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１．省エネ取組事例 ｜ ⑦ エネルギー使用合理化等事業者支援事業 
               （コンサルタント活用） 

 

 

特殊な事業体に対して、設備業者・専門家・現場の
三位一体による活動 省エネルギー率 27.2%を実現 

 

農事組合法人マッシュ・キティ（きのこ栽培） 

01 ｜ 課題 
きのこ栽培という特殊な事業体における原価からみる
エネルギーの割合は非常に高く、日々の運用改善など
人為的な努力での限界も感じ専門家の意見を交え設備
投資計画を行った。 

02 ｜ 活用施策 
エネルギー使用合理化等事業者支援事業 
事業者の省エネ設備の入替を促進するため、工場・事業場単

位での設備入替支援に加え、簡易な手続きで申請可能な「設

備単位」での設備入替を支援しています。また、より効率的・

効果的な省エネ取組を進めるため、エネマネ事業者を活用し

た取組を支援しています。 

 
 
 
 
 
 
 
事業者名｜農事組合法人マッシュ・キティ 
所在地 ｜福岡県三潴郡大木町大字三八町 360 番地の 1 
URL  ｜http://www.mushkty.com/ 
事業概要｜生産設備としての空調・照明の改修及び EMS

導入事業 
生産設備を高効率機器へ更新し省エネ効果、
生産性向上、原単位の改善を目的とする。 
EMS 機器を活用し綿密なエネルギーマネジ
メントを行う事でピーク対策にも寄与する
事業。 

 
 
 
 
 
 
事業者名｜株式会社アーストーンコンサルティング 
所在地 ｜福岡市博多区博多駅前 2 丁目 6-15 オクター

ブ博多駅前ビル 3 階 
URL  ｜http://www.earth-tone.jp/ 
事業概要｜環境エネルギー分野のコンサルティング会社と

して、省エネルギー事業マネジメント、省エネ診
断、省エネ関連事業を展開する企業への経営コン
サルティングを展開中。また九州経済産業局、都
道府県、省エネルギーセンター等の講師として、
補助事業等の制度利用の促進を行っている。 

 
 

03 ｜ 取組のポイント 
 今までもサイクリック制御により空調制御を行って

いたが EMS の導入により 
 さらに肌理の細かい管理が可能となった。 
 エネルギーが見える化され、季節変動など傾向と対策

を考える土台ができた。 
 高効率、空調・照明の導入により生産能力を低下させ

ず省エネルギー化できた。 
 エネルギー使用合理化補助金を活用できたことは非

常に大きい。 
 
 

04 ｜ 成果・効果 
エネルギー使用量 取組前 1044.1 千 kWh/年 
         取組後 759.7 千 kWh/年 
省エネルギー率  27.2％ 
費用対効果    184.3kl/千万円 
投資回収     約９年 
更新・導入した主な設備 
 高効率中温冷凍機・LED 照明・EMS 

 

 

 

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 

生産機器のエネルギーの非効率性を考えると設
備投資を行うべきことは分かっていたが、投資額
の重さが躊躇させていた。コンサルティングの協
力を仰ぎながら経産省「エネルギー使用合理化等
事業者補助金」を活用することで一歩踏み出すこ
とができた。 

 
②専門家がとらえた気になる点 

「生産物(きのこ)の品質を落とすことなく省エネを図る事の難しさ」 
年間を通してきのこが“快適”となる温度帯をキープしつつ、いかにその中に省エネ出来る要素を見つけるかが重要で
した。湿度管理や、温度計の設置位置[高さ]まで考慮し、現場・設備業者が一体となって進められるかが鍵と感じま
した。 

 

③事業者の取組 
生産設備としての空調・照明 
きのこは栽培・育成時に発する熱をコントロール
する事が生産量や品質を保つために重要であり、
単なる空調機ではなく正に生産設備としての空
気調和機器の更新を行った。 
照明においても育成時の肥大化の抑制と色付け
をするための重要な機器であり、LED へ更新。ま
た各エネルギーの見える化・制御のための EMS
導入も同時に行った。 

 

④成果と今後の展開 
電力削減量：284.4 千 kWh/年 
ピーク対策：59.7 千 kWh/年 

 

06 ｜ ワンポイント・アドバイス 

事業者からのメッセージ 
計画の重要性 

通常業務の中で運用改善や設備投資計画（最適化）を図ること

はとても難しい事だと思います。設備業者・コンサル等専門家・

現場が三位一体となって初めて理想とする形に近づくのだと感

じました。現場だけで悩まず相談することが重要なのだと思い

ます。 

専門家からのメッセージ 
生産設備としての空調・照明の更新でしたので、生産物である「き

のこ」の生育に影響を及ぼす、とても難しい案件だと思います。品

質を下げることなく、かつ省エネを実現させるためには、EMS 等

の機械に頼るだけではなく、スタッフによるヒトの目の活用がと

ても重要だと思います。 

管理基準に基づく日々の運用をこれからも徹底して頑張ってくだ

さい。 
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１．省エネ取組事例 ｜ ⑧ エネルギー使用合理化等事業者支援事業 
               （コンサルタント活用） 
 

 

 

自社取組に専門家やパートナーが連携することで効率
的に成果が得られた 省エネルギー率 48.8％を実現 

 

丸髙商事株式会社（小売業） 

01 ｜ 課題 
スーパー業態も省エネ法でベンチマークが設定される
など、環境対策の一環として、省エネ化への努力は必要
だと考えている。一方で省エネ設備投資には多くの経
営資源の投入が必要で、段階的な実施を行ってきた。し
かしながら、今回のような補助事業を活用することで、
資金面での制約が緩和され、省エネ投資を加速ができ
るのではと考え活用に至った。 
 
 
 

02 ｜ 活用施策 
エネルギー使用合理化等事業者支援事業 
事業者の省エネ設備の入替を促進するため、工場・事業場単

位での設備入替支援に加え、簡易な手続きで申請可能な「設

備単位」での設備入替を支援しています。また、より効率的・

効果的な省エネ取組を進めるため、エネマネ事業者を活用し

た取組を支援しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
事業者名｜丸髙商事株式会社 
所在地 ｜⾧崎県諫早市幸町３０８番地１ 
URL  ｜http://www.maru-taka.net/main.htm 
事業概要｜スーパー業態のエネルギー消費の大半は、冷

蔵冷凍設備と照明設備になるが、取り組みが
比較的容易な照明設備について、平成 30 年
度のエネルギー使用合理化等事業者支援事
業[設備単位]（補助金）を活用して、蛍光灯
から LED 照明への省エネ化を行った。 

 
 
 
 
 
 
 
事業者名｜株式会社アーストーンコンサルティング 
所在地 ｜福岡市博多区博多駅前 2 丁目 6-15 オクター

ブ博多駅前ビル 3 階 
URL  ｜http://www.earth-tone.jp/ 
事業概要｜環境エネルギー分野のコンサルティング会社と

して、省エネルギー事業マネジメント、省エネ診
断、省エネ関連事業を展開する企業への経営コン
サルティングを展開中。また九州経済産業局、都
道府県、省エネルギーセンター等の講師として、
補助事業等の制度利用の促進を行っている。 

 
 
 

03 ｜ 取組のポイント 
複数年の設備投資企画をきちんと立てていたこと 
設備メーカーとの連携が取れていたこと 
専門家（コンサルティング会社）と連携できたこと 

04 ｜ 成果・効果 
エネルギー使用量 取組前 52.296 kl/年 
         取組後 23.928 kl/年 
省エネルギー率  48.8%（裕度 10％を考慮した数値） 
費用対効果    706.968 kl/千万円 
投資回収     3.7 年(補助金額を考慮した年数) 
更新・導入した主な設備 
 LED 照明 

 

 

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 

複数の店舗において設備投資計画の作成と実施を行っている中
で、コンサルティング会社のほうから、補助事業の活用について
の説明を受け、補助事業を活用した省エネ化への取り組みを行う
ことになった。補助事業の申請を行うためには、機種の選定や参
考見積の取得が必要だが、設備メーカーの設計協力とコンサルテ
ィング会社のマネジメント支援を活用できたおかげで、スムース
かつ業務負担が少なく補助金の申請を行えた。 

 
②専門家がとらえた気になる点 

スーパーという業態は冷蔵・冷凍設備のエネルギー消費量が非常
に大きいのが特徴です。一方で、冷蔵・冷凍設備の改修の際は店
舗のリニューアルと絡むことが多く、計画作りや予算化の負担が
大きくなります。可能な限り早く計画つくりに着手する必要があ
ります。 

 

③事業者の取組 
店内のバックヤード、売場及び屋外の蛍光灯を LED 照明に更新
した。店内はベースライト及びダウンライトを、屋外は防犯灯を
更新した。ほぼすべての照明を LED に更新したおかげで、省エ
ネ効果は非常に大きい。 

 

④成果と今後の展開 
補助事業の活用は来年度以降も継続したいと考えている。照明設
備だけではなく、主要設備である冷凍冷蔵設備の更新にもチャレ
ンジしたい。ショーケースの更新は、売場のレイアウトと配置な
ども重要になり、計画づくりに時間がかかるので、これからの事
前準備をしっかりと行っていく予定である。 

 

06 ｜ ワンポイント・アドバイス 

事業者からのメッセージ 
事業者にとって省エネ化は環境対策や社会的責任の観点からも

避けては通れない取り組みです。一方で、実施には「資金面」

「情報面」「技術面」「人員面」の制約があるのも現実です。こ

れらをすべて自社内で解決しようとするのではなく、うまく外

部の専門家やパートナーと連携していくことが、結果として成

果を得るための近道になると思います。 

専門家からのメッセージ 
今回は照明のみの省エネ化でしたが、今後は冷蔵・冷凍設備の改修

も同時に行うことで、大きな省エネ効果とランニングコストの削

減が実現できると思われます。また、活用できる補助事業の幅も広

がります。 

 

 

  




