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平成１７年度 グリーン物流パートナーシップ推進事業 モデル事業 推進決定事業一覧
番 類
号 型

事業の名称

事業の概要

荷主企業

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））と部 自動車部品納入頻度向上、リードタイム短縮を狙った物
1 集 品納入頻度向上、リードタイム短縮 流改善を実現するお客様至近地区に物流センターを構 矢崎総業㈱
の両立を狙った物流改善
築し、各サプライヤーの納入を効率化。
★H18経済産業大臣表彰受賞★

物流事業者

翔運輸㈱

遠隔地ユーザーへのＪＩＴ対応型
2 集 モーダルシフト

愛知→福岡のトラック輸送を鉄道にシフト。その際、福岡
にクロスドック機能を持った拠点を整備して、ユーザーへ 日本ペイント㈱
のＪＩＴ輸送を行い、効率的なシステムに転換する。

西武運輸㈱

愛知県豊田市に物流センターを建
設、自動車部品の集約を図り、全国
3 集 カーメーカーデポへの共同輸送を行
う実施計画

自動車部品ﾒｰｶｰ東海地区生産拠点から納入先である
全国のｶｰﾒｰｶｰﾃﾞﾎﾟまで、各工場より積込み発送してい
たが、建設する豊田市の物流ｾﾝﾀｰへ集約輸送を行う。
同時に東海地区及び海外の他ﾒｰｶｰの製品も集約し、ﾄ
ﾗｯｸ輸送における共同輸送を提案し、環境負荷低減を図
る。

㈱ロジックス

倉庫を新設し輸送距離の短縮とト
4 集 レーラー化でＣＯ2を削減する

4ヵ所の外部倉庫を共同運営倉庫１ヵ所に集約し、トレー
ラー化、パレット統一化を進めて輸送台数を削減するとと
もに、２４時間稼動による待ち時間削減により、物流効率
アップとＣＯ2削減を目指す。

川崎陸送㈱

5

富山から関東及び九州方面のアルミ製品輸配送について、幹
線部分が現行のトラック１台ごとの輸送から、連結した新型のト
トラック連結輸送の推進によるCO２ ラックに転換して、２台別々に複数荷主から積込みし、幹線は２
他
台連結して共同輸送し、目的地では別々に切り離し別方面へ
の削減と輸送コストのスリム化
配送するもの。この転換で幹線の運行はドライバー１人で済む
他、積込・配送時間の短縮や燃料の節減が図られる。

トイレタリー・化粧品・医薬品・ペット
関連用品など隣接する業界を超え
6 共 た常温物流でのメーカーの物流業
務の共同化

三協アルミニウ
ム工業㈱、立山
アルミニウム工
業㈱

詳細
資料

ＳＴ物流サービス
㈱、大和トランス
ポート㈱、明穂
輸送㈱

○

地域内共同保管・共同配送・幹線共同輸送、返品共同輸
プラネット物流
送を化粧品・トイレタリー業界にとらわれない医薬品・ペッ ライオン㈱、㈱日
㈱、丸全昭和運
ト関連用品等を包含した「常温物流品」の共同物流の実 本香堂
輸㈱
現

共同輸送システムを更に発展させ、他のハウスメーカー・
住宅物流の共同輸配送とＪＩＴ化によ 工務店が利用できる環境整備を目指し、部材の発注状 大和ハウス工業
大和物流㈱
7 共 るＣＯ２削減
況や施工現場の工程進捗状況を取り入れた情報システ ㈱
ムの構築

北海道・九州エリアへの効率的な
8 共 メーカー共同輸送

常温物流の共同化（ミルクラン集荷～船舶へのモーダル
関光汽船㈱、王
シフト～共同配送）実現に向けた情報システムの構築とＩ プラネット物流㈱
子物流㈱
Ｃタグ活用による省力化テストの実施

国際海上コンテナ輸送の効率化と
9 他 環境負荷の軽減の取組み

鈴江コーポレー
汎用性（ＩＳＯ２０ft、４０ftどちらも積載可能）のある３軸
ション㈱、㈱日
(社)神奈川県ト
シャーシの導入により、片荷輸送・空回送等の解消を図
ラック協会海上
新、宇徳運輸
り、海上コンテナ輸送の効率化、交通渋滞及び環境負荷
コンテナ部会
㈱、日本通運
の低減を図るもの。
㈱、日本郵船㈱

デジタルタコグラフデータ（運行記
録）の集中管理によるＣＯ２排出量
10 他 の自動算定システムの構築
～環境経営評価用データ、環境報
告書、CSR報告書作成支援ツール

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾀｺｸﾞﾗﾌﾃﾞｰﾀ（運行記録）の集中管理によるＣＯ２
排出量の自動算定ｼｽﾃﾑの構築と環境経営評価用ﾃﾞｰ
ﾀ、環境報告書、CSR報告書作成支援ツールの開発

ダイヤモンド毛糸ＳＣＭにおける３Ｇ
プロジェクト/手編み毛糸最終仕上
げ工場～配送センター間のＣＯ２排
11 他 出量削減
（パッキングケースのリユース化と帰
り便の活用による改善）

手編み毛糸生産から消費者へ渡るルートのうち、最終仕
上げ工場～配送センター間で使っているパッキングケー
ダイヤ毛糸㈱
スとその輸送方法の改善による「パッキングケース消費
量削減」と「延輸送距離の削減」を図る。

㈱北澤商会

㈱デジタルエフェ
クツ

京南倉庫㈱、山
崎倉庫㈱

現在トラックにより行っている複数荷主の冷凍食品輸送 大栄太源㈱、㈱
㈱廣川運送、㈱
３１ｆｔクールコンテナによる東京～大 （東京～大阪間往復）を３１ｆｔクールコンテナに混載するこ マルハ物流ネッ
丸運、センコー
12 共 阪間、冷凍食品共同配送の鉄道往 とにより鉄道輸送に転換し（往復６回／日）、さらに参加 ト、沖物産㈱、東 ㈱、日本貨物鉄
復輸送
荷主を公募することにより輸送量を拡大し、環境負荷の 京部分肉セン
道㈱関東支社
低減を図る。
ター㈱

○

番 類
号 型

事業の名称

大型冷凍・冷蔵コンテナによる不特

事業の概要

荷主企業

詳細
資料

自社開発のクールコンテナを用いて、現在トラック輸送を

行っているクール宅急便について、長距離区間の鉄道転
13 共 定多数荷主を対象としたクール宅急 換モデルに取り組み、首都圏対九州を往復鉄道にシフト ヤマト運輸㈱
便幹線輸送の鉄道輸送転換

物流事業者

日本貨物鉄道㈱

する。

トラック温度管理物流に関連する中小事業者・パート
ナーシップ会員が主体となり、モーダルシフト普及定着の
幹線温度管理物流モーダルシフト事 ３つの重要課題（コスト・品質・利用ソフト）に対し、高精度 日本フレッシュ・ロジスティクス協議会
14 共 業（クールコンテナ共同利用）
クールコンテナを使い、３ＰＬ機能を生かした輸送実験を
重ね、産業的ソリューション造りのモデル事業に取り組
む。

15 共 デパ地下共配

百貨店と低温物流事業者がパートナーとして協力し、大
都市圏の納品物流を共同化する仕組みを整備すること
で運行車両の大幅な削減が図れる。

㈱ニチレイロジ
グループ本社

首都圏数箇所にクロスドック（ランニングストック含む）の
スーパーマーケット・コンビニエンス センター（センター前センター）を配置し、各社の商品を集
16 共 ストア生鮮物流センターへの納品共 約し一括してスーパーマーケット・コンビニエンスストアの
同化（センター前センター）
生鮮品物流センターに持ち込むことで輸送効率化を図
る。

荷主及び運送事業者共同による『環

17 共 境負荷管理低減システム』の構築
★H20経済産業大臣表彰受賞★

手間と運用コストを最小限に抑えた道具（携帯電話）の
利用による環境負荷数値管理低減システムの構築。利
用企業を限定することなく、月額利用料のみでのシステ
ム利用を可能とする。

㈱ニチレイロジ
グループ本社

K&K国分㈱

開真産業㈱、㈱
紀文フレッシュシ
ステム

物流事業者と荷主企業が連携してCO2削減に寄与でき
荷主企業と物流事業者の連携によ るグリーン物流支援システムを実際に開発し、運用する
18 他 るグリーン物流支援システム構築と モデルを構築、モーダルシフト、輸送効率の向上などの 松下電器産業㈱
削減対策の実施普及事業
CO2削減諸対策を実施し、支援システムの効果的な運
用方法について検討する。

モ
19 (海) 都市間静脈物流促進計画

大船渡市から釜石市まで１０ｔトラックで１日６往復のゴミ
輸送を船舶輸送にシフトする計画。事業実施期間は、Ｈ
大船渡市
１７～１９年度。なお、平成16年12月28日「国土交通省環
境行動計画モデル事業」に選定。

現在京浜港間で行われている国際コンテナ船社フィー
ダー輸送及び空コンテナのポジショニングの一部を海上 ㈱韓進海運、エ
はしけ（デッキバージ）を利用した京
モ
20 (海) 浜港間の海上コンテナ横持ち輸送 輸送（はしけ輸送）に転換することにより、京浜港間横持 バグリーンジャパ
ち輸送の効率化、交通渋滞及び環境負荷の軽減を図る ン㈱
もの。

モ 三島－神戸エコ・ロジフィーダ輸送

21 (海) の提案

東北汽船港運
㈱、日本通運㈱

横浜はしけ運送
事業協同組合、
横浜港開発事業
㈱

愛媛県四国中央市の製紙会社等を対象に、従来はトラッ
ク（三島村松倉庫←トラック→新居浜港←フェリー→神戸 プーキートレー
日本通運㈱、㈱
港←トラック→神戸コンテナヤード）で輸送していたコンテ ディング㈱、河村
ユニエツクス
ナ貨物を、三島村松地区の倉庫前岸壁と神戸コンテナ 商店㈱
ヤード間を低コストの台船フィーダーを利用し輸送する。

内航RORO船（日南→大阪→東京航路）を利用し、復路
（大阪・東京→日南）で空車回送になっているトレーラー
王子製紙㈱ 日
モ 紙製品と廃棄物燃料の海陸一貫往
に、王子製紙日南工場で使用する燃料用廃タイヤを積
王子物流㈱
22 (海) 復輸送（九州⇔関東・近畿）
南工場
載（ボックスパレットを使用）し、物流コストの低減及び環
境負荷の抑制を図ろうとするものである。
輸送容器を汎用コンテナ（20ftDryコンテナ）にインナー
バックを装着する方式とし、充填包装設備の改造、及び
モ 石油化学製品（食品・飲料・医薬品 要求される物流品質の確保を前提としたコンテナの海上
三井化学㈱
23 (海) 容器用樹脂）のバルク輸送
複合一貫輸送システムの開発を行い、従来は難しいとさ
れたバルク輸送の実現・モーダルシフトによる環境負荷
の軽減を図る。

モ 新型２０ｆｔコンテナによる北海道～

24 (鉄) 東京間モーダルシフト

山九㈱、三井化
学物流㈱、三京
海陸運輸㈱、三
同運輸倉庫㈱、
井本商運㈱

北海道－東京間のトラック輸送を容積の大きい背高三方
北見通運㈱、日
丸玉産業㈱、札
本貨物鉄道㈱北
開き簡易ウイング２０ｆｔコンテナを利用した鉄道輸送に
樽自動車運輸㈱
海道支社
モーダルシフトする。

○

番 類
号 型

事業の名称

事業の概要

荷主企業

物流事業者

25 (鉄) フト

荷主企業の製造委託先工場（千葉県）から愛知県、広島
県に向け出荷される塗料（液体）輸送を新たに液体用２ト
日本ペイント㈱
ンコンテナ容器を作製し、タンクローリー車輸送から鉄道
コンテナ輸送に転換を図る。

西武運輸㈱、日
本貨物鉄道㈱

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
モ
26 (鉄) 車」計画（ＪＲ貨物と鉄道利用運送
事業者による共同プロジェクト）
★H18国土交通大臣表彰受賞★

鉄道利用運送業界およびＪＲ貨物の協力のもとで、物流の大動
脈区間に新たなダイヤ設定による利便性の高い３１フィートコン
テナ用「スーパーグリーン・シャトル列車」を運行する。この列車
を利用して物流のグリーン化を目指す多数の荷主企業やトラッ
ク事業者が参加できるよう、鉄道利用運送業界が一括プール
設備する３１フィートウィングコンテナの共同運用方式を組み立
て、誰でも臨機応変に鉄道利用可能なシステムを構築する。

日本貨物鉄道
㈱、日本通運
㈱、全国通運
㈱、(社)全国通
運連盟

モ タンクローリー車からのモーダルシ

詳細
資料

○

野田工場→高砂工場の製品輸送を３１ｆｔコンテナを利用
モ キッコーマン野田・高砂工場間 幹線 して鉄道輸送へシフトする。（貨物量の波動については、

27 (鉄) 輸送モーダルシフト

モ

ＪＲ１２ｆｔで対応）。緊締方法をシュリンクフィルムから反復
利用可能な包装袋に変更し、環境負荷の低減を図る。

関東地区～中国・九州地区間にお

28 (鉄) ける鉄鋼輸送の、鉄道輸送による
モーダルシフト事業

キッコーマン㈱

日本通運㈱、日
本貨物鉄道㈱

現在行われている鉄鋼メーカー製品の関東←→中国九 新日鐵住金ステ
山九㈱、日本貨
州間トラック輸送を専用大型無蓋コンテナを新規設備し ンレス㈱、日本
物鉄道㈱
たうえ鉄道輸送にシフトし、環境負荷の低減を図る。
冶金工業㈱

29 (鉄) 流のモーダルシフト化

滋賀県・大阪府・山形県から静岡県へのＯＡサプライの ㈱リコー、ダイナ
日本通運㈱、日
原材料輸送をコンテナを利用した鉄道輸送に転換しＣＯ オックス㈱、富士
本貨物鉄道㈱
２の削減を図るもの。
アルミ管工業㈱

モ
30 (鉄) 鉄道輸送によるＣＯ2削減

愛知県→北海道・東北・四国・中国・九州地方間への
フォークリフトを鉄道輸送に転換しＣＯ２の削減を図る。

モ サプライヤーとの共同による調達物

モ 断熱材のコンテナ輸送（長野～北部

31 (鉄) 九州）による環境負荷低減提案

柏・明石・金沢・富山を結ぶ３１

32

モ
フィート大型鉄道コンテナによる四
(鉄)

角輸送の実施について

モ

路線便貨物（酒類）の鉄道輸送（幹

33 (鉄) 線）と共同配送（個別配送）を組み
合わせた輸送への切り替え

㈱豊田自動織機

全国通運㈱、日
本貨物鉄道㈱

日本フレートライ
長野県（断熱材メーカー）～福岡県（大和ハウス㈱九州
大和ハウス工業
ナー㈱、日本貨
工場）間における断熱材（ロックウール）輸送を、現行のト
㈱九州工場
物鉄道㈱
ラック輸送から鉄道輸送にシフトしようとするものである。

柏→明石→金沢→富山を結ぶ３１ｆｔコンテナでの四角輸
送を実施、完全集配作業を確立することで、効率的な作
アサヒ飲料㈱
業体制の確立と幹線輸送のＣＯ2削減（ﾓｰﾀﾞﾙｼﾌﾄ）の実
現を図る。

日本通運㈱、日
本貨物鉄道㈱

幹線輸送のＪＲコンテナへの切り替えと共同配送支援シ
ステムと汎用在庫管理情報システムで、荷主の物流情
報（在庫量）を把握しコントロール出来る体制の構築につ
いて検討を行う。

日本通運㈱、日
本貨物鉄道㈱

推 進 決 定

以上 ３３件

※分類・・・モ：鉄道・船舶へのモーダルシフトにかかるもの、共：複数企業による共同輸配送にかかるもの、集：拠点の集約等による物流効率化にかかるも
の、大：物流設備の大型化による効率化にかかるもの、他：その他物流の効率化にかかるもの
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※申請者：太字下線付きは代表申請者。
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Ｈ１８年度 グリーン物流パートナーシップ推進事業 モデル事業（１次） 推進決定事業一覧
番 類
号 型

事業の名称

事業の概要

提案申請者（代表）

商流では競合関係にある中堅酒販卸５社が物流分野
での協調を目指し共同受注・共同配送システムを構
㈱日本さけネット
築することで、物流の効率化によるコスト削減とCO２
排出量の削減を図る。

1

業務用酒販卸５社による共同仕
共
入・共同物流事業の設立

2

販売拠点の集約により配送センター～小売店・消費
「販売拠点の集約による輸送距離
者への配送を効率化することによりCO2削減を実現す
の短縮」と「グリーングッズ啓蒙活
集
るとともに、エコ商品を用いたキャンペーン活動を実施 ダイヤ毛糸㈱
動の展開」によるCO2排出量の削
することでグリーン物流に関する普及・啓蒙を図るも
減
の。

3

循環型物流センターシステムの構
築～RFID活用によるクレート循環
電 型管理システム～
★H19経済産業省商務流通審議
官表彰受賞★

4

電 た空レンタルパレット回収のトラック

UHF帯RFIDタグ・リーダーを利用し
配車効率化事業

物流センターを加工食品・菓子・酒類・チルドのフルラ
イン化することで集約化。またRFIDを用いたクレート
（通い箱）の循環システムを構築、クレートを共通化す ㈱菱食
ることで積載効率を向上させ、集約化との相乗効果に
よる物流効率化・CO2削減を実現する。

ＲＦＩＤタグをパレットに装着し、配送センターの空パ
レット保管スペースにリーダーを設置することにより回 日本パレットレンタ
収運送会社が空パレットを正確に把握することで、回 ル㈱
収物流の効率化を図りＣＯ２を削減する。

5

部品調達輸送から製品配送にまたがる物流全般にお
部品調達から製品配送まで一貫し
いて物流情報を集約し、物流効率の全体最適化を図
た集中配車コントロールによるCO2
集
る「集中配車コントロール支援システム」を新たに構 富士通㈱
削減の取り組み
築・活用することでＳＣＭに関わる物流全体の環境負
★H19経済産業大臣表彰受賞★
荷低減、ＣＯ２削減を推進する。

6

アパレル物流における海外縫製工場
から日本の最終店頭までの輸送手段
の全体最適化による環境物流の設計
集
～海外での店別アソート、最適輸送手
段の選択及び店舗立地に着目した最
適仕向け港の組み合わせ～

7

大型ビルにおける館内物流の効率化を目的としストッ
大型ビルにおける館内共同集配送 クポイントを設置した共同集配送（エリア集配送事業）
コラボデリバリー
共 とドライブスルー輸送の実現による を実施しビル内の納品車両の減少や、さらにビル地
㈱
環境負荷低減化事業
下駐車場での納品を改善し（館内集配送事業）、地下
駐車場での滞在時間の短縮を図る。

8

・菓子業界に特化した共同配送事
業によるＣＯ２削減
全国の菓子メーカー出荷拠点（生産・在庫拠点）から
お菓子ロジネット
共 ・卸売業（買い手）主導型による
卸売り業（卸売在庫拠点・小売業専用センター）まで
㈱
メーカー（売り手）物流の共配網構 の輸配送を共同配送化しＣＯ２削減を推進する事業。
築、卸・小売物流の効率化

9

特約店を経由する物流体制を無くし、工場から出荷さ
ＳＣＭ戦略に基づく配送の共同化 れた製品を幹事会社に納品し、幹事会社から販売店
共 による環境負荷低減を図る省エネ 及びエンドユーザーへ納品される物流体制をつくり、 ㈱ビーポート
効果事業
これにより輸送体系の効率化及びＣＯ２排出量の削
減を図る。

中国～日本間のアパレル物流を担う各事業者が協力
（中国に物流拠点を設けて店別配分を行い、国内消
費地の最寄り港に着荷）してサプライチェーン全体で 住金物産㈱
の物流最適化に取り組み、物流効率化およびＣＯ２排
出量の削減を実現する。

「段積み用輸送・保管共用治具」開 モーター・ポンプ・換気扇等の製造拠点から全国の物

10

モ 発による包装材削減と鉄道利用及 流センター及び特定大口顧客への輸送作業をトラック ㈱日立産機システ
(鉄) び集荷トラックの大型化による保
輸送から鉄道へのモーダルシフトを行い、ＣＯ２削減 ム

管・輸送効率化

を図る。

推 進 決 定

以上 １０件

詳細
資料

Ｈ１８年度 グリーン物流パートナーシップ推進事業 モデル事業（２次） 推進決定事業一覧
番 類
号 型

事業の名称

提案申請者（代表）

事業の概要

1

販売物流荷主とメーカー物流事業者が共同物流拠点
玩具業界における、販売物流とメー
を構築し、本拠点を基盤に、メーカー～販売～小売ま
集 カー物流の共同化と全体最適化に
㈱ハピネット
でのトータルの物流における輸送最適化を実現し、大
よるＣＯ２の削減
幅なＣＯ２排出削減に貢献する。

2

酒類・飲料製品の常温物流において、ＲＦＩＤを「エコバ
ＲＦＩＤとエコバンドの同時使用によ ンド」に装着できる器具及び方法を共同開発し、まず
電 る包装資材の削減と庫内作業効率 洋酒・ワイン・焼酎等の関東地区在庫拠点と関東・中 アサヒビール㈱
化の実現
部地区の出荷拠点間でのトラック輸送に共同導入す
る。

申請者が開発した特殊海上タンク

3

モ
コンテナを利用したＣＯ２削減事業
(海)

★H20国土交通大臣表彰受賞★

加工食品輸送における高品質12ft

4

生石灰粉状物輸送を新規開発した特殊海上タンクコ
ンテナにより陸上輸送から海上輸送に変更し、陸上輸 Ｊａｐａｎ Ｅｃｏｌｏｇｙ
送距離の大幅な削減によりＣＯ２発生を大幅に削減す Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ㈱
る。

現状トラックと比較して品質の悪い鉄道コンテナを、新

規に高品質コンテナを開発することにより改善し、関
モ
コンテナの開発とモーダルシフト化
(鉄)
東→関西間の輸送を鉄道輸送化するとともに、トラッ
によるCO2削減

詳細
資料

全国通運㈱

ク→鉄道輸送へのモーダルシフトを促進する。

推 進 決 定

以上 ４件

Ｈ１８年度 グリーン物流パートナーシップ推進事業 モデル事業（３次） 推進決定事業一覧
番 類
号 型

事業の名称

事業の概要

紙粉・紙屑飛散防止バッグを採り入

１

モ
れた古紙輸送のモーダルシフト事
(海)

業

提案申請者（代表）

トイレットペーパー、ちり紙等衛生紙の製造原料とし
て、関東・中京地区から調達する原料古紙の輸送手
山九㈱
段を専用バッグを使用して、陸上・フェリー輸送から船
舶輸送へのモーダルシフトを図るもの。

推 進 決 定

以上 １件

詳細
資料

Ｈ１８年度 グリーン物流パートナーシップ推進事業 普及事業（１次） 推進決定事業一覧
番 類
号 型

事業の名称

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
モ
1 (鉄) 業
★H19国土交通省政策統括官表
彰受賞★

事業の概要

提案事業者
荷主企業

十勝産の馬鈴薯について低コストで効率的にそして
環境負荷低減、省エネルギーに貢献できる輸送体系 士幌町農業協同
を構築し、立ち遅れている農業分野の物流を先進性 組合
のある物流システムに転換する。

物流事業者

日本通運㈱帯広
支店、日本貨物鉄
道㈱北海道支社

2

共

トイレタリー業界・医薬品業界の共同物流（共同保管・
北海道におけるメーカー共同配送 共同配送）の参加メーカーの拡大を図る。卸売業から
プラネット物流㈱
の拡大と返品共同回収の実施
メーカーに返却される商品の共同回収・検収・保管、
廃棄などの返品業務を共同事業で行う。

エア・ウォーター・
物流㈱

3

大

『エコステージ認証企業による二酸
化炭素削減計画』
ステージ１「明治屋商事（株）日の
出物流センターの場合」

東邦運輸倉庫㈱、
北神物流㈲

4

モ 都市間港湾活用物流の普及拡大
(海) 事業

納品・配送形態の見直しを行い、中型車４台を大型車
１台に置き換えて、ＣＯ2排出量の削減を図ると同時に 明治屋商事㈱東
物流コスト削減を行い、商流における一般顧客の拡 北支社
販路線を構築する。

内陸及び港湾都市事業者１６社がパートナーを組ん
大船渡国際港湾
で、岩手県における港湾貨物の５割を取り扱う大船渡 （大船渡国際港湾 ターミナル協同組
港に港湾荷役用クレーンを設置し、コンテナ貨物取扱 ターミナル協同組 合、日本通運㈱大
機能の整備による拠点化を図ることで、地域の物流シ 合加盟の16社）
船渡支店、東北汽
ステムの効率化を促進し、環境負荷の低減を図る。
船港運㈱

5

港支店倉庫で保管している加工食品メーカー３社の
仙台市内の本社倉庫と港支店倉庫
製品と本社倉庫で保管している加工食品メーカー１社 （加工食品メー
共 を拠点としている加工食品の宮城
の製品を各々配送していたものを、共同配送し輸送効 カー４社）
県内配送便の共同化
率化を図り、ＣＯ2排出削減をするものである。

6

富山県医薬品メーカー共同輸送の
構築による省エネルギー化の取り
共
組み（環境に配慮した医薬品生産
拠点の実現）

富山県内の各薬品製造メーカーが個別に行っている（温度
管理）薬品の出荷及び帰り荷の原料調達に係わる輸配送
を、物流事業者と協力して共同輸配送ネットワークを構築
し、配車管理システム導入により輸送効率化を図るととも
に、共同輸配送による積載率向上を図ることにより使用車
両数を減少し、ＣＯ2の削減を図る。

詳細
資料

○

東邦運輸倉庫㈱、
㈱光陽運輸

ダイト㈱、アステラス
富山㈱、富山化学工
業㈱、東亜薬品㈱、
㈱コラボクリエイト
リードケミカル㈱、
ティカ製薬㈱、日医
工㈱、㈱廣貫堂

四日市港から富山県内２ヵ所の製糸工場への繊維材
料（原綿）のトラック輸送を鉄道コンテナ輸送に転換

7

モ 調達物流の一元化とモーダルシフ
し、環境負荷の軽減を図る。さらに岩国市の原料加工 東洋紡績㈱
(鉄) トによるCO2排出量削減対策事業

日本通運㈱

工場からのトラック輸送も同様に鉄道輸送に転換す
る。

物流円滑化共同利用施設（ホッ
モ
8 (海) パー）を使用した輸送の効率化と環
境負荷軽減の取り組み

9

石川県小松市工業団地における多
集 目的倉庫建設による物流効率化推
進事業

伏木富山港・公共岸壁に粉塵飛散対象貨物の一時保管機
能を有する積込設備を設置し、トラック積込時間の短縮及び
悪天候時の積込み継続、本船停泊時の荷役時間及び沖待 中越パルプ工業
ち時間の短縮によりＣＯ2の削減を図る。また、当該施設設 ㈱、三菱商事㈱
置に伴う貨物量の増加によって各地への陸上輸送を海上
輸送に転換し、更なるＣＯ2の削減を図る。
①既存倉庫を増改築し、国内調達資材ストックポイント化を
図り、金沢港・敦賀港からの資材輸送回数の削減。②一般
倉庫を新設し、海上コンテナデバン設備を設け、輸入港で
のデバン積替え配送頻度の削減。③②の新築倉庫に製品
を集約し、方面別に積合せて積載効率を向上。 ④危険
品倉庫を新設し、遠方立地の倉庫を集約。

伏木海陸運送㈱、
富山港湾運送㈱、
日本通運㈱

㈱板尾鉄工所、㈱
共和工業所、東
上田運輸㈱
レ・ダウコーニング
㈱

①京義倉庫㈱にて千葉県市原市において共同配送業務を
実施するにあたり、弊組合とﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟを結び、海上ｺﾝﾃﾅ
のﾌｨｰﾀﾞｰ輸送を実施する。従来は、市原市⇔横浜 片道
京義倉庫㈱
100Km程度のトラック輸送であるが、海上ｺﾝﾃﾅﾌｨｰﾀﾞｰ輸送
片道４０ｋｍ程度を定期に実施する。②船社からの依頼を受
け、横浜⇔東京間の新規取引を実現しＣＯ２削減を図る。

横浜はしけ運送事
業協同組合、横浜
港開発事業㈱

横浜市内の日本製粉㈱横浜工場から八戸市内の製
麺工場への長距離小麦粉輸送を、タンクローリーから
モ ＪＲ仕様バルクコンテナ（２０ｆｔ）によ ＪＲ仕様バルクコンテナを使用する鉄道輸送に切り替
日本製粉㈱
11 (鉄) る小麦粉輸送の省エネ事業
える。これにより、幹線輸送における環境負荷を低減
させ、また荷主として交通安全強化を指導し社会的な
責任を果たす
責任を果たす。

日本通運㈱、日本
貨物鉄道㈱関東
支社

はしけ（コンテナバージ）を利用した
モ 千葉⇔横浜間の海上コンテナ横も
10 (海) ち輸送の普及拡大及び横浜⇔東
京間のフィーダー輸送事業の拡大

○

番 類
号 型

12

事業の名称

モ ＪＲ貨物を利用した異業種荷主の
(鉄) 拠点間輸送について

事業の概要

提案事業者
荷主企業

物流事業者

現在、トラック輸送している横浜→大阪間（メルシャン
日本ロジテム㈱、
㈱）、神戸→横浜間（日清フーズ㈱）の貨物を、31FT （メルシャン㈱、日 日本貨物鉄道㈱
のコンテナを使用して往復をＪＲ貨物にシフトすること 清フーズ㈱）
関東支社、日本フ
で、ＣＯ２の削減を図る。
レートライナー㈱

詳細
資料

○

自動車メーカー用ハーネスを海外（中国・インドネシ
ア）にて生産し納入するに際し、原材料・部品及び製
自動車用ハーネス海外生産国内輸
三菱電線工業㈱
品の輸送拠点を集約化、物流業者の集約を行い、管
山九㈱、日本貨物
モ
13 (鉄) 送の、鉄道によるモーダルシフト及 理精度の向上により過剰エネルギー使用の排除と共 電装・光部品事業 鉄道㈱九州支社
び拠点集約事業
部
にＪＲ貨物を利用して増大する使用エネルギー・ＣＯ２
発生量を抑制する。

陸上輸送からフェリーバージ輸送

14

モ
へのモーダルシフトによるＣＯ２排
(海)

出削減および輸送効率化

内航ＲＯＲＯ船を活用した関東～中

15

茨城県境町から岐阜県瑞穂市・大阪府大東町へ陸送

している建材輸送について、東京港から名古屋港・大
モ
京・関西間のモーダルシフトによる
旭化成建材㈱
(海)
阪港までの輸送を海上輸送に転換してCO2排出量を
省エネ事業

16

フェリーバージの帰り便を利用し、京葉鉄鋼埠頭(株)
から君津方面へ陸送輸送されている2次輸送を海上
輸送に切り替え、ＣＯ2削減効果を図る。また、輸送中 新日本製鐵㈱
の品質保全の目的で、輸送シャーシを幌型に改造す
る。

削減する。

製鐵運輸㈱、京葉
鉄鋼埠頭㈱

菱中海陸運輸㈱、
菱中自動車運輸
㈱、栗林商船㈱

JFE物流が従来型バラ緩和トレーラの構造的な革新により
バラ積み２９ｔトレーラの開発・導入 新型２９ｔトレーラを各車体メーカーの支援を受け開発し、こ
の車両を荷主（ＪＦＥスチール）と共同で鉄鋼鋼材輸送に広く ＪＦＥスチール㈱、 東日本運輸㈱
他 による鉄鋼鋼材輸送効率化及びＣ
普及するため、各輸送事業者をパートナーとして募集し、鋼 ＪＦＥ物流㈱
他２２社
Ｏ２排出削減の促進事業
材輸送効率化促進及びCＯ２排出削減による環境負荷の小
さい物流を目指すものである。

無線ＬＡＮとＲＦＩＤタグを導入し、センター業務の効率
化を促進することによって、 センタ
内の環境負荷
センター内の環境負荷
流通センターの効率化及び返品共
流通センタ
の効率化及び返品共
の削減を図ると同時に、本効率向上の効果（スペース
17 共 同輸送の拡充による環境負荷の低 削減、作業効率向上）を返品共同回収、及び返品共 プラネット物流㈱
減
同検収の拡充に繋げることによって、一層のＣＯ2排
出量の削減を図る。

㈱バンテック

樹脂のバルク物流は１０トンホッパーコンテナで運用し
てきたが物流効率化、環境負荷削減のため、１６トン
樹脂バルク物流の大型化・拡大に シーバルクコンテナを導入しさらに充填設備の新設、
大
住友化学㈱
18
よるＣＯ2の削減
保管場の新設、シャーシの導入等インフラの整備によ
り樹脂バルク物流の大型化・拡大によるＣＯ２削減を
図る。

㈱エスエルシー運
輸東日本、セン
コー㈱

日本コンテナ輸送㈱はＮＹＫ Ｌｉｎｅ Ｊａｐａｎ㈱と提携
し、横浜港と東京港との間のＮＹＫ Ｌｉｎｅ Ｊａｐａｎ扱い
スライド式汎用トレーラを導入した
のコンテナの輸送を汎用トレーラを活用して行うことに ＮＹＫ Ｌｉｎｅ Ｊａｐ 日本コンテナ輸送
19 他 海上コンテナの京浜間輸送の効率 より空車走行をなくし運送時間と運送距離を短縮し、 ａｎ㈱
㈱
化による省エネ事業
コストの低減を図るとともにＣＯ２消費量の削減に取り
組むことを目的とする。

20

サンデン物流加工センターを新設し県
内９ヶ所の倉庫を集約し、倉庫間製品
移動の効率化と集荷リードタイム短縮、
集
製品と補修部品の共同配送およびＬＰ
ガスフォークリフトから電気フォークリフ
トへの転換によるＣＯ２削減

○

サンデン㈱赤城フォレストにサンデン物流加工セン
ターを新設し、県内９箇所にある倉庫を集約し、工場
サンデン㈱物流本
からの製品受け入れ倉庫の一本化と集荷リードタイム
サンデン物流㈱
部パーツセンター
の短縮を図り、環境対策として電気フォークリフトを採
用し省エネを図り、ＣＯ２を削減する。

愛知県東海市の大同特殊鋼㈱知多工場から新潟県
愛知県東海市～新潟県上越市のト
頚城郡柿崎に出荷されている線材コイルのトラック輸
モ ラック輸送を鉄道貨物輸送にシフト
21 (鉄) しCO2等の排出量を削減するため 送を専用私有無蓋コンテナを導入し、鉄道貨物輸送 大同特殊鋼㈱
にシフトする。復路については空コンテナを3段積みに
の普及事業
て返送する。

知多通運㈱、丸太
運輸㈱、中越通運
㈱、名古屋臨海鉄
道㈱、日本貨物鉄
道㈱東海支社

バルクコンテナを利用した船舶へのモーダルシフトに
よる輸送効率化と環境に配慮した物流事業を構築す
合成樹脂のバルクコンテナ輸送事
る。千葉県五井市内から愛知県海部郡大治町への輸 日本ポリケム㈱
22 他 業
送を、現在の全てトラック輸送から千葉県袖ヶ浦港～
三重県四日市港を利用した内航輸送に切り替える。

日本トランスシティ
㈱

○

○

番 類
号 型

23

他

事業の名称

事業の概要

荷主企業

物流事業者

豊田地区から東富士に対する自動車部品輸送につい
㈱ユーネットラン
フルトレーラーによる自動車部品輸 て、複数のルートで輸送しているが幹線をフルトレー シロキ工業㈱、堀
ス、キムラユニ
送
ラーにて牽引輸送することにより、使用燃料の削減を 江金属工業㈱
ティー㈱
図る。

現行の大阪市（此花区）から東京都（品川区）への鉄

24

提案事業者

住友金属工業株

○

日本通運㈱大阪コ

ンテナ支店、日本
モ 車輪用スキットを利用した鉄道への 道用車輪輸送モードを10ｔトラックから鉄道へモーダル
交通産機品カンパ
(鉄) モーダルシフト
シフト（31ｆｔ鉄道用コンテナを使用）し、ＣＯ2を削減す
貨物鉄道㈱関西
る。

ニー製鋼所

支社

福山通運・一般小口貨物の「大阪
モ 南港～新門司港」間フェリーを活用
25 (海) したモーダルシフトによる輸送効率
向上事業

福山通運㈱が荷主としてまた輸送事業者として陸送してい
る一般小口貨物（特別積み合せ貨物）を輸送車輌の大型化
するとともに、名門大洋フェリーグループのフェリックス物流
福山通運㈱
㈱が運用シャーシの購入を行い、実運送を担当し、㈱名門
大洋フェリーの「大阪南港～新門司港」フェリー航路を活用
したモーダルシフトを図る。

フェリックス物流
㈱、㈱名門大洋
フェリー

モ
26 (海) 大型機械の新輸送モデル計画

タダノ製の輸出向け大型クレーン車等は工場出荷時に分解
し、複数トラックで香川県さぬき市～神戸市ポートアイラン
ド・六甲アイランド間を輸送していることから、高松東港に隣
㈱タダノ
接する港湾施設で組立て、神戸港までフェリー輸送後、神
戸港からポートアイランド、六甲アイランドの輸出港まで
バージ船に乗せ替えて輸送する。

ジャンボフェリー
㈱、㈱タダノ物流、
丸菱運輸㈱

27

詳細
資料

不二製油㈱阪南事業所周辺（泉佐野市）に分散保管してい
る製品在庫を鴻池運輸㈱が大阪市此花区に開設する大阪
在庫拠点集約に伴う製品転送改善 北港食品流通センターに集約し、物流業務の効率化を図
集
不二製油㈱
る。これに伴い、不二製油㈱阪南事業所で生産された製品
事業
を新センターに転送する際の車両を大型化し、業務の効率
化とＣＯ2排出量の削減を図る。

拠点間輸送の積載効率向上、モーダルシフトのを実
サ ドパ ティ ロジスティクスに
サードパーティーロジスティクスに
現させると同時に拠点在庫の削減を目指し 生産計
現させると同時に拠点在庫の削減を目指し、生産計
おける、在庫適正化を具現化する
28 共 拠点補充支援システムの構築によ 画に反映させ沿う在庫の圧縮を図るため、在庫適正
化を具現化する拠点補充支援システムの構築を行
るＣＯ２の削減
い、最終的には鉄道貨物輸送への転換を目指す。

㈱マンダム

○

鴻池運輸㈱

日本通運㈱神戸
支店

荷主であるＮＹＫ Ｌｉｎｅ Ｊａｐａｎ㈱が宮城県仙台塩竈
港コンテナターミナル～東京港大井埠頭間のトラック
井本商運㈱、八戸
ＮＹＫ Ｌｉｎｅ Ｊａｐ
モ 八戸－京浜間 内航コンテナ専用
輸送を今後青森県八戸港～東京港大井埠頭間の内
港湾運送㈱、井本
29 (海) 船利用によるモーダルシフト
ａｎ㈱
航船にモーダルシフトすることによりCO2排出量の削
船舶㈱
減を行う。

○

海外へ輸出している化成品貨物（液状のリン酸）を
ISOタンクコンテナ利用による鉄道貨物輸送に切り替
ブルーエキスプレ ㈱合通、日本貨物
モ ＩＳＯタンクコンテナを利用した鉄道 え、輸送を効率化することでCO2削減を図ると同時
30 (鉄) による化成品輸送事業
に、輸送の安定・安全性を向上させ、併せてより仕向 ス㈱
鉄道㈱関西支社
け地・船数の多い大阪港を活用することにより向上さ
せる。

○

マツダが各地域毎に推進しているミルクランシステム
（関連企業からの部品調達システム）の東海地区（愛

モ マツダミルクランシステム導入によ
知県・岐阜県・静岡県・三重県）への展開（導入）にあ マツダ㈱
(鉄) る省エネ化推進

日本通運㈱広島
支店、日本貨物鉄
道㈱広島支店

マツダ車の補修用部品／用品をマツダパーツセン
マツダ車用補修用部品／用品の部 ターから国内部販社／販社への輸送において、大口
モ
32 (鉄) 品販売会社向け輸送のモーダルシ 出荷先に対してはトラックからＪＲコンテナへのモーダ マツダ㈱
フト
ルシフトを実施することにより、環境にやさしい物流を
目指す。

マロックス㈱、福山
通運㈱広島海田
支店、トナミ運輸㈱
通運広島支店、日
本貨物鉄道㈱広
島支店

31

たって、鉄道コンテナによるモーダルシフトを活用した
省エネルギー化を推進する。

モ コンテナ貨物のシャーシ化による輸

33 (鉄) 送効率化

５トンコンテナの貨物をシャーシ単位とすることにより
集荷・配送のトラック台数を削減、輸送の効率化ととも ㈱アンネルベッド
にCO2排出量の削減を図る。

マロックス㈱、苫小
牧埠頭㈱

○

番 類
号 型

事業の名称

事業の概要

提案事業者
荷主企業

物流事業者

食品容器の輸送量削減及び積載
34 他 効率を高めることによるＣＯ2削減

食品用トレーの生産・配送・リサイクル拠点（全国６箇
所）における設備の更なる高度化の推進と積載コスト
削減のためのロースタック製品（積重ね高さの低い商 ㈱エフピコ
品）の市場投入のための金型導入による物流効率化
を推進する。

トラックターミナル集約による共同
35 集 配送事業

トラックターミナル形式で運営している２ヵ所の配送セ
ケービーエスクボ
ンターを、物流事業者が主体となって統合することに
明和運送㈱
タ㈱
より、配送車両の削減及び積載効率の向上を図る。

詳細
資料

エフピコ物流㈱

松山～東京間で、相互にトラックを利用している
松山－東京間ＪＲコンテナ及び宇 ジュース輸送を、鉄道コンテナ輸送及びトレーラー
モ
36 (鉄) 野－東京間ＲＯ-ＲＯ船利用による シャーシ海上輸送の両方に、順次切り替えることによ ㈱えひめ飲料
飲料往復輸送のモーダルシフト
り、鉄道と海上を併用した効率の良い往復輸送で、
CO2排出削減を図る。

日本通運㈱四国
支店、日本貨物鉄
道㈱関西支社、JA
えひめ物流

○

物流センターを統合配置し、商品受入れ、保管、仕分

物流センター統合新設による物流
け、配送の効率化を目的にシステム化した一括セン
37 集 の効率化事業

ダイキ㈱

一宮運輸㈱

ターを設置する。

複数の自動車部品卸業者の拠点
38 集 集約化にともなう物流効率化事業

自動車部品、用品、工具類の製造卸販売を行ってい
る、６社８拠点を高速道路IC近郊に移転集約し、物流
配送の効率化を図ることによって、CO2排出量の削減
を図り社会的貢献を行う。

㈱四国自動車部
品商会、エスピイ
赤帽㈲エイティジ
ケイ㈱、エンパイ
急行、㈲オートウ
ヤ自動車㈱、辰巳
エーブ
屋興業㈱、日発販
売㈱、㈱バンザイ

福岡県２拠点、熊本県１拠点の物流センターで行って
いる店舗配送を、福岡県八女郡広川に新センターを
株式会社コスモス薬品九州地区物
設け、店舗配送を統合する。この事業により、従来の ㈱コスモス薬品
39 集 流集約事業
物流網を再整理し、効率化することをもって、現在の
CO2排出量の約40％を削減する。

中越通運㈱

メーカー９社の共同輸配送を行いＣＯ2排出量の一層
の削減を促進するとともに、情報システムの更新に際
して作業支援のための新たなシステムを開発し、自社 プラネット物流㈱
40 共 沖縄における共同物流事業の拡充 車輌・荷役機器の増強により作業効率の向上を図る。 九州流通センター ㈱沖縄物流
また、返品処理システムを導入し、本土への全量返品
を行わないようにする。

推 進 決 定

以上 ４０件

○

Ｈ１８年度 グリーン物流パートナーシップ推進事業 普及事業（２次） 推進決定事業一覧
番 類
号 型

事業の名称

モ 大阪～札幌拠点間のＪＲによる

1 (鉄) モーダルシフト

2

事業の概要

提案事業者
荷主企業

物流事業者

札幌から大阪への特積貨物輸送について31ｆｔコンテ
ナ１台を使用し、フェリーからＪＲへモーダルシフトを行
資生堂物流サービ 札幌通運㈱
うとともに、兵庫県から北海道へフェリー輸送で行って
日本貨物鉄道㈱
ス㈱
いる資生堂物流サービス㈱の貨物を31ｆｔコンテナを用
いてフェリー輸送からＪＲにモーダルシフトする。

詳細
資料

○

倉庫の新設及び増改築または機能向上により、ストッ
石川県小松市工業団地における多
㈱板尾鉄工所
クポイント化を図り、貨物を集約する事で、金沢港及
集 目的倉庫建設による物流効率化に
㈱共和工業所
上田運輸㈱
び敦賀港または関西方面の輸送効率の向上を図る。
ともなう省エネルギー事業
ユシロ化学工業㈱
また車輌大型化により輸送回数の削減を図る。

モ 調達物流の一元化とモーダルシフ

トラック輸送から四日市駅または大竹（岩国）駅→高

東洋紡績㈱富山

3 (鉄) トによるCO2排出量削減対策事業 岡駅または魚津駅間を鉄道輸送にモーダルシフトし、 事業所

日本通運㈱

環境負荷の軽減を図る。

4

国際海上コンテナ用（20・40スライド
可能）汎用シャーシによる本牧埠頭
他 コンテナターミナルより三菱倉庫本
牧営業所倉庫（倉入・出し貨物）ま
での輸送効率化促進の省エネ事業

モ ＪＲ仕様31F冷凍コンテナ利用によ

5 (鉄) る省エネ事業

石油資源消費削減とＣＯ２排出削

6

海上コンテナで輸出・入される三菱倉庫本牧営業所
倉入・出し貨物を輸送する際、汎用性（20ｆｔ・40ｆｔスライ
ド可能な）のあるシャーシを使用することで、コンテナ
三菱倉庫㈱
の種類（サイズ・重量等）異なるために生じている
シャーシ差し替え作業（ターミナルと車庫間の無駄な
運行）を無くし輸送効率化と環境負荷の軽減を目指
す

菱倉運輸㈱

ＪＲ仕様31ｆｔ冷凍コンテナ利用による東京～大阪間の
往復輸送による環境負荷低減及び交通渋滞の緩和を ㈱廣川運送
目指し社会貢献に努める。

㈱丸運
センコー㈱
日本貨物鉄道㈱

現在、愛知県知多市から北海道石狩市までのタイル・
住宅設備機器等の輸送をトラック及びフェリーにて

モ 減に向けて、私有２０Ｆコンテナによ
行っているが、石油資源及びＣＯ２削減効果があり、
(鉄) る名古屋～北海道間のモーダルシ

フト

モ

静岡県から九州へのアルミホイー

㈱ＩＮＡＸ

運用の自由度の高い私有コンテナを利用した鉄道輸
送へモーダルシフトする。

日本通運㈱
日本貨物鉄道㈱
㈱丸日日諸産業

現在、静岡県袋井市から福岡県京都郡までのアルミ
株式会社エンケイ
日本貨物鉄道㈱
ホイールの輸送をトラックにて行っているが、ＪＲ西浜
㈱ロジックス
レーション
ることによりＣＯ２を削減する。

7 (鉄) ルの輸送をトラックから鉄道へモー 松駅～ＪＲ北九州駅間を鉄道輸送へモーダルシフトす ホイールコーポ
ダルシフトする省エネ事業

八千代・三宝物流
㈱、㈱辰巳商会、
阪神港～兵庫県姫路市、広島県大竹市間において、
酢酸ｾﾙﾛｰｽ原料及び製品に係わ
化学製品原料及び製品の輸送について、従来のト
ダイセル化学工業 井本商運㈱、井本
モ
8 (海) るトラック輸送から内航船へのモー ラック輸送から内航フィーダー船へモーダルシフトし、 ㈱
船舶㈱、㈱ハマ
ダルシフトによる省エネルギー事業
ダ、山九㈱、㈱浜
省エネと環境負荷の低減を図る。
田海陸、㈱ガンシ
ン
電化製品等に係わるトラック輸送か

9

コイズミ物流㈱東大阪営業所～同草加営業所間の製

品輸送について、従来のトラック輸送から31ftコンテナ
モ
ら鉄道へのモーダルシフトによる省
コイズミ物流㈱
(鉄)
を利用した鉄道輸送にモーダルシフトし、省エネと環
エネルギー事業

境負荷の低減を図る。

浪速運送㈱大阪配送センター(大阪市）～同東京配送
アパレル製品に係わるトラック輸送 センター(東京都)間の貨物輸送(主にアパレル製品)に

10

モ
から鉄道へのモーダルシフトによる ついて、従来のトラック輸送から20ftコンテナを利用し 浪速運送㈱
(鉄)

省エネルギー事業

パートナーシップによる神戸／北九
州間フィーダー輸送大型内航コン
11 他 テナ船導入による省エネルギー事
業

た鉄道輸送にモーダルシフトし、省エネと環境負荷の
低減を図る。

神戸－北九州航路を運航しているコンテナ専用船
(499総トン)2隻を大型化(749総トン)し、１隻にすること
㈱MOLJAPAN
で、運航隻数を減少させ、省エネと環境負荷の低減を
図る。

日本フレートライ
ナー㈱
日本貨物鉄道㈱

日本フレートライ
ナー㈱
日本貨物鉄道㈱

井本商運㈱
井本船舶㈱

○

○

番 類
号 型

モ

事業の名称

瀬戸内海沿岸部の陸上輸送に係

事業の概要

提案事業者
荷主企業

物流事業者

詳細
資料

海上コンテナのトラック輸送に替わって、ＣＯ２排出量 ㈱上組
上組海運㈱
コスコ・コンテナラ
㈱丸辰商会
インズジャパン㈱
フィーダー輸送体系を構築する。

12 (海) る内航フィーダー化によるモーダル を大幅に削減できる曳航式デッキバージによる内航
シフト事業

従来トラック輸送であった空調機を、ＪＲ貨物コンテナ ㈱日立製作所
３０Ａ（２０フィートコンテナ）にモーダルシフトを行う。

㈱日立物流
日本通運㈱
日本貨物鉄道㈱

14 (海) たシャーシ3本輸送

海上輸送によるモーダルシフトに併せて、１台のトラク
ターが集荷・配送から各港（高松港・神戸港）まで3往
復することにより、ＣＯ２削減効果と省力化によるコス
讃州製紙㈱
ト削減を図る。現状のトラクター１台・シャーシ２台の２
往復体制から、３往復体制によるシャーシ３台運行へ
のシステム改善を図る。

讃州倉庫㈱
ｼﾞｬﾝﾎﾞﾌｪﾘｰ㈱

○

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
モ 分離）を鉄道及び海運にモーダ
15 (海) ルシフト等を行うことによるＣ
Ｏ２削減
★H19国土交通大臣表彰受賞★

商品納入後の帰り便を利用した調達物流を鉄道及び海運
にモーダルシフトを行うことにより環境負荷の低減を図る。
その際、これまでの「納入業者が届ける物流」から「買い手
が取りに行く物流」へ転換を図ることにより、物流コストと商 香川松下電工㈱
品価格を分離し、買い手側が、自ら物流コストを支払うこと
で調達の物流システムが再構築できる。また、製造拠点変
更による、調達輸送距離の短縮を図る。

㈱朝日通商
日本通運㈱
日本貨物鉄道㈱
ｼﾞｬﾝﾎﾞﾌｪﾘｰ㈱

○

モ トラック輸送（空調装置、マイコン）

13 (鉄) から貨物鉄道輸送への切り替え

モ 乗務員1名によるフェリーを利用し

パートナーシップによる新設の自社 鹿児島、宮崎の３箇所の鶏卵工場から九州各県に点
配送センターを利用した物流効率 在する小売店への配送を、自社配送センターの新設
16 集 化によるCO2削減省エネルギー事 及び車両の大型化により、これまでの輸送網を見直し ㈱やなぎた
業

大隅農産物の物流センタ 新設と
大隅農産物の物流センター新設と

㈱松尾運送

ＣＯ２削減効果を図る。

大隅物流事業協同組合が新設する物流センタ を活
大隅物流事業協同組合が新設する物流センターを活
㈲おおすみ元気村
用して大隅地区農産品の集荷を大型車両を使って集
大隅物流事業協 ㈱岡本産業
同組合
モーダルシフトする。

モ
17 (鉄) 鹿児島～東京間の鉄道モーダルシ 約し、東京への出荷輸送をトラックから鉄道輸送へ

フト

18

モ 曳航式デッキバージによる瀬戸内
(海) フィーダー網構築

19

モ
テナによる宮崎～岐阜・明石間の
(鉄)

私有１２ｆラッシングレール付きコン
モーダルシフト

北九州～瀬戸内間トレーラー陸上輸送に替えて、ひ
びきコンテナターミナルを基点とした新居浜、松山、広
島、岩国、徳山、防府、中関、宇部等の瀬戸内諸港間
を曳航式デッキーバージによる海上コンテナの内航
フィーダー輸送網を構築する

㈱上組
ベン・ライン・エー 上組海運㈱
ジェンシーズ・ジャ ㈱丸辰商会
パン㈱

宮崎－岐阜・明石間で行っているプラズマパネルのト
中央通運㈱
ラック輸送を、荷崩れ防止策を講じた１２ｆｔラッシング 富士通日立プラズ
日本貨物鉄道㈱
付きコンテナを導入して、鉄道輸送へモーダルシフト マデスプレイ㈱
九州支社
することにより、CO2排出及び輸送コスト削減を図る。

中越パルプ工業（株）川内工場の環境対策の一環とし
バラ積み３０ｔトレーラーの導入によ て原料チップ受け入れダンパー設備の大型化に伴
田代運送㈱
20 他 る、製紙工場原料チップ輸送効率 い、川内港から工場間の原料チップ輸送について工 中越パルプ工業㈱ 九州流通㈱
化及びCO2排出削減の促進事業 場設備に対応した車輌に大型化して輸送回数を削減
する。
冷凍・チルド食品輸送の物流セン
ター新設による物流集約並びに、
モ
21 (海) 鹿児島～福岡～大阪～東京間の
モーダルシフト（内航海運）による
効率化事業

冷凍・チルド食品輸送のエリア拠点施設を鹿児島と福
㈱コワダヤ
岡に新設して輸送網を集約し、幹線輸送をトレーラ
㈱フランソワ
（大型化）した上で、新門司～大阪及び宮崎～大阪間
プリマハム㈱
をフェリー輸送へモーダルシフトする。

荷主企業グループが構築する九州一円の流通ネット
パートナーシップによる共同配送セ
ワークのための共同配送センターを活用した、メー
ンター入荷一元集約、及び入荷商
22 集 品引取便（大型化、混載化）での積 カーからの入荷一元化及び九州各県に点在する店舗 ㈱シージーシー
配送輸送網を集約して配送効率を高め、コスト・ＣＯ２
載率ＵＰによる省エネルギー事業
削減を図る。

通山通運㈱
㈱名門大洋フェ
リー
宮崎カーフェリー
㈱

㈱蒲正

番 類
号 型

事業の名称

事業の概要

一般小口貨物（特別積み合せ）幹

23 他 線輸送のトレーラー導入による車
輌大型化事業①

一般小口貨物（特別積み合せ）幹

24 他 線輸送のトレーラー導入による車
輌大型化事業②

久留米市－北大阪、京都間の特別積合せ幹線輸送
の運行車を１０ｔ車からフルトレーラーに大型化してＣ
Ｏ２の削減を図る。

提案事業者
荷主企業

物流事業者

㈱紅乙女酒造
クロボー製菓㈱

久留米運送㈱

北九州市－福岡市間の特別積合せ幹線輸送の運行 マルソー産業㈱
車を１０ｔ車からセミトレーラーに大型化してCO2の削 旭硝子エスアイ
減を図る。
テック㈱

久留米運送㈱

推 進 決 定

詳細
資料

以上 ２４件

※分類・・・モ：鉄道・船舶へのモーダルシフトにかかるもの、共：複数企業による共同輸配送にかかるもの、集：拠点の集約等による物流効率化にかかるも
の、大：物流設備の大型化による効率化にかかるもの、他：その他物流の効率化にかかるもの

平成１９年度
グリーン物流パートナーシップ推進事業
推進決定事業一覧

推進決定件数
ソフト支援事業

７件

モデル事業

４件
４０件

普及事業

計

１次
２次
３次

２９件
９件
２件

５１件

※申請者：太字下線付きは代表申請者。
※詳細資料：○印は別途詳細資料あり（事例集参照）

Ｈ１９年度 グリーン物流パートナーシップ推進事業 ソフト支援事業 推進決定事業一覧
番
類型
号

1

提案事業者

事業の概要

事業の名称

調査主体

共同提案者

今後導入が予測されるバイオマス燃料を
製油所から内陸部の供給拠点へ輸送する
モ バイオマス燃料の鉄道輸送に にあたり、従来のタンクローリーから鉄道 ㈱ジェイアール貨物 日本オイルターミナル
へのモーダルシフトを検討するため、バイ リサーチセンター
㈱
(鉄) 関する調査
オマス燃料の需要調査、必要となる設備
投資の調査と課題抽出、および省エネル
ギー効果の予測を行う。

詳細
資料

ー

2

北陸３県の貨物輸送における
東海北陸自動車道全通を活
共
用した共同配送方式による省
エネルギー調査

北陸３県の各納品先へ輸送している石川
県の物流拠点に加え、富山県に新たに物
若松梱包運輸倉庫
流拠点を整備し、輸送距離の短縮、両拠 ㈱船井総合研究所 ㈱、㈱ジャストロジス
ティクス
点間での共同輸送化を図るため、荷主の
調査、CO2削減効果の測定等を行う。

ー

3

全ての事業者（特積み、区
域、自営）が参画する広域共
共
同集配送システムを軸とする
都市内物流効率化事業

都内大丸有地区において、特積み・区域・
㈱ニチレイロジグ
自営事業者等すべての運送事業者が利
㈱エックス都市研究 ループ、大手町・丸の
用できる広域共同集配送を目指し、ワーキ 所
内・有楽町地区再開
ンググループを設置し、物流現況の把握
発計画推進協議会
やシステム構築の検討等を行う。

ー

食品流通に係わる循環型環
共 境物流システムに関する
フィージビリティスタディ

食品の卸売り（国分センター）やメーカーに
で処理されている返品や廃棄物を、卸売り
国分㈱、ガラスリソー
や回収業者による小売店間の一括収集を ㈱日本能率協会総 シング㈱、光陽物流
㈱、ＫＴシステムコン
図るため、ワーキンググループを設置し、 合研究所
サルティング㈱
エネルギー使用量等の現況把握、事業モ
デルの検討を行う。

ー

消費者版エコポイント制度のモデルケース
として、宅配便の不在時の再配達を削減
するため、宅配便ドライバーや消費者の意
㈱富士通総研
向把握、「宅配便エコポイント制度」構築の
検討、普及の可能性についての検討等を
行う。

ー

4

5

6

7

他

宅配便エコポイント制度の実
施に向けた調査

佐川急便㈱

瀬戸内地域での排出者から受入業者（リ
月星海運㈱、宇部興
瀬戸内地域の船舶静脈物流 サイクル業者）へ廃棄物輸送について、陸
モ
上輸送（トラック）から船舶輸送へのモーダ 中電技術コンサルタ 産㈱、㈱トクヤマ、㈱
における複数企業間連携によ ルシフトと複数企業による共同輸送化を図 ント㈱広島支社
日本リサイクルマネジ
(海)
る省エネルギーの調査
メント
るため、物流現況の把握や事業PR、最適
事業モデルの検討等を行う。

水氷を利用して輸送している生サンマにつ
新冷凍技術を活用した北海道 いて、鮮度保持可能な新冷凍技術を活用
して積載貨物の軽減によるCO2削減を図 (財)北海道地域総
他 ～首都圏等間の複数企業連 るため、輸送実態の把握、冷凍設備の検 合振興機構
携による省エネルギーの調査 討、モーダルシフトを含めた輸送システム
の検討等を行う。

推 進 決 定

㈱Y・G物流、(有)かに
きち漁楽市水産

以上７件

ー

ー

平成１９年度 グリーン物流パートナーシップ推進事業 モデル事業 推進決定事業一覧
番
類型
号

事業の名称

事業の概要

提案申請者（代表）

1

脱脂濃縮乳等液体食料原料の脱
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
他 ンクローリー台数削減とＣＯ２の
削減への取組
★H20国土交通省政策統括官
表彰受賞★

脱脂濃縮乳等液体食品原料の輸送方
法を、タンクローリー輸送からソフトタ 東京牛乳運輸㈱
ンク輸送に切り替え、タンクローリー輸
送の欠点である片荷輸送を解決する。

2

取引先からの調達物流を買取側
主導で物流費の分離を指向し『複
共 数のミルクランによる一拠点集約
及び幹線輸送での一括納品』に
よるＣＯ２削減省エネルギー事業

大阪府内取引先約100社からの調達
物流を、申請者が手配する物流事業
㈱セシールロジス
者の協力を得て一拠点に集約するとと ティクス
もに、帰り便を活用して一括納品を行
う。

3

梱包様式を統一した循環型の通 た循環型の通い箱方式を採用するこ
い箱方式を採用し、輸送及び積
他 載効率向上を行うことによるＣＯ とで、輸送頻度の減少、積載効率の向 住友化学㈱
上等によるＣＯ２排出量の削減を図
２削減

荷主によって異なる梱包様式を統一し

る。

4

ＤＩＹ／ホームセンター業界への
商品納入に於けるトラック便によ
る共同配送と物流効率化事業
共 【電子タグ（ＩＣタグ）装着共通折り
畳みコンテナ（オリコン）供給・回
収管理システム採用】

ＤＩＹ業界において、ＲＦＩＤ付きのリター
ナブルコンテナを複数企業が共同利 ㈱エス・シー・ロジス
用することで、共同配送による積載率 ティクス
の向上を図る。

推 進 決 定

以上４件

詳細
資料

Ｈ１９年度 グリーン物流パートナーシップ推進事業 普及事業（１次） 推進決定事業一覧
番
類型
号

提案事業者

事業の名称

事業の概要
荷主企業

物流事業者

1

集

食品メーカー４社の保管・出荷業務を千歳市及
び札幌市内の物流センター２箇所で行っている
物流センターを新設し、輸送距離短 ものを、恵庭市に新設する大規模物流センター
縮と排出ガス削減を図る省エネ事業 に拠点を集約し、トラックの輸送距離を短縮す
るとともに、車両の大型化により車両数を減ら
すことで、ＣＯ２の排出量削減を図る。

2

共

パートナーシップによる北海道域内 札幌市内の２社で行っている倉庫物流管理を１
㈱北海道クラウン、 ㈱オリエント・ロジ
における文具・事務用品共同保管で 社に統合し、倉庫物流管理の集約、共同保管
コクヨ北海道販売㈱ 札幌通運㈱
の省エネルギー事業
することにより、物流効率化を図る。

日清食品㈱、ハウス
ウェルネスフーズ㈱
㈱シズナイロゴス
、三幸製菓㈱、キリ
ンフードテック㈱

東京～札幌への特積貨物輸送について、札幌通運
㈱のトラック輸送の一部を31ftコンテナ３台を使用し
た鉄道へモーダルシフトを行うとともに、札幌～東京 日本パレットレンタ
への日本パレットレンタル（株）のパレットを同じく
ル㈱
31ftコンテナを用いて鉄道へのモーダルシフトを行
い、CO2排出削減を図る。

3

パートナーシップによる東京～札幌
モ
拠点間ＪＲモーダルシフトによる省エ
(鉄)
ネルギー事業

4

大阪工場から各ユーザーへの樹脂バルク物流
センコー㈱、三井化
について、工場のバルク充填設備の新設、４９
モ 樹脂バルク物流の拡大・モーダルシ
９総トン型船舶の購入、シャーシの購入等を行 ㈱プライムポリマー 学物流㈱、トライネッ
(海) フト推進によるＣＯ２の削減
ト・ロジスティクス㈱
い、船舶へのモーダルシフト推進によるＣＯ２の
削減を図る。

5

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
モ
輸送へモーダルシフトすることによる
(鉄)
省エネルギー事業★H21国土交通
大臣表彰受賞★

6

大

携帯電話基地局の輸送について、全国の設置
箇所へエアサスペンション付４ｔトラックにて輸送
しているものを、振動及び衝撃等を抑制する機
器を設置可能な専用私有１２ｆｔコンテナを新規
導入することで、鉄道貨物輸送へモーダルシフ
トしCO2排出量の削減を図る。
鹿島から大阪へのポリカーボネートの輸送を現
状の１０ｔトラックから２０ｆｔサイロコンテナを使用
パートナーシップによる化学品輸送
して積載量を増やし、輸送モードを大型化する
のモーダルシフトと鉄道輸送による省
とともに、他の物流業者との共同物流により、
エネルギー事業
幹線輸送を鉄道輸送へモーダルシフトしＣＯ２
排出量の削減を図る。

札幌通運㈱、日本貨
物鉄道㈱

日本通運㈱、松下ロ
パナソニックモバイ
ジスティクス㈱、日通
ルコミュニケーション
商事㈱、日本貨物鉄
ズ㈱
道㈱

7

大

8

共

２社の物流拠点を福岡市内の１箇所に集約す
パートナーシップにもとづく九州地区
ることにより、九州地区内に出荷する冷凍食品 日本水産㈱、味の
における冷凍食品の共同物流による
の共同保管・共同配送を実施し、CO2排出量の 素冷凍食品㈱
省エネルギー事業
削減を図る。

軽量化・大型化した高効率タンクローリーを開
発・導入して積載効率を向上し、さらに効率よく エクソンモービル
運用するための物流制御システムを導入する (有)
ことでCO2排出量の 削減を図る。

㈱松岡、味の素物流
㈱

9

10

千葉県市原市から兵庫県・岡山県・広島県へ
モ 硝子専用馬一体型無蓋コンテナを利 輸送している建材硝子の輸送モードを、トレー
(鉄) 用した鉄道へのモーダルシフト
ラーおよびトラックから鉄道へモーダルシフト
し、ＣＯ２を削減する。

他

○

東日本上野輸送㈱、
㈱ニヤクコーポレー
ション、中央運輸㈱、
ダイヤモンドオート
リース㈱

はしけ（コンテナバージ）を利用した川 はしけ（コンテナバージ）を利用した川崎港（扇
横浜はしけ運送事業
モ 崎港(扇島)⇔千葉港間の海上コンテ 島）⇔千葉港間の海上コンテナ横持ち輸送を定 オー・オー・シー・エ
協同組合、横浜港開
(海) ナ横持ち輸送の普及拡大による省エ 期に実施し普及拡大する事により、輸送の合理 ル、ジャパン㈱
発事業㈱
ネ事業
化・CO2排出量の削減を図る。

11

○

丸全昭和運輸㈱、菱
江運輸㈱、日本貨物
三菱瓦斯化学㈱、 鉄道㈱、鹿島臨海鉄
ＭＧＣフィルシート㈱ 道㈱、日本陸運産業
㈱、㈱合通、丸全鹿
島物流㈱

新型タンクローリー導入およびその
高効率運用による燃料油配送業務
の生産性向上および省エネルギー事
業

パートナーシップによる通い箱の仕
様変更と似姿の統一での積載率向
上と輸送効率向上による省エネル
ギー事業

詳細
資料

日本板硝子㈱

カーオーディオ製品輸送において、新通い箱を
導入し中仕切りを工夫することにより、物流現
場での作業効率を上げると共に、通い箱への
松下電器産業㈱
収納個数を増やしてトラック積載率を向上させ
ることにより、輸送回数を減らし、ＣＯ２削減を
図る。

日本通運㈱、日本貨
物鉄道㈱、京葉臨海
鉄道㈱、日通商事㈱

松下ロジスティクス
㈱

○

番
類型
号

提案事業者

事業の名称

事業の概要
荷主企業

物流事業者

12

新潟県から岡山県及び中部圏向け商品の幹線
パートナーシップによる亀田製菓㈱ 輸送を鉄道用コンテナ専用車（１４トン）１台（JR
モ
物流のモーダルシフト省エネ事業（岡 １２ｆｔコンテナ２個積載）を導入し、トラック輸送 亀田製菓㈱
(鉄)
山・中部向け）
から鉄道輸送にモーダルシフトし、CO2は排出
量の削減を図る。

13

タイヤ原料のカーボンブラックを現在、彦根工
ビーエス物流㈱、旭
場へトラックを使用して輸送しているが、専用私
パートナーシップによる専用私有２０
運輸㈱、中越通運
モ
有ホッパーコンテナを使用して、新潟貨物ターミ 旭カーボン㈱、㈱ブ
フィートホッパーコンテナ鉄道輸送の
㈱、日本貨物鉄道
(鉄)
ナル駅から岐阜貨物ターミナル駅まで鉄道輸 リヂストン
省エネルギー事業
㈱、濃飛倉庫運輸
送にモーダルシフトすることにより環境負荷の
㈱、東和運輸㈱
軽減を図る。

14

石油資源消費削減とCO2排出削減に 愛知県豊明市～宮城県仙台市間のトラック輸
モ 向けて、31フィートＪＲ汎用コンテナに 送を、ＪＲ汎用コンテナを利用した鉄道輸送に
(鉄) よる愛知県豊明市～仙台市間のモー モーダルシフトすることによりCO2排出量削減
ダルシフトによる省エネ事業
を図る。

ホシザキ電機㈱

新潟輸送㈱、脇田運
輸倉庫㈱、岡山県貨
物運送㈱、日本貨物
鉄道㈱

詳細
資料

○

○

日本通運㈱、二本貨
物鉄道㈱

清和海運㈱、㈱天野
回漕店、鈴与㈱、清
和トラック輸送㈱、港
トラック運送㈱、鈴与
自動車運送㈱

15

他

海上貨物取り扱いにあたり、静岡県西部以西
御前崎共同物流センター活用による の貨物の一部の積出港を清水港から御前崎港
矢崎総業㈱
ＣＯ２削減省エネルギー事業
へシフトすることで、国内導線の短縮によるＣＯ
２排出量を削減する。

16

大

神戸～北九州航路を運行しているコンテナ専
749総トン内航コンテナ船導入による
用船（４９９総トン）２隻を大型化（７４９トン）して
九州／神戸フィーダー貨物輸送省エ
MOLJAPAN㈱
１隻にすることで運行隻数を減少させ、省エネ
ネルギー事業
とCO2排出量削減を図る。

井本商運㈱、井本船
舶㈱、（エムジーリー
ス㈱）

トラックにより輸送していた阪神圏から首都圏
引越しに係わるトラック輸送から鉄道
モ
への引越し貨物を、JRコンテナを利用した鉄道
へのモーダルシフトによる省エネル
㈱引越社関西
(鉄)
輸送にモーダルシフトしCO2排出量削減を図
ギー事業
る。

㈱合通、日本貨物鉄
道㈱

○

集

工場近隣の大竹港湾地区に新規倉庫を建設
し、岩国地区に分散して保管している製品を集
倉庫の集約及び関東向け転送品の
約することにより一時保管のためのトラック輸 三井・デュポン・ポリ 山九㈱、三井化学物
モーダルシフトの推進（内航船使用比
流㈱
送距離を削減するとともに、大竹港を活用し関 ケミカル㈱
率の向上）による省エネルギー事業
東向け転送品の内航船比率を向上することに
よりモーダルシフトを推進する。

○

19

共

大型車の導入及び集約拠点の設置
による省エネルギー事業

20

大

製紙工場～大竹駅～首都圏への輸送のうち大
多機能シャーシ導入による輸送効率
竹駅までの輸送について、より多くのJRコンテ 日本製紙㈱、三島
のアップと二酸化炭素の排出量ダウ
ナが収容可能な大型・多機能シャーシの導入 製紙㈱
ンを行なう省エネルギー事業
により輸送の効率化を図る。

日本通運㈱

大

大型船が接岸出来る桟橋を新設することによ
り、積載効率を向上し、原料のベンゼンの入荷
大型船荷役桟橋新設に伴う大型ロッ
旭化成ケミカルズ
の集約を図り、並びに、片道が空船走行になっ
㈱
ト輸送による省エネルギー事業
ている航路の一部の空船走行を削減すること
で、ＣＯ２排出量の削減を図る。

アスト㈱

集

愛媛県今治市の運送事業者で構成
する協同組合が物流拠点集約化によ
り輸送の効率化・環境負荷低減を図
る省エネルギー事業

今治トラック団地
（協）、四国陸運㈱、
四国陸運倉庫㈱、四
国陸運流通㈱、㈲エ
スティーエス

17

18

21

22

23

４ｔトラックにて個別に行なっている輸送を、稼働
していない第二工場を整備・改修し集約拠点と
して機能させることにより、１１ｔトラックで行える 住野工業㈱
ようにし、併せて輸送ルートの見直し（ミルクラ
ン輸送）を行ない、輸送の効率化を図る。

点在する保管場所を集約するため共同物流セ
ンターを建設し、配車管理・在庫管理・入出庫
旭染織㈱
管理システムの活用とあわせて輸送の効率化
を図る。

四国中央市から大阪向けの15ﾄﾝ車ﾄ
現状の15ﾄﾝ車ﾄﾗｯｸ輸送をRO－RO船利用によ
モ ﾗｯｸ輸送をRO－RO船（伊予三島港
るモーダルシフトを行うことで排出するCO２排 大王製紙㈱
(海) －大阪／泉大津港）での無人航送へ
出量の削減を図る。
ｼﾌﾄすることによる省ｴﾈﾙｷﾞｰ事業

東和運送㈱

大王紙運輸㈱、ユニ
バーサル物流㈱、大
王海運㈱

○

番
類型
号

24

集

25

大

提案事業者

事業の名称

事業の概要
荷主企業

物流事業者

現在の倉庫が狭隘のため、市内営業倉庫を借
庫して分散保管していたものを、荷主工場隣接
パートナーシップによる樹脂成型品
地に倉庫を新設し、工場～センコー倉庫のト
輸送の物流拠点集約化による省エネ
旭有機材工業㈱
ラック横持ち運送距離の短縮及び輸送車両の
ルギー事業
電動化、倉庫～市内倉庫のトラック横持ち削減
による物流の効率化を図る。
内航船（199総トンBOX型雑貨船）による海上輸
パートナーシップによるトラック輸送 送及びトラック輸送で行っている合成樹脂製品
から大型内航船導入へのモーダルシ の輸送を、船舶を大型化（499総トンBOX型貨
日本ポリケム㈱
フトによるＣＯ2削減省エネルギー事 物船（コンテナ仕様））し、従来のトラック輸送分
業
を海上輸送へシフトすることで省エネとＣＯ2削
減を図る。

26

冷凍・チルド食品輸送の物流セン
ター新設による九州エリアの物流集
モ
約並びに福岡～大阪～東京間の
(海)
モーダルシフト（内航海運）による効
率化事業

27

陸上輸送と一部鉄道輸送で行っている電線ドラ
パートナーシップによる電線ドラム輸
ム及び電線ケーブルの佐賀～大阪各工場間輸 住電日立ケーブル
モ 送のＪＲ大型コンテナを利用して鉄道
送を、ＪＲ貨物用３１フィートコンテナを導入して ㈱、タツタ電線㈱、
(鉄) 輸送へのモーダルシフト事業★H21
陸上輸送を鉄道輸送へモーダルシフトしてＣＯ2 大電㈱
国土交通省政策統括官表彰受賞★
排出量削減を図る。

28

29

集

冷凍・チルド食品輸送のエリア拠点施設を福岡
に新設して輸送網を集約し、幹線輸送をトレー ㈱コワダヤ
ラ（大型化）した上で、新門司～大阪をフェリー ㈱フランソア
輸送へモーダルシフトする。

センコー㈱

鶴崎海陸運輸㈱、岡
崎海運㈱

㈱通山運送、㈱友動
運輸、㈱名門大洋
フェリー

荷主企業グループが構築する九州一円の流通
パートナーシップによる新共同配送セ
ネットワークのための共同配送センターを活用
ンター入荷一元化集約、及び入荷商
㈱九州シジシー
した、メーカーからの入荷一元化及び九州各県
品引取便（大型化、混載化）での積載
他２３社
に点在する店舗配送輸送網を集約して配送効
率UPによる省エネルギー事業
率を高め、コスト・CO2削減を図る。

筑後運送㈱、㈱合
通、日本貨物鉄道㈱

○

㈱蒲正

塊状生石灰輸送をモデル事業で開発した特殊
Ｊapan ecology
モ 特殊海上コンテナーを利用したＣＯ2 海上コンテナを使用して、美祢－福山間の陸上
宇部マテリアルズ㈱ Logistics㈱、㈲船元
(海) 削減事業
輸送を海上輸送にモーダルシフトして大幅なＣ
海運
Ｏ2排出削減を図る。

推 進 決 定

詳細
資料

以上２９件

○

Ｈ１９年度 グリーン物流パートナーシップ推進事業 普及事業（２次） 推進決定事業一覧
番
類型
号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

他

他

他

他

提案事業者

事業の名称

事業の概要
荷主企業

物流事業者

個別に行っているＲＰＦ業者⇔いわき大王製紙
一般貨物・ばら貨物兼用仕様車両の 間のＲＰＦや紙製品等の輸送について、両製品
導入により製品輸送の復路を調達輸 が積載可能なトラックを導入し、ミルクラン方式 いわき大王製紙㈱
送に活用する省エネルギー事業
の輸送形態としることにより物流の効率化を図
る。

ＲＦＩＤを用いた仕分け作業支援によ
る庫内作業省エネ化事業

アサヒビール㈱の配送センターと各工場間の洋酒
類輸送において、製品情報を持たせたＲＦＩＤを荷姿
単位に貼付し、荷受工場での仕分け作業の効率化
アサヒビール㈱
を図るとともに、ＲＦＩＤに製品ごとの届け先情報を持
たせ仕分け作業工程を減らすことにより、ＦＬ稼動時
間を短縮し省エネルギーを図る。

京浜港 － 群馬県太田市間の海上コンテナ輸
京浜港－群馬県太田市間20F 40F 送について、40F輸入コンテナで走行し復路で
汎用トレーラーを導入した海上コンテ 20Fの輸出コンテナを輸送しなければならない
ナ輸送の効率化による省エネ事業
場合、20F/40F汎用シャーシを活用して帰り荷
の空車輸送を削減することによりCO2の削減を
図る。
パートナーシップによる物流輸送に
対する省エネルギー事業

20ft、40ft海上コンテナ共用シャーシ
導入での20ft海上コンテナの鉄道
モ
モーダルシフトによる省エネルギー事
(鉄)
業

いわき大王紙運輸
㈱、いわき陸運㈱、楢
葉運輸(有)

詳細
資料

○

アサヒロジ㈱、日本ロ
ジテム㈱

オーオーシーエル
（ジャパン）㈱、㈱太
早川海陸輸送㈱
田国際貨物ターミナ
ル

横浜各港コンテナターミナルから得意先本牧倉
庫まで国際海上コンテナの輸送における省エ
ネ輸送を行う。１車両が２０ｆｔ／４０ｆｔ積載兼用 三協運輸㈱
車両を購入し選別積載をせずに輸送することで
エネルギーの削減を図る。

藤木陸運㈱

輸入家電品を東京港から栃木事業所まで、トレーラ
輸送及び鉄道輸送（40ft海上コンテナのみ）にて納
入していたが、20ft海上コンテナも混在した形式で 日立アプライアンス ㈱日立物流、日本貨
鉄道輸送できる様、20ft/40ft海上コンテナ両方が積 ㈱
物鉄道㈱
載可能な共用シャーシを導入し、鉄道のモーダルシ
フト拡大によるCO2削減を図る。

パートナーシップによる（株）神戸製
芳賀通運㈱、㈱合
鋼所アルミニウム製品をＪＲ専用私有 ㈱神戸製鋼所真岡製造所～関西・九州間の製
モ
㈱神戸製鋼所真岡 通、西久大運輸倉庫
無がい２０ｆｔコンテナを使用しての
品輸送をトラック輸送から鉄道コンテナ輸送に
(鉄)
㈱、日本貨物鉄道㈱
製造所
モーダルシフト省エネルギー事業
モーダルシフトし、ＣＯ２削減を図る。
関東支社

他

東京港⇔横浜港、京浜間の海上コンテナ回送
パートナーシップによる京浜間海上コ の効率的運送のため、船社都合による海上コ
鈴江コーポレーショ 鈴江コンテナトランス
ンテナ運送に係る省エネルギー事業 ンテナの京浜間輸送を２０ft・４０ftどちらでも載
ポート㈱
ン㈱
せることが出来る汎用トレーラを使用し、サイズ
違いによる空走行を無くし効率的に運送する。

集

パートナーシップによる在庫拠点集
約にともなう製品転送改善における
省エネルギー事業

サントリーフーズ㈱が分散して保管している製
品・包材在庫について、新たに配送センターを
サントリーフーズ㈱ 鴻池運輸㈱
開設して集約するとともに、配送車両を大型化
することにより物流の効率化を図る。

集

パートナーシップによる多拠点物流
の拠点集約化省エネルギー事業

㈱ＫＭＤＩインターナショナルの大豆蛋白製品に
ついて、保管倉庫や流通加工工場等の拠点を
㈱ＫＭＤＩインターナ
集約し、輸送・保管・荷捌き・流通加工の一元
㈱朝日通商
ショナル
化により拠点間輸送を削減し、物流の効率化を
図る。

推 進 決 定

以上９件

○

Ｈ１９年度 グリーン物流パートナーシップ推進事業 普及事業（３次） 推進決定事業一覧
番
類型
号

1

2

提案事業者

事業の名称

事業の概要
荷主企業
紀州製紙が海外から輸入している製紙材料につい
て、阪南港及び佐伯港に陸揚げし小型内航船に積
替えて鵜殿港までフィーダー輸送していたものを、
新宮港に大型船用の荷役クレーンを導入することに 紀州製紙㈱
より新宮港から鵜殿港へのフィーダー輸送に転換す
ることで内航フィーダー輸送の距離を短縮し、ＣＯ２
削減を図る。

物流事業者

他

新宮港を利用した内航フィーダー輸
送の転換によるＣＯ２削減及び省エ
ネルギー事業

大

宇部市及び周南市から防府市にある防府エネ
ルギーサービスまで行っている石炭輸送を、１
石炭輸送の車両大型化による省エネ ０ｔトラック等から新長期排出ガス規制にも適合 防府ｴﾈﾙｷﾞｰｻｰﾋﾞｽ
徳山海陸運送㈱
ルギー事業
した２０ｔ積のダンプトレーラへと大型化すること ㈱
で運行効率のアップによるＣＯ２排出量の削減
を図る。

推 進 決 定

詳細
資料

新宮港埠頭㈱
大阪機船㈱

以上２件

※分類・・・モ：鉄道・船舶へのモーダルシフトにかかるもの、共：複数企業による共同輸配送にかかるもの、集：拠点の集約等による物流効率化
にかかるもの、大：物流設備の大型化による効率化にかかるもの、他：その他物流の効率化にかかるもの

平成２０年度
グリーン物流パートナーシップ推進事業
推進決定事業一覧

推進決定件数
１３件
ソフト支援事業

１次
２次

１１件
２件

４８件
普及事業

計

１次
追加
２次

３５件
９件
４件

７１件

※申請者：太字下線付きは代表申請者。
※詳細資料：○印は別途詳細資料あり（事例集参照）

Ｈ２０年度 グリーン物流パートナーシップ推進事業 ソフト支援事業（１次） 推進決定事業一覧
番
類型
号

提案事業者

事業の名称

事業の概要
調査主体

共同提案者

詳細
資料

1

中継物流の効率化のために
必要な商慣行の見直しによる
共
物流省エネルギー対策導入
調査事業

複数の食品メーカーが共同輸配送を行う
にあたり、中業者と連携し、メーカー～中 ㈱日本能率協会総
継業者～配送先の物流全体について効率 合研究所
化モデルの調査検討を行う。

2

大丸有・神田地区における広
共 域共同集配送による物流省エ
ネルギー対策導入調査事業

大手町･丸の内･有楽
大手町・丸の内・有楽町・神田地区におけ
町地区再開発計画
る広域共同集配送事業を軸とする都市内 ㈱エックス都市研究
推進協議会、神田駅
所
物流対策について、実現可能性の調査検
西口商店街振興組
討を行う。
合

ー

3

コンビニエンスストアの最適配
送への循環型バイオディーゼ
他
ル燃料利用による物流省エネ
ルギー対策導入調査事業

セブンイレブン店舗や弁当製造工場での
廃油を回収・精製したバイオディーゼル燃
㈱富士通総研
料を使用及び配送コースの最適化に向け
た調査検討を行う。

㈱セブン･イレブン･
ジャパン、いすず自
動車㈱、㈱ヤマカ山
加運輸

ー

4

食品流通に係わるリサイクル
共 ループによる物流省エネル
ギー対策導入調査事業

卸売業の物流センターや小売業から排出
される廃棄物について、ミルクランによる ㈱日本能率協会総
最適な回収による物流効率化の実現に向 合研究所
けた調査検討を行う。

国分㈱、国分グロー
サーズチェーン㈱、
ガラスリソーシング
㈱、アサヒロジスティ
クス㈱、光陽物流㈱

ー

5

宅配便エコポイント制度の実
施に向けた地域設置型宅配
他
ボックス利用による物流省エ
ネルギー対策導入調査事業

宅配事業者が利用できる「宅配ボックス」
を住宅地付近に設置し、利用者には不在
再配達削減の宅配便エコポイントを付与 ㈱富士通総研
するシステムの構築に向けた調査検討を
行う。

佐川急便㈱

ー

6

３D自動積付シミュレーション
システムとRFIDの活用による
他
物流省エネルギー対策導入
調査事業

多様な製品形状の住設建材輸送につい
て、製品情報や特性、荷卸し順序等を考
㈱日通総合研究所
慮した「自動積付シミュレーションジステ
ム」とRFIDの活用により積載率向上を実現
するための調査検討を行う。

南海プライウッド㈱、
日本通運㈱、㈱サヌ
キットジャパン、香川
県産業技術セン
ター、㈱サトー

ー

7

求貨求車システムによる物流 情報・空車情報をマッチングして輸送を手
他 省エネルギー対策導入調査 配する「求貨求車システム」の利用拡大を ㈱日本総合研究所
図ることにより、帰り荷を確保し空車の削
事業

ユニ･チャームプロダ
クツ㈱、トランコム㈱

ー

トレーラーが直接軌道上を走行できるよう
にした「ＤＭＴ（デュアルモードトレーラー）
システム」を利用した鉄道へのモーダルシ ㈱船井総合研究所
フトを実現するため、ＤＭＴシステム実用化
に向けた調査検討を行う。

滋賀運送㈱、㈱ＪＴＰ
ロジスティクス

ー

味の素㈱

ー

荷主及び輸送事業者から提供される貨物

減を図る方策を検討する。

8

「ＤＭＴⅡ」を活用した鉄道輸
モ 送へのモーダルシフトによる
(鉄) 物流省エネルギー対策導入
調査事業

番
類型
号

提案事業者

事業の名称

事業の概要
調査主体

共同提案者

重量物の輸送について、天井クレーンで
直接荷役が可能な天井開き鉄道コンテナ
を利用した鉄道へのモーダルシフトを図る ㈱日通総合研究所
事業の実現可能性について調査検討を行
う。

9

天井開き鉄道コンテナを使用
モ した鉄道輸送利用促進による
(鉄) 物流省エネルギー対策導入
調査事業

10

大規模ビルにおける効果的な 在実施している共同集配送事業に参画し
共 共同集配送による物流省エネ ていない直納業者の実態を明らかにし、そ ㈱富士通総研
の解決策を検討し、全納品業者の共同集
ルギー対策導入調査事業

詳細
資料

日本通運㈱

ー

コラボデリバリー㈱

ー

富士通㈱

ー

大規模ビル（新宿住友ビル）において、現

配送事業参画を目指す。

11

メーカーから着荷主までの輸
送における積載率悪化要因
他
の明確化による物流省エネル
ギー対策導入調査事業

部品調達から製品配送まで一貫した集中
配車コントロールによる輸送に関し、荷姿・
オーダエントリ・出荷時間・時間指定・配車 ㈱富士通総研
方法等の固定条件や商慣行による積載率
悪化の要因について調査研究を行う。

推 進 決 定

以上１１件

Ｈ２０年度 グリーン物流パートナーシップ推進事業 ソフト支援事業（２次） 推進決定事業一覧
番
類型
号

提案事業者

事業の名称

事業の概要
調査主体

共同提案者

詳細
資料

コープネットが取り扱っている食品の輸送につ

1

食卓から始める低炭素社会実現 いて、バイオディーゼル燃料(BDF100)の導入
生活協同組合連合
㈱環境エネルギー総
会コープネット事業
他 のための物流省エネルギー対策 や保冷温度、配送コースの改善について検討 合研究所
するとともに、食品の移動にかかるCO2排出
連合
導入調査事業

ー

量の表示について検討する。

2

新聞配送及び折込ちらしの集約 新聞及び折込ちらしの配送拠点の集約化及
集 拠点構築による省エネルギー対 び共同輸配送の実施による物流効率化事業
の実現に向けた調査検討を行う。
策導入調査事業

推 進 決 定

㈱ＩＳnet

㈱福井新聞社
日本商運㈱

以上２件

ー

Ｈ２０年度 グリーン物流パートナーシップ推進事業 普及事業（１次） 推進決定事業一覧
番
類型
号

1

2

3

4

提案事業者

事業の名称

事業の概要
荷主企業

物流事業者

大

「石油製品」の苫小牧～札幌間輸送におい
て、「１８ＫＬタンクトレーラ」から「２４ＫＬタンクト
パートナーシップによって「石油製
レーラ」へ輸送機材の大型化をすることによ
品」の「苫小牧市」～「札幌市」間輸 り、環境負荷の低減を行う。本事業のポイント
出光興産㈱
送の「タンクトレーラ」を大型化するこ は「出光興産(株)とホッコウ物流(株)がお互い
とによる省エネルギー事業
の意見を出し合って、効率的な輸送のために
大型の車両を導入することを確認したこと」で
ある。

ホッコウ物流㈱

○

大

「石油製品」の札幌～苫小牧・道央間輸送に
おいて、「２０ＫＬ積載タンクローリー」から「２４
パートナーシップによって「石油製
ＫＬ積載タンクローリー」へ輸送機材の大型化
品」の「苫小牧」～「札幌市・道央圏」 をすることにより、環境負荷の低減を行う。本
出光興産㈱
間輸送の「タンクローリー」を大型化 事業のポイントは「荷主である出光興産株式
することによる省エネルギー事業
会社と物流会社の栄光運輸株式会社が意見
を交換し、最も効率的な配送計画の構築を
行ったこと」である。

栄光運輸㈱

○

共

従来は事業者ごとに輸送していた「Ａ飼料（牛
用飼料）」を「日本配合飼料（株）」と「明治飼糧
（株）」が「幸和運輸（株）のトレーラー、バルク
パートナーシップによって「Ａ飼料（牛
車、ユニック車」によって共同で輸配送するこ 日本配合飼料㈱、明
用飼料）」を共同輸配送することによ
幸和運輸㈱
とにより、環境負荷の低減を行う。本事業のポ 治飼糧㈱
る省エネルギー事業
イントは「トランスバックの輸配送からバラでの
共同輸配送に変えることで、生産・物流の全
体効率化が可能になること」である。

従来は「バンセミトレーラーを用いたトラック輸送」に
よって運ばれていた「自動車部品」の輸送について
パートナーシップによって「自動車部 鉄道へモーダルシフトすることにより、環境負荷の低
モ 品」の「北海道」～「関東・関西」間輸 減を行う。本事業のポイントは「従来千歳にあるダイ 東芝物流㈱、㈱ダイ 札幌通運㈱、日本貨
(鉄) 送を鉄道へモーダルシフトすること ナックスへの空容器配達と製品集荷を別車輌で行っ ナックス
物鉄道㈱
ていたが出荷調整を行うことにより出荷時間を前倒
による省エネルギー事業
し、配達と集荷を同一車輌で行うことによりトラック輸
送距離を削減したこと」である。

現在使用している４トン型冷凍機搭載型冷蔵
保冷車を冷凍機非搭載のダイナミックアイス
株式会社シーエック
（蓄熱式）保冷車に切り替えることで、燃費向 生活協同組合コープ
スカーゴ、丸交道交
上と車載冷凍機のノンフロン化を図り、総合的 さっぽろ
㈱、㈱アイアイテー
エネルギー消費量及びＣＯ2排出量の削減を
行なうものである。

他

蓄冷材による保冷システムを利用し
た生鮮品配送における駐停車時の
アイドリングストップ等による省エネ
ルギー事業

大

「硫安」の輸送において「ダンプ車4台」から「ダ
ンプトレーラー２台」へ輸送機材の台数削減及
パートナーシップにより「硫安」の「新
び大型化することにより、環境負荷の低減を
潟県胎内市」～「新潟市北区もしくは
行なう。本事業のポイントは「㈱クラレと丸肥運
新潟市中央区」間物流の「ダンプ車」
㈱クラレ
送倉庫㈱と㈱丸運、㈱丸運産業が意見を出し
を大型化することによる省エネル
合いながら、環境保全活動における、社会的
ギー事業
責任を果たす為もっとも効率の高い輸送方法
の構築を行なったこと」である。

7

大

パートナーシップによって「乳製品」
の「多摩・東京・神奈川」～「東京・神
奈川・多摩」間輸送の「トラック」を大
型化することによる省エネルギー事
業

8

従来は「３６ｔトレーラー」によって運ばれていた
「鋼材（構造用鋼）」の輸送について鉄道へ
パートナーシップによって「鋼材（構
モーダルシフトすることにより、環境負荷の低
モ 造用鋼）」の「埼玉」～「関西」間輸送
朝日工業㈱、カネヒ 日本貨物鉄道㈱、東
減を行う。本事業のポイントは「鋼材（構造用
(鉄) を鉄道へモーダルシフトすることによ
ラ鉄鋼㈱
武運輸㈱、
鋼）の輸送において、２０ｆコンテナのあおり開
る省エネルギー事業
閉箇所を改造し6.0ｍ材のコンテナ輸送を可能
とする」である。

5

6

詳細
資料

「乳製品」の輸送において、「１５ｔトラック」から
「２０ｔトレーラ」へ輸送機材の大型化をすること
により、環境負荷の低減を行う。本事業のポイ
ントは「鴻池運輸（株）と森永乳業（株）がお互 森永乳業㈱
いに意見を出し合いながら、最も効率的な輸
送とCO２排出量の削減を図る改善事業を実
施すること」である。

○

○

㈱丸運、㈱丸運産
業、丸肥運送倉庫㈱
、興銀リース㈱

○

鴻池運輸㈱

○

○

番
類型
号

提案事業者

事業の名称

荷主企業

現状の２０㌧トラック輸送を２５㌧車トラック輸
川崎市川崎区浮島から首都圏への
送へ車両の大型化を行い、往路で運ぶ製品
輸送トラック車両大型化及び紙製品
の帰り便を活用して復路で古紙を輸送して、 大王製紙㈱
（往路）と古紙（復路）輸送のセット物
車両大型化による配送効率向上を図ることで
流による省エネルギー事業
CO２を削減する。

9

大

10

一般小口共配低温貨物（BtoB)を対
象としたモーダルシフト促進型輸送
インフラ事業（東京－福岡 往復定
モ
期運行シャトル便開設）並びに関東・
(鉄)
九州エリア内共同輸配送効率化（ハ
ブ＆スポーク機能発揮）等による省
エネルギー事業

11

パートナーシップによって「石油製
品」の「川崎・千葉製油所」～「関東
地区サービスステーション」間輸送
の「タンクローリー」を大型化すること
による省エネルギー事業

12

大

事業の概要

パートナーシップによって「アミノ酸
モ 等」の「千鳥」～「中部地区等」間輸
(鉄) 送を鉄道へモーダルシフトすること
による省エネルギー事業

物流事業者

川崎紙運輸㈱

「石油製品」の輸送において、「１６ｋｌ、２０ｋｌ、
２６ｋｌローリー」から「１８ｋｌ、２４ｋｌ、３０ｋｌ」へ輸
送機材の大型化をすることにより、環境負荷
エクソンモービル
の低減を行う。本事業のポイントは「新型大型
(有)
タンクローリーの導入による輸送回数及びＣＯ
２の削減を石油元売と各運送会社が協力して
取り組んだこと」である。

東日本上野輸送㈱、
㈱ニヤクコーポレー
ション、中央運輸㈱、
三菱オートリース㈱

従来は「１０ｔローリー・トラック」によって運ばれ
ていた「アミノ酸等」の輸送について鉄道へ
モーダルシフトすることにより、環境負荷の低
減を行う。本事業のポイントは「製品の輸送形
昭和電工㈱
態を１０ｔローリー・トラックからＪＲコンテナ及び
タンクコンテナに切り替えることにより、製品輸
送時に使用するエネルギー消費量の削減を
すること」である。

日本貨物鉄道㈱、神
奈川臨海鉄道㈱、神
奈川臨海通運㈱、全
国通運㈱

他

㈱宇徳

大

東レ（株）と東洋運輸（株）の協同により、もっと
も効率的な輸送手段の構築をして環境負荷の
樹脂チップの三島工場～滋賀事業 低減をおこなう。三島－滋賀間の樹脂チップ
場間輸送を専用タンクローリー車化 の輸送において、従来はスチールコンテナ詰
東レ㈱
し、１回あたり輸送量を向上させるこ め（コンテナ自重２ｔ、チップ７ｔ 合計９ｔ）で１０ｔ
とによる省エネルギー事業
トラック輸送を行っていた。これをタンクロー
リー車（チップ１８ｔ積載）輸送に転換することに
より運行回数を削減する。

東洋運輸㈱

15

他

カルビー（株）東日本エリアの配車業務に自動
配車システムを導入し、ＣＯ２排出量を１４％
自動配車システムを導入した効率的 削減する。現在別途のシステムとなっている、
カルビー㈱、㈱ギン スナックフード･サー
輸送ルート算出による省エネルギー カルビー社の配車業務とカルビー社以外の
ビス、丸彦製菓㈱
ビス㈱
事業
メーカーの共同配送業務を一元化し、システ
ムで配車することで車両、ＣＯ２削減を実現す
る。

16

パートナーシップによって「自動車部
品」の「群馬県前橋市」～「福岡県北
モ 九州市」間、「愛知県名古屋市」～
(鉄) 「福岡県北九州市」間輸送を鉄道へ
モーダルシフトすることによる省エネ
ルギー事業

14

17

集

○

生鮮・冷凍関連中小企業間で行われるBtoB長距離
小口共配物流領域に絞り、幹線物流を担う鉄道往復
定期シャトル便運行を柱とした小口共配システム造
㈱マルハニチロ物
りに取組む。NFL協議会会員・パートナーの冷蔵冷 日本フレッシュ・ロジ
流、日本貨物鉄道
凍トラック事業者（荷主）、コールドセンター事業者、 スティクス有限責任
㈱、㈱丸和通運、西
鉄道利用輸送事業者との三位一体コラボレーション 事業組合
久大運輸倉庫㈱
による事業展開の第一歩として、まずは関東・九州
間シャトル便利用のハブ＆スポーク型共配輸送イン
フラ事業に取組む事業である。

「国際海上コンテナ」の輸送において、「２０ｆ及
び４０ｆの単体トレーラー」から「兼用トレー
パートナーシップによって「国際海上
ラー」へ輸送機材の代替化することにより、環
コンテナ」の「横浜港」～「東京港」間
宇徳ロジスティクス
境負荷の低減を行う。本事業のポイントは「往
㈱
輸送の「トレーラー」を兼用化する事
路と復路のサイズが違う場合でも車両交換の
による省エネルギー事業
必要が無く、空輸送を回避する事で無駄な走
行距離を減らし、燃料の削減が可能」である。

13

詳細
資料

従来は「１０ｔトラック」によって運ばれていた
「自動車部品」の輸送について鉄道へモーダ
ルシフトすることにより、環境負荷の低減を行
う。本事業のポイントは「 輸送を部品別にし到 豊通物流㈱
着地周辺で組付け完成品にして客先へ届ける
事により、トラック便数の低減を可能にした容
積の低減」である。

従来は「自社倉庫」と「６ヵ所の外部倉庫」に分
散していた「200種類におよぶ自動車部品」の
輸送拠点を「新規の輸送拠点」に集約すること
パートナーシップによって「自動車部
により、環境負荷の低減を行う。本事業のポイ
品」の輸送拠点を集約することによ
佐久間特殊鋼㈱
ントは「輸送拠点を集約化することで、配送便
る効率化と省エネルギー事業
の削減・輸送距離の減少等の物流の効率化
を図り、環境負荷の少ない物流構築をする事」
である。

○

センコー㈱

丸太運輸㈱

○

番
類型
号

提案事業者

事業の名称

事業の概要
荷主企業

共

従来は事業者ごとに輸送していた「輸出用鋼
板コイル」を「豊田スチールセンター（株）」と
パートナーシップによって「輸出用鋼 「豊田通商（株）」が「CVTパレットを使用したコ
板コイル」を共同輸配送することによ ンテナドレージ」によって共同で輸配送するこ
豊田通商㈱
る省エネルギー事業
とにより、環境負荷の低減を行う。本事業のポ
イントは「従来12.4 t / 1コンテナ積載から、
27.45ｔ /１コンテナ積載による輸送効率化」で
ある。

大

パートナーシップによって「缶コーヒ
－等飲料品」の「静岡県島田市」～
「愛知県愛西市」間輸送の「トラック」
を大型化することによる省エネル
ギー事業

集

従来は「豊通非鉄センター（安城市）」と「同社西尾事
業所（西尾市）」を拠点として行っていた「デンソー西
パートナーシップによって「自動車部 尾製作所使用材料（アルミ材料）」への納入を「日本
品材料」の納入対応拠点を使用工 ＡＰＴ株式会社」が担うことにより、環境負荷の低減を
豊田通商㈱
場隣接地に開設することによる省エ 行う。本事業のポイントは「日本APTが納入拠点をデ
ンソー西尾製作所の近隣に新設し、ルートの直送化
ネルギー事業
と短縮をすることで輸送の共同化を実現すること」で
ある。

21

大

パートナーシップによって「自動車部
品」の「豊田市」～「裾野市」間輸送
の「トラック」を大型化することによる
省エネルギー事業

22

パートナーシップによって「特殊鋼」
モ の「兵庫県姫路市」～「秋田県秋田
(鉄) 市」間輸送を鉄道へモーダルシフト
することによる省エネルギー事業

18

19

20

「缶コーヒー等飲料品」の輸送において、「１０ｔ
トラック」から「２６ｔトレーラ」へ輸送機材の大型
化をすることにより、環境負荷の低減を行う。
本事業のポイントは「山岸運送㈱と㈱合通名 ㈱合通
古屋配送センターがお互いに意見を出し合い
ながら、もっとも効率的な輸送品目による輸送
ダイヤの構築を行ったこと」である。

山岸運送㈱

従来は「27t セミトレーラー」によって運ばれて
いた「特殊鋼」の輸送について鉄道へモーダ
ルシフトすることにより、環境負荷の低減を行
山陽特殊鋼㈱
う。本事業のポイントは「特殊鋼という重量物
を安全かつ効率的に鉄道輸送するため、専用
コンテナの導入を行ったこと」である。

㈱浜田運送、日本貨
物鉄道㈱

大

工場からの住宅建築現場への小型
車直送から大型車による現場近隣
のサテライトセンターへの幹線配送
と現場配送に変更することによる省
エネルギー事業

25

集

従来はセンコー㈱奈良支店の「北野倉庫」と
「上林倉庫」と「天理倉庫」に分散していた「発
泡プラスチック」の輸送拠点を、新たに建設す
パートナーシップによって「発泡プラ
る「センコー㈱奈良支店 奈良第３ＰＤセン
スチック」の輸送拠点を集約すること
積水化成品工業㈱
ター」に集約することにより、環境負荷の低減
による省エネルギー事業
を行う。本事業のポイントは「輸送拠点を集約
化することで、輸送距離削減による環境負荷
低減を図ることが可能になること」である。

26

従来は「１０㌧等大型トラック」によって運ばれ
ていた「牛乳、ヨーグルト・乳製品」の輸送につ
パートナーシップによって牛乳、ヨー
いて海運へモーダルシフトすることにより、環
モ グルト・乳製品の関東・中部・関西～
境負荷の低減を行う、本事業のポイントは「海 明治乳業㈱
(海) 九州間輸送を海運へモーダルシフト
運へのモーダルシフトを行うとともに、社内転
することによる省エネルギー事業
送方法の見直し等によりトレーラー化したこと」
である。

住宅エクステリア商品の輸送について、つくば
工場から神奈川エリアへの配送方法を、工場
から建築現場への小型車による直送から、現
場近隣の綾瀬サテライトセンターへ大型車
ダイワラクダ工業㈱
（10t車）を用いて、まとめ配送しそこから小型
車により現場へ運ぶ方法に変更する。幹線輸
送にまとめることにより全体での輸送距離を短
縮しCO2の削減を図る。

○

日本ＡＰＴ㈱、㈱丸運

㈱ユーネットランス

他

24

豊田スチールセン
ター㈱

「自動車部品（エンジン部分）」の輸送におい
て、「大型トラック」から「フルトレーラー」へ輸
送機材の大型化をすることにより、環境負荷
トヨタ自動車㈱
の低減を行う。本事業のポイントは「ユーネット
ランスとトヨタ自動車（株）が共同で物流案・ダ
イヤ案を検討し行った事」である。

新宮港にラフタークレーンを整備し、従前他港
新宮港を利用した内航船フィーダー （大分県佐伯港及び大阪府阪南港）から遠距
輸送の転換によるCO2削減及び省 離移入していた貨物を新宮港で直接取扱うこ 紀州製紙㈱
エネルギー事業
とにより、CO2排出量及び燃料使用量の削減
を図るものである。

23

物流事業者

詳細
資料

○

新宮港埠頭㈱、大阪
機船㈱

大和物流㈱

○

センコー㈱、オリック
ス自動車㈱

明治ロジテック㈱

○

番
類型
号

提案事業者

事業の名称

事業の概要
荷主企業
出光興産㈱徳山製油所から広島空港・宇部空港ま
で行っている航空用燃料の輸送を２０ｋｌローリーから
３０ｋｌローリーへと変更し、運行回数の削減を図る。
また、製油所及び輸送所から荷卸先（ガソリンスタン 出光興産㈱
ド）まで行っているガソリン等の輸送を２０ｋｌローリー
から２４ｋｌローリーへと変更し、運行回数の削減を図
る。

大

パートナーシップによって石油製品
の製油所並びに油槽所から荷卸先
（顧客）間輸送のタンクローリーを大
型化することによる省エネルギー事
業

大

徳山下松港の徳山バルクターミナルから石炭
を１０．５ｔ車２台と１２．４ｔ車１台で、各工場へ
輸送していたものを、１０．５ｔ車２台を１５ｔ車１
パートナーシップによって石炭の周
台に変更することにより、運行回数の削減を
南～各工場間輸送のダンプを大型
出光興産㈱
図る。本事業のポイントは「石炭輸送に使用す
化することによる省エネルギー事業
る車両を大型化・新長期排ガス規制に適合し
たものに切替え運行効率を向上させること」で
ある。

29

大

パートナーシップによって金庫及び
金庫部材の広島～東京・名古屋・大
阪間輸送のトラックを大型化すること
による省エネルギー事業

30

従来は１０ｔトラックで行っていたトナミ運輸㈱
広島支店～千葉支店間及びトナミ運輸㈱広島
パートナーシップによって一般雑貨
支店～浦和支店間の輸送について、幹線部
モ 及びロット貨物の広島～関東間輸送
分を３１フィートウイングコンテナ導入により、 トナミ運輸㈱
(鉄) を鉄道へとモーダルシフトすることに
鉄道へとモーダルシフトすることにより、環境
よる省エネルギー事業
負荷低減を図る。なお、貨物駅までの輸送は
トレーラによって行う。

27

28

31

32

33

物流事業者

熊平製作所㈱本社工場及び千代田工場から
１０ｔトラック３台にて、金庫及び金庫部材を小
松川倉庫（東京都）、守山倉庫（名古屋市）及
㈱熊平製作所
び東大阪倉庫（東大阪市）へ輸送していたもの
を、１４ｔトラック２台による輸送へと変更するこ
とにより、運行回数の削減を図る。

河崎運輸機工㈱、㈱
アクティ、東京ｵｰﾄﾘｰ
ｽ㈱

○

徳山海陸運送㈱

○

井上物流㈱

日本貨物鉄道㈱

集

従来は大竹から岩国地区の７拠点に分散して
いた「樹脂・繊維原料」の輸送拠点を「大竹物
流センター」に集約することにより、環境負荷
パートナーシップによって樹脂・繊維
の低減を行う。本事業のポイントは「新たに開
原料の輸送拠点を集約することによ
三菱レイヨン㈱
港する大竹港に拠点を集約することで、海運
る省エネルギー事業
へのシフトや半径３ｋｍ以内にあるＪＲ貨物駅・
高速ＩＣの活用によるモーダルシフトも展開可
能である」ことである。

日本通運㈱

集

従来は本社倉庫、高梁倉庫、熊山工場に分散
していた家具（ベッド）の輸送拠点を本社倉庫
パートナーシップによって家具（ベッ
に集約することにより、環境負荷の低減を行
ド）の輸送拠点を集約することによる
ビーナスベッド㈱
う。本事業のポイントは「本社倉庫を増床し、
省エネルギー事業
横持ちトラックを大型化することで輸送効率を
向上させること」である。

福山通運㈱

大

パートナーシップによって「輸入プラ
スチック原料」の「神戸・名古屋・大
阪」～「徳島」間輸送の「輸送手段」
を大型化することによる省エネル
ギー事業

パートナーシップによって「食品関連
商品、日用雑貨及び衣料品」の輸送
拠点を集約し「東温市」～「四国四
県」間輸送の「トラック」を大型化する
ことによる省エネルギー事業

34

集

35

パートナーシップによって「紙加工品
及び原材料」の「愛媛県西条市、香
モ 川県坂出市」～「東京都八王子市、
(海) 栃木県芳賀郡」間輸送を海運へモー
ダルシフトすることによる省エネル
ギー事業

「輸入プラスチック原料」の神戸・名古屋・大阪～徳
島間輸送において、20ｆｔ海上コンテナを、10ｔトラック2
台に分けて積込んで輸送していたのを、輸送機材を
大型化し、海上コンテナをそのままトレーラーで輸送
赤松化成工業㈱
することにより、環境負荷の低減を行う。本事業のポ
イントは「パートナーがお互いに意見を出し合い、車
両の大型化及び貨物の保管・荷役を行うこと」であ
る。

従来は、松山営業所とフジ松前センターに分
散していたフジ（スーパー）及びメディコ（ドラッ
グストア）向けの輸送拠点を関西陸運フジグ
ローサリーセンターに集約することとともに車
加藤産業㈱
両の一部大型化により、環境負荷の低減を行
う。本事業のポイントは、「輸送拠点の集約及
び車両を大型化することで輸送距離、輸送経
路の見直しを行ったこと」である。
従来は「１３．５トントラック輸送」によって運ば
れていた「紙加工品及び原材料」の輸送につ
いて海運へモーダルシフトすることにより、環
境負荷の低減を行う。本事業のポイントは「長
花王㈱
距離カーフェリーを利用したモーダルシフト及
びセミトレーラシャーシでの無人航送によるト
レーラ乗務員の負担軽減と車両の大型化によ
る資料車両数の削減」である。

推 進 決 定

詳細
資料

○

新居建設運輸㈱、
ワークスロジテック
（協）

関西陸運㈱、㈱イナ
ミコーポレーション、
御幸運輸㈱

丸協運輸㈱、オー
シャン東九フェリー㈱

以上３５件

○

Ｈ２０年度 グリーン物流パートナーシップ推進事業 普及事業（追加） 推進決定事業一覧
提案事業者

番
類型
号

1

2

3

4

事業の名称

事業の概要
荷主企業

物流事業者

パートナーシップによって「冷凍食
品」の「川崎市川崎区東扇島」⇔「広 冷凍食品の川﨑⇔広島間の輸送に関し、ト

㈱マルハニチロ食
品、㈱シジシージャ

業

有限責任事業組合

モ
島市市内」間輸送を鉄道へモーダル ラック輸送から鉄道輸送へのモーダルシフトす パン、日本フレッ
(鉄) シフトすることによる省エネルギー事 ることにより環境負荷の軽減を図る。
シュ・ロジスティクス

㈱ヒューテックノオリ
ン、日本貨物鉄道
㈱、トナミ運輸㈱、㈱
丸和通運

ビール用炭酸ガスボンベの容器管理にRFIDを
導入し、一括読取にて記帳業務を効率化する
ビール用炭酸ガスボンベの充填業
ことで、アサヒビール物流拠点経由で酒類卸・ アサヒビール㈱、㈱ エキカ運輸(有)、アサ
他 者から酒類卸・酒販店への直送によ 酒販店へ納品していたものを、日本液炭㈱か 日本液炭㈱
ヒロジ㈱
る省エネルギー事業
ら直接納品を実施することにより輸送距離を
短縮し軽減を図る。
ダイキン工業㈱滋賀製作所内倉庫及び周辺
倉庫から、大阪・愛知の各配送センターを経由
パートナーシップによって「空調機」 し、全国へ配送していた「空調機」の輸送を、
集 の輸送拠点を集約することによる省 配送センターを経由することなく、直接全国へ
配送することにより、配送距離を低減させる。
エネルギー事業
併せて、周辺倉庫を、新設倉庫に集約するこ
とにより、輸送距離を低減させ環境負荷の軽
減を図る。
「キリンビール㈱滋賀工場～福岡工場」間をト
ラック輸送している「ビール製品」の輸送を、
パートナーシップによって「ビール製
「大阪南港～新門司港」フェリー航路を活用し
モ 品」の滋賀工場～福岡工場間輸送
た海上輸送にモーダルシフトするとともに、輸
(海) を海運へモーダルシフトすることによ 送車両を15tトラックから20tトレーラへと大型
る省エネルギー事業
化して運行回数を減少させることにより環境負
荷の軽減を図る。

ダイキン工業㈱、三
井住友ファイナンス センコー㈱、伏見運
＆リース㈱、協同
送㈱
リース㈱

5

築野運輸㈱

6

パートナーシップによって「スケー
ル」の「静岡県御前崎市」～「広島県
大 安芸高田市」間輸送の「トラック」を
大型化することによる省エネルギー
事業

今井運送㈱

7

大 プ」の「呉港」での「荷役手段」を大型 大型化をすることにより荷役効率を向上させ、 産業㈱

パートナーシップによって「スクラッ
化することによる省エネルギー事業

パートナーシップによって「工業用ゴ

モ ム製品」の「鳥栖」～「名古屋」間輸
(鉄) 送を鉄道へモーダルシフトすること
による省エネルギー事業

9

パートナーシップにより「スーパー
マーケットの食料品物流」の物流セ
共 ンターの仕分け業務及び共同輸配
送による省エネルギー事業

「スケール（フレコンバッグ入り）」の輸送にお
いて、「１０ｔトラック」から「１５ｔトラック」へ輸送
機材の大型化をすることにより輸送効率を向
上させ、環境負荷の軽減を図る。

○

㈱名門大洋ﾌｪﾘｰ、
フェリックス物流㈱

キリン物流㈱

「食用油脂」の輸送において、「１０ｔタンクロー
パートナーシップによって「食用油
リー車」による輸送から「２０ｔタンクコンテナ積
脂」の「埼玉県」～「和歌山県」間輸
大 送の「トラック」を大型化することによ トレーラ」の輸送へ輸送機材を大型化すること 築野食品工業㈱
により輸送効率を向上させ、環境負荷の軽減
る省エネルギー事業
を図る。

8

詳細
資料

アオイ化学工業㈱

「スクラップ」の荷役において、「230型式バック
ホウ」から「450型式バックホウ」へ荷役機材の ㈱ナベショー、国興

○

エンジニアリングヒロ
㈱

環境負荷の低減を行う。

「トラック」によって運ばれていた「工業用ゴム
製品」の輸送について「鉄道」へモーダルシフ ＮＯＫ㈱
トすることにより、環境負荷の低減を行なう。

日本石油輸送㈱、筑
後運送㈱、日本貨物
鉄道㈱、脇田運輸倉
庫㈱

「㈱九州物流センター熊本」と「大豊食品㈱」と
「㈱フクワ」に分散していた「スーパーマーケッ ㈱マルショク、㈱豊海
トの食料品物流」の輸送拠点を「㈱共同運輸 物流センター、熊本 ㈱共同運輸
松橋センター」に集約することにより、環境負 コーヨー㈱
荷の低減を行う。

推 進 決 定

以上９件

○

Ｈ２０年度 グリーン物流パートナーシップ推進事業 普及事業（２次） 推進決定事業一覧
番
類型
号

提案事業者

事業の名称

事業の概要
荷主企業

物流事業者

㈱ロジスティクス・プ
ランナー、芙蓉総合
リース㈱、味の素冷
凍食品㈱、日本水産
㈱、㈱ニチレイフーズ

㈱ニチレイ・ロジス
ティクス中国、㈱ニチ
レイロジグループ本
社、㈱ニチレイプロ
サーヴ

1

集

大阪地区にて共同保管及び共同配送を行っ
ていた四国地区の冷凍食品配送と、事業者ご
パートナーシップによって、「冷凍食
とに別々の拠点で保管及び配送を行っていた
品」の配送拠点を集約し、共同配送
中国地区の冷凍食品配送を、広島物流セン
することによる省エネルギー事業
ターに集約し、共同保管・共同配送をすること
により環境負荷低減を行う。

2

集

パートナーシップによって「ドラックス
トア各社向け医薬品、日用雑貨品
等」の輸送拠点を集約することによ
る省エネルギー事業

3

集

従来、外部倉庫4ヶ所と構内倉庫１ヵ所に分散
していた「工業用薬品」の拠点について、構内
パートナーシップによって「工業用薬
倉庫を建て替えることにより外部倉庫2ヵ所の
品」の輸送拠点を集約することによ
荒川化学工業㈱
機能を集約し、拠点を計3ヶ所へ削減すること
る省エネルギー事業
により、ＣＯ2排出量及びエネルギー使用量を
削減し環境負荷低減を図る。

鶴見運送㈱

4

集

パートナーシップによって「食品関連
商品、日用雑貨及び衣料品」の輸送
拠点を集約することによる省エネル
ギー事業

加藤産業㈱

従来グループ毎２拠点に分散している「ドラッ
クストア各社向け医薬品、日用雑貨品等」の
㈱あらた
輸送拠点を一カ所に集約することにより、環境
負荷低減を行う。

○

日本通運㈱、日通商
事㈱

従来は「鳥飼センターと堺センター」に分散し
ていた｢食品関連商品、日用雑貨及び衣料
㈱ライフコーポレー
品」の輸送拠点を「南港センター（仮称）」に集 ション
約することにより、環境負荷の低減を行う。

推 進 決 定

詳細
資料

以上４件

○

平成２1年度
グリーン物流パートナーシップ推進事業
推進決定事業一覧

推進決定件数
１６件
普及事業
計

１次
２次

１２件
４件

１６件

※申請者：太字下線付きは代表申請者。
※詳細資料：○印は別途詳細資料あり（事例集参照）

Ｈ２１年度 グリーン物流パートナーシップ推進事業 普及事業（１次） 推進決定事業一覧
番
類型
号

1

2

大

提案事業者

事業の名称

事業の概要
荷主企業

パートナーシップによって「石油製
品」の「川崎・千葉製油所」～「関東 「石油製品」の輸送において、タンクローリー
地区サービスステーション」間輸送 の大型化をすることによる輸送回数削減によ
の「タンクローリー」を大型化すること り、環境負荷の低減を行う。
による省エネルギー事業

パートナーシップによって「タイヤ」の
従来は「大型トラック」によって運ばれていた
モ 「関東」～「九州」間輸送を鉄道へ
「タイヤ」の輸送について、鉄道へモーダルシ
（鉄） モーダルシフトすることによる省エネ
フトすることにより、環境負荷の低減を行う。
ルギー事業

物流事業者

エクソンモービル
（有）

上野輸送（株）
（株）ニヤクコーポ
レーション
中央運輸（株）
三菱オートリース
（株）

ＳＲＩロジスティクス
（株）
日本ミシュランタイ
ヤ（株）

日本梱包運輸倉
庫（株）
（株）ニッコン九州
日本貨物鉄道(株)
日本フレートライ
ナー(株)

パートナーシップによって「インキ・樹 従来は二カ所に分散していた「インキ・樹脂等
ＤＩＣロジテック
脂等化学製品」の輸送拠点を集約 化学製品」の輸送拠点を一カ所に集約するこ
（株）
することによる省エネルギー事業
とにより、環境負荷の低減を行う。

3

集

4

パートナーシップによって｢樹脂原
モ 料｣の｢関東｣～｢東海｣間輸送を海運
(海) へモーダルシフトする事による省エ
ネルギー事業

5

従来は「10tトラックと内航船」によって運ばれ
パートナーシップによって「自動車部
ていた「自動車部品」の輸送について鉄道へ
モ 品」の「東海・関西」～「福岡県北九
㈱ジェイテクト
モーダルシフトし、さらに最も効率的な輸送
(鉄) 州市」間輸送を鉄道へモーダルシフ
ルートへ変更することにより、大幅なCO2排出 トヨタ自動車九州㈱
トすることによる省エネルギー事業
量の削減を図る。

（株）日陸
芙蓉総合リース
（株）

従来は「トレーラー」によって運ばれていた「樹
脂原料」の輸送について海運へモーダルシフ
三井・デュポンポリ 名港海運㈱
トし、さらに復路で｢鋼材｣の内航船輸送かつ空
ケミカル㈱
山九㈱
コンテナをハッチ上に積んで回送する事により
愛知製鋼㈱
大阪運輸㈱
環境負荷の低減を行う。

豊通物流㈱
日本通運㈱
日本貨物鉄道㈱
司企業㈱

日本板硝子ビル

6

他

新たに開発した新型「格納式パネルラック
ディングプロダクツ
パートナーシップによって新型「格納
㈱日硝ハイウエー
(NGR函)」を車両に搭載することにより、帰り便
式ﾊﾟﾈﾙﾗｯｸ（NGR函）」を用いた帰り
㈱
も活用可能となった。三社共同で輸配送する
便活用による省エネルギー事業
アヴァンストレート
ことにより、環境負荷の低減を行う。

㈱

7

8

集

３カ所の物流センター及び各卸売市場に分散
していた生鮮日配食料品の輸送拠点を、２カ
パートナーシップによって「生鮮日配 所の物流センターに集約すること、及び各店
食料品」の輸送拠点を集約するこ
舗より個別産廃業者に輸送し焼却処分をして
ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
と、及び「発泡スチロール容器」を集 いた発泡スチロール容器を物流センターに集
(株)
約減容することによる省エネルギー 約、減容処理を行った後、リサイクル工場に輸
事業
送を行う。以上により商品及び発泡スチロー
ルの輸送距離・車両数の圧縮が可能となり、
環境負荷の低減が実現する。

(株)ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ・ﾈｯﾄ
ﾜｰｸ

大

東海工場－岡崎工場間の樹脂チップの輸送
パートナーシップによって「樹脂チッ
について、１４ｔ積載のタンクローリー車を１９ｔ
プ」の「東海工場」～「岡崎工場」間
積載のタンクローリー車へ大型化することによ 東レ(株)
輸送の「タンクローリー車」を大型化
り、運行回数を削減し、環境負荷の低減を行
することによる省エネルギー事業
う。

東洋運輸(株)

詳細
資料

番
類型
号

提案事業者

事業の名称

事業の概要
荷主企業

9

大

パートナーシップによって「石油製
品」の「製油所並びに油槽所」から
「荷卸先（顧客）」間輸送の「タンク
ローリー」を大型化することによる省
エネルギー事業

10

大

パートナーシップによって「石炭灰」
の「工場」間輸送の「粉粒体運搬車」
を大型化することによる省エネル
ギー事業

11

集

パートナーシップによって「炭素繊
従来は５箇所に分散していた輸送拠点を２ヶ
維・水処理膜等」の輸送拠点を集約 所に集約することで、輸送距離削減による環
することによる省エネルギー事業
境負荷低減等を図る。

12

集

物流事業者

「石油製品」の輸送において、「20ＫＬローリー」
から「24ＫＬ又は30ＫＬローリー」へ輸送機材の
出光興産(株)
大型化をすることにより、環境負荷の低減を行
う。

河崎運輸機工(株)
(株)アクティ
東京オートリース
(株)

「石炭灰」の輸送において、「粉粒体運搬車
（小型2台）」から「粉粒体運搬車（大型1台）」へ
出光興産(株)
輸送機材の大型化をすることにより、環境負
荷の低減を行う。

徳山海陸運送(株)

東レ株式会社

伊予商運株式会
社

従来は５ヵ所に分散していた「共同購入商品」
パートナーシップによって「共同購入 の輸送および物流拠点（集品・仕分け加工）を
日本生活協同組合 (株)シーエックス
商品」の輸送拠点と物流拠点を集約 １ヵ所に集約することにより、環境負荷の低減
連合会
カーゴ
することによる省エネルギー事業
を行う。

推 進 決 定

以上１２件

詳細
資料

Ｈ２１年度 グリーン物流パートナーシップ推進事業 普及事業（２次） 推進決定事業一覧
番
類型
号

提案事業者

事業の名称

事業の概要
荷主企業

物流事業者

大

パートナーシップによって「石油製
品」の「長野県埴科郡坂城町・松本
市の出荷基地」～「長野県東北信地 「石油製品」の輸送において、「２０klローリー」
から「２４klローリー」へ輸送機材の大型化をす 新日本石油㈱
域・群馬県北西地域のサービスス
テーション等の荷卸先（顧客）」間輸 ることにより、環境負荷の低減を行う。
送の「タンクローリー」を大型化する
ことによる省エネルギー事業

長野石油輸送㈱

大

パートナーシップによって「石油製
品」の「堺市」～「近畿２府４県下」の
給油所間輸送の「タンクローリー」を
大型化することによる省エネルギー
事業

「石油製品」の輸送において、「２０klタンクロー
リー」から「２４klタンクローリー」へ輸送機材の
コスモ石油（株）
大型化をすることにより、環境負荷の低減を行
う。

近畿石油輸送
（株）

3

大

パートナーシップによって「航空燃
料」の「ジャパンオイルネットワーク
㈱福岡油槽所」～「福岡給油施設㈱
福岡空港事業所」間輸送の「タンク
ローリー」を大型化することによる省
エネルギー事業

「航空燃料」の輸送において、「２０kl積、２６kl
積、２８kl積、３０kl積タンクローリー」から「２６kl
昭和シェル石油
積、２８kl積、３０kl積タンクローリー」へ輸送機
材の大型化をすることにより、環境負荷の低 （株）
減を行う。

福岡航空燃料輸
送（株）
住信リース（株）

4

大

パートナーシップによって「石油製
品」の「油槽所」～「荷卸先（顧客）」
間輸送の「タンクローリー」を大型化
することによる省エネルギー事業

「石油製品」の輸送において、「２０klタンクロー
リー」から「２４klタンクローリー」へ輸送機材の
コスモ石油(株)
大型化をすることにより、環境負荷の低減を行
う。

松藤商事(株)

1

2

推 進 決 定

以上４件

詳細
資料

