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は じ め に

　北海道は、豊かな農水産物に恵まれ、食に関して高いブラン

ド力を有しており、こうした豊富な食資源を活かした本道の食

品産業は、食の安定供給を担うとともに、多くの雇用を創出す

るなど、本道の経済活性化に大きな役割を果たしています。

　平成30年２月の国の工業統計によると、製造業全体におけ

る食品の製造品出荷額の割合が全国が12.6パーセントである

のに対し、本道は40.1パーセントとなっており、大きなウエイ

トを占めている一方、付加価値率については28.9パーセント

と、全国の33.4パーセントに比べ4.5ポイント低い状況にあり

ます。

　食品の付加価値の向上を図るためには、販路の拡大や生産活

動の効率化はもちろんのこと、生産に要するコストの引き下げ

も重要です。

　食品産業においては、製品の加工・生産工程の様々な場面で

多くのエネルギーを消費しており、コストを削減するために

も、省エネルギー対策とともに、エネルギーの増大につながる

食品ロスの削減が急務となっています。

　こうした中、今回、食品製造企業の省エネルギーや食品ロス

に係る取組の実態、優れた取組を行っている企業の事例などを

取りまとめました。

　本書が皆様の省エネルギーに向けた取組の一助となれば幸

いです。

平成31年2月

北海道経済部食関連産業室
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Ⅰ　エネルギーに関する国等の動向

１　国の動向

我が国のエネルギー政策の基本的な方向性を示すため、国では、エネルギー

政策基本法に基づき、エネルギーの３Ｅ＋Ｓ＊1という基本方針に則って、エネ

ルギー基本計画を策定しています。

平成26年４月に策定された第４次エネルギー基本計画では、2030年を念頭

に、原発依存度の低減、化石資源依存度の低減、再生可能エネルギーの拡大を

打ち出しましたが、資源の海外依存による脆弱性や、人口の減少等による中長

期的な需要の変化といった構造的課題をはじめ、石油による地政学的リスク＊2

の増大など、エネルギーを巡る情勢変化に対応するため、計画を見直すことと

し、新たな第５次エネルギー基本計画が平成30年７月に閣議決定されました。

新たな基本計画は、2030年に向けた対応として、エネルギーミックス＊3の確

実な実現へ向けた取組の更なる強化、2050年に向けた対応では、エネルギー転

換・脱炭素化に向けた挑戦を掲げ、あらゆる選択肢の可能性を追求する、といっ

たことを柱としています。

＊１　３Ｅ＋Ｓとは、安全性 (Safety) を前提として、安定供給 (Energy Security)、

経済効率性の向上 (Economic efficiency)、環境への適合 (Environment) の同

時達成を図ること。

＊２　例えば、産油国の政治・経済に伴う不安定さが我が国のエネルギーに及ぶリ

スクなど

＊３　「長期エネルギー需給見通し」（平成27年７月、経済産業省取りまとめ）にあ

る、省エネルギー対策を講じた上で、再生可能エネルギーや LNG などのバ

ランスの取れた電源構成
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2030年に向けた政策としては、エネルギー資源確保の推進、徹底した省エネ

ルギー社会の実現や再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取組など、11

の項目を掲げ、対応を進めるとしています。

このうち、徹底した省エネルギー社会の実現では、「徹底的な省エネの継続」

「省エネ法と支援策の一体実施」を目標に、業務・家庭・運輸・産業の各部門ご

とに省エネルギーの取組を強化することとしています。

食品産業を含む産業部門等においては、エネルギーの使用の合理化等に関　

する法律（省エネ法）の改正に基づく事業者間連携による省エネを促進すると

ともに、省エネルギー設備投資に対する支援等を用意し、省エネ法による規制

と補助金等の支援策の両面で更なる省エネを進めていくこととしています。

２　北海道の動向

北海道では、「北海道省エネルギー・新エネルギー促進行動計画【第Ⅱ期】」（平

成24年３月策定、平成28年３月見直し）などに基づき、徹底した省エネルギー

の実現、エネルギーの地産地消やエネルギーの可能性を最大限に発揮するため

の基盤整備などを柱に施策を推進しています。

また、省エネルギーの促進に向けては、全てのエネルギー需要家が自主的・

積極的に取り組むことが必要であることから、産業、民生、運輸のエネルギー

需要部門毎の課題と必要な対策を明らかにし、施策を展開するとしています。
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Ⅱ　省エネルギー対策、食品ロス
　　削減の取組に関する調査の実施

食品産業における省エネルギー対策・食品ロス削減の取組に関し、次のとおり調査

を実施しました。

１　調査の目的

食品産業では、原材料等の利用段階をはじめ、加熱や冷却、水の使用、排水、照明、

空調、動力、配送、物流など、様々な工程・場面でエネルギーを消費しており、燃料

価格の高騰や電気料金の値上げにより、食品産業においても、経営環境が厳しさを

増していることから、省エネルギーに優れた高効率の設備機器等の導入やエネル

ギー削減の取組が急務となっています。

また、食品ロスの削減についても、エネルギー削減とコスト削減に直結するもの

であり、消費期限・賞味期限の長期化に対応した商品等の開発が課題となっていま

す。

このため、食品製造企業の省エネルギー対策や食品ロス削減の取組などの実態、

課題等を調査し、効果的な省エネルギーの方法やエネルギー削減によるコスト削減

の効果等を広く周知することにより、食品産業におけるエネルギー削減等の取組を

促進します。

２　調査の内容

（１）アンケート調査

道内の食品製造企業等3,923社を対象にアンケート調査を行い、236社から回答

（回答率6.0％）がありました。

（２）企業訪問によるヒアリング調査

アンケート調査に回答のあった企業等に対し、訪問によるヒアリング調査を行

い、省エネルギー設備機器等の導入や省エネルギーのための工夫、取組に当たって

のポイント、省エネルギー診断の実施の有無などのほか、食品ロスの削減に向けた

取組等について聴き取りをしました。
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・インバーター活用、デマンドコントロール等により契約電力を最大時より100Kw以上減らすことができた。（設備の変更一部あり）

・インバーター付の冷凍車を導入、約５万円の電気料金の削減となりました。

・2017年6月より、夜間の原材料の保温を全体ボイラーから部分電気温水器へ切換え灯油代を年間2,131千円を削減（電気代増加分は含まず）

・水の利用量を減らし、年額最大900万円削減いたしました。

・工場の電気をLEDに変えて、年間約140万円のメリットがある。

・LED照明への交換により、20,000kwh/年の削減によって、約40万円/年 電気料金減となりました。

・最新のLPG蒸気ボイラーの導入により1ヶ月あたり、約300,000円のコスト削減を達成している。

・監視室照明LED化：年間削減電力量10,582kwh・冷却塔ファンベルト省ベルト化：年間削減電力量5,614kwh

・排水処理でポンプ等の小型化で節電した。15万円～20万円/月

・デマンドで監視装置の導入により、５～６万円程度の削減、スチコン（*）利用によりガス代３～４万円程度の削減
（*）スチームコンベクションオーブン

「行っていない」が110社(74.3％)と、「行っている」の31社(20.9％)を大きく上回っています。

行っている

行っていない

わからない

４　省エネルギー対策の取組によるコスト削減等の効果に関する主な意見について

・デマンド機を導入。年間約20％（120万円）の削減に成功

・電気料金7%ぐらい削減（金額ベースで200万円くらい）

・スチーム配管の保温によるLPGの使用量削減　約30万円（１年）

設定している

設定していない

わかならい

（４）従業員等への意識啓発の実施について（回答数150社）

「行っている」が118社(78.7％)と、「行っていない」の29社(19.3％) を大きく上回っています。

行っている

行っていない

わからない

（５）省エネルギーの担当者の研修会等への参加など、人材育成の実施について（回答数148社）

（３）エネルギー削減のための目標値の設定について（回答数150社）

「設定していない」が90社(60.0％)と、「設定している」の55社 (36.7％)を上回っています。

36.7% 

60.0% 

3.3% 設定している 

設定していない 

わかならい 

78.7% 

19.3% 2.0% 行っている 

行っていない 

わからない 

20.9% 

74.3% 

4.7% 行っている 

行っていない 

わからない 
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運用の工夫 43

13

14

42
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44

製
　
造
　
工
　
程

照
　
　
　
明

空
　
　
　
調

事
務
機
器

設備更新

生産計画・
生産工程の
工夫

運用の工夫

設備更新

運用の工夫

設備更新

運用の工夫

設備更新

省エネ活動

その他
省エネ診断の活用

残業の削減

ＯＡ機器の集約化

機器等の不使用時の電源オフ

勉強会等の実施

講習会等への参加

電力使用量等の見える化

断熱性の向上(二重窓導入等)

適正な温度設定

不必要時の空調オフ

機器のメンテナンス

高効率機器への切替

不必要なエリアの消灯

スイッチ細分化

外光の取り入れ

高効率機器への取替

インバーターの取り付け

水の再利用、利用量の削減

高効率機器(LED等)への切替

人感センサーの導入

照明の間引き

こまめな消灯

生産計画の見直し

生産工程の見直し

機器のメンテナンス

機器の効率的運用

調理方法の工夫

５　主にコストの削減を目的に実施している省エネルギー対策の取組について（複数回答可、回答数1065件）

省エネルギー対策の取組で最も多かったのが「こまめな消灯」で97件（9.1%）、次で「高効率機器(LED
等)への切替」が91件(8.5%)と、照明に関する取組が上位となっています。一方、最も少なかったのが「省
エネ診断の活用」で6件（0.6%）となっています。

項目 取組の内容

高効率機器の導入

インバーターの取り付け

0% 2% 4% 6% 8% 10% 
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53

100

47

24

16

15

15

6

30

42

63

42

59

69

25

20

36

15その他 未出荷や返品商品のリサイクル

原材料の調達

製造・調理工程の見直し等

賞味期限の延長

不良品発生要因の解析と対策

生産時・調理時の歩留まり向上

納品期限の見直し

高機能パッケージの導入

賞味期限の長い商品の研究開発

食品ロス削減の取組で最も多かったのが「生産時・調理時の歩留まり向上」で69件（18.6%）、次いで、
「発注時期・数・ロットの適正化」が63件（17%）となっています。一方、最も少なかったのが「未出荷
や返品商品のリサイクル」で15件（4.0%）となっています。

項　　目 取組の内容

見込み発注の削減

発注時期・数・ロットの適正化

需要予測の精度の向上

８　食品ロスの削減に取り組んでいない理由について（複数回答可、回答数82件）

あまり取り組んでいない、ほとんど取り組んでいない理由として、最も多かったのが「その他」で30件
（36.6%）となっており、その内容としては、食品ロスはほとんどないとする回答が多くありました。次
いで「業務多忙等で推進体制の整備ができない」が16件（19.5%）となっていますが、「担当者の選任・
確保が困難」15件（18.3%）、「従業員の意識の醸成が進まない」15件（18.3%）も、ほぼ同数となってい
ます。

業務多忙等で推進体制の整備ができない

担当者の選任・確保が困難

従業員の意識の醸成が進まない

リサイクルなどに要する費用増

その他

９　実施している食品ロス削減の取組について（複数回答可、回答数371件）

・毎月開催されている省エネ委員会において各工程でのエネルギー使用状況を共有し、工場全体でエネルギー削減の攻め所を
　確認している。

７　食品ロス削減のための取組について（回答数224社）

食品ロスの削減に「一部取り組んでいる」が100社（44.6%）と最も多く、次いで「積極的に取り組んでい
る」が53社（23.7%）となっており、「一部取り組んでいる」と「積極的に取り組んでいる」を合わせる
と、70%近くの企業が食品ロスの削減に取り組んでいる状況となっています。

積極的に取り組んでいる

一部取り組んでいる

あまり取り組んでいない

ほとんど取り組んでいない

６　取組における一番のアピールポイントに関する主な意見について

・「平成25年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」を活用し、省エネタイプのトランスの更新、水銀灯をLEDに更新、冷凍庫を
　 インバーター制御ユニットへ更新、エネ ルギーマネジメントシステムを導入し電力量を把握

・冷凍・冷蔵庫を中心にエコタイプに買い替えた。このことにより電気料金の削減と冷却時間が短縮され生産工程が早くなった。

・①主装置（生産機械、ボイラー）のウォーミング時間の短縮と集中生産
　②デマンドを低減する目的で夜間への運転へシフト（ポンプ、ヒーター等）

19.5% 

18.3% 

18.3% 

7.3% 

36.6% 

業務多忙等で推進体制の整備ができ

ない 

担当者の選任・確保が困難 

従業員の意識の醸成が進まない 

リサイクルなどに要する費用増 

その他 

23.7% 

44.6% 

21.0% 

10.7% 積極的に取り組んでいる 

一部取り組んでいる 

あまり取り組んでいない 

ほとんど取り組んでいない 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 
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食品産業における省エネルギー対策・食品ロス削減の取組に関する調査票

　この調査は、道内の食品産業における省エネルギー対策や食品ロス削減の取組の現状や課題等を調査し、

エネルギーの削減によるコスト削減の効果など、その結果を広く周知することで、新たな取組につなげてい

こうとする事業の一環として行うものです。

　皆様からのご回答につきましては、集計結果として公表する場合がありますが、個別の企業名等は公表い

たしませんので、本調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださるようお願い申し上げます。

□　貴社の概要についてお伺いします。

貴社・貴事業所名

住 所 〒

従 業 員 数 　　　　　　名（正社員　　　名、パート　　　名、契約社員　　　名）　

主 た る 業 種

※該当するものに１つ○を付けてください。

１ 畜産食料品製造業 ２ 水産食料品製造業

３ 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業

４ 調味料製造業 ５ 糖類製造業

６ 精穀・製粉業 ７ パン・菓子製造業

８ 動植物油脂製造業 ９ その他の食料品製造業　

10 清涼飲料製造業 11 酒類製造業

12 茶・コーヒー製造業（清涼飲料を除く）

13 製氷業 14 たばこ製造業

15 飼料・有機質肥料製造業

主 な 製 品

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

ｅ － ｍ ａ ｉ ｌ

ご 担 当 者 部 署 名

ご担当者のお名前
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Ⅰ　省エネルギー対策に関する取組について

問１　 貴社の省エネルギー対策の取組についてお伺いします。当てはまる番号を 1 つ選んで○を

付けてください。

１　積極的に取り組んでいる

２　一部取り組んでいる
問３にお進みください　　

３　あまり取り組んでいない

４　ほとんど取り組んでいない
問２にお進みください

問２　 上記問１で、３又は４と回答された方にお伺いします。あまり取り組んでいない、ほとん

ど取り組んでいない理由について、当てはまる番号を３つ選んで○を付けてください。

１　具体的に何をしてよいかわからない ２　業務多忙等で推進体制の整備ができない

３　担当者の選任・確保が困難 ４　従業員の意識の醸成が進まない

５　技術面などでの知識の不足 ６　機器等の導入のための費用増

７　特に対策の必要性を感じない（他に優先すべき事柄がある）

８　その他（カッコ内に具体的に記入してください）

　　[　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

　　

　　　　　４ページ、Ⅱ「食品ロスの削減に向けた取組について」の問７にお進みください。

問３　 以下、問１で、１又は２と回答された方にお伺いします。省エネルギー対策のための推進

体制やエネルギー消費量の把握などについて、それぞれ当てはまる番号に○を付けてくださ

い。

１　省エネルギー対策のための推進体制（担

当者の選任等）を整備していますか

１　整備している ２　整備していない　　

３　わからない
２　エネルギーの使用量等を把握していますか １　把握している ２　把握していない

３　わからない
３　エネルギー削減のための目標値を設定し

ていますか

１　設定している ２　設定していない

３　わからない
４　エネルギーの削減に向けて、従業員等へ

の意識啓発を行っていますか

１　行っている ２　行っていない

３　わからない
５　エネルギー管理の担当者などを省エネに係る研

修会に参加させる等の人材育成を行っていますか

１　行っている ２　行っていない

３　わからない

　　

問４　 省エネルギー対策の取組によるコスト削減等の効果についてお伺いします。電気料金など

で、どれだけの効果がありましたか。データや金額等により、できるだけ具体的に記入して

ください。

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭
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問５　 現在、主にコストの削減を目的に実施されている省エネルギー対策の取組についてお伺い

します。該当する取組がありましたら回答欄に○を付け、それ以外の取組をしている場合は、

備考欄にその内容を記入してください。

項　　　目 回答欄 取組の内容 備考（左記以外の取組）

製
　
造
　
工
　
程

設備更新
高効率機器の導入

インバーターの取り付け

生産計画・

生産工程の工夫

生産計画の見直し

生産工程の見直し

運用の工夫

機器のメンテナンス

機器の効率的運用

調理方法の工夫

水の再利用、利用量の削減

照
　
　
　
明

設備更新
高効率機器 (LED 等 ) への切替

人感センサーの導入

運用の工夫

照明の間引き

こまめな消灯

不必要なエリアの消灯

スイッチ細分化

外光の取り入れ

空
　
　
　
調

設備更新

高効率機器への取替

インバーターの取り付け

断熱性の向上 ( 二重窓導入等 )

運用の工夫

適正な温度設定

不必要時の空調オフ

機器のメンテナンス

事
務
機
器

設備更新
高効率機器への切替

ＯＡ機器の集約化

運用の工夫 機器等の不使用時の電源オフ

省エネ活動

勉強会等の実施

講習会等への参加

電力使用量等の見える化

その他
省エネ診断の活用

残業の削減

問６　 取組における一番のアピールポイントについてお伺いします。その内容を具体的に記入し

てください。（例：エネルギー使用量の見える化により、コストをかけずに省エネの効果を

高め、経費の節減につながった等）
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Ⅱ　食品ロスの削減に向けた取組について

問７　 貴社の食品ロス削減のための取組についてお伺いします。当てはまる番号を 1 つ選んで○

を付けてください。

１　積極的に取り組んでいる

２　一部取り組んでいる
問９にお進みください　　

３　あまり取り組んでいない

４　ほとんど取り組んでいない　　
問８にお進みください

　　　　　　　　　　　　　

問８　 上記問７で、３又は４と回答された方にお伺いします。あまり取り組んでいない、ほとん

ど取り組んでいない理由について、当てはまる番号を３つ選んで○を付けてください。

１　業務多忙等で推進体制の整備ができない ２　担当者の選任・確保が困難

３　従業員の意識の醸成が進まない ４　賞味期限の長い商品開発等に係る費用増

５　リサイクル等に要する費用増

６　その他（カッコ内に具体的に記入してください）

　[　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

　　　　　Ⅲ「勉強会の開催について」の問 10 にお進みください。

問９　 以下、問７で、１又は２と回答された方にお伺いします。現在、実施されている食品ロス

削減の取組で、該当する取組がありましたら回答欄に○を付け、それ以外の取組をしている

場合は、備考欄にその内容を記入してください。

項　　目 回答欄 取組の内容 備考（左記以外の取組）

原材料の調達
見込み発注の削減
発注時期・数・ロットの適正化

製造・調理工程の

見直し等

需要予測の精度の向上
不良品発生要因の解析と対策
生産時・調理時の歩留まり向上

賞味期限の延長
納品期限の見直し
高機能パッケージの導入
賞味期限の長い商品の研究開発

その他 未出荷や返品商品のリサイクル

 

Ⅲ　勉強会の開催について

問 10　 本調査等の結果をもとに、省エネルギー対策や食品ロスの削減の取組に関する勉強会を

開催する予定です（平成 30 年 10 月～ 31 年 2 月頃）。参考に以下お答えください。

１　参加意向　　あり ・ なし　（「あり」の方は、以下もご回答ください。）

２　希望開催地域　（市町村名：　　　　　　　　　）

３　希望開催時期　（10 月・11 月・12 月・１月・2 月）（上旬・中旬・下旬）

以上で質問は全て終了です。ご協力ありがとうございました。

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭
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