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１．省エネ取組事例 ｜ ① 登録調査機関による確認調査 
 

 

専門家のアドバイスや指導による低投資の取組 
省エネルギー率 3.1%を実現 

 

宮崎県農協果汁株式会社（清涼飲料水製造業） 

 

01 ｜ 課題 
①課題 
・省エネ法の遵守と省エネルギー対策の策定 

・エネルギーコストの削減（特に、ＬＮＧ費用の削減） 

②取組 
・省エネ管理標準の見直し及び点検マニュアルの具体化 

・エネルギー消費原単位の低下対策の実施計画の構築 

02 ｜ 活用施策 
登録調査機関による確認調査 
登録調査機関による確認調査は、平成 18 年４月から施行さ

れた「改正省エネ法」によって創設された登録調査機関とし

て特定事業者に対して主務大臣（経済産業大臣及び事業を所

管する大臣）に提出が義務付けられている定期報告の内容と

同等の項目について、書類及び現場調査を行うものです。 

 
 
 
 
 
 
 
事業者名｜宮崎県農協果汁株式会社 
所在地 ｜宮崎県児湯郡川南町川南 20016 番地 3 
URL  ｜http://www.kajyu.co.jp/ 
事業概要｜昭和 40 年代の温州みかんの価格暴落を受け、

加工需要の拡大による青果価格の安定を図
ることが生産農家の経営向上につながると
の見地からＪＡ宮崎経済連の関連会社とし
て設立。その後、自社商品の拡販と、大手飲
料メーカーの受託生産や宮崎県産の原料を
使用した農産加工事業を中心に事業活動を
展開している。 

 
 
 
 
 
 
事業者名｜特定非営利活動法人 
     エコ診断ネットワークジャパン（ECNJ） 
所在地 ｜福岡市博多区博多駅前二丁目 19-17-915 
URL  ｜http://www.ecocheck.jp/ 
事業概要｜省エネルギー活動のパイオニアをスローガン

として平成１８年に設立した省エネ法による
経済産業大臣登録の登録調査機関第２号で
す。また、省エネ診断及び中小企業を支援す
る国の省エネ推進ネットワーク事業にも参画
しています。 

  

03 ｜ 取組のポイント 
・専門家からの意見を参考にしたこと。 

（他工場の省エネ事例を踏まえた立案や省エネ効果を
確認する方法等） 

・日常的に疑問を持つこと。 
・設備を十分に理解することが重要であること。 

04 ｜ 成果・効果 
エネルギー使用量 取組前 7,412kL 
         取組後 7,183kL 
省エネルギー率  3.1％ 
費用対効果    約 1,600 万円/年 
投資回収     費用：約 100 万円 回収：22 日 
更新・導入した主な設備 
 遊休資材で対応 
（蒸気ドレン回収タンク、送水ポンプ、サニタリ配管等）
 

 

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 
弊社には、貫流ボイラー×15 台が設置され、日々の生産を行っています。 
そして、工場各箇所から蒸気ドレンを回収してボイラー給水タンクへ戻
しています。 
その工程の一部で、フラッシュ蒸気を軟水で冷却し、冷却用で使用され
た軟水においては、回収能力不足の為、一部、廃棄されていました。 
この実情で、廃棄されている軟水（熱源）にロスを感じたことが取組の
始まりでした。 
 
②専門家がとらえた気になる点 
ボイラー給水ポンプのキャビテーションには気を付けなければなりませ
んが、ボイラー給水温度はまだ高くすることができます。他の廃熱やヒ
ートポンプ等を活用して、徹底的な廃熱利用を行ってください。更なる
省エネルギーが可能です。 

 

③事業者の取組 
弊社にて場内に放置されている遊休資材（蒸気ドレン回収タンク、送水
ポンプ、サニタリ配管等）を再利用し、廃棄されている軟水の全量を回
収する新設ラインを作成しました。そして、その軟水をボイラー給水タ
ンクへ戻し、ボイラー給水タンク内を昇温するようにしました。 
 

④成果と今後の展開 
結果的に、ボイラー給水タンクの温度が「約
35℃→約 60℃」へと「約 25℃」上昇し、貫
流ボイラーの燃料であるＬＮＧ使用量の削減
に成功しました。また、今後につきましては、
さらなるボイラー給水タンクの昇温を検討し
ていきたいと考えております。 
 

06 ｜ ワンポイント・アドバイス 

事業者からのメッセージ 
当初、省エネとは大きな設備投資ありきで考えていましたが、

今回のように専門家からのアドバイスや指導によって、自分達

でも十分、取組めることを実感できました。 

特に、古い設備に関しては見落としがありますので、一度、設

備の再確認、再点検を実施してみるのも良いのではないかと思

います。 

専門家からのメッセージ 
省エネ改善のポイントの一つに、従来方式の見直しがあります。現

在の運用方法が最善なのか、もう一度ゼロから見直すことも大切

です。 

 

  

改善後のフロー図 



- 4 - 

 

１．省エネ取組事例 ｜ ② 登録調査機関による確認調査 
 

 

発熱量及び廃熱利用量を見える化することで主体的で
継続的な取組 省エネルギー率 26.4％を実現 

 

株式会社ゼンリンプリンテックス（印刷業） 

01 ｜ 課題 
印刷業界の市場縮小を背景に当社も生産量が減少する

一方で、エネルギー使用量は固定部分の影響により減

り方が小さく、また工場建設後約２７年経過して設備

が老朽化しエネルギー消費効率が悪く、エネルギー消

費原単位の目標未達が続いていました。そのため、エネ

ルギー管理の体制や手法を抜本的に見直す必要を感

じ、独力では限界があるため、社外の専門機関の確認調

査を受けて助力を仰ぐこととしました。 

 

02 ｜ 活用施策 
登録調査機関による確認調査 
登録調査機関による確認調査は、平成 18 年４月から施行さ

れた「改正省エネ法」によって創設された登録調査機関とし

て特定事業者に対して主務大臣（経済産業大臣及び事業を所

管する大臣）に提出が義務付けられている定期報告の内容と

同等の項目について、書類及び現場調査を行うものです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
事業者名｜株式会社ゼンリンプリンテックス 
所在地 ｜北九州市門司区松原三丁目 5 番 8 号 
URL  ｜http://www.zpx.co.jp/ 
事業概要｜一般商業印刷・住宅地図帳の印刷・製本を中

心に、流通業媒体から各種広告媒体、各種企
画提案、新商品の開発支援など、企画・制作
から印刷・加工までのオールインワンの総合
力で、印刷とデジタル技術を活用したビジネ
ス展開をしています。 

 
 
 
 
 
 
 
事業者名｜特定非営利活動法人 
     エコ診断ネットワークジャパン（ECNJ） 
所在地 ｜福岡市博多区博多駅前二丁目 19-17-915 
URL  ｜http://www.ecocheck.jp/ 
事業概要｜省エネルギー活動のパイオニアをスローガンと

して平成１８年に設立した省エネ法による経済
産業大臣登録の登録調査機関第２号です。また、
省エネ診断及び中小企業を支援する国の省エネ
推進ネットワーク事業にも参画しています。 

 

03 ｜ 取組のポイント 
① エネルギー使用料の約３４％を占める主要熱源設

備の更新（コージェネ、ジェネリンク、冷却塔、空
冷チラー等の設備一式） 

② 登録調査機関による助言（主に設備管理手法や原単
位算出方法の見直し）および指摘(管理標準の記載
内容・設備運用方法他)を一表にまとめ、対応方法に
ついて社内で直後の認識合せと後日の状況確認を
行なった。 

③ エネルギー管理が全社課題であることおよび成果
が数字で表れることが社内に認知されたことによ
り、設備の日常点検や更新時に従来の生産性・性能・
機能・価格以外にもエネルギー効率の観点を加える
ことができた。 

 

04 ｜ 成果・効果 
①「主要熱源設備の更新」による省エネ効果 
エネルギー使用量 取組前 293.5 kl 
         取組後 216.0 kl 
省エネルギー率  26.4％ 
更新・導入した主な設備 
 コージェネ、ジェネリンク、冷却塔、空冷チラー 
 ※空冷チラーは補助金非対象 
②社内管理体制の強化 
管理規程、管理標準、機器点検、自己評価、委員会開
催、課題解決、ならびに確認調査などの方策が結びつ
いて、年間を通じた管理のサイクルが順調に回り始め
た。 

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 

コージェネレーション設置後 15 年以上経過し、設備の劣化・効率低下が顕著になったため、平成 28 年度電気・熱エ
ネルギー高度利用支援事業補助金を利用した更新計画を実施した。 

 
②専門家がとらえた気になる点 

コージェネレーション設備の効率は、電気と熱の利用バランスに大きく左右されます。しっかりとした管理標準を設
定、遵守して、最大限の効率を発揮するようにしてください。 

 

③事業者の取組 
当社のエネルギー使用状況を鑑み、既存のコージェネが 650KW×2 台だったのに対して専門業者の提案を受け
400KW×1 台を選定した。 
さらに廃熱利用の有用性を高めるため、コージェネと連携稼働する廃熱温水投入型冷凍機「ジェネリンク」を導入し
た。 

 

④成果と今後の展開 
今後は省エネとコストメリットを両立できる運転パターンを検証し、より有益な設備として稼働させる必要がある。
なお、支援補助金事業の更新工事であった為、当局へ成果報告義務があり、向こう３年間は毎年連続して省エネ目標
を達成しなければならない。 
以降、社内理解が後押しとなって、全停電を伴う変圧器の更新も完了し、ボイラーやエアハンの更新計画および原単
位見直しも推進中。 

 

06 ｜ ワンポイント・アドバイス 

事業者からのメッセージ 
ここで言うまでもなく更新により新しい設備を導入すれば確実

に省エネに寄与することが可能ですが、その後の効果検証を実

施し、より良い運用方法をシミュレーションすることが肝要に

なると思われます。施工業者に一任せず自社で主体性を持って

省エネに取り組む姿勢が重要になると考えます。 

専門家からのメッセージ 
高効率設備機器の導入後に行わなければならないことは、効果の

検証はもちろんのことですが、それを効率よく運用するための管

理標準も必要です。そうすることによって更に効果が期待できま

す。 

検証等を自社主体で実施しようとする姿勢は大いに評価できま

す。社員の意識向上も期待できます。 
 

 

 

  

コージェネ設備フロー 
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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 
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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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１．省エネ取組事例 ｜ ⑤ エネルギー使用合理化等事業者支援事業 
               （エネマネ事業者活用） 

 

 

補助金活用によって投資金額削減と投資回収早期化 
省エネルギー率 15.2%を実現 

 

福北興業株式会社（アミューズメント事業） 

 

01 ｜ 課題 
お客様に快適な環境・空間を提供し演出することが現
在の業界に求められていることと捉え、弊社としても
各店舗の省エネ化を伴う環境整備に取り組んでおりま
す。しかしながら空調機器などの大型設備の入替には
投資金額が大きくなるという側面があるため、出来る
限り補助金等を活用して省エネ化の環境整備を実施し
たいと考えております。 その結果、お客様へのより良
い店内環境を提供し、しいては稼働向上（売上増）を図
り地域に愛される店づくりを継続し続けることが弊社
の課題です。 

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｜福北興業株式会社 
所在地 ｜福岡市東区多の津 3 丁目 9 番 1 号 
URL  ｜http://www.fukuhoku.com/ 
事業概要｜九州一円（福岡・佐賀・熊本）に現在６店舗

のパチンコホールを展開している企業です。 
創業以来、地道な努力の積み重ねで地域に愛
される店づくりを続けて参りました。 お客
様に快適な時間を過ごしていただくための
新しいサービスを提供し続けています。 

 
 
 
 
 
 
事業者名｜株式会社アルファオメガ 
所在地 ｜福岡県古賀市花見南 3 丁目 14−10 
URL  ｜https://a-omega.co.jp 
事業概要｜会社名は、ギリシャ語のα（アルファ）とΩ

（オメガ）からとっており、「お客様と関わり
はじめてから終りまで」という意味を込めて
います。「地球環境保全」と「経費削減に伴う
利益増大」をキーワードに省エネによる経費
削減に伴う経営改善のサポートを行ってい
ます。加えて、新電力グローバルエンジニア
リングとタイアップしコストの削減提案も
実施しています。 

 

03 ｜ 取組のポイント 
 補助金活用による投資額の削減と投資回収の早期化。 
 電気使用量の削減効果でコスト削減ができた。 
 空調設備の更新とともに空調稼働の運用ルールを徹

底し従業員のコスト意識向上に繋がった。 
 店内の雰囲気が変わり店内リニューアル感を演出で

きた。 

04 ｜ 成果・効果 
エネルギー使用量  取組前 393.4KL 
          取組後 333.5KL 
省エネルギー率   15.2％ 
費用対効果     128.1（KL/千万円） 
投資回収      15.3 年 
更新・導入した主な設備 
 空調機器、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 
この業界の電気使用量は大きく、省エネ活動に取組むにあたり
高効率照明（ＬＥＤ）への変更、老朽化した空調設備の更新で
補助金事業を活用し初期投資の削減、投資回収期間の短縮及び
電気使用量の削減。また省エネ法の特定事業者でもあり電気使
用量等の削減の努力目標達成と計画立案を行う上でも補助事
業を活用した設備更新を行った。 
 
②専門家がとらえた気になる点 
～適切な機器選定が行われているか～ 
 １）更新すべき機器と更新すべきではない機器の選定が課題 
 ２）メーカー発行の省エネ効果が検証可能なものかどうかの

確認 
 ３）メーカー選定機器が最適な提案かどうかの検証 
～エネルギーマネジメントシステムの活用～ 
 １）EMS（エネルギーマネジメントシステム）を活用した見

える化と制御 
 ２）EMS 選定にあたり EMS の特色の把握 
 ３）事業者が⾧く使える EMS である（使い勝手が良い）こと

の確認 等 
事業主の適正な判断基準となる資料・データは揃っているの
か？が専門家として気になった部分でした。 

 

③事業者の取組 
空調設備の更新、ＥＭＳ導入による空調管理 
 

④成果と今後の展開 
補助金申請にあたり専門家のデータ収集や分析の結果報告と改
善提案を受け適切な設備導入を行い、効果を確認し、補助金活用
による初期投資の削減、投資回収の早期化。 
電気使用量の削減。ＬＥＤ照明は⾧寿命であり照明交換の作業効
率の軽減。 
専門家のアドバイスを受けながら空調設備等未更新の事業所の
更新の検討。 
今後も補助事業を活用し効果的な投資と回収を検討していくが、
それには専門家の情報提供、アドバイス等が必要であり効果的と
考えています。 

06 ｜ ワンポイント・アドバイス 

事業者からのメッセージ 
地球温暖化の課題に対し電気使用量の削減及び環境負荷軽減は

重要なことです。 

企業としてアピールすることもできます。 

省エネ活動に取組むにあたり、投資金額の削減と投資回収の早

期化を図るには補助事業の活用は有効です。また専門家のアド

バイスを受けることにスムーズに実施できます。 

専門家からのメッセージ 
補助金事業は事業主・補助金の執行団体・工事会社が一丸となって

ほぼ丸一年をかけて事業完了まで進むプロジェクトであり、実績

報告まで入れると４年間の一大プロジェクトになります。本事例

は上手く補助金を活用して設備更新が行われましたが、補助金事

業は税金を原資とするため適切な運用・実施・省エネ実績が求めら

れます。 

弊社は補助金の選定・機器の選定・導入後のシミュレーションまで

一貫してお手伝いをさせていただきましたが、補助金独特の考え

方などには事業主や工事会社も苦戦されています。補助金活用を

ご検討の際にはぜひ専門家にお声掛けいただき、まずは一緒に補

助金活用を知るところから始めてください。 
 

  

EMS 画像 

全体像（改善前） 

全体像（改善後） 
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１．省エネ取組事例 ｜ ⑥ エネルギー使用合理化等事業者支援事業 
               （エネマネ事業者活用） 

 

 

店舗主要設備の更新後は全従業員がチームとなり、
相乗効果が生まれた 省エネルギー率 20.4%を実現 

 

ダイレックス株式会社（小売業） 

 

01 ｜ 課題 
○ 既存店舗の老朽化した設備機器交換費用の負担軽

減 
○ 最新設備機器導入に伴う、ランニングコストや修

理費用の軽減 

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｜ダイレックス株式会社 
所在地 ｜佐賀県佐賀市高木瀬町大字⾧瀬 930 番地 
URL  ｜https://www.ds-direx.co.jp/ 
事業概要｜多様化するライフスタイルにこたえるため、

年中無休朝 9 時から夜 10 時まで営業してお
ります。限られた時間を有効に使えるという
便利さ、いつ行っても良い商品を安く買える
安心感が多くのお客様から根強い支持をい
ただいています。 

 
 
 
 
 
 
事業者名｜ＥＳ株式会社 
所在地 ｜福井県福井市中央 1 丁目 19 番 21 号 福井ク

レストビル 3Ｆ 
URL  ｜http://www.essys.co.jp/ 
事業概要｜ビル施設・温浴施設・病院・公共施設・商業施

設・店舗などの省エネルギーに関する診断・改
善提案・実行サポート・設備導入・各種検証な
ど包括的なワンストップサービスをご提供し
ます。 

  

03 ｜ 取組のポイント 
今回、店舗の主要設備である、照明、空調、冷凍冷蔵設
備の更新を補助金の活用により実施した。全面的な設備
改修は高い省エネ効果を得られ、かつ専門家を用いた申
請は低コストでの投資を実現することができた。 

04 ｜ 成果・効果 
エネルギー使用量 取組前 210.8kl 
         取組後 167.9kl 
省エネルギー率  20.4％ 
費用対効果    197.1（kl/千万円） 
投資回収     12.4 年（原油単価：61,299 円/kl） 
         補助金適用で 6.2 年 
更新・導入した主な設備 
 照明設備、空調設備、冷凍冷蔵設備 
 ＥＭＳ(見える化＋自動制御装置) 

 

 

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 
我社では毎年、エネルギー削減の為、設備改修が必要な店舗の更新計画
を策定している。 
改修が必要な店舗については、全 258 店舗の中から候補を挙げていくの
だが候補数も多く、最適な計画を立てる事に四苦八苦していた。 
今回、補助金の活用も並行して計画しておりエネマネ事業者である、Ｅ
Ｓ株式会社に店舗選定へのサポートを依頼し、専門家の意見を取り入れ
た更新計画の策定の実施を決意した。 
 
②専門家がとらえた気になる点 
店舗によって、設備の改修状況に偏りが見受けられました。 
採択を得る為には高い省エネ効果を追求する必要があります。 
しかし、全面的な主要設備の改修だけでなく、部分的な改修も如何に 
効率的に実施するかも重要でした。 

 

③事業者の取組 
まず、経過年数が過ぎている設備が設置されている店舗を最初の候補と
して集計し、リストを作成した。店舗では【照明・空調・冷凍冷蔵設備】
が主要設備であり、それぞれの機器を省エネ型にすることにより得られ
る削減効果を算出し、効果量に対する順位付けを実施した。 
 上位の付けた店舗の更新計画を最優先とし、下記に分類した。 
・補助金を活用し更新を実施する店舗（最優先） 
・補助金を活用しないが更新を実施する店舗（優先） 
・翌年度に再度検討をする店舗 
 

④成果と今後の展開 
採択を得た店舗では、高い省エネ効果を低コストで実現するこ
とが出来た。 
今回、ＥＳ株式会社のＥＭＳ（見える化＋自動制御化）を設備
と共に導入したことにより、エネルギーの移り変わりが視覚的
に、また詳細で把握することができるようになった為、従業員
の省エネの意欲が向上された。 
今後も次の対象店舗の計画を実施し、引き続き省エネへの取り
組みを邁進していく予定である。 

06 ｜ ワンポイント・アドバイス 

事業者からのメッセージ 
「省エネに取り組みたい！」と思われる方も先ず何から始めれ

ば良いのか悩むのでは無いでしょうか。今回我社では専門家の

知見の下に取り組みした所、高い省エネ効果を得る事ができ満

足の結果となりました。 

外部の専門家というと苦手意識が強い方も多いとご推察しま

すが、思い切って活用し、効率的な省エネの改善を実施される

事をお勧めいたします。 

専門家からのメッセージ 
省エネのＰＤＣＡを実行する為、専門家の知識を有効に活用しても

らえればと思います。 

現在、企業に対する国の省エネ支援も手厚いものとなっております。 

どんな相談も些細なことからで良いのでトライしてみましょう。 

 

  

見える化データ 
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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。 
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１．省エネ取組事例 ｜ ⑨ ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業 
 

 

主体的な取組みにより、九州最高レベルの省エネルギ
ー率 137%、九州発の最高ランク『ZEB』評価を実現 

 

株式会社 日本電工（電気工事業） 

01 ｜ 課題 
築後30年を経過し老朽化が進んでいた社屋の建替え計

画と、弊社の事業の取り組むべき将来像が、国が進める

「ZEB の実現」と合致したことによる。 

02 ｜ 活用施策 
ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業 
ZEB の実現・普及のためのガイドライン作成、ZEB を推進

する設計事務所や建築業者、オーナーの発掘・育成等を目的 

に、ZEB の構成要素となる高断熱建材・設備機器等を用いた

実証を支援しています。 

 
 
 
事業者名｜株式会社 日本電工 
所在地 ｜大分県大分市大字三佐字八幡島 2034 
URL  ｜http://www.nihon-denko.co.jp 
事業概要｜大分市において電気工事業を営む。2018 年、

創業 50 周年を迎えた。大分県内の建築工事会
社・設備工事会社・大手メーカー様を顧客と
し、国、大分県、県下各市町村の公共工事も手
掛けている。 

 
 

03 ｜ 取組のポイント 
1. 既存社屋は断熱性能も低く、省エネについては我慢を

強いる場面も少なくなかったが、ZEB 化後はストレ
スも減少し、業務を行う上で快適な社屋となった。 

2. 設計事務所・設備メーカー様とチームを組み、より高
い省エネ効果を実現するために導入設備を徹底検証
したことにより、ZEB 化への設計ノウハウを取得で
きた。 

3. エネルギー消費性能計算プログラムのオペレーショ
ン及び補助金申請を、コンサルタントに依存すること
なく自社にて実施したことにより、「ZEB リーディン
グ・オーナー」に加え、「ZEB プランナー」にも登録
することができた。 

04 ｜ 成果・効果 
エネルギー使用量 
 取組前（基準エネルギー） 572.2GJ/年 
 取組後（設計エネルギー） -214.1GJ/年 
省エネルギー率 137％ 
費用対効果 125,881 円/GJ・年（一次エネルギー削減量） 
投資回収  15 年 
更新・導入した主な設備 
 高性能グラスウール断熱材、Low-E 複層ガラス（ア
ルゴンガス入り）、高効率パッケージエアコン、高効
率全熱交換器、DC モーター換気扇、LED 照明、高効
率ヒートポンプ給湯器、BEMS（クラウド管理型）、
太陽光発電システム 

事業者の概要 
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05 ｜ 取組の概要 
①取組までの経緯 

１．社屋建替えの計画中に ZEB 補助金の存在を知る。 
２．ZEB について理解度を深めていく中で、将来の事業方針と重なる部分

を認識。 
３．自社にて ZEB 化計画の設計及び補助金申請を実施。 
４．補助金採択・着工。 
５．「ZEB リーディング・オーナー」登録。 
６．「ZEB プランナー」登録。 
７．ZEB 化社屋の完成。 
 

②事業者の取組 
１．設備メーカー主催の平成 29 年度省エネ補助金の研修会に参加。 
２．「ZEB ロードマップ」、「ZEB 設計ガイドライン」、「エネルギー消費性

能計算プログラム入力マニュアル」等の技術資料をダウンロードし、
ZEB 化への必要なスキルと理解度を深めた。 

３．エネルギー削減率を勘案しながらの設計変更・修正。補助金申請書の
作成。BELS 評価書の申請・取得。 

４．ZEB ランクは最高ランクの『ZEB』にて採択決定。 
５．補助金採択の条件である「ZEB リーディング・オーナー」と「ZEB プ

ランナー」を同時に登録。 
 

③成果と今後の展開 
省エネ率 137％は九州最高レベル。また最高ランクである『ZEB』の評価
は九州初。「ZEB リーディング・オーナー」として自社の ZEB をホームペ
ージ上で公開し、最新情報も発信している。「ZEB プランナー」としては
設計ノウハウの教示や補助金申請のサポートをしていく。 

 
 
 

 
 

06 ｜ ワンポイント・アドバイス 

事業者からのメッセージ 
「コベネフィット」（相乗便益）がキーワードです。建築物を ZEB 化する

ことは、CO2 を削減し地球温暖化防止に貢献することが本来の目的です

が、光熱費の削減・知的生産性の向上・快適さと健康維持・災害時の電源

確保による事業継続・不動産価値の向上等、様々な付加価値が生まれます。

今後拡大が予想される ESG 投資に対しては最強のリソース（経営資源）

のひとつとなります。 

 

  

【高効率パッケージエアコン】 
在室検知制御・床温度制御・センシング
機能搭載 

建築物のコンセプト、ZEB ランク
及び ZEB 評価グラフ 

【調光機能付 LED 照明】 
正明るさ制御・タイムスケジュール制
御・デマンド制御 

【BEMS 機器構成】 

【エネルギー性能グラフ】 

【Low-E 複層ガラス（アルゴン
ガス入り）と樹脂製サッシ】 
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２．施策概要
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３．省エネ補助金メニュー
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