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１．省エネ取組事例 ｜ ③ 省エネルギー相談地域プラットフォーム事業 
 

 

日々の業務の“気づき”から生まれた新たな可能性を持つ
省エネルギーの取組 省エネルギー率 8.2％を実現 

 

有限会社クリーニングキッズ（クリーニング店） 

01 ｜ 課題 
我社では蒸気ボイラーを使用して多くの機械の熱源と

して使用しています。その中の廃熱蒸気の熱源を利用

してボイラーの給水や温水での洗濯が出来ないだろう

かと思い省エネルギー相談地域プラットフォーム事業

を活用しようと思いました。 

 

02 ｜ 活用施策 
省エネルギー相談地域プラットフォーム事業 
地域単位での専門家等の省エネ支援事業者が体制を構築し、

中小企業等による省エネの取組を後押しするため、PDCA の

各段階ごとに専門家が実情を踏まえたきめ細かな支援をし

ています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
事業者名｜有限会社クリーニングキッズ 
所在地 ｜北九州市小倉南区葛原本町 6 丁目 9 番 28 号 
URL  ｜http://www.sentaku-kids.com/ 
事業概要｜一般衣類洗濯を中心に着物、布団、毛布、ジ

ュータン、皮革商品、靴、バックのクリーニ
ングをおこなっていおります。衣類のリフォ
ームや消費者向けにお洗濯教室などもおこ
なっています。 

 
 
 
 
 
 
 
事業者名｜一般社団法人エネルギーマネジメント協会 
所在地 ｜北九州市戸畑区中原新町 2-1 
     北九州テクノセンタービル 8F 
URL  ｜http://www.enea.jp/ 
事業概要｜省エネ診断員育成講座、省エネ診断、会員企業へのサー

ビス。省エネルギー相談地域プラットフォーム事業は、
平成 27 年度から毎年度採択をうけ、福岡県、⾧崎県、
大分県、山口県、広島県、岡山県を支援地域（平成 30
年度）として、自治体や商工関係団体との連携体制のも
とで、20 名を超える専門家の派遣等を通じた中小企業
等に対する省エネ取組のサポートを行っています。産
業部門においては、これまでに最大 77％の省エネを実
現した取組の支援実績があるなど、ボイラー、コンプレ
ッサや水銀灯を中心とした設備投資などに対する計画
づくりなどを支援しています。 

 

03 ｜ 取組のポイント 
 燃料高騰による原価率の悪化 
 ボイラーの廃熱回収をおこない温水をつくることで

ボイラーの給水や温水洗いに使用して燃料費のコス
トを削減しています。 

 重油ボイラーから CO2 の排出が少ない天然ガスボイ
ラーに変更 

04 ｜ 成果・効果 
エネルギー使用量 取組前 15,374 ㎥ 
         取組後 14,113 ㎥ 
省エネルギー率  8.2％ 
費用対効果 
 投資 40 万円に対して年間 26 万円の削減 
更新・導入した主な設備 
 熱交換器の設置 
 

事業者の概要 専門家の概要 
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05 ｜ 取組の概要 
①取組までの経緯 

ボイラー室からの蒸気の排出が気になり、この蒸気を利用できない
かと専門家の方に相談したところ熱交換器やタンク、ポンプをうま
く組み合わせることで温水を貯めて使用することができるとのア
ドバイスをいただき、熱交換器とドレンタンクを設置した。 

 
②専門家がとらえた気になる点 

～チューニングによる削減効果を 
         エネルギーの見える化によって社内で共有～ 

専門家による診断は、エネルギーを使用する全ての設備の確認をお
こない、社⾧へのヒアリング、エネルギーデータの分析により実施。
結果、以下 3 点の改善点を提案。 
(1) 貫流蒸気ボイラ 2 台への台数制御、給水予熱における排熱回

収の削減量を試算 
(2) 貫流蒸気ボイラドレンの蒸気回収について、再利用を検討 
(3) 職員全体の省エネ意識を高める「見える化」と「啓発」。 

 

③事業者の取組 
昨今の燃料高騰による逆風の中、最高品質のサービスを提供し続
けるために当社では天然ガスボイラー導入以外にも以下のような
取組を行っている。 
 工場内の照明を全て LED 化 
 社用車をガソリン車から電気自動車へ切り替え 
 ドレン回収器付きドライクリーニング機の導入・増台 

 

④成果と今後の展開 
省エネの取組をきっかけとして、従業員の経費削減の意識を醸成す
ることができた。ひとりひとりの自発的な行動が結果として生産性
の向上につながっていると感じている。 
また、蒸気ボイラーの活用システムは、今後さらによりよいものにしていくことで、蒸気ボイラーを使用している業
者様に提供するなど、環境配慮型新ビジネスに展開できるのではないかと考えている。 

 
 

06 ｜ ワンポイント・アドバイス 

事業者からのメッセージ 
当社では燃料を消費し熱源を作り、それを無駄に捨てていまし

た。その熱源こそが地球環境悪化への改善になると信じていま

す。その熱源を色々な物に利用す

ることで新たなビジネスに発展

しそうです。例えば隣接地に銭湯

を作るとか温室栽培で一年中、野

菜や果物、生花などの栽培に活か

していくなど、他にも色々とでき

ることがあると考えています。 

専門家からのメッセージ 
社⾧自ら率先して、省エネに取り組んでおられ電力使用量の見え

る化による社内への共有化も進んでおります。 

経営計画に基づく省エネも計画されており、

今後は社内における省エネ推進者の選任な

どによる従業員主体による情報共有、行動が

重要になります。経営体質を強めるための一

助として、更なる省エネ推進に取り組まれる

ことを期待いたします。 

 

 

 

  

担当専門家：中馬 

作業風景 

（左）導入した熱交換器とドレン回収タンク 
（右上）LED 照明 
（右下）ドレン回収器付きドライクリーニング機 
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１．省エネ取組事例 ｜ ④ 省エネルギー相談地域プラットフォーム事業 
 

 

省エネ取組の着実な第一歩を踏み出すことで活動推進 
省エネルギー率 23.1％を実現 

 

西日本オートリサイクル株式会社（自動車リサイクル事業） 

01 ｜ 課題 
電力自由化にともない電気料金の見直しや省エネルギ

ー対策が盛んになってきたころ、当社においても何か

しらの対策が必要と感じていた。一方でどこから対策

を講じていくべきなのか考えながらも、日々の業務も

あり、なかなか具体的な活動につながっていなかった。 

そういった状況下、北九州市の環境推進会議において

専門家と出会うことがきっかけとなり当社の省エネル

ギー活動が推進された。 

 

02 ｜ 活用施策 
省エネルギー相談地域プラットフォーム事業 
地域単位での専門家等の省エネ支援事業者が体制を構築し、

中小企業等による省エネの取組を後押しするため、PDCA の

各段階ごとに専門家が実情を踏まえたきめ細かな支援をし

ています。 

 
 
 
 
 
 
事業者名｜西日本オートリサイクル株式会社 
所在地 ｜北九州市若松区響町一丁目 62 番 
URL  ｜http://www.warc.co.jp/ 
事業概要｜環境にやさしい自動車リサイクルを追求し、

循環型社会の発展と環境保全に貢献します。
＜営業内容＞ 

     ○使用済み自動車の集荷・分解・適正処理 
     ○中古部品の販売・輸出及び中古車の販売・輸出 
     ○鉄スクラップ・非鉄スクラップ製造販売 
     ○樹脂・ガラス等リサイクル原料の回収・販売 
     ○自動車の処理及び再利用の為の実証研究等の受託 
 

 
 
 
 
 
 
事業者名｜一般社団法人エネルギーマネジメント協会 
所在地 ｜北九州市戸畑区中原新町 2-1 
     北九州テクノセンタービル 8F 
URL  ｜http://www.enea.jp/ 
事業概要｜省エネ診断員育成講座、省エネ診断、会員企業へのサー

ビス。省エネルギー相談地域プラットフォーム事業は、
平成 27 年度から毎年度採択をうけ、福岡県、⾧崎県、
大分県、山口県、広島県、岡山県を支援地域（平成 30
年度）として、自治体や商工関係団体との連携体制のも
とで、20 名を超える専門家の派遣等を通じた中小企業
等に対する省エネ取組のサポートを行っています。産
業部門においては、これまでに最大 77％の省エネを実
現した取組の支援実績があるなど、ボイラー、コンプレ
ッサや水銀灯を中心とした設備投資などに対する計画
づくりなどを支援しています。 

 

03 ｜ 取組のポイント 
 まずは当社のエネルギー状況の棚卸しを行ったこと。 
 その結果を踏まえて、平成 28 年度より省エネルギー

相談地域プラットフォーム構築事業を開始して、専門
家と密に連携したこと。 

 比較的取りかかりやすい事務所および工場の電気設
備と空調設備から進めたこと。 

 

04 ｜ 成果・効果 
エネルギー使用量 
 取組前（H27 年度） 284,874 KWh/年 
 取組後（H29 年度） 218,819 KWh/年 
省エネルギー率  23.1％ 
更新・導入した主な設備 
 新電力への切り替え（30 分デマンド設備） 
 LED 照明・空調設備 
 

事業者の概要 専門家の概要 



- 9 - 

 

 

05 ｜ 取組の概要 
①取組までの経緯 

専門家との出会いをきっかけに、まず当社の取組の第一歩と
して福岡県省エネルギー相談事業を活用して現状のエネル
ギー状況の棚卸しを行った。その結果では、電力使用量が最
も大きな設備は車両をスクラップにするためのプレス機で、
使用量の約 53%を占めており、2 番目が工場照明（14%）、3
番目が事務所空調（11%）であることが分かった。そして、
占有率が大きく製造に影響の少ないものから順次省エネに
取り組んでいくことが重要というアドバイスが得られた。 

 
②専門家がとらえた気になる点 

製造業では、生産設備がエネルギー消費
の大半を占めています。そこを省エネす
るのが省エネ効果も大きく、効果が出る
のですが、行き過ぎると製造量のダウン
や製造が窮屈になってしまい、本末転倒
になってしまいます。会社に適した省エ
ネ手法を模索しながら、省エネに取り組
んでいけたらと考えています。 

 

③事業者の取組 
平成 28 年 12 月に新電力へ切り替えを行
い、平成 29 年 5 月に事務所および工場内
の照明を LED 化し、同年 8 月には空調設
備を省エネタイプのものに切り替えた。
これほど短期間のうちに切り替えること
ができたのは、専門家と定期的に打ち合
わせを行い、現状把握・進捗管理さらには
専門家の知見によるアドバイスがあり、
継続的に活動できたから。 

 

④成果と今後の展開 
LED 照明および空調設備の切り替えによって、その数値的な効果を実感している。さらに、それを見える化すること
によって、従業員の意識改革にもつながっている。いわば今後の省エネ活動に向けた土台作りができたと思っている。
今後は当社の基幹である製造に関連するプレス機の省エネ取組を推進していきたい。 

 

06 ｜ ワンポイント・アドバイス 

事業者からのメッセージ 
結果が目に見えたことによって手応えを感じ、全体のモチベー

ション向上につながりました。まずは一歩目を踏み出していく

ことが重要です。その一歩目を着実なものにするためにも、第

3 者による協力は不可欠と思います。特に中小企業である当社

は専門部署もなく自力で実施するには限界がありました。専門

家に 3 年間もの⾧いスパンで寄り添っていただいたことで、こ

こまでの成果を得ることができ、さらに今後の展開にもつなが

りました。これまでのご支援と当社の事例掲載の機会をいただ

いた一般社団法人エネルギーマネジメント協会の関係者様各位

に感謝申し上げます。誠にありがとうございました。 

専門家からのメッセージ 
社⾧自ら率先して、組織として省エネに取り組んで頂いているこ

とに感心しております。 

昨年までに、空調設備、照明設備の省エネ更新が完了し、「電力見

える化」も活用されています。今後は昨年 12 月

に導入し、本年 1 月から本格運用にはいった大型

設備の運用面のルール化やそのルールの定着化

が重要になります。社員の方々を巻き込みなが

ら、会社全体の活動として運用改善に取り組まれ

ることを期待いたします。 
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担当専門家：林 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

H27年度（取組前） H28年度（取組後）

H29年度（取組後） H30年度（取組後）

エネルギー使用割合（H27 年度時点） 

電気使用量経年比較（H27 年度～H30 年度） 
※H30 年度は 1 月までの実績 

H29 年 8 月 
空調設備導入 

H29 年 5 月 
LED 照明導入 

（KWｈ） 




