
〒004-0004　札幌市厚別区厚別東４条１丁目１－48

冷凍調理食品製造業

□自慢の商品

　北海道産の男爵いも、良質な牛乳を使ったコロッ

ケや、いももち、グラタンなどの冷凍食品

□お問い合わせ　℡ 011-897-1711

□URL　https://www.sanmaruko.co.jp/

会社の概要

企 業 の 取 組 事 例

・ また、冷凍機も、環境省の先進技術を利用した省エネ型自然冷媒

機器普及促進事業を活用して、高効率の機器に切り替えたこと

により、エネルギー使用量が１割程度減少しました。

・ 照明についても、LED化を進めています。

・ こうした取組により、経済産業省北海道経済産業

局の平成25年度「北国の省エネ・新エネ大賞」を

受賞しました。

・ 急速冷凍機については、複数のラインがあるので、各ラインの冷

凍機の起動を10分ずつずらして起動電力が集中しないようにし

ています。起動の仕方によっても、エ

ネルギーの削減に影響を及ぼします

ので、こうした点にも気を付けるよ

うにしています。

・また、エネルギー使用量を把握するため、デマンド

監視装置を導入しています。

ここ
にも

注目
！

ここ
にも

注目
！

冷凍機

27



省エネルギーの取組を進めるために

昨今、燃料価格の高騰や電気料金の値上げなど、食品産業においても、エネ

ルギーコストが増大しており、企業経営にも大きな影響を及ぼしていることか

ら、エネルギーの削減が喫緊の課題となっています。

こうした中、平成30年９月６日に発生した胆振東部地震の影響により、本道

全域が停電となる未曾有の事態が生じたことから、エネルギーの確保と併せ、

省エネルギーの取組の重要性が増しています。

■照明から始める省エネルギー

食品製造企業に対して行ったアンケート調査では、回答のあった企業のう

ち、省エネルギー対策に「積極的に取り組んでいる」と「一部取り組んでいる」

を合わせると、65パーセントを超える企業が取組を行っていますが、具体的な

内容としては、こまめな消灯と高効率機器（LED 等）への切替え、不必要なエ

リアの消灯といった照明に関する回答が多い結果となりました。

こまめな消灯などは、エネルギーの削減効果は小さいものの、比較的簡便に

できることから、これまでほとんど取り組んでおらず、具体的に何をしてよい

のかわからないと回答した企業などにとっては、こうした照明の部分から取組

を始めるのもひとつの方法と考えられます。

■意識啓発の継続

ここで大切なのは、従業員一人一人が省エネルギーの意識を持つことです。　

アンケートの従業員等への意識啓発の実施についての回答では、「行ってい

る」とする企業が「行っていない」の企業を大きく上回っていますが、意識啓発

の取組は継続して行い、定着させることが大切です。

ヒアリング調査を行った企業の中には、朝礼やミーティングでエネルギー削

減の重要性について従業員の理解を深めることで、大きな効果を上げていると

ころもあります。

また、限られた人員体制の中で、エネルギー管理を担う担当者を選任すると

いうのは、なかなかたいへんですが、長期的かつ着実に取り組んでいくために
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は、責任者と担当者とが一緒になって省エネルギーの取組を進める体制を整え

ることが望ましいと言えます。

■現状の把握

省エネルギーを進めるためのポイントのひとつに、現状を的確に把握すると

いうことが挙げられます。

自社のエネルギーの使用がどのような状況にあるのか、エネルギーの無駄は

ないのかなど、そうした点をきちんと理解・認識した上で、省エネルギーに取

り組むことが効果的と考えられます。

そのためのツールとして、省エネ診断があります。

診断の内容は、燃料や電気の使い方をはじめ、効率的な機器の導入・運転、

適切な設備の管理・保守点検、エネルギーロスの箇所、空調や照明の適正化な

ど、多岐にわたります。

ヒアリングにおいて、実際に省エネ診断を受けた企業では、現状と課題が明

確になり、ボイラーの運転や水の処理などの改善につながり、省エネルギーに

たいへん効果があったとしています。

■省エネ診断等の受診

省エネ診断は、電気機械設備の企業などが行っていますが、一般財団法人省

エネルギーセンターでは、工場・ビル等向けに、電力や燃料・熱など、総合的

な省エネ行動をサポートする「省エネ診断」と、ピーク電力の削減など、節電行

動をサポートする「節電診断」といったサービスを無料で行っています。

これは、電気・熱の専門家や節電の専門家を申込みをした企業に派遣し、現

地診断を行った後、その結果をレポートとしてまとめ、説明会において、受診

した企業の経営層やエネルギーの担当者等にレポートの内容を分かり易く説明

するというものです。

アンケートでは、省エネルギーのための具体的な取組として、省エネ診断の

活用と回答した企業は少数ですが、省エネルギーの取組に関し、具体的に何を

してよいのかわからないとしている企業は、まずは省エネ診断を受けてみるこ

とをお勧めします。

■「見える化」

また、アンケートでは、エネルギー使用量等を「把握している」企業が「把握

していない」企業を大きく上回っている一方、削減のための目標値の設定に関
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しては、「設定している」企業より「設定していない」企業の方が多い結果となっ

ています。

エネルギー使用量の削減、ことにピーク時の電力使用量を出来るだけ抑える

ことがエネルギーコストの削減につながります。

そのためには、エネルギーの「見える化」が重要です。

エネルギーの使用状況を可視化することで、使用量のピークをコントロール

することが可能です。

そのための機器として、デマンド監視装置があります。

電気料金は、デマンド値（電力会社が電気料金を決定する際の基となる値）

のピークの値によって決定されますが、そのデマンド値を把握するための機器

がデマンド監視装置です。

ヒアリングの中でも、デマンド監視装置を使用している企業が複数社ありま

したが、電気設備の専門家によると、ピーク値に近づいた際、人が手動で電源

をオフにしている場合、時間的に間に合わず設定したピーク値を超えることも

あり得るので、これからデマンド監視装置を設置しようとする企業は、自動で

電源がオフになるようあらかじめ設定しておいた方が効果的とのことでした。

■保守点検の重要性

設備機器等について、日頃から保守点検を行い、きちんと能力が発揮される

ように運用することは、省エネルギーを進める上で大切なポイントです。

空調設備であればフィルターの定期的な清掃、コンプレッサーでは圧力の適

正化やエアー漏れのチェック、ボイラーでは蒸気トラップからの蒸気漏れの

チェックなどを心掛けましょう。

また、ファンやモーターなどの回転数を制御するインバーターの導入も、省

エネルギー効果があります。

■専門家の活用

企業など、実際にエネルギーを消費している当事者の取組だけではなく、当

事者に取組を働きかけたり、支援をすることができる事業者、例えばエネマネ

事業者（＊）やエネルギー事業者、家電メーカー、家電量販店といった事業者のこ

とをサードパーティと呼びます。

こうしたサードパーティの事業者は、エネルギーのマネジメントをはじめ、

製造設備や設備機器、空調、照明、給湯・ボイラーなど、それぞれの分野の専門

家ですので、アドバイスを求めたり、対応を依頼することにより、省エネルギー
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《まとめ》

○　省エネルギーの取組を継続して進めるためにも、責任者と担当者と

の体制づくりが大切

○　自社のエネルギー使用の現状と課題を把握し、対応策を知るための

省エネ診断の受診

○　エネルギーを「見える化」するためのデマンド監視装置等の活用

○　設備機器等の定期的な保守・点検の実施

○　自社の取組を更に深堀りしようとする場合は、サードパーティ（専

門家）の活用を検討

○　食品ロスの削減に向けた賞味期限の延長の取組を進めるため、食品

加工研究センターなど試験研究機関の活用を検討

の取組を効果的に進めることが可能です。

（＊） エネマネ事業者とは、一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されている事業者で、省エネルギー

設備などに対し、EMS( エネルギーマネジメントシステムのことで、ICT を活用してエネルギーの見

える化や最適運用を実現するシステム ) により、エネルギーの管理を支援するサービスを提供するな

ど、事業者と共同で効果的な省エネルギー対策を実施する事業者

■高効率機器の導入

現行の設備機器等を高効率のものに交換したり、新たなに導入することは非

常に高い省エネルギー効果が得られますが、大きな投資を伴う場合もあります

ので、国の補助制度などの活用が可能か、相談窓口に問い合わせてください。

■食品ロスの削減

食品ロスの削減に関して、アンケートでは、「一部取り組んでいる」との回答

が最も多く、「積極的に取り組んでいる」と合わせると、約70パーセントの企業

が取組を行っている一方、食品ロスの削減に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、その回答の主な内容は、食品ロスはほとんどな

いというものでした。

ヒアリングにおいても、基本的に食品ロスはないとする企業が多かった中、

賞味期限の延長の取組として、容器のバリア化を高めたり、真空でボイルをす

るといった対応をしている企業もありました。

食品加工研究センターでは、長期保存が可能な製品の開発などの試験研究

を行っていますので、自社製品の賞味期限の延長などを検討する際には、セン

ターに相談してみてはいかがでしょうか。
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省 エ ネ 法 の 改 正

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（省エネ法）は、昭和54年に制

定され、燃料資源を有効に利用するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等

についてのエネルギーの使用の合理化などを目的としています。

省エネ法におけるエネルギーは、燃料、熱、電気を対象としており、廃棄物から

の回収エネルギーや風力、太陽光等の非化石エネルギーは対象とはなりません。

省エネ法が直接規制する事業分野としては、工場等（工場又は事務所その他

の事業場）、輸送、住宅・建築物、機械器具等の４つとなっています。

工場等に係る措置で規制の対象となる事業者は、事業者全体（本社、工場、支

店、営業所、店舗等）の１年度間のエネルギー使用量（原油換算値）が合計して

1,500キロリットル以上であれば、そのエネルギー使用量を事業者単位（企業

単位）で国に届け出て、特定事業者の指定を受けなければならないなどとなっ

ています。

この省エネ法について、国では、平成27年に策定した「長期エネルギー需給

見通し」で掲げる省エネ見通しの実現に向けて、直面する課題に対応するため

の所要の措置を講ずることとし、改正法案が国会で可決され、平成30年６月13

日に公布されました。

改正の内容のうち、企業連携による省エネの評価については、次のとおりです。

○　改正前は、事業者単位（企業単位）ごとのエネルギー消費量に基

づき、評価されていましたが、産業部門・業務部門等の更なる省エ

ネを促進するため、複数事業者が連携する省エネ取組を認定し、省

エネ量を事業者間で分配して報告することを認めることで、取り

組んだ各事業者が適切に評価される制度を創設します。
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一般財団法人省エネルギーセンター

一般財団法人省エネルギーセンターでは、中小企業等の省エネ・節電をお手伝いす

るサービスを行っています。                           

□無料省エネ診断                                         

　電力や燃料・熱など、総合的な省エネ行動をサポート

する診断サービスです。

　［診断の対象］

　　①中小企業

　　② 年間のエネルギー使用量（原油換算値）が、原則と

して100KL 以上1500KL 未満の工場、ビル等

□無料節電診断

　ビルや工場等のピーク電力削減など、節電行動をサポー

トする診断サービスです。

　［診断の対象］

　　① 原則として契約電力50kW 以上の高圧電力または特別高圧電力受電者の工

場、ビル等（エネルギー管理指定工場等は除く）

　　② ただし、中小企業に関しては、エネルギー管理指定工場であっても対象

［お問い合わせ］

一般財団法人省エネルギーセンター　TEL 03-5439-9732

　省エネ診断事務局　Email ene@eccj.or.jp

　節電診断事務局　　Email setsuden@eccj.or.jp

北海道支部　TEL 011-271-4028

一般財団法人北海道電気保安協会

一般財団法人北海道電気保安協会では、保安管理業務の契約を締結している事業者

を対象に、デマンド監視サービスを行っています。

また、平成29年10月から、高圧電力を使用の事業者に対し、新たなエネルギー管理

システムとして、電力見える化クラウドシステム Enerviss（エネビス）のサービスを

開始しています、（保安管理業務の契約を締結していなくとも利用可）

窓口を設けて、電気・省エネの相談にも応じています。

［お問い合わせ］

一般財団法人北海道電気保安協会　TEL 011-555-5001

電気・省エネ相談窓口　TEL 011-555-5018

省 エ ネ ル ギ ー 関 連 機 関
に つ い て の お 知 ら せ
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地方独立行政法人北海道立総合研究機構産業技術研究本部の食品加工研究セ

ンターは、食品加工に関する技術力の向上や製品の高付加価値化などの研究開

発を進めるとともに、本道の食関連産業への技術支援を行っています。

平成27年度には、食品衛生法上の施設基準に適合する試作実証施設を整備し

ています。

研究開発に関しては、発酵技術（微生物利用技術）、健康機能性や高品質化技

術を核とした「本道の豊かな農水産物を原料とした道産食品の移輸出拡大に向

けた研究開発」に力を入れています。

また、道内で食品加工を行う企業や団体に対し、様々な技術支援を行っています。

食品ロスの削減にもつながる研究開発については、次のような取組事例があ

ります。

① 　常温でも長期間保存でき、中骨まで食べられるカレイ加工品の開発

　　　成果… 中骨の軟化と品質維持を両立させた加工法を開発

　　　　　…常温での保存性を確認

② 　チルド食品の品質を保持した加熱殺菌

　　　成果… 低温増殖性細菌芽胞の分離

　　　　　…有害微生物の抑制

③　野菜の新たな殺菌方法の開発

　　　成果… 加熱ができないカット野菜等に対して、生菌数が従来工程の６

分の１に減少する効果の高い殺菌方法を開発

食 品 加 工 研 究 セ ン タ ー
に つ い て の お 知 ら せ

〒069－0836

江別市文京台緑町589－４

［お問い合わせ］

　TEL 011－387－4111（代表）

　食関連研究推進室　技術支援　TEL 011－387－4132
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オホーツク圏地域食品加工技術センター（北見市）、十勝圏地域食品加工技術センター

（帯広市）は、地域における食品加工技術の高度化を促進し、本道の食品工業の発展に寄

与することを目的に平成６年に開設され、以降、地方独立行政法人北海道立総合研究機

構産業技術研究本部の食品加工研究センターや各種の研究機関等と連携を図りながら、

地域のニーズに対応した技術支援を行っています。

○　支援内容

技術相談・技術
指導

企業等からの技術相談に対応し、助言を行うほか、企業等に出向い
て個別に技術指導を行います。（随時受付）

技術研究会 専門家又はセンター職員が講師となって、業種や技術別の共通課題
について、検討、情報の交換・共有を行います。

技術講習会 企業等の食品製造に関わる従業員の技術の向上を図るため、加工・
検査等の実習を伴う専門技術講習会を開催します。

研修生の受入
（無料）

道内企業等の技術者や研究者を研修生として受け入れ、技術の習得
を図ります。

試験設備・機器
の開放（有料）

食品加工技術センターの加工機械、測定機器、分析機器等の各種設
備を有料で道内企業等の利用に供します。

依頼試験・分析
（有料）

道内企業等の依頼を受け、有料で試験、分析、測定などを行います。

○ 　食品ロスの削減にもつながる技術指導・研究開発については、次のような取組事例

があります。

研究開発 技術指導
・規格外等低品位農畜産物の高付加価値
　化の検討
・海外向け製品の賞味期限延長技術の開
　発

・規格外セロリを活用した加工品の開発
・洋菓子の保存性向上に関する指導
・自社商品の変色・変敗等に関する原因
　究明と対処法の検討

［お問い合わせ］

オホーツク圏地域食品加工技術センター
研　究　課

十勝圏地域食品加工技術センター
ものづくり支援課食品グループ

〒０９０－０００８
北見市大正３５３－１９
　ＴＥＬ　０１５７－３６－０６８０

〒０８０－２４６２
帯広市西２２条北２丁目２３－１０
　ＴＥＬ　０１５７－３７－８３８３

道立地域食品加工技術センター
に つ い て の お 知 ら せ
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支　援　制　度

補助金

① 　省エネルギー投資促進に向けた支援補助金（エネルギー使用合理化等事

業者支援事業）

　　 　工場・事業場等における省エネ取組のうち、省エネ性能の高い設備への入替

を行う際に必要となる費用を補助します。

② 　省エネルギー投資に係る利子補給金

　　　 工場・事業場等における省エネ取組のうち、省エネ性能の高い設備の新設・増

設を促進するため、民間金融機関等からの融資に対し、利子補給を行います。

③ 　省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業

　　　工場・事業場等における省エネ取組のうち、省エネ性能の高い設備の導入と

併せて、エネルギー使用量を計測・蓄積する装置を導入する際に必要となる

費用を補助します。また、設備の導入後、省エネに関する専門家を派遣し、具

体的な省エネ改善策を提案します。

　　

　　　［お問い合わせ］

　　　　一般社団法人環境共創イニシアチブ　審査第一グループ

　　　　　①… 工場・事業場単位　TEL 03－5565－4463

　　　　　　　設備単位　TEL 0570－055－122（ナビダイヤル）

　　　　　②…TEL 03－5565－4460

　　　　　③…TEL 0570－077－317（ナビダイヤル）

○　中小企業等に対する省エネルギー診断事業費補助金（省エネルギー相談

地域プラットフォーム構築事業）

中小企業等における経営状況や生産状況等の実態を把握した上で、省エネと

経営それぞれの専門家が省エネ取組や設備更新に関するアドバイスを行い、

きめ細かにサポートします。
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　　　 （北海道内）

　　 　　一般社団法人札幌型省エネ推進企業会フラットエナジー　TEL050－6869－0212

　　 　　公益財団法人室蘭テクノセンター　TEL 0143－45－1188

税制・低利融資

○ 省エネ再エネ高度化投資促進税制（うち大規模省エネ投資に係る部分）

　　 省エネ法の優良事業者が行う高効率な省エネ設備への投資を、特別償却の税制優遇に

よって支援します。

　　［お問い合わせ］

　　  経済産業省北海道経済産業局エネルギー対策課　TEL 011－709－1753

○ 日本政策金融公庫による中小向け省エネ設備の融資

　　 中小規模の工場・事業場における中長期的な省エネ設備投資を支援する融資です。

　　　環境・エネルギー対策資金

　　　　中小企業事業者… 中小企業事業の省エネ設備関連が対象

　　　　小規模事業者…… 国民生活事業の省エネルギー関連が対象

　　［お問い合わせ］

　 　日本政策金融公庫の各支店

（注） 支援制度は、基本的に経済産業省資源エネルギー庁のホームページを基に記載していますが、制

度の廃止、内容の変更や募集の終了等の場合がありますので、詳細については、担当窓口にご確認

ください。
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