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１．グリーン物流 ～物流と環境問題～

グリーン物流について
グリーン物流とは、環境に優しい物流システムのことです。物流に関係する環

境問題は、地球温暖化、大気汚染などがあり、グリーン物流の施策の多くは、省
資源・省エネルギーの物流効率化でもあり、コスト削減にもつながります。
ここでは、代表的なグリーン物流として「エコドライブ」と「包装材の３Ｒ」

を紹介します。

●エコドライブ
「ゆっくり発進、ゆっくり停止」、「なるべく同じ速度で走る」、「信号停止

時にエンジンを止める（アイドリングストップ）」など環境にやさしい運転に
よって、燃料使用量が減り、二酸化炭素排出量が少なくなります。

画像出所：環境省ＨＰ

●包装材の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）
３Ｒを考えて包装材を選ぶことで、ごみや二酸化炭素の排出量を減らすことが

できます。
（例）①厚さの薄い包装材を選ぶ、②繰り返し使える包装材を選ぶ、③リサイク
ルしやすい素材を使った包装材を選ぶ、⑤リサイクルして作られた包装材を選ぶ。

画像出所：経済産業省ＨＰ



２．グリーン物流パートナーシップについて

ロジ君 エコちゃん

グリーン物流パートナーシップについて
グリーン物流パートナーシップは、荷主・物流事業者が、環境に優しい物流システム
の構築・改善に向けて、互いに知恵を出し合い連携・協働すること（パートナーシップ）で
す。

グリーン物流パートナーシップ会議
当会議は、我が国の物流分野における環境問題に対応するため、平成１７年４月
に経済産業省、国土交通省及び産業界が共同で設立した会議体で、荷主と物流事
業者のパートナーシップに基づいたグリーン物流の啓発や優良事例の表彰及び普
及広報の推進等を行っています。

グリーン物流パートナーシップのシンボルマーク、ロゴマークについて
手を繋いだ２つのグリーンリーフのキャラクターが荷主と物流事業者のパーナー
シップを表現し、車輪は物流をイメージしています。グリーン物流パートナシッ
プ会議の会員は使用規約に基づき、このマークを使用することができます。

グリーン物流パートナーシップ会議会員登録について
下記ＵＲＬのグリーン物流パートナーシップ会議ホームページよりご登録くださ
い。なお、会員登録料や年会費等は発生しません。

○グリーン物流パートナーシップ会議ホームページ
http://www.greenpartnership.jp/
会員登録アイコン →

＜参考＞
会 員：物流事業者・荷主企業・各業界団体・シンクタンク・研究機関

地方支分部局・地方自治体・個人 等
会員数：３，３３９（平成２７年７月２２日現在）

ロジ君 エコちゃん



設立趣旨

運輸部門におけるＣＯ2出量は地球温暖化対策推進大綱に定められた目標値を大きく上
回っている状況にあり、実効ある温暖化対策が急務となっております。物流分野について
は、これまで、低公害車の開発普及や鉄道・海運の利便性向上といった輸送モード別の対
策に加え、モーダルシフトやトラック輸送の共同化･大型化による積載効率向上など物流シ
ステムの改善に向けた取り組みを支援してきたところですが、新技術の導入やビジネスモ
デルの再構築を通じて、物流に係る燃料消費を削減できる余地があります。これを可能に
するには、荷主、物流事業者単独によるものだけでなく、それぞれが互いに知恵を出し合
い連携・協働すること（パートナーシップ）により、包括的なアウトソーシングやオープ
ン参加型モーダルシフトなど先進性のある産業横断的な取り組みを大きく育てていくこと
が必要です。

この「グリーン物流パートナーシップ会議」は、そうした連携を深める場として、平成
１７年に世話人である杉山武彦一橋大学学長（所属・役職は当時）のもと、日本ロジス
ティクスシステム協会、日本物流団体連合会、経済産業省、国土交通省、日本経済団体連
合会（オブザーバー）の協力により発足しました。本会議は、物流分野のＣＯ2排出削減に
向けた自主的な取り組みの拡大に向けて、業種業態の域を超えて互いに協働していこうと
する高い目的意識のもと、荷主企業(発荷主・着荷主)と物流事業者が広く連携していくこ
とを促進すべく運営するものです。

物流分野における地球温暖化対策は、国民生活を支える物流活動を萎縮させるのではな
く、市場メカニズムを活用しつつ、企業の自主的な取り組み意欲を醸成するような対策が
基本です。パートナーシップ会議は、このような考え方のもと、産業界と物流業界の幅広
い参加を得た社会運動が形になったものです。意欲ある事業者の方々がこれを契機に結集
し、目標達成に向けたメインプレーヤーとして活躍されることを期待しています。

３ ．グリーン物流パートナーシップ会議設立趣旨

新たな課題への対応

グリーン物流パートナーシップ会議設立１０年を迎えた現在、物流を巡る環境には「労
働力不足」、「待機時間の長時間化」等の様々な問題があります。また、近年の産業界の
動きとして、ＩｏＴの導入やそれによって得られるデータの活用に注目が寄せられ、物流
分野においても新たな技術を用いた生産性の向上を図っていくことが喫緊の課題となって
います。

グリーン物流パートナーシップ会議は平成27年度より、これまでのＣＯ2排出量削減量削
減のための取組の促進に加え、ＣＯ2排出削減以外の環境負荷の低減、物流の生産性向上
（労働力不足対策、物流ＫＰＩの利用による生産性の向上、ＩｏＴの導入その他の革新的
な技術の活用を含む。）等に資する取組まで応募案件の対象を拡大し、持続可能な物流体
系の構築を促進いたします。また、パートナーシップの対象範囲を荷主と物流事業者の連
携に限定せず、荷主同士、物流事業者同士が連携した取組も対象とし、更なる事業者間の
連携を促進していきます。



優良事業者表彰について
経済産業省と国土交通省は、物流分野における環境負荷低減に顕著な功績が

あった取組に対し、大臣表彰及び局長級表彰をおこなっております。取組の功績
を表彰することにより、企業の自主的な取組意欲を高めるとともに、グリーン物
流の普及拡大を図ることを目的として大臣表彰、及び局長級表彰を行っています。

平成２７年度より、ＣＯ2排出量削減に資する取組に加えて、表彰の対象を広げる
こととなりました。変更点は以下のとおりです。

① 従前のＣＯ2排出量削減に資する取組に加え、それ以外の環境負荷の低減や物流の
生産性向上等持続可能な物流体系の構築に資する取組も対象といたします。

② 荷主と物流事業者の連携に限定せず、複数事業者が連携した取組を対象といた
します。

例年１２月中旬頃に会員を集め、グリーン物流パートナーシップ会議（本会議）
を開催しています。
平成２６年度に開かれた第１３回本会議では優良事業者表彰、優良事業者事例紹介、

有識者による講評及び参加者との意見交換が行われました。

杉山世話人挨拶 事例紹介

経済産業大臣表彰 国土交通大臣表彰

４．グリーン物流パートナーシップ会議活動



５．グリーン物流優良事業者表彰①

平成２６年度 経済産業大臣表彰

表彰事業名
吉祥寺方式による物流対策事業

表彰事業者
吉祥寺活性化協議会、コラボデリバリー株式会社、タイムズ２４株式会社、株式会社アトレ、
豊橋創造大学、武蔵野市

事業のポイント
 「安全で歩いて楽しいまち」という目標達成に向けて、商店街の多岐に亘る関係者が

協力して、各種取組を長期にわたって継続的に実施している。
 全国の商店街への展開・応用可能性が高く、モデルケースになる取組。

事業概要
吉祥寺商店街を「安全で歩いて楽しいまち」とすることを目指し、常態化していた配送業者車両の通行、
路上駐車、路上荷さばき作業を削減するため、商店会が中心となって以下４つの取組を実施。路上駐車
や路上荷さばきの削減に成功し、二酸化炭素の低減も実現。まちの景観や歩行者の快適性も向上。

①共同集配送事業
共同集配送センターを設置し、そこに集約した荷物を台車で配達。

② 「きっちり・すっきり・吉祥寺」推進活動
荷さばきルール徹底週間を定期的に設けＰＲチラシの配布や声がけを実施、

③荷さばきカード事業
タイムズ２４と連携し、荷さばき車両が駐車場を割引き料金で利用。

④大規模店舗による荷さばき改善事業
アトレ吉祥寺も荷さばきバースの増設などで荷さばき改善に協力。

◎ＣＯ2排出削減量 ３２．０トン
◎ＣＯ2排出削減率 １００％



実施前
エリア内の各店舗に、納品業者がそれぞれ配達
、集荷を行なっていたため、荷さばきによる交
通問題、回遊性の阻害が発生。

実施後

共同集配送場に集約して
納品することで、商店街
地区の荷さばき駐車車両
を削減。
納品業者各社の荷物を取
りまとめて配達すること
で、まちなかの台車が減
少。



平成２６年度 国土交通大臣表彰

事業名
人・車・物の情報を一元管理し、効率配送と環境負荷を最小化した物流ソリューション

事業者
佐川急便株式会社、東武鉄道株式会社、東武タワースカイツリー株式会社、
東武タウンソラマチ株式会社

事業のポイント
●納品車両を事前許可申請制にすることで、納品に係る車両や商品の情報を一元管理し
館内物流の効率的な運用を実現した。

●外部の物流集約センターを活用して共同輸配送を行い、納品車両を大幅に削減するこ

とでＣＯ2排出量の削減と周辺道路の混雑解消を同時に実現した。

◎ＣＯ2排出削減量 ７４１．０トン
◎ＣＯ2排出削減率 ２２．６％

事業概要
東京スカイツリータウンへの納品について、館外の施設を活用した納入代行システムを

導入することで、1日あたり約８５０台の想定搬入車両を３８０台に削減し、ＣＯ2排出
量の削減に成功した。

５．グリーン物流優良事業者表彰②

情報の一元管理と共同輸配送により、納品車両を大幅に削減



実施後

実施前



６．表彰実績一覧

経済産業省 国土交通省

大臣表彰 局長級表彰 大臣表彰 局長級表彰

H18

事業名
環境調和型物流センターの構
築（環境問題（ＣＯ2排出量の
削減））による物流効率化事業

-
３１フィートコンテナ共同利用方
式による「スーパーグリーン・
シャトル列車」計画

-

事業者 矢崎総業㈱、翔運輸㈱ -
日本貨物鉄道㈱、日本通運㈱、
全国通運㈱、（社）全国通運連
盟

-

H19

事業名

調達～製造～販売まで、ＩＴ（集
中配車コントロールシステム）
の活用による物流体系全体の
最適化とＣＯ2の見える化事業

ＲＦＩＤ活用によるクレート循
環型管理システム構築事業

商品納入後の帰り便を利用し
た調達物流（商品価格と物流
費の分離）を鉄道及び海運に
モーダルシフト等を行うことに
よるＣＯ2削減

十勝産馬鈴薯の輸送をトラッ
クから鉄道へモーダルシフト
する省エネ事業

事業者
富士通㈱ＤＨＬサプライチェー
ン㈱

㈱菱食、㈱ティーユーロジ
ネット

香川松下電工㈱、㈱朝日通商、
日本通運㈱、日本貨物鉄道㈱、
ジャンボフェリー㈱

士幌町農業協同組合、日本
通運㈱、日本貨物鉄道㈱

H20

事業名
荷主及び運送事業者の協働に
よる「環境負荷低減システム」
の構築事業

-
特殊海上タンクコンテナを利用
したＣＯ2削減事業

脱脂濃縮乳等液体食品原料
の脱タンクローリー輸送（ソフ
トタンク輸送への転換）によ
る片荷運行タンクローリー台
数削減とＣＯ2削減への取り
組み

事業者
国分㈱、開真産業㈱、ケイテイ
システムコンサルティング㈱

-
Japan ecology Logistics ㈱、
宇部マテリアルズ㈱、㈲船元
海運

明治ロジテック㈱、明治乳業
㈱、㈱アサノ通運

H21

事業名 - -

トラックによる携帯電話基地局
輸送を、耐震・耐衝撃機器を導
入した鉄道輸送へモーダルシ
フトすることによる省エネル
ギー事業

パートナーシップに基づく電
線ドラム輸送の大型コンテナ
を利用した鉄道輸送への
モーダルシフトによる省エネ
ルギー事業

事業者 - -

日本通運㈱、パナソニックモバ
イルコミュニケーションズ㈱、パ
ナソニックロジスティクス㈱、日
通商事㈱、日本貨物鉄道㈱

筑後運送㈱、住電日立ケー
ブル㈱、タツタ電線㈱、大電
㈱、㈱合通、日本貨物鉄道
㈱

H22

事業名

携帯電話の顧客物流拠点への
配送を鉄道にモーダルシフトす
ると共に、コンテナ２段ラック採
用による積載効率化事業

日本初の大型天然ガストラッ
クの導入および効率的な運
用による都市間、物流拠点間
輸送等での低炭素化、省エ
ネルギー化事業

環境保全を考慮したグリーン
物流プロジェクト（最適な発注
数量による効率的な積載とミル
クラン方式、モーダルシフトを
活用しＣＯ2・黒煙の削減を目
指したグリーン物流の構築）

２０ｆｔ、４０ｆｔ海上コンテナ共
用シャーシ導入での鉄道
モーダルシフトによる省エネ
ルギー事業

事業者 シャープ㈱、トナミ運輸㈱

パナソニック㈱、タカラトミー
㈱、パナソニックロジスティク
ス㈱、㈱タカラトミーロジス
ティクス、㈱エコトラック

越野運送㈱、㈱ヤギ
㈱日立物流、日立アプライア
ンス㈱

H23

事業名
新聞配送網を活用した低公害
車による共同配送事業

持続可能な環境改善活動を
目指した物流における環境
負荷削減事業

環境都市札幌の中央卸売市場
から発信する行政、荷主、運送
事業者、関連事業者のパート
ナーシップによるグリーン物流
の構築

-

事業者
㈱朝日新聞社、朝日産業㈱、
パナソニック㈱、パナソニックロ
ジスティクス㈱

㈱関西スーパーマーケット、
㈱関西スーパー物流、㈱ロジ
スティクス・ネットワーク、伊
藤忠食品㈱

土屋運輸㈱、札幌市水産物卸
売協同組合

-



経済産業省 国土交通省

大臣表彰 局長級表彰 大臣表彰 局長級表彰

H24

事業名 -
「部材供給」と「廃棄物回収」
の往復輸送によるＣＯ2削減
事業

-
ＣＯ2削減を可能とする
家電物流効率化モデル

事業者 -

パナホーム㈱、 ㈱筑波物流、
㈱西塚物流様、㈱マルミヤ、
三岐運送㈱、㈲木戸口運輸、
下田運輸㈱、双葉運輸㈱、㈱
九軌

-
三井倉庫ロジスティクス
㈱、シャープ㈱、㈱富士
通パーソナルズ

H25

事業名

内陸コンテナターミナルを活用
したコンテナの往復利用（ラウン
ドユース）による二酸化炭素排
出量削減事業

トラック輸送から鉄道輸送へ
モーダルシフトしたことによる
二酸化炭素排出量削減事業

-

鉄道モーダルシフトによ
る化成品輸送の効率化
～石油貨車＆化成品タ
ンクコンテナ専用列車
の誕生による液体品輸
送の新たな可能性～

事業者

㈱クボタ、㈱東芝、㈱イトーヨー
カ堂、キリンビール㈱、サント
リービジネスエキスパート㈱、
シャープトレーディング㈱、ナイ
キジャパン合同会社、㈱アシッ
クス、SABICイノベーティブプラ
スチックスジャパン合同会社、
㈱オートウェイ、㈱ジョイフル本
田、NYK CONTAINER LINE㈱、
㈱MOL JAPAN、㈱ケイライン
ジャパン、㈱韓進海運、
AMERICAN PRESIDENT 
LINES,LTD.､ORIENT 
OVERSEAS CONTAINER LINE 
LIMITED、ケービーエスクボタ
㈱、みなと運送㈱、山九㈱、吉
田運送㈲、茨城県

㈱ブルボン、日本貨物鉄道㈱、
巻運送㈱、酒田海陸運送㈱

-

日本オイルターミナル
㈱、信越化学工業㈱、
日本貨物鉄道㈱、㈱ボ
ルテックス セイグン、神
奈川臨海通運㈱

Ｈ26

事業名
吉祥寺方式による物流対策事
業

幹線輸送への３１ｆｔコンテナ利
用拡大と内航海運の本格導
入によるモーダルシフト率の
大幅拡大と大幅なＣＯ2削減の
実現

人・車・物の情報を一元管理し、
効率配送と環境負荷を最小化
した物流ソリューション

鉄道・船舶併用型モー
ダルシフトによる、環境
に配慮した顧客納品の
実現
～小売・メーカー・配送
事業者、垂直型パート
ナーシップによるグリー
ン物流～

事業者

吉祥寺活性化協議会、コラボデ
リバリー㈱、タイムズ２４㈱、㈱
アトレ、豊橋創造大学、武蔵野
市

味の素㈱、味の素物流㈱、日
本貨物鉄道㈱、全国通運㈱、
商船三井フェリー㈱、㈱名門
大洋フェリー

佐川急便㈱、東武鉄道㈱、東
武タワースカイツリー㈱、東武タ
ウンソラマチ㈱

神戸モーダルシフト推
進協議会、王子運送㈱、
全国通運㈱、日本貨物
鉄道㈱、ネスレ日本㈱



問い合わせ先

・公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会
ＴＥＬ：０３－３４３６－３１９１
ＦＡＸ：０３－３４３６－３１９０

・一般社団法人 日本物流団体連合会
ＴＥＬ：０３－３５９３－０１３９
ＦＡＸ：０３－３５９３－０１３８

・経済産業省 商務流通保安グループ 物流企画室
ＴＥＬ：０３－３５０１－１７０８（直通）
ＦＡＸ：０３－３５０１－６２０４

・国土交通省 総合政策局 物流政策課 企画室
ＴＥＬ：０３－５２５３－８７９９（直通）
ＦＡＸ：０３－５２５３－１６７４


