
　ネットワークには、金沢市内に事業所を有する事業者の方は
どなたでもご加入いただけます。（会員企業名簿は4ページをご
覧ください）入会には、申込書と企業概要についての資料（パン
フレット等）が必要です。また、運営費として、年間3，000円の
会費をお願いしています。
　活動内容等はホームページでも発信していますので参考にし
てください。（URLは表紙右上参照）
　申込書を提出いただくと、各講習、講演会等のご案内が届くよ
うになります。
　入会後は、上記「地球温暖化防止
実行計画」の策定をはじめとして、事
業所の省エネルギーの取組等につ
いて、アドバイザー派遣などの支援
制度をご活用いただけます。
　お申し込み・お問い合わせは、4
ページ下段をご覧ください。

　各企業が温室効果ガスの削減目標を掲げる計画を策定し
ています。その策定に対するアドバイザーの派遣や個別支援
も行っております。（3ページでご紹介）
　これまで策定さ
れた計画（114社）
はホームページに
掲載しています。

　省エネ・節電や地球温暖化防止などについて先進企業
や国等の担当者を招いた講演会や見学会を開催し、最新
の情報を提供しています。（一部活動内容を次ページでご
紹介します。）

「講演会・見学会」 「地球温暖化防止実行計画」
の策定支援

「研修会・講座」 「入会について」

vol.11

SBTとは、企業が環境問題に取り組んでいることを示す指標のひとつです。
ScienceBasedTargetsの略で、「科学的に整合した目標設定」と訳されます。
パリ協定が求める水準と整合した、温室効果ガス排出削減目標のことで、
通常版SBTと、中小企業版SBTがあります。
2018年時点では20社だったSBT認証取得企業が、2023年3月時点で369社に
増加。そのうちの216社（約58%）が中小企業です。

・中小企業版SBTは、通常版SBTより簡易、安価な手続きで取得することができる。
・中小企業版SBTを取得することで、資金調達・経費削減に有利になることや、競争の優位性、社会的な知名度など
他社より大きく一歩先へ進むことができる。

　2018年4月より「金沢エコ推進事業者ネットワーク」の代表運営委員に就任している宮井です。
　当ネットワークは、約100社の企業が参画しており、20年以上にわたって活動してきました。
　この情報誌「GREEN K」で紹介させていただいた会員事例や講演会・エコドライブ講習会等の活動を通じて、
環境保全の取り組みについて研鑽し、地球温暖化防止実行計画に基づくCO2排出量の削減につなげています。
　今後も「金沢エコ推進事業者ネットワーク」は、多くの企業の模範となり、豊かな自然と伝統に育まれた金沢の
環境を後世に引き継ぐため、事業活動による環境負荷低減への取り組みを広げてまいります。

事務局への
お問い合わせ

金沢エコ推進事業者ネットワーク会員名簿

新規会員随時募集中！

代表運営委員挨拶

http://www.kanazawa-eco.net/

〒920-8577　金沢市柿木畠1番1号　金沢市役所 環境政策課内
Tel　076（220）2507　Fax　076（260）7193
Email eco-net@city.kanazawa.lg.jp 　URL http://www.kanazawa-eco.net

計96社、五十音順、敬称略、
令和5年3月末時点

バイオマス研究会・幹事会

ホームページ

2023.04

CO2を削減し、緑豊かな金沢を守ります。

　「金沢エコ推進事業者ネットワーク」とは、省エネ活動や廃棄物削減などに積極的に取り組み、
良好な金沢の環境の形成につなげようとの意志を持った事業者が参加するネットワークです。
　会員企業の情報収集の場として講演会や見学会を開催するとともに、取り組み内容を発信する活動を行っています。

金沢エコ推進事業者ネットワークって…!?

　業種別の情報交換や、バイオマス研究会、エコドライブ
講習会等の各種講座など、会員は、さまざまな研修の場を
利用して研鑽を積んでいます。（一部活動内容を次ページ
でご紹介します）

金沢エコ推進事業者
ネットワーク　代表

宮井　利之

講習会や見学会を開催し、再エネ
の取組を推進しています。

エコドライブ講習会
石川県安全運転研修所で
の実車体験を通して、より
実践的なエコドライブ講
習会を実施しました。

アール・ビー・コントロールズ㈱
IMK㈱
㈱アイ・オー・データ機器
浅地高周波㈱
アズビル㈱北陸支店
アムズ㈱
アルスコンサルタンツ㈱
石川建設工業㈱
㈱ADI.G
㈱エオネックス
エナテックス㈱
㈱NTTデータ北陸
会宝産業㈱
加賀重量㈲
加賀製紙㈱
㈱柿本商会
㈱金沢環境サービス公社
金沢機工㈱
㈱金沢シール
金沢市清掃㈱
㈱金沢東急ホテル
㈱金沢丸越百貨店
河村㈱
環境開発㈱

㈱環境公害研究センター
北川瀝青工業㈱
㈱北日本ジオグラフィ
㈱キョー・エイ
㈱金太
㈱熊谷組北陸支店
㈱グリーン
兼六建設㈱
㈱国土開発センター
㈱コシハラ
酒井工業㈱
㈱サワヤ
㈱シーピーユー
J-NES㈱
㈱七宝商事
㈱シミズシンテック
城東建設㈱
シンコール㈱
伸晃化学㈱
鈴木建設㈱
双電産業㈱
損害保険ジャパン㈱
第一電機工業㈱
第一生命保険㈱金沢支社

㈱大宣看板
㈱大和
㈱髙田組
辰村道路㈱
中外製網㈱
佃食品㈱
㈲土の味
常沢ビルサービス㈱
東亜電機工業㈱
㈱東洋設計
トナミ運輸㈱
㈱中島商店
㈱西川電機工業所
日栄商事㈱
日海不二サッシ㈱
日機装㈱金沢製作所
日本海建設㈱
㈱日本海コンサルタント
㈱日本空調北陸金沢営業所
㈱日本政策投資銀行北陸支店
日本郵便㈱金沢中央郵便局
のと共栄信用金庫
㈱橋本確文堂
ホクショー㈱

ホクシン工業㈱
（福）北伸福祉会
ホクトー㈱
㈱北都組
北陸貨物運輸㈱
㈱北陸環境サービス
北陸鉄道㈱
北話エンジニアリング㈱
㈱北國フィナンシャルホールディングス
松村物産㈱
丸果石川中央青果㈱
丸文通商㈱
丸和電業㈱
みづほ工業㈱
ミナミ金属㈱
明和工業㈱
㈱大和環境分析センター
㈱やまと商事
㈱ヨシカワ
㈱ヨシダ金沢営業所
ヨシダ印刷㈱
リコージャパン㈱石川支社
㈱リプラス
㈱若宮塗装工業所

講演会の様子
会員以外でも参加で
きる公開型講座 も
行っています。

見学会の様子
県内・県外問わず先進企
業や環境イベントの視察
を行っています。

当ネットワークでは、脱炭素社会に向けてSBT認証について学びました。（第106回全体会）

「SBT認証」を知っていますか？

講演概要（抜粋）

HPはこちら



活動内容紹介活動内容紹介
当ネットワークがどんな講演会を開いているか、どんなところに見学に行っているのか、
その一部を令和4年度の活動の中から抜粋して紹介します。

会員企業11社が自社のCO2排出量削減の取組とそのポイントを紹介しています。
他企業の脱炭素の取組のきっかけや模範となる取組を今後も推進していきます。

CO2削減アドバイザーを
派遣します

事業活動における省エネや二酸化炭素排出量削減に関しての課題や疑問に、専門家（CО2削減アドバイ
ザー）のアドバイスを受けることができます。是非ご利用ください。

石川県内在住の事業者部門の環境カウンセラー（環境保全活動に関する助言を行う
人材として環境省が認定）の登録者の中から、市が選定した方です。

令和4年度

申込・お問い合わせは

ガイドブックはこちらから

詳しくはこちらから

オンライン相談も
可能です

どんなことを
相談するの？

①温暖化対策実行計画の策定・実施のアドバイス、計画策定後の取組についてのお悩み
②省エネに関する相談
③各種事業者向け支援制度の紹介
④その他、環境保全活動についてのアドバイス等

『金沢市 脱炭素ガイドブック』に
CO2削減の取組を掲載

掲載企業（50音順）見学会

●アール・ビー・コントロールズ株式会社　　●金沢機工株式会社　　●環境開発株式会社
●双電産業株式会社　　●株式会社髙田組　　●株式会社東洋設計　　●株式会社日本海コンサルタント
●ホクショー株式会社　　●ホクトー株式会社　　●丸和電業株式会社　　●ヨシダ印刷株式会社

取組の一部を抜粋

清水建設株式会社北陸支店　社屋
中規模オフィスでは北陸地域初となるZEBを実現した社屋を見学しました。

金沢市主催　脱炭素セミナーに参加
5月　　「脱炭素セミナー」
11月　 「産業別脱炭素セミナー」

エコドライブ講習会
場所　石川県交通安全研修センター
JAFの講師を迎え、実車講習を行いました。講習前後では、燃費が
10％以上軽減されました。

オンライン講演会
『待ったなしの脱炭素社会』
　～地域経済発展に結び付く企業のカーボンニュートラル戦略～
株式会社日本再生エネリンク
代表取締役　北村　和也 氏

オンライン講演会
『すぐにできる！オフィスの整理収納』
　～エコと業務の効率化～
整理収納アドバイザー　家村　かおり 氏

オンライン講演会
『エネルギー基本計画における
　　　　　再生可能エネルギー』
　～新エネルギーへの期待と課題～

（第1部）「運輸部門における脱炭素の取組」
　　　　～企業の存続に向けて～

国立研究開発法人産業技術研究所　
エネルギー環境領域　省エネルギー研究部門
化合物薄膜材料グループ　主任研究員　西永　慈郎 氏

CO2削減アドバイザーとは？

派遣回数に制限は？

費用は？ 無料です。

2～3回（おおむね4時間程度）までとします。

・高効率空調や照明等の省エネ機器の導入、太陽光発電による省エネにより「ZEB　Resdy」を取得
・カーシェアによる社用車の減車、EVの積極的活用
・社屋（工場や駐車場）屋根に太陽光発電設備を設置し、自家発電を実施
・印刷物を作成する際に排出されるCO2( カーボン）料を算出し、環境省所轄の Jクレジットを購入することで
　実質的に排出量ゼロの印刷物を作成

株式会社ビーイングホールディングス
代表取締役　喜多　甚一 氏
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環境保全の取り組みについて研鑽し、地球温暖化防止実行計画に基づくCO2排出量の削減につなげています。
　今後も「金沢エコ推進事業者ネットワーク」は、多くの企業の模範となり、豊かな自然と伝統に育まれた金沢の
環境を後世に引き継ぐため、事業活動による環境負荷低減への取り組みを広げてまいります。

事務局への
お問い合わせ

金沢エコ推進事業者ネットワーク会員名簿

新規会員随時募集中！

代表運営委員挨拶

http://www.kanazawa-eco.net/

〒920-8577　金沢市柿木畠1番1号　金沢市役所 環境政策課内
Tel　076（220）2507　Fax　076（260）7193
Email eco-net@city.kanazawa.lg.jp 　URL http://www.kanazawa-eco.net

計96社、五十音順、敬称略、
令和5年3月末時点

バイオマス研究会・幹事会

ホームページ

2023.04

CO2を削減し、緑豊かな金沢を守ります。

　「金沢エコ推進事業者ネットワーク」とは、省エネ活動や廃棄物削減などに積極的に取り組み、
良好な金沢の環境の形成につなげようとの意志を持った事業者が参加するネットワークです。
　会員企業の情報収集の場として講演会や見学会を開催するとともに、取り組み内容を発信する活動を行っています。

金沢エコ推進事業者ネットワークって…!?

　業種別の情報交換や、バイオマス研究会、エコドライブ
講習会等の各種講座など、会員は、さまざまな研修の場を
利用して研鑽を積んでいます。（一部活動内容を次ページ
でご紹介します）

金沢エコ推進事業者
ネットワーク　代表

宮井　利之

講習会や見学会を開催し、再エネ
の取組を推進しています。

エコドライブ講習会
石川県安全運転研修所で
の実車体験を通して、より
実践的なエコドライブ講
習会を実施しました。

アール・ビー・コントロールズ㈱
IMK㈱
㈱アイ・オー・データ機器
浅地高周波㈱
アズビル㈱北陸支店
アムズ㈱
アルスコンサルタンツ㈱
石川建設工業㈱
㈱ADI.G
㈱エオネックス
エナテックス㈱
㈱NTTデータ北陸
会宝産業㈱
加賀重量㈲
加賀製紙㈱
㈱柿本商会
㈱金沢環境サービス公社
金沢機工㈱
㈱金沢シール
金沢市清掃㈱
㈱金沢東急ホテル
㈱金沢丸越百貨店
河村㈱
環境開発㈱

㈱環境公害研究センター
北川瀝青工業㈱
㈱北日本ジオグラフィ
㈱キョー・エイ
㈱金太
㈱熊谷組北陸支店
㈱グリーン
兼六建設㈱
㈱国土開発センター
㈱コシハラ
酒井工業㈱
㈱サワヤ
㈱シーピーユー
J-NES㈱
㈱七宝商事
㈱シミズシンテック
城東建設㈱
シンコール㈱
伸晃化学㈱
鈴木建設㈱
双電産業㈱
損害保険ジャパン㈱
第一電機工業㈱
第一生命保険㈱金沢支社

㈱大宣看板
㈱大和
㈱髙田組
辰村道路㈱
中外製網㈱
佃食品㈱
㈲土の味
常沢ビルサービス㈱
東亜電機工業㈱
㈱東洋設計
トナミ運輸㈱
㈱中島商店
㈱西川電機工業所
日栄商事㈱
日海不二サッシ㈱
日機装㈱金沢製作所
日本海建設㈱
㈱日本海コンサルタント
㈱日本空調北陸金沢営業所
㈱日本政策投資銀行北陸支店
日本郵便㈱金沢中央郵便局
のと共栄信用金庫
㈱橋本確文堂
ホクショー㈱

ホクシン工業㈱
（福）北伸福祉会
ホクトー㈱
㈱北都組
北陸貨物運輸㈱
㈱北陸環境サービス
北陸鉄道㈱
北話エンジニアリング㈱
㈱北國フィナンシャルホールディングス
松村物産㈱
丸果石川中央青果㈱
丸文通商㈱
丸和電業㈱
みづほ工業㈱
ミナミ金属㈱
明和工業㈱
㈱大和環境分析センター
㈱やまと商事
㈱ヨシカワ
㈱ヨシダ金沢営業所
ヨシダ印刷㈱
リコージャパン㈱石川支社
㈱リプラス
㈱若宮塗装工業所

講演会の様子
会員以外でも参加で
きる公開型講座 も
行っています。

見学会の様子
県内・県外問わず先進企
業や環境イベントの視察
を行っています。

当ネットワークでは、脱炭素社会に向けてSBT認証について学びました。（第106回全体会）

「SBT認証」を知っていますか？

講演概要（抜粋）

HPはこちら


