みんなでつくる 活き活きとした立川プロジェクト
商店、行政、大学、民間企業、住民の協力のもとに、美しく、楽しく、活き活きとした次世代まちづくりを構想、
推進する。また、市内事業所が社会貢献を通じて環境ビジネスに取り組んでいくための勉強会や場を提供をする。
環境 ECO 推進協議会を ECO イノベーション推進協議会に改名する。
事業内容

Ⅰ ．中 長 期 的 活 動（ ５ 〜 10 年 ）

Ⅱ．短期的活動（ 1 ～ 2 年 ）

１．立川スマートモデルの実現

１．中小企業における省エネ提案

・立川の独自性を活かしたエコイノベーションを

・立川独自の
“見える化”
システムを中小企業に導入し、

構想し、多摩地域全体に広げていくためのプロ
ジェクトを検討、実現する

２．
“見える化”によるグリーンマイレージ（GM）の
構想

・夏季、冬季の電力・ガスが前年より削減されて
いれば GM（エコポイント）を付与

環境行動計画報告書

２．省エネ体験プロジェクト

・環境に意識の高い人材
（学生・若者）
を育成するため、
省エネ・創エネの実験プログラムを作成・実践

３．情報収集・提供

・勉強会を実施（水素ガス、電力・ガスの自由化、
新エネルギー）

・エコドライブの実践（燃費の登録）により GM を

・政府や自治体等の外部プロジェクトとの連携

付与

・ノーカーデー、カーシェアリング、パークアンド

環境 ECO 推進協議会

省エネを推進する

・“見える化”システムの実験参加により GM を付与

３．エコドライブの推進

立川商工会議所

・補助金の獲得等情報の提供

皆様に情報提供することを目的として「環境 ECO 報告書」を作成いたしました。

４．アンケート調査の実施

ライド、レンタサイクルの実証実験

平成 21 年～平成 25 年度の 5 年間における環境配慮に関する取り組み状況とその成果を取りまとめ、

・会員が望むテーマの抽出

・会員事業所の環境への取り組み（一店一エコ運動
の推進）

（平成 26 年度） 立川市の省エネ対策支援例

立川の街は大きく変わろうとしています。これからも環境に配慮し、街のにぎわいと活性化、
会員事業所の活動や発展を通じて、より魅力ある東京西部主要「都市」立川をめざして活動を続けてまいります。

環境 ECO 推進協議会について

１．無料 省エネルギー診断

地球温暖化対策は、全ての事業者にとって「避けては通れない経営課題」の 1 つです。しかし同時に、エネルギー

効果的な節電対策で光熱費を削減したいと考えている、市内に事業所を持つ中小企業に対し、無料で省エネルギー診断を

コスト削減による業績改善や環境ビジネス分野への進出など、
「企業のイノベーション（変革）を引き起こすチャ

行いました。

ンス」でもあります。そういった観点から、会員事業所の「 地球温暖化問題への対応」と「経済活動の発展」の

この制度は、東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京）が行っており、エネルギー管理士等の資格を

両立及び「環境経営の実現」を支援するため、立川商工会議所は平成 21 年 10 月に「環境 ECO 推進協議会」を

持った技術専門員が、現地診断等を行って改善提案をするものです。

設置（会頭の諮問機関）しました。
環境 ECO 推進協議会のメンバーは、学識者、部会代表者、エネルギー関連事業者、商店街関係者、大型店事業者

２．中小企業二酸化炭素排出量削減事業施設改修費補助金
省エネルギー診断を受診した、市内の中小企業が改善提案に基づいて行う省エネ改修に対して、補助を行いました。
【対象事業者】市内の事業所（中小企業）
【条

件】都内中小クレジットの創出が可能である・平成 27 年 3 月中旬までに改修工事が完了する・エネルギー使用量
などを把握している 等

【対 象 設 備】業務用エアコン・高効率照明器具・省エネ型業務用冷蔵庫の取り替え
【補 助 金 額】補助対象経費の 1/2 以内（上限 100 万円）
の

他】支援事業者（3 社）が、補助金の手続きや都内中小クレジット創出の支援を行います。
［平成 26 年度支援事業者］株式会社エスコ、株式会社レモンピールプラス、加藤商事株式会社

３．小規模企業二酸化炭素排出量削減事業施設改修費補助金
省エネルギー診断を受診した、市内の小規模企業が改善提案に基づいて行う省エネ改修に対して、補助をを行いました。
【対象事業者】市内の事業所（小規模企業）
【条

件】平成 27 年 3 月中旬までに改修工事が完了する・エネルギー使用量等を把握している

【対 象 設 備】高効率照明器具（LED、Hf 蛍光ランプ等）、業務用エアコン等の取り替え

等

等

【補 助 金 額】補助対象経費の 1/2 以内（上限 10 万円）
支援に関する問合せ先

※平成 27 年度以降も補助事業を行う予定です。詳しくは下記までお問い合わせください。

立川市 環境下水道部 環境対策課 温暖化対策係

TEL： 042-528-4341 ［直通］042-523-2111（内 2245） FAX： 042-524-2603
メール： kankyoutaisaku@city.tachikawa.lg.jp

立川商工会議所 環境 ECO 推進協議会

〒 190-0012 東京都立川市曙町 2-38-5 立川ビジネスセンタービル 12F
TEL：042-527-2700 FAX：042-527-5913

環境行動計画
環境 ECO 推進協議会では、地球温暖化対策のために商工会議所がとるべき行動の指針や、会員への支援方策

等

※詳しくは、
「総量削減義務と排出量取引制度における都内中小クレジット算定ガイドライン」参照

【そ

等から構成されています。

などについて「立川商工会議所 環境行動計画」としてとりまとめました。
これまでは、この環境行動計画に基づき、様々な会員支援策を進めてまいりました。

環境行動計画「 6 つの取り組み」

❶ 個々の事業所（主に小規模）における CO2 削減

❷ 複数事業所で取り組む「立川モデル」づくり

❸ CO2 削減に関するウェブサイトの創設・充実

❹ シンポジウム等による情報提供
❺「一店一エコ運動」の展開

❻ 立川発の環境ビジネスの創出
この 5 年間で行った様々な事業や取り組みにつきまして、中面でご紹介いたします。

立川商工会議所

平成21年度から平成25年度までの取り組みについて
平成 21 年度

平成 22 年度
簡易省エネ診断件数

環境 ECO 推進協議会設置

東京都省エネ診断
あ っ せ ん 件 数
改修補助金利用件数
および補助金利用額

・平成 21年9月18日
・座長 藤本淳

H22.2

「環境行動計画」の策定

平成 23 年度
24 件

10 件

10 件

18 件

7件

11 件

10 件

8 件／ 12,309,000 円

10 件／ 15,674,000 円

2 件／ 4,000,000 円
H24.2.27

H25.2.19

H25.8.26

中小規模事業者のためのエネルギー対策
東京都の中小規模事業所温暖化対策、諸制度について
参加人数：36 名

基調講演：「日本『再創造』
〜プラチナ社会の実現に向けて〜」
㈱三菱総合研究所 理事長／
東京大学総長 顧問 小宮山宏氏
パネルディスカッション
・パネラー／
建築士集団デアラボ 松本博利氏
パレスホテル立川 副支配人 伊藤洋一郎氏
前田金属工業㈱ 代表取締役社長 前田正明氏
立川市商店街振興組合連合会 池谷和子氏
・コーディネーター／藤本淳
参加人数：110 名

環境 ECO 推進協議会の取り組みについて
事例紹介：㈱菊川園
㈱たからや
㈱エコス
商店街街路灯 LED 化について
参加人数：58 名

立川商工会議所 創立 60 周年記念 特別講演
基調講演：「会社におけるバカの壁」
養老孟司氏
参加人数：338 名

一般公募 197 点より選出
H23.2.22

第１回 立川の環境を考えるシンポジウム

基調講演：「地球異変はどこまで来たか？」
朝日新聞社 写真センター カメラマン 小林裕幸氏
パネルディスカッション：「低炭素社会とわたしたちのくらし」
・パネラー／
ユニバーサルデザイン研究所 所長 赤池学氏
シンガーソングライター・作曲家 石田桃子氏
タレント 石田純一氏
・コーディネーター／
日本環境ジャーナリストの会 副会長 村田佳壽子氏
参加人数：180 名

主 な 事 業 内 容

21 件／ 18,687,000 円

H22.7.22

環境シンボルマークの作成

H22.2.23

平成 25 年度

3件

省エネ診断セミナー

取り組みの方針
・中小事業所における取組の促進
・事業者の連携により取組の促進
・消費者との協働による新たなビジネスチャンスの誘発

平成 24 年度

第２回 環境シンポジウム
〜いかに省エネして利益を出すか〜

環境問題への取り組みについて
事例紹介：交通システム電機㈱
モデル事業紹介：西立商店街振興組合
基調講演：「セブン - イレブン・ジャパンにおける
省エネへの取り組みについて」
㈱セブン - イレブン・ジャパン
取締役 常務執行役員 三谷庸氏
参加人数：126 名

第３回 環境シンポジウム

会員事業所の取り組み

事例発表会

エコカフェの実施：４回

太陽光発電事業者などより情報提供

自動販売機の省エネ化の取り組み

市内モデルエリア 2 カ所の実態調査を実施

第４回 環境シンポジウム

省エネ効果のヒアリング：２社
市内事業者への周知啓発：４回
自動販売機の省エネ化の取り組み

設置者およびメーカーへの働きかけ

省エネ CO2 削減ウェブサイト 更新・運営

省エネ CO2 削減ウェブサイト 更新・運営
各部会毎のセミナー勉強会：１回

アンケート調査：41 事業所

省エネ CO2 削減ウェブサイト 更新・運営

省エネ CO2 削減ウェブサイト 開設・運営
各部会毎のセミナー勉強会：９回

無料省エネ診断と、施設の更新を行った事業主の皆さんの取り組みをご紹介します。

【Q1】店舗・事業所の PR をお願いします。【Q2】どのような設備を更新されましたか？【Q3】この制度を何で知りましたか？ 【Q4】エネルギー使用量（電気・ガス等）や、CO2 の削減量は？【Q5】この制度を利用して変わったことは何ですか？

プレハブ機工株式会社

立川市砂川町 8-90-3

TEL：535-7551

6

オマタストアー

立川市高松町 2-4-19

【A1】ビルなどの建築物のコンクリートの型枠を製造しています。伊勢丹立川店の外壁や
立川駅北口西側地区市街地再開発事業（旧第一デパート）、建設中のららぽーとの
柱など、大手ゼネコンから発注を受けています。
【A2】①事務所内蛍光灯の LED 化およびエアコンの取り替え。
②工場天井の水銀灯の LED 化。
【A3】立川商工会議所ニュースを見て問い合わせました。規模が大きかったため、東京都省エネ診断を
受診し、診断結果をもとに機器を入れ替えました。
【A4】使用電気量は全体で約 20％削減しました。
【A5】①工場内水銀灯が高所に設置されているため、交換は高所作業車で行っていました。しかし、LED 化に
よって交換頻度と高所作業車の使用減となり、経費の削減につながりました。
②電気量が削減できたので、他の機器等の入れ替え検討につながりました。

有限会社寿司勝

立川市錦町 1-2-4

4

【A1】旨い鮨を楽しい時間の中で！
【A2】①店舗内電球・蛍光灯の LED 化。
②冷蔵庫の更新。
【A3】立川商工会議所の職員に教えていただき、簡易省エネ診断を受け、導入を検討しました。
【A4】更新後の半年間で約 14％の削減につながりました。
【A5】①生鮮食品を扱っているため、照明の温度で鮮度が変わることを常に気にしていましたが、LED
照明に替えたことで、その心配が軽減されました。
②従業員が自主的に節電行動をとるようになりました。また、制度の活用をお客様へ PR し、トイレ
使用後の消灯に協力が得られました。
③導入金額が高額なため、補助金を利用できたことがとても良かったです。

5

【A1】
「マイナス 5 歳若返り服」と「1 点ものの個性派服」のお店です。
【A2】①店舗内電球・蛍光灯の LED 化。
②空調機の更新。
【A3】立川商工会議所ニュースを見て問い合わせ、立川市より紹介をもらいました。
【A4】使用電気量は全体で約 30％削減しました。
【A5】①以前と比べて、店舗内が明るくなりました。そのおかげで、お客様が店の奥まで入っていただける
ようになりました。
②この制度を利用したことがきっかけで、店舗内のディスプレイを変更したり、近隣へのチラシ配
りなどを行い、営業面でも新しい取り組みを始めました。それにより、新規顧客の獲得に成功し、
売上増につながりました。

株式会社メディアラボ

TEL：522-4874

TEL：522-3038

立川市曙町 2-32-8

TEL：523-1340

1

【A1】病院や医療分野に特化したソフトウェアの開発を行っています。
【A2】事務所内の照明機器を LED に更新しました。
【A3】金融機関より補助金制度を紹介していただきました。
【A4】使用電気量は、全体で約 10％削減できました。
【A5】①以前は節電のため、こまめに消灯を行ってきましたが、仕事の手を止めて電源スイッチを ON ／
OFF するため、手間が掛かっておりました。設備を更新してからは、その作業をする必要がなく
なり、業務効率が上がりました。
②今後は、災害に備えて太陽光発電や蓄電池の設置を検討しています。

