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▲ ● ■ 

滋賀県協働部活プロジェクトの取組 
～持続可能な社会を実現するための県民行動とは？ 

  フードマイレージ・ウッドマイレージの低減 

はじまり 

 この協働部活プロジェクトは、現在滋賀県水政課で進めている「持続可能な滋賀社

会づくり構想」（以下「構想」という）の検討の一環ではじまりました。構想では、

1992 年、地球サミットで提唱されたアジェンダ２１（持続可能な社会を目指すため

の行動計画）を踏まえ、2030 年の持続可能な滋賀の実現を目指して、目指すべき将

来像を描き、それを実現するための具体的な政策提言を目指しています。特に、地球

温暖化の問題は深刻であり、二酸化炭素排出量の大幅削減は大きな課題です。今回、

協働部活では、食料や木材の輸送にかかる二酸化炭素排出量の目安であるフードマイ

レージ、ウッドマイレージを取り上げ、その削減に向けた提案を目指しています。 
 
○目指すべき持続可能な社会とは… 
  私たちの生活を地球の環境容量内におさめつつ、現在の私たちだけでなく、将来

の世代も豊かで幸せな暮らしを実現する、そんな社会を目指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目 的 

Sustainable
Human

Well-Being

Built
Capital
(built infrastructure,
factories,
houses,
roads, etc.)

Social
Capital

(social networks,
family and friends,

norms and rules,
institutions, etc.)

Natural
Capital

(non-built infrastructure,
ecosystems,

biodiversity, etc.)

Human
Capital
(population,

health,
 education,

information, etc.)

滋賀県 

NPO 団体・個

  持続可能な社会の実現を目指して、CO2排出量を削減する消費行動につなげるため、 
フードマイレージ・ウッドマイレージの指標としての可能性を探る。 

 
  滋賀県の全体像の把握から具体事例の検証を行い、その指標の可能性と活用するた 

めの手法について提言する。 
 
  行政とＮＰＯが協働で政策提案を行う。 
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フードマイレージ 

 フードマイレージとは、食物の生産地から消費地までの距離と運ばれた量の積で表

される数値（ｔ・ｋｍ）で、その輸送手段を考慮し、二酸化炭素の排出量で表したの

がフードマイレージ CO2です。多くの食料を海外に依存している日本は、他の国に比

べて大変大きなフードマイレージとなっています。 
 

■ 現状調査・フードマイレージ CO2の算出 ■ 
 例えば、滋賀県で消費されるほうれん草について調べてみると… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 削減可能な CO2排出量の試算 ■ 

 県外産ホウレンソウの平均フードマイレージ CO2は、県内産のそれより約 
５４倍もあり、ホウレンソウの県内需要量を全て県内産でまかなう場合、その輸送に

かかる CO2排出量を 

約 95% 削減可能です。（現在比） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 県内消費量 
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Fig.2 県内消費量のフードマイレージCO2 
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Fig.3  ホウレンソウ１ｔあたりの平均フードマイレージCO2 

54 倍 ! 



－3－ 

ウッドマイレージ 

■ 現状調査 ■ 

 県内で流通する木材の現状を農林水産省統計資料から調べたところ、下図のとおり

でした。県内の素材入荷量は約１２３，０００m3、そのうち県内産は約２４％の３０,
０００m3 でした。県内産の産地について、県内の主な市場に聞き取り調査したとこ

ろ、その内訳は下図のとおりでした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ ウッドマイレージ CO2の算出 ■ 

 産地の調査結果を参考に、ウッドマイレー

ジ CO2 を試算した結果、県内産の占める割合

はたった１％でした。 

 現在国で検討中の、森林・林業基本計画に

おける新たな提案では、 

国産材の供給量を約３５％増加 
させることを目標としています。現状に比べ

て、滋賀県産の木材が３５％増加し、その分

外材が減ると仮定した場合、 

削減可能なCO2排出量は3,800tCO2、つまり、

現状と比べて輸送にかかる 

CO2 排出量を約５０％削減 

することが可能です。 
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Fig. 4 滋賀県内の素材入荷量 
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持続可能な社会の実現に向けて 

■ 環境負荷の小さな消費体系 ■ 
 

★協働部活の問い合せ先… 
滋賀県県民文化生活部県民文化課ＮＰＯ活動促進室 

 TEL:077-528-4633,  Email:ck0001@pref.shiga.lg.jp 

 環境負荷の小さな消費体系を実現するには、行政の仕組みづくり、事業者

の取組、消費者の選択が全て揃って実現できるものです。そのためには、わ

かりやすい指標を導入する仕組みづくりとその役割分担について「協働」で

検討し、政策提案することが大変有効であると考えています。提案される政

策を実現し、持続可能な滋賀を実現するため、これからも検討を続けていき

ます。 

協働部活プロジェクト部員（50 音順） 
今城 克啓 （高島市森林水産資源開発課） 
大橋 昭則 （滋賀県県民文化生活部県民文化課ＮＰＯ活動促進室）事務局 
笠井  剛  （滋賀県農政水産部農業経営課） 
川崎 由量 （滋賀県琵琶湖環境部林務緑政課） 
坂田 徳一 （１００年の住まいを造る会） 
初宿 文彦 （滋賀県地球温暖化防止活動推進センター） 
進 ひろこ （環境建築研究所（京都精華大学）） 
末富 孝也 （特定非営利活動法人 ＨＣＣグループ） 
高階 智里 （特定非営利活動法人 エコ村ネットワーキング） 
堤   幸一 （環境建築研究所（京都精華大学）） 
豊岡 幸二 （滋賀県農政水産部環境こだわり農業課） 
中尾 友一 （安曇川流域・森と家づくりの会） 
西村 知記 （滋賀県森林センター） 
本郷 智子 （特定非営利活動法人 エコ村ネットワーキング） 
松岡 拓公雄（滋賀県立大学環境科学部） 
山口 美知子（滋賀県琵琶湖環境部水政課琵琶湖環境政策室） 
与語 一哉 （滋賀県立大学大学院環境科学研究科） 
上出 武寿 （滋賀県県民文化生活部県民文化課ＮＰＯ活動促進室）事務局 
協力：ウッドマイルズ研究会 

協働部活プロジェクトとは？ 
NPO と行政が、縦割りを乗り越え、

隙間を埋めながら課題に取り組む新

しい協働の仕組みです。やる気や意

欲のある関係者を交え、NPO と行政

各部局が横断的につながり、責任と

信頼関係のもと、企画立案・モデル

事業の実施等を行うことで、具体的

な課題解決を目指すものです。 

★持続可能な社会づくりの問い合せ先… 

滋賀県琵琶湖環境部水政課琵琶湖環境政策室 

TEL:077-528-3366,  Email:dc0003@pref.shiga.lg.jp 

※ウッドマイレージ、フードマイレージの

試算については、ウッドマイルズ研究会の

協力を得て行っています。 
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