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賛助会員各位 

 

日頃より(財)食品産業センター 環境委員会の活動にご理解とご協力賜り誠にありがと

うございます。 

 

配信記事 

 

１．「製品のカーボン・ニュートラル制度」試行事業研究会（第１回）開催のご案内 

２．「エネルギー・環境に関する選択肢」に対するパブリックコメント実施のご案内 

 

 

【１．「製品のカーボン・ニュートラル制度」試行事業研究会（第１回）開催】 

 

環境委員会 NEWS No.34 でご案内いたしましたように経済産業省は８月１０日に、第

1 回「製品のカーボン・ニュートラル制度」試行事業研究会を開催いたしました。 

９月１８日に第２回研究会を開催し、「製品のカーボン・ニュートラル制度」試行事業

に参加する事業者を募集するとしています。 

○募集実施：平成２４年９月 

○実証期間：平成２４年１０月～平成２５年２月 

今後の進め方（第 1回研究会資料） 

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sangi/carbon_neutral/pdf/001_07_00.pdf 

ご興味のある事業者の方は、下記経産省のＨＰよりご確認ください。 

「製品のカーボン・ニュートラル制度」試行事業研究会（経産省ＨＰ） 

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment.html#carbon_neutral 

第１回議事要旨（８月１０日開催） 

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sangi/carbon_neutral/001_giji.html 

第１回配付資料 

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sangi/carbon_neutral/001_haifu.html 

また、平成２４年５月に環境省が創設し、当事業に関連する「カーボン・オフセット制

度」につきましても、８月２９日に第３回カーボン・オフセット制度運営委員会が開催さ

れますので、合わせてご案内いたします。 

   第３回カーボン・オフセット制度運営委員会の開催 

    http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15589 
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【２．「エネルギー・環境 に関する選択肢」に対するパブリックコメント実施】 

 

現在、政府は、東日本大震災及び東京電力 福島第一原子発電所の事故を踏まえ、エネ

ルギー・環境戦略の見直しを行っています。 

６月２９日に、政府の「エネルギー・環境会議」は、２０３０年のエネルギー・環境に

関する３つ選択肢（原発依存度を基準に、①ゼロシナリオ、②１５シナリオ、③２０ ～

２５シナリオ）を取りまとめました 。 

エネルギー・環境会議（国家戦略室ＨＰ） 

http://www.npu.go.jp/policy/policy09/archive01.html 

現在行われている、３つの選択肢に関する国民的議論を礎として、エネルギー・環境の

大きな方向を定める革新的エネルギー・環境戦略を決定し、政府として責任ある選択を行

うとしています。 

この議論の一つとして、平成２４年７月２日から８月１２日までの間、「エネルギー・

環境に関する選択肢」に対する意見の募集（パブリックコメント）が行われ、食品産業セ

ンターからも意見を提出いたしましたのでご案内いたします。 

 

添付文章 ：「エネルギー・環境に関する選択肢」対する意見（３頁目以降参照） 

 

 

 

 

 

 

 

※環境委員ニュースは、メール又は FAX で配信しています。 

FAX 版は、添付資料等により送付部数が多くなることや、内容を当方よ

り指定させていただいたＵＲＬにて別途ご確認をお願いすることがござい

ます。そのため、出来るだけメール配信といたしたく考えます。 

現在、FAX で配信させていただいている方で、メール配信にご変更いた

だける方は、事務局までご連絡をお願いします。 
 

   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
       （財）食品産業センター 技術環境部 

     環境委員会 事務局 砂田、下田 
     TEL:03-3224-2384 / FAX:03-3224-2397･2398 
     Mail：c-sunada@shokusan.or.jp 

      ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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mailto:c-sunada@shokusan.or.jp


※１ 

※２ 

※３ 

※４ 

※５ 

法人や団体等の場合は、その名称を御記入下さい。 

法人や団体等の場合は、主たる事務所の所在地を御記入下さい。 

法人や団体等の場合は、記入不要です。 

電話番号またはメールアドレスのうち、少なくともいずれか一方を御記入下さい。 

スペースが足りない場合は、適宜紙面を追加して下さい。 

 

 「エネルギー・環境に関する選択肢」に対する意見 

 1.個人／法人等 
 次のうち、該当するものの番号を 0で囲んで下さい。 

  １．個人／ ２．法人・団体等 

 2.氏名 
 ※1 

財団法人食品産業センター 

 3.住所 
 ※2 

東京都港区赤坂 1-9-13（三会堂ビル３階） 

 4.職業 
 ※3 

 次の中から該当するものの番号を 0で囲んで下さい。 

 １．会社員・公務員／ ２．自営業／ ３．家事専業／ ４．学生／ 

 ５．パート・アルバイト／ ６．無職／７．その他 

 5.年齢 
 ※3 

 次の中から該当するものの番号を 0で囲んで下さい。 

 １． 10代以下／ ２．20代／ ３．30代／ ４．40代／ 

 ５．50代／ ６．60代／７．70代／ ８．80代以上 

 6.性別 
 ※3 

 次のうち、該当するものの番号を 0で囲んで下さい。 

  １．男／ ２．女 

 7.連絡先 
 ※4 

 電話番号  ０３－３２２４－２３８４ 

 メールアドレス  c-sunada@shokusan.or.jp 

 御意見の概要 

（100 字以内） 

３シナリオとも、成長戦略との整合性、過大な省エネ・再エネの見通し、

経済活動への悪影響の軽視等、多くの問題があり、今後、更なる検討が  

必要。むしろ、今後３～５年の電力確保の道筋を明らかにすることが必要。 

御意見 

及び 

その理由 
 ※5 

 二枚目以降に記載 

 

（ FAX送信先） 03−6368−9460 

 エネルギー・環境会議事務局 

 「エネルギー・環境に関する選択肢」に対するパブリックコメント受付係 
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「エネルギー・環境に関する選択肢」に対する意見 

平成２４年８月１０日 

（財）食品産業センター 

１ はじめに 

食料は、人間の生命の維持に必要不可欠なものであり、安全な食料の安定供

給は、全国民の生活の根幹をなすものである。 

我が国の食品産業は、日々、国民に対し安全で品質の良い、多種・多様な加

工食品を生産・提供することを通じて、農林水産業といわば「車の両輪」とし

て、国民生活の根幹である「食料の安定供給」というかけがえのない重大な使

命を果たしている。 

また、全国各地に立地し、地場産業として地域の雇用を支えるとともに、地

域の特色ある農林水産物の活用等により関連産業の活性化にも貢献している。 

その構造をみると、「素材型のもの」から「加工型のもの」まで多種・多様な

業種から構成されているが、ほとんどを中小零細企業が占めている。 

このような我が国の食品産業は、近年における少子高齢化・人口減少社会へ

の移行による国内市場の縮小、国内外の原料調達リスクの高まり、いわゆる「ゼ

ロリスク」を求める消費者への対応、長期に亘るデフレの進行による製品価格

の低迷等に加え、昨年の東日本大震災とこれに伴う福島原子力発電所の事故へ

の対応等もあり、曾てない厳しい局面を迎えている。 

このため、低コスト化や高品質化等による生産性の向上を推進し、早急に競

争力を回復・強化する必要に迫られている。 

２ 食品産業と安定的なエネルギー供給 

食品産業が競争力を確保しつつ、その役割を果たしていくためには、他の産

業と同様、燃油や電気等のエネルギーが経済的にみて合理的な価格で、安定供

給されることが必要不可欠である。 

仮に、エネルギー供給に制約が生じることとなった場合には、食品産業の活

動の継続が困難となり、国民への食料の安定供給に深刻な影響を与えることは

言うまでもない。 

昨年３月の東日本大震災の発生時には、自らは被災していないにもかかわら

ず、「計画停電」により減産や操業停止に追い込まれた食品企業が続出した。 
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とりわけ、継続的な温度管理を必要とする冷蔵・冷凍食品や発酵食品への影

響は大きく、首都圏でもヨーグルトや納豆等が一時店頭から消えたことは、今

なお記憶に新しい。 

 また、電力の供給不足を背景に、昨夏及び今夏と実施された「夏期節電対策」

は、食品企業の経営から「ゆとり」を失わせ、その事業活動に支障を与えてい

るところである。 

 こうした観点から、以下、「エネルギー・環境会議」から提示された「エネル

ギー・環境に関する選択肢」の３つのシナリオ（①ゼロシナリオ、②１５シナ

リオ、③２０～２５シナリオ）について、評価することとしたい。 

３ 各シナリオ共通の問題点 

（１）成長戦略との整合性の欠如 

本年７月３１日に閣議決定された我が国経済の成長戦略である「日本再生戦

略」においては、「２０１０年代は、平均で実質２％程度の成長率を目指す」

ことが謳われている。 

（注）８月１０日に成立した消費税増税法においても、今後１０年間の平均で、実質成

長率２％程度を目指すこととされている。 

また、本年３月に農林水産省が策定した「食品産業の将来ビジョン」におい

ても、「毎年、２％程度の実質経済成長率を続けることで、食品関連産業の国

内生産額を２００９年度の９６兆円から２０２０年度には１２０兆円に拡大す

る」ことが明記されている。 

一方、「エネルギー・環境に関する選択肢」における経済成長率の想定をみ

ると、３シナリオとも、２０１０ 年代は１．１％（２０年代は０．８％）とさ

れており、成長戦略との整合性が確保されていない。 

このため、エネルギー供給の不足が成長の制約要因となる恐れがある。 

（２）楽観的過ぎる省エネルギーの見通し 

省エネについては、いずれのシナリオにおいても、ＧＤＰが増大するにもか

かわらず、２０３０年には現在（２０１０年）の水準に比べ、最終エネルギー

消費で約２割、発電電力量で約１割、それぞれ減少することが想定されている。 

一方、食品製造業のエネルギー・電力消費の動向をみると、食の外部化の進

展や食生活の多様化、世帯数の増加等を背景とした少量・多品種生産への移行、
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高付加価値の加工食品や調理済み食品の割合の上昇等により、近年、かなり増

加している（注）。 

（注）１９９０年を１００とすると、２０１０年にはエネルギー消費で１２３．８、大

口電力需要量で１５７．８。 

製造業全体では、エネルギー消費で１０３．７、大口電力需要量で１０１．３。 

今後も、少子・高齢化の進展の下で、食料消費は、生鮮品から調理済み食品

への一層のシフトが見込まれており（注）、大幅なエネルギー・電力消費の縮

減は、困難であると考えられる。 

（注）例えば、農林水産省農林水産政策研究所が平成２２年９月に公表した「２０２５年

における我が国の食料支出額の試算」では、次のような予測が行われている。 

 生鮮食品の支出割合 ２６．８％（２００５年）―→２１．３％（２０２５年） 

 調理食品の支出割合 １２．０％（２００５年）―→１６．６％（２０２５年） 

（３）過大な再生可能エネルギーの導入見通し 

再生可能エネルギーの導入は、農林水産業・食品産業の廃棄物や農山漁村地

域の潜在的資源の有効活用等の観点からも、今後、強力に推進することが必要

である。 

その一環として、今通常国会に「農山漁村における再生可能エネルギー電気

の発電の促進に関する法律案」が提出されており、早期の成立を期待したい。 

しかし、「エネルギー・環境に関する選択肢」における再生可能エネルギー

の比率をみると、３シナリオとも、水力を除くと現在は２％程度に過ぎない再

生可能エネルギーの比率を大幅に（１０倍前後）引き上げるものとなっており

（注）、現実感を欠くものとなっている。 

（注）水力を除く再生エネルギー比率 

   ゼロシナリオ：２％―→２４％、１５シナリオ：２％―→１９％ 

   ２０～２５シナリオ：２％―→１９～１３％ 

このため、再生可能エネルギーの導入量については、今後、実現可能性を十

分に検証し、経済性を含めた現実的な想定とすべきである。 

（４）経済活動への悪影響の軽視 

政府のエネルギー政策は、国民生活や産業、雇用を守るものでなければなら

ないが、３シナリオとも、電力料金の大幅な上昇、マクロ経済への悪影響（産
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業活動の低下、雇用機会の喪失等）を当然視している。 

３シナリオに示されているような電力料金の大幅な上昇は、現在でも５重苦、

６重苦に喘ぐ我が国食品産業の経営を圧迫し、国際的な競争力を喪失させると

ともに、生産活動の低下及びこれに伴う雇用の減少をもたらすことが必至であ

る。 

加えて、家庭向けの電気料金の大幅な値上がりは、低所得者層の生活に深刻

な影響を与えるほか、食料品への支出にもマイナスの影響を与え、ひいては食

品産業に一層のデフレ圧力を及ぼす恐れがある。 

ちなみに、政府が公表した「慶応大野村准教授による影響分析（産業別）」

により食料品製造業への影響をみると、 

① 食料品製造業の生産は、３シナリオともマイナスの影響が大きく、ゼロシ

ナリオでは▲９．５％～▲９．６％（１５シナリオ：▲６．８％、２０～

２５シナリオ：▲６．５％～▲６．２％） 

② 食料品製造業の雇用（労働投入時間）は、３シナリオともマイナスの影響

が大きく、ゼロシナリオでは▲１５．７％～▲１５．９％（１５シナリオ：

▲１１．２％、２０～２５シナリオ：▲１０．６％～▲１０．０％） 

とされており、とりわけ雇用機会の少ない地域の経済に深刻な打撃を与えるこ

とが懸念される。 

４ 結語 

 以上、いずれのシナリオについても、成長戦略との整合性の欠如、楽観的で

過大な省エネ・再エネの見通し、経済活動への悪影響の軽視等、多くの問題が

残されている。 

このため、「エネルギー・環境に関する選択肢」については、今後とも、時

間をかけて更なる検討を行い、より現実的なものに再構築することが必要であ

り、２０３０年の電源構成（エネルギー・ミックス）に関する結論を急ぐべき

ではないと考える。 

電力不足・エネルギー不足が国民生活や企業活動に多大な影響を及ぼし、先

行きへの不安が広がっている今日、むしろ急ぐべきは、今後３～５年の電力確

保の道筋を明らかにすることであると考える。 

これにより、毎夏、場当たり的な節電対策を余儀なくされる状況から脱却し、

中期的な企業経営の安定が実現出来るものと考えられる。 



（参考資料）

９０年度 ９５年度 ００年度 ０５年度 １０年度

エネルギー消費　（１０
１０
kcal） 製造業全体 142,762 150,864 162,552 158,653 148,092

（９０年＝１００） （100.0） （105.7） （113.9） （111.1） （103.7）

うち食品煙草 4,878 5,341 5,562 5,717 6,037

（９０年＝１００） （100.0） （109.5） （114.0） （117.2） （123.8）

生産指数（２００５年＝１００） 製造業全体 100.5 95.2 99.2 100.7 93.9

うち食品煙草 102.9 104.3 102.8 99.5 101.7

鉱工業生産指数当たりエネルギー消費原単位 製造業全体 52.9 59.0 61.0 58.7 58.7

（１９７３年度＝１００） うち食品煙草 83.4 90.1 95.2 101.1 104.4

大口電力業種別需要電力量（電気事業者計） 製造業全体 230,360 231,846 239,627 244,685 233,466

（百万ＫＷｈ） （９０年＝１００） （100.0） （100.6） （104.0） （106.2） （101.3）

うち食料品 11,333 13,226 15,268 15,447 17,887

（９０年＝１００） （100.0） （116.7） （134.7） （136.3） （157.8）

（資料）エネルギー・経済統計要覧（２０１２年版）（財団法人日本エネルギー経済研究所編）

食品製造業のエネルギ―消費・電力需要の動向

項目


