、途上国の SDGs 達成に貢献する取組となっていると
ころです。
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事例

我が国の農業技術を結集し海外で高品質の農産物を生産

農林水産省は、我が国農業関連企業の海外進出と世界の食料需給
の改善を支援することを目的として、種苗や省水技術、農薬等の我
が国の優れた技術を結集し、高品質の農産物を他国で生産する
トピックス

「J-Methods Farming」に取り組んでいます。
令和元（2019）年度に実施したインドでの取組では、我が国の
民間企業13社が種苗や農薬等の自社の資材・サービス等を持ち寄り、
女性労働者の経済的・社会的自立を支援する現地の NGO である
SEWA（女性自営者協会）の協力の下、キャベツ等の農産物を生

ほ場に設置された
ICT システム

産しました。
この取組を通して、民間企業が提供した種苗の発芽率や ICT ＊シ
ステムの技術力等は、現地関係者から高い評価を得ることができま
した。取組に参画した民間企業の関係者は「進出が難しいインドで、
本プロジェクトを通じて他社と協業することで新たなビジネスの可
能性を模索することができた。」と語っているほか、現地の農業リー
ダーの Shanta さんは「このプロジェクトは、農業労働者の女性に
雇 用 機 会 と 収 入、 そ し て 尊 厳 を 与 え た。
」 と 話 す な ど、 今 後、

収穫したキャベツを
持つ現地農業者

「J-Methods Farming」を通じて、我が国の民間企業と現地との間
で長期的な協力関係が築かれることが期待されています。
＊ 用語の解説３（２）を参照
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コラム

G20 新潟農業大臣会合において SDGs が議論

令和元（2019）年の G20 サミット関連会合の一つとして、令和元（2019）年５月 11 日
にいがた し

から 12 日に新潟県新潟市で開催された「G20 新潟農業大臣会合」では、
「SDGs の達成に向
けた関係者の対応方法」が主要議題の一つとして議論されました。
議論の中では、各国代表から、SDGs の 17 の目標のうち、目標１「貧困をなくそう」及
び目標２「飢餓をゼロに」は他の全ての目標に関係すること、SDGs 達成には官民協力が重
要であること、ICT や AI 等の新技術の有効活用を進める必要があること等の意見が出され、
「G20 新潟農業大臣宣言」に各国が SDGs の実現に積極的に取り組んでいくことが盛り込ま
れました。

G20 新潟農業大臣宣言
世界の農地の約 60％、農産物貿易の約 80％を占める
G20 農業大臣として、増加する世界人口を養うため、資
源の持続可能性を確保しつつ、生産性を上げていくことを
目指す。
１．農業・食品分野の持続可能性に向けたイノベーション
の必要性
２．農業・食品分野の包摂的かつ持続可能な成長に向けた
農業・食品バリューチェーンへの着目の必要性
３．世界的課題に対応するための協力及び知識の交換の必
要性
・SDGs のうち、特に飢餓の終結や食料安全保障、栄養
改善の達成、持続可能な農業の推進に取り組む。
４．世界的なアウトリーチ活動とストックテイクの必要性

G20 新潟農業大臣会合の様子

イ SDGs の実現に取り組む食品事業者の取組事例
食品産業は、様々な栄養素を含む食品を安定供給することで SDGs が目指す社会に貢献
できる産業であり、SDGs への積極的な参画が期待されています。
我が国の食品事業者においては、健康問題の解決に貢献する商品の開発、環境負荷の低
減、持続可能な原料調達、従業員が安心して働ける職場づくり等、SDGs の達成に向けた
取組を実施する企業が増えています（図表トピ 1-3）。
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図表トピ1-3
目標

SDGs を達成するための食品事業者の取組事例
取組事例

生活協同組合コープさっぽろ

○注文ミスなどによって返品された食品で、品質に問題がないものを児童養
護施設やファミリーホームに提供するトドックフードバンクに取り組んで
います。

ハウス食品グループ
本社株式会社

○食べることの大切さ、作ることの楽しさを伝え、
「より食べる力」を育む
ための食育活動を行っています。ハウス食育プロジェクトとして、幼稚
園・保育園の子供達を対象にした「はじめてクッキング」や小中学校への
出張事業、作物の生産や周辺環境の体験学習等を実施し、社員の参加も促
進しています。

日本ハム株式会社

○「安全・安心な食品づくり」と「食とスポーツで心と体の元気を応援」を
主な取組として、食物アレルギーの研究や対応食品の開発に力を入れると
ともに、食を楽しむ体験型イベントや出前授業、食肉成分の研究等に取り
組んでいます。

森永乳業株式会社

○未来を創る子供たちに生きる力を身に付けてもらいたいという思いから、
出前講座等食育活動や野外教育活動を行っています。
さらに、キッザニアでの職業体験や企業インターンワークの実施等、キャ
リア教育を支援しています。

株式会社ヤクルト本社

○ヤクルト独自の組織「ヤクルトレディ」による宅配は、50 年以上の歴史
があり、人の健康に役立つプロバイオティクス商品を地域の皆様へ真心込
めてお届けしながら、健康情報の提供や地域貢献活動にも取り組んでいま
す。世界で８万人超のヤクルトレディが活躍しており、就労機会の提供等
を通じて、女性の活躍を支援しています。

サントリーホールディングス
株式会社

○グループの「水理念」の中に、事業で使用している水の流域や循環を科学
的に調べること、水の３ R 活動を進めて環境インパクトを軽減すること、
水源保全を行うこと、地域コミュニティとともに取り組むことを盛り込み、
「水と生きる」企業理念を実施しています。

株式会社アレフ

○自社から出る食品廃棄物を原料に再生可能エネルギー電力を自ら発電する、
再生可能エネルギー由来電力を利用することを平成 30（2018）年度から
令和２（2020）年度の環境行動目標として掲げ、再生可能エネルギーを
利用した事業運営を推進し、令和元（2019）年度に 41 事業所で利用し
ています。

カルビー株式会社

○全従業員がその能力を十分に発揮し活躍できるよう、公正な評価・報酬の
制度も含めた仕組みづくりを行っています。さらに、「女性の活躍なしに
カルビーの成長はない」という信念の下、ダイバーシティの最優先課題と
して従業員の約半数を占める女性の活躍推進に注力してきましたが、女性
の活躍推進のみならず、多様性の理解促進と風土づくりのための施策等、
個々の多様性を活かし全員が活躍する組織づくりを目指しています。

株式会社ローソン

○価値創造を支える基盤としてイノベーションを位置付け、IoT 技術を活用
した需要予測の高度化や店舗オペレーションの効率化に取り組んでいます。
また、CO ２ 冷媒を活用した冷凍・冷蔵システム等、環境に配慮した設備
の導入により、省エネルギー対策を進めています。

アサヒグループ
ホールディングス株式会社

○事業を行う上で、個人の人権と多様性（ダイバーシティ）を尊重し、人種、
国籍、思想信条、宗教、身体障害、年齢、性別、配偶者の有無及び性自
認・性的指向による差別は一切行わないことを、アサヒグループの人権方
針の中で明示しています。また、事業活動に関係する人権への負の影響を
特定、予防、軽減するために人権デューデリジェンスを通じて、人権リス
クの低減に取り組んでいます。

株式会社セブン＆
アイ・ホールディングス

○全国に多数の店舗を有する事業特性を活かし、
「高齢化、人口減少時代の
社会インフラの提供」と、「商品や店舗を通じた安全・安心の提供」とい
う重要課題をこの目標に関連付けています。地域に根差した存在であるた
めに、生活に必要な商品を店舗やネット、移動販売を通じて提供すること
に加え、公共サービスの提供や災害時の対応、地域活性化包括連携協定の
締結等にも取り組んでいます。

株式会社
永谷園ホールディングス

○環境負荷低減のために資源の効率的な利用と廃棄物のリサイクルに努めて
います。特に、「食品ロス」の削減を重視し、賞味期限の延長や、需要予
測の精度向上による流通在庫減・欠品防止、フードバンクの活用に取り組
んでいます。

キユーピー株式会社

○グループ全体で製造工程における効率改善、省エネ設備の導入、重油から
天然ガスへの燃料転換等により、CO ２ 排出削減に取り組んできました。
さらに、前工程となる原料資材メーカー、後工程となるグループ物流会社
との連携を最適化する等、事業活動全体の効率化により CO ２排出削減を
行っています。

株式会社パン・パシフィック・
インターナショナルホール
ディングス（ユニー株式会社）

○プラスチックが海洋問題等自然破壊につながることを踏まえ、使用済みプ
ラスチック製容器包装のリサイクルループの構築、ペットボトルキャップ
のリサイクル、有料化によるレジ袋の削減、バイオマスプラスチック製容
器包装の導入等に取り組んでいます。

トピックス

企業名
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図表トピ1-3

SDGs を達成するための食品事業者の取組事例（続き）

目標

企業名

取組事例

キリンホールディングス
株式会社

○この目標に関連するコミットメントとして、
「原料生産地と事業地域にお
ける自然環境を守り、生態系を保全します」を掲げ、成果目標として、
「スリランカの農園の持続性向上」を挙げています。

昭和産業株式会社

○従業員一人一人がコンプライアンス実践者となり、より堅牢な組織として
いくために、コンプライアンス委員会を設置し、推進体制の維持・強化と、
啓発活動に努めています。

UCC 上島珈琲株式会社

○コーヒーの生産国とともに、森林の保全やコーヒーの品質向上、希少品種
の再生、労働環境の改善に取り組んでいます。生産者とともに重ねる努力
や工夫は、彼らの生活水準の向上にもつながります。

資料：農林水産省作成
注：各企業の取組の多くは、表に記載の目標だけでなく、SDGs の複数の目標に関連しています。
また上記企業は一例です。

（４）持続可能な生産と消費の普及に向けて
（「農林水産省環境政策の基本方針」を策定）
自然資本や環境に立脚した食料・農業・農村分野は、SDGs が目指す経済・社会・環境
の統合的向上において果たす役割が非常に大きく、他産業に率先して SDGs の実現に貢献
することが求められています。このため、農林水産省では、令和２（2020）年３月に
「農林水産省環境政策の基本方針」を策定し、ⅰ環境負荷低減への取組と、環境も経済も
向上させる環境創造型産業への進化、ⅱ生産から廃棄までのサプライチェーンを通じた取
組と、これを支える政策のグリーン化及び研究開発の推進、ⅲ事業体としての農林水産省
の環境負荷低減の取組を基本理念に、施策を推進していくこととしています。
（「持続可能な生産消費形態のあり方検討会」を立ち上げ）
また、SDGs のゴール 12 に「つくる責任

つかう責任」が位置付けられ、生産と消費

の両面を持続可能なものにしていくことが求められていることから、農林水産省では、令
和元（2019）年 11 月に「持続可能な生産消費形態のあり方検討会」を立ち上げました。
検討会においては、「未来の姿からバックキャスティング 1 し、ビジョナリー2 で未来志向
な討論をしたい」との座長からの呼びかけに応え、生産、流通、小売、メディア、地方公
共団体、国際機関等の有識者 13 人が活発な討論を行いました。有識者からは、
「１円でも
安く買うことが賢い消費ではなく、環境に配慮した商品を選択することが楽しくてかっこ
いい、おしゃれという価値観にシフトさせていきたい」、
「自分にとってのサステナビリ
ティとは何かを考えてもらうことが重要」、「生産者自身の意識向上も必要」、「サステナビ
リティや SDGs に向けた取組であれば、競合企業でも手を組みやすい」といった意見が出
されました。
これらの意見を踏まえて、持続可能な生産と消費を啓発するために事業者が連携して持
続可能な商品の販売や広報等に取り組む「サステナブルデー」の創設、持続可能な生産等
を行う地域、生産者、事業者の表彰の実施等を含む中間取りまとめを令和２（2020）年
３月 30 日に公表しました（図表トピ 1-4）。今後は、これらの取組を行う事業者等のネッ
トワークを構築し、事業者等の主体的な取組や事業者等の間の連携を促進することとして
います。
1 未来の姿から逆算して現在の施策を考える発想
2 社会や産業等の将来の展望を持っていること
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図表トピ1-4

持続可能な生産消費形態のあり方検討会中間取りまとめ（イラスト編）
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資料：農林水産省作成

事例

女性誌初の一冊丸ごと SDGs 特集号〜世界を変える、はじめかた。
〜
こう だん しゃ

株式会社講 談 社 は、女性誌として初めて一冊まるごと
SDGsを特集した「FRaU SDGs 号」を平成 30（2018）年
12 月に刊行しました。世界や日本の先進的な取組を掲載す
るとともに、読者自身の行動を促す「今日からできる、100
のこと」を掲載し、好評を得ました。また、発刊と同時に
企業や団体、
読者が参画する「FRaU×SDGs プロジェクト」
を立ち上げ、SDGs の輪を広げる共創の場を作りました。
さらに、国連が平成 30（2018）年に発足させた「SDG
メディア・コンパクト」に加盟し、FRaU に限らず、報道・
ライフスタイル・コミック・児童向け等同社の様々なメディ
アを通じ、サステナブルな社会の達成に寄与していくこと
としています。
農 林 水 産 省 は、 令 和 ２（2020） 年 ２ 月、「FRaU ×
SDGs プロジェクト」と連携し、農村× SDGs カンファレンス「環境のための大人の食育プ
ロジェクト」を開催しました。第１部では、５人の講師から農業や食の最新の取組や提案を
紹介しました。第２部では参加者が共に考える共創ワークショップを行いました。生産者、
消費者、流通業者、地方公共団体関係者ら約 80 人が参加し、持続可能な農業や環境に向け
て生産から流通、消費における解決すべき課題について、ディスカッションを行いました。
参加者からは「今回のディスカッションで出た話を私なりに形にしていきたい」、「生産者で
ある私達から変わらなくちゃ、何も始まらないと実感した」等といった意見が出ました。
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