立川市の取り組み
ECO イノベーション推進協議会と連携している立川市役所

立川商工会議所

においても、中長期的活動の“見える化”によるグリーン
マイレージ（ＧＭ）構想を見すえて、平成 27 年度より、
「家庭で
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みんなでつくる 活き活きとした
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取り組むエコチャレンジ事業」を開始しました。
この取り組みは、夏休み期間中の 10 日間に、小学生と保護
者がチームとなり、家庭で出来る効果的な省エネメニューが
記載されたチェックシートに従い、省エネに取り組んでもらう
事業です。
今 年 度 は、73 人 の 人 た ち が チ ャ レ ン ジ し、約 163 ㎏ の

事

CO2 削減に成功しました。
また、チャレンジに成功した人たちには、達成賞として

業

方

針

Ⅰ．中長期的活動（５～ 10 年）

オリジナル缶バッチや図書券が贈呈されました。

１．立川モデルの検討

今後も、多くの人たちに楽しく取り組んで頂ける内容等が

● 立川の独自性を出したモデルの検討をし、多摩地域全体に広げていくためのプロジェクトの検討

検討されていく予定です。事業がスタートいたしましたら、

（例 . シンボルとして JR 立川駅改札に振動発電システムを導入）

是非ご参加ください。

２．
“見える化”によるグリーンマイレ―ジの検討
● 夏季、冬季の電力・ガスが前年より削減されていれば GM を付与
●“見える化”システムの実験参加により GM を付与

（平成 27 年度） 立川市の省エネ対策支援例

● エコドライブの実践（燃費の登録）により GM を付与

１．無料 省エネルギー診断
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
行いました。
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
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。
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）
件】都内中小クレジットの創出が可能である・平成 28 年 2 月下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

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 27 年度支援事業者］株式会社レモンピールプラス、加藤商事株式会社、マイクライメイトジャパン株式会社

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 28 年２月下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 28 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 ECOイノベーション推進協議会

〒 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

● 立川独自の“見える化”システムを中小企業に導入し、省エネを推進する

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．外部プロジェクトの連携
創蓄省エネルギー化推進プロジェクト”
（国土交通省）

４．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）

【補 助 金 額】補助対象経費の 1/2 以内（上限 100 万円）
の

Ⅱ．短期的活動（１〜２年）

● たとえば“まち・住まい・交通

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

● ノーカーデー、カーシェアリング、パークアンドライド、レンタサイクルの実証実験

１．中小企業における省エネ提案

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

【条

３. エコドライブ推進の検討

● 補助金の獲得等情報の提供

５．アンケート調査の実施
● 会員の望むテーマの模索
● 会員事業所の環境への取り組み（１店１エコ運動の推進）

立川商工会議所では、平成 21 年 10 月に環境 ECO 推進協議会（現：ECO イノベーション推進協議会）を
設置し、
「環境行動計画」を策定、地球温暖化対策事業を推進してきました。平成 26 年度にその計画の見直しを
はかり、平成 27 年度より新たにネクストステップとして「みんなでつくる活き活きとした立川プロジェクト」を
策定し活動を行っております。
環境に配慮し、街のにぎわいと活性化、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。

立川商工会議所

これまでの流れ
● H21.9.18 環境 ECO 推進協議会設置（座長 藤本 淳）
● H22.2
「環境行動計画」の策定
		
【方針】①中小事業所における取組の促進 ②事業者の連携による取組の推進
			
③消費者との協働による新たなビジネスチャンスの誘発
● H27.4
ECO イノベーション推進協議会に改名
		
「みんなでつくる活き活きとした立川プロジェクト」の策定
平成 26 年度
● 環境行動計画の見直し
● みんなでつくる活き活きとした立川プロジェクト方針策定
● シンポジウム H27.3.4 第 5 回環境シンポジウム「立川発 !! みんなでつくろう環境ビジネス」
基調講演：
「未来から環境ビジネスの今を考える」
独立行政法人製品評価技術基盤機構理事長／東京大学名誉教授 安井 至氏
パネルディスカッション：
「省エネとビジネスについて」
パネラー：オマタストアー 代表取締役社長 尾又 紀雄氏／有限会社寿司勝 代表取締役 吉本 栄一氏
プレハブ機工株式会社 代表取締役 山本 幸男氏／株式会社メディアラボ 代表取締役 長島 睦氏
参加人数：90 名
● 改修補助金利用件数及び補助金利用額 13 件：4,254,000 円
平成 27 年度
● みんなでつくる活き活きとした立川プロジェクト具体的内容検討
● 役員研修 ・H27.8.6
Toshiba Smart Home ＆水素エネルギー研究開発センター視察
・H27.11.19 新潟県柏崎刈羽原子力発電所視察

事例報告

● セミナー H27.10.29 電力の自由化セミナー
①今後の電力小売自由化とエネルギー管理の再点検について
講師：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）
技術専門員 常慶 隆一氏
②各社の取組みについて
講師：東京電力株式会社 カスタマーサービスカンパニー 法人事業部
事業総括グループマネージャー 須永 英武氏
東京ガス株式会社 事業革新プロジェクト部 ソリューション推進
グループ グループマネージャー 有沢 洋平氏
参加人数：70 名
● シンポジウム H28.2.23 第 6 回環境シンポジウム「立川発 !! みんなでつくろう環境ビジネス 2016」
基調講演：「異常気象とその影響」
気象予報士 村山 貢司氏
「エネルギー政策はどう動くか −温暖化問題を踏まえて−」
21 世紀政策研究所 研究副主幹 竹内 純子氏
ECO イノベーション推進協議会の取り組みについて 座長 藤本 淳
立川市補助金制度及び事例紹介
立川市 環境下水道部 環境対策課 温暖化対策係長 神宮 聖治氏
有限会社萬田産業 代表取締役 萬田 和正氏
株式会社正盛堂 代表取締役 榎本 誠氏
● 改修補助金利用件数及び補助金利用額

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？

ふかや精肉店

立川市若葉町 1-12-4

株式会社正盛堂

042-536-4129

②空調設備の更新
【A3】立川商工会議所より紹介していただいた。

【A3】同業者さんより紹介していただいた。

【A4】電気料は全体で約 40％削減できました。

【A4】電気料は約 30% の削減につながりました。

ミスタータイヤマン小川道立川店

立川市幸町 5-45-1

042-536-9531

【A5】立川市の補助金を使い、コストが 50% 削減できたことに
より、省エネ設備に投資ができました。店内も明るくなり、
商品の見栄えも良くなりました。

3
有限会社萬田産業

【A1】あなたの街のタイヤ屋さんとして、安心・安全を第一に
20 年以上にわたり営業をしています。

立川市柏町 3-13-1 042-538-0191
【A1】テナントさんがショールームで、照明がとても重要な役割を
果たしているので、オーナーとしての役割も考え踏み切り
ました。

【A2】①蛍光灯の LED 化

0.5

042-522-2328

【A2】①蛍光灯の LED 化

【A2】①蛍光灯の LED 化
②冷凍庫の更新

【A5】冷凍庫は、老朽化しておりタイミング的にもよかったので、
補助金が活用できて良かった。補助金を活用できたことで、
蛍光灯をLED 化する資金ができました。

立川市柴崎町 2-17-6

【A1】創業100 年を迎えました。主に、文房具と事務用品・雑貨の
販売をしています。

【A1】創業 38 年、主に卸売を中心に、店頭販売も行っています。
昼・夕方には、手作りのコロッケやメンチカツなどの揚げ
物も販売しており、大変好評です。
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14 件：12,158,000 円（H28.2.1 現在）

【A3】この制度の支援業者より紹介していただいた。

【A2】①蛍光灯の LED 化

【A4】電気料は、全体で約15％の削減につながりました。部分的な
更新だったため、削減量は少ないが確実に効果はでています。

【A3】広報たちかわを見て知りました。
【A4】電気料は約 25％の削減につながりました。

【A5】全体的な更新ができればもっと良かったと思います。更新箇
所については、明るさは蛍光灯よりよくなりました。細かい
作業が多いので、従業員にとっても作業がしやすくなりまし
た。制度を利用して良かったと思います。

【A5】テナントさんから、大変喜んでいただきました。ショールー
ムの顔である 1・2 階の照明を全て LED に変えたことで、
店舗の見栄えが格段に良くなりテナント価値の向上にも
つながりました。オーナーとしても満足しています。
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（タカラスタンダード株式会社 立川ショールーム）

