商工会議所環境アクションプラン (概要)
～様々な経営課題を解決する際に「省エネ」視点も加味してみよう!～
■背景・目的

2017 年 １２月 ２１日
日 本 商 工 会 議 所

１.「商工会議所環境アクションプラン」とは

（１）なぜ､中小企業は「省エネ」視点を加味する必要があるのか？
世界の潮流と我が国の政策目標

※｢省エネ｣：エネルギーの合理的・効率的な
利用を図り CO２削減などに繋げる取組み

②「自主的な取組みの促進」を基本スタンスに､「スモールスタート＆長続き」で出来ることから始める

①地球温暖化対策「２℃目標」 （パリ協定：2016.11.4 発効）
②温室効果ガス「▲26％削減」 （地球温暖化対策計画：2016.5.13 閣議決定）
③エネルギー消費▲13％・電力使用▲17％の「徹底した省エネ対策」 （ｴﾈﾙｷﾞｰﾐｯｸｽ：2015.7.16 策定）
④エネルギー消費効率「35％改善」 （ｴﾈﾙｷﾞｰﾐｯｸｽ：2015.7.16 策定）
2030年度の各部門の
排出量の目安
(2013年度比)

a)地球温暖化対策計画に「中小企業の排出削減対策の推進」
が位置づけられ、中小企業も温室効果ガス排出削減への貢
献が求められた
b)経産省の長期地球温暖化対策プラットフォーム報告書の中で「
全ての主体（企業・個人・国・自治体）がパリ協定を踏まえた
世界全体での温室効果ガス削減」へ貢献していくこととされた

401 ( ▲6.6%減)
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CO2 排出量に占める中小企業の割合
運輸部門：34.4%が中小企業
業務部門：80.0%
〃

c)今後、中小企業も取引先などから「環境配慮」が求められる
事態も予想される（外部環境の変化）
d)日本経済再生に欠かせない中小企業の「生産性革命」実現

（１）日本商工会議所が行う取組み (アクション)i
 『経営課題の解決
』に資する取組リスト(メニュー)を平易な言葉で分かりやすく提示
 「身近」に感じられる好事例や、国などによる補助金・助成金、省エネ診断などの支援策等を紹介
 商工会議所ネットワークを活用した好事例の横展開や、顕著な業績をあげた商工会議所を日商から表彰

（２）各地商工会議所が行う取組み (アクション)i

2013年度

産業部門

（産業部門：16.0% 〃 ）

①全国 515 商工会議所に所属する 125 万会員が、省エネ視点を加味した経営改善や生産性向上への取組みを
通じて経営課題を解決するとともに、「省エネ」も同時達成していくことを目指す新たなスキーム

割当て

※地球温暖化対策本部資
料(2017.8.31)および日本
国温室効果ガスインベント
リ報告書(2017.4.14)をもと
に日商事務局で試算

（２）とは言え、中小企業・小規模事業者の現場では…i

 会員企業の実態やニーズ、地域の実情に合った独自の「環境アクションプラン(地域版)」を策定するよう努める
 地元自治体をはじめ外部専門機関や役員・議員などにも連携を呼びかけ、先進的な取組事例やマネジメント
手法を地域全体で共有できるよう環境整備に努める
 好事例の会員企業に対する「優良企業表彰制度」等の創設により、取組みの動機づけとなるよう努める

★取 組 みの
最初の目的

経営者にとっての関心事
①経営課題の解決（業務改善、利益確保、人材育成、ビジネス拡大、…）
②経営改善、業務効率化、生産性向上、IT・クラウド導入、取引条件の適正化、設備・施設の老朽化
③人手不足(技能労働者の高齢化)、労働時間の削減、働き方改革、事業承継 等々
＜従来の中小企業へのアプローチ方法＞
■省エネの取組みを前面に押し出して推奨
■「コスト削減」や「儲け」への期待値を解説
■省エネ自体を目的化し、設備更新の提案が中心

ミスマッチ

「省エネ」を考える余裕がない

（３）「中小企業の経営課題解決｣を通じて「政策目的｣も同時達成へ i
■商工会議所として政策目的に賛同
■中小企業も CO2 など温室効果ガス排出削減を
はじめとする地球温暖化対策への貢献が必要

 日商と全国各地の商工会議所で『商工会議所環境アクションプラン』を策定
 中小企業・小規模事業者の経営者に“メッセージ”発信
 ｢経営課題の解決｣と｢省エネ｣の取組促進を！
シフトチェンジ！

これからの中小企業・小規模事業者へのアプローチ策

経営課題の解決
✍ 従来のような「省エネありき」で進めるのではなく、前向きな経営改善や生産性向上への取
組みの中に「省エネ」の視点も加味しながら進めていくことで、自社の抱える様々な経営課
題を解決するとともに、あわせて政策目的である「省エネ」も同時達成していく新たなスキーム

✍ 各地の商工会議所では、従来の経営指導・支援の中に、必要に応じて「省エネ視点」も
加味しながら取組みを促していく方向で進める

★取組みの
最終目的

２.身近な“その取組みがイイね！”事例

４.『ＣＯ２チェックシート』活用のススメ！～はじめの一歩～

（※詳細は本文 P12～27 の全国 13 事例を参照）

＜

＞よく使う部分から省エネにチャレンジ。社員意識も作業効率も同時に向上 （製造業／○
資 3500 万円／○
従 20 名／東京）

＜

＞勤務シフト調整で工場の稼働時間短縮。省エネも働き方改革も実現 （和菓子製造販売／○
資 １億円／○
従 140 名／金沢）

＜

＞LED 化で電力消費量３割減。店舗内が明るくなって売上げ２割アップ （衣料品販売／○
資 500 万円／○
従 ５名／立川）

＜

＞改善チーム結成し、節電できた２割を毎月貯金。目指せ“社員旅行” （部品加工／○
資 4500 万円／○
従 60 名／前橋）

＜

＞

（運送業／○
資 1000 万円／○
従 65 名／東京）

３.
（１）商工会議所事務局向け取組リスト

(※参考メニュー／詳細は本文 P28 を参照)

＜電気・燃料の使用量、ＣＯ２排出量を簡単に“見える化”できる無料ツール＞
 日商が会員企業に無料提供する Excel 形式の PC アプリ

 自社の電力・都市ガス・ガソリン・軽油などの一次エネルギー
消費量毎月シートに入力していくとＣＯ２排出量が自動的
に計算され、簡単操作でグラフ化も可能
 コスト・ＣＯ２削減効果を手軽シミュレーション（右図）

【ステップ①】
【ステップ②】
【ステップ③】
【ステップ④】
【ステップ⑤】

商工会議所の推進体制（支援体制）を整備する
地域の実情に合った「環境アクションプラン(地域版)」を策定する
「環境アクションプラン(地域版)」を周知する
所内全体（事務局職員、経営指導員等）で理解を深める
経営支援業務やセミナー・講演会などを通じて、中小企業・小規模事業者へ『経営課題の解決
』の取組みを提案する
【ステップ⑥】 行政や外部専門機関の支援制度を積極活用し、「取組計画」を策定してもらう
【ステップ⑦】 商工会議所が二人三脚で継続支援する（PDCA サイクルの活用）
【ステップ⑧】 優良企業の好事例を横展開、表彰する

（２）中小企業・小規模事業者向け取組リスト

ＣＯ２チェックシート

（※詳細は本文 P44 参照）

５.公的な支援制度の紹介
■年度ごとに支援制度の内容を更新し、最新情報をホームページ上に掲載・提供 日商エネルギー・環境ナビ
■自治体が用意する支援制度は各商工会議所で策定する「地域版アクションプラン」にて紹介
（１）国の補助金・助成金
 法人や個人事業主等を対象に用意されている省エネ対策（エネルギー・温暖化対策）のための補助金や
助成金等の各種支援制度を、利用者の取組みフェーズごとに分かりやすく紹介

(※参考メニュー／詳細は本文 P31～43 を参照)

（２）無料診断

【基本的考え方】
■経営課題の解決に際し、加味する「省エネ視点」をメニュー化
■推進体制の構築から始めて、運用改善、投資改善へと段階アップ！
■「工場」「店舗・事務所・業務用施設」「運輸部門」それぞれの機能や特性等に応じた取組みが必要

 省エネルギーセンターや自治体等が提供する取組み初期段階の事業所を対象とした支援制度
①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

①社内の省エネ推進体制を構築する（取組みへの第一歩）
管理体制の整備／取組方針（省エネ目標､設備新設･更新に対する方針等）の規定､自社のエネルギー使用量や料金の見える化／取
組方針の遵守状況の確認・評価、改善指示／省エネに必要な資金､人材確保／従業員への取組方針の周知､省エネ教育の実施 等

②日々の取組みのポイント（費用のかからない日々の運用改善）

＜診断項目＞
1.工場・ビル等における燃料や電気の使い方に関する事項
2.より効率的な機器の導入、適切な運転方法見直しに関する事項
3.エネルギー合理化につながる適切な設備管理、保守点検に関する事項
4.エネルギーロスに関する事項
5.温度、湿度、照度等の適正化に関する事項 等

②無料節電診断：工場やビル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

【初級編】（日々の業務の一環として運用改善できるもの）

【

編】（

A)工場向け

A)工場向け

■コンプレッサ：給気口のフィルター清掃をする 等

■

B)店舗・事務所・業務用施設向け

B)店舗・事務所・業務用施設向け

■

■

）

：

＜診断項目＞
1.工場・ビル等における電気の使い方に関する事項
2.より効率的な機器の導入、適切な運転方法見直しに関する事項
3.電力削減につながる適切な設備管理、保守点検に関する事項
4.温度、照度等の適正化に関する事項 等

（３）地域にある身近な専門支援機関：商工会議所や会員企業の相談・連携先
③投資を伴う取組みのポイント（投資改善）
【初級編】（

①一般財団法人省エネルギーセンター （全国に本支部９ヵ所／省エネ技術・ノウハウの情報提供や支援・相談）
）

【

編】（

A)工場向け

A)工場向け

■

■

B)店舗・事務所・業務用施設向け

B)店舗・事務所・業務用施設向け

■

■

（※「運輸部門」の取組みのポイントは本文 P43 を参照）

）

②エコアクション 21 （全国に本支部 53 ヵ所／無理なく実践できるＣＯ２削減など環境経営の仕組みを構築）
③省エネルギー相談地域プラットフォーム事業者 （全国に 44 事業者／省エネ取組みの段階に応じてサポート）
④全国省エネ推進ネットワーク （

）

※以下の支援機関では「初期段階の相談」や「好事例の閲覧」は無料（それ以降の相談は費用あり）

○日本テクノ㈱ （全国に 63 拠点・営業所／中小企業への電力ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務で得られた約 400 事例のノウハウ）

