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１ 調査の目的 

「北九州市地球温暖化対策実行計画」の改定にあたっては、地球温暖化を取り巻く最

新の動向を踏まえながら、脱炭素社会の実現に向けた本市における今後の地球温暖化対

策を検討する必要があり、特に産業都市である本市の特性に鑑み、産業界の状況を把握

することが重要である。 

そこで、鉄鋼業（高炉・電炉）、化学工業、セメント業などの主な市内業者や、エネル

ギー供給事業者（電気・ガス）を中心にヒアリング調査を行い、温暖化対策に向けての取

組みや CO2 削減に向けての課題、コロナ禍での影響などに関して意見交換を行った。 

２ 調査概要 

【ヒアリング対象】 鉄鋼業（高炉・電炉）、化学工業、セメント業などの主な市内業者 

及び住宅販売事業者 

【対 象 事 業 所】 １４社（表 1のとおり） 

【調 査 実 施 日】 令和２年１０月２０日から令和２年１２月２５日 

【調 査 項 目】 以下の５項目 

（１） 現在の取組み状況 

（２） 今後の取組み（2030 年目標、2050 年へのビジョン） 

（３） 製品・技術等による CO2 削減への貢献 

（４） コロナ禍での影響と対応 

（５） 行政への要望 

表 1 ヒアリング対象事業所 

業種 企業名・事業所名 ヒアリング日 

① 

製造業 

東京製鐵株式会社 九州工場 令和２年 10 月 21 日 

② ＴＯＴＯ株式会社 本社 令和２年 10 月 28 日 

③ 日本製鉄株式会社 九州製鉄所（八幡地区） 令和２年 11 月 30 日 

④ 日鉄高炉セメント株式会社 令和２年 10 月 27 日 

⑤ 三菱ケミカル株式会社 福岡事業所 令和２年 11 月 26 日 

⑥ 三菱マテリアル 九州工場黒崎地区 令和２年 11 月 24 日 

⑦ 株式会社安川電機 本社 令和２年 11 月 4 日 

⑧ 百貨店 株式会社井筒屋 小倉（本店） 令和２年 10 月 26 日 

⑨ 
総合建設 

大和ハウス工業 北九州支社 令和２年 10 月 29 日 

⑩ 東宝ホーム株式会社 令和２年 11 月 9 日 

⑪ 電力事業 九州電力株式会社 北九州支店 令和２年 11 月 26 日 

⑫ ガス事業 西部ガス株式会社 北九州支店 令和２年 10 月 20 日 

⑬ 火力発電事業 戸畑共同火力株式会社 令和２年 12 月 25 日 

⑭ 交通 西鉄バス北九州株式会社 令和３年 1 月 6 日 
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３ 調査結果 

以下、ヒアリング項目ごとの調査結果の傾向をとりまとめたもの。 

（１） 現在の取組み状況 

自社及び事業所の削減目標に、省エネ法に基づく削減義務を取り入れて取り組んでい

る企業が多かった。 

エネルギー効率化や温暖化対策の取組みには、組織的な体制を整えて全社的に実施し

ている企業が多く、低炭素貢献商品（インバータ、ZEH の販売件数等）の販売を業績評

価に組み込んでいる企業もあった。 

温暖化対策やその成果を、中期経営計画やCSR 等の経営計画の柱として掲げ、積極的

に取り組むとともに、実績や進捗状況を公開している事業所もある。 

具体的な取組みとして、エネルギー効率向上のための高効率機器への更新や導入の

他、プロセス内の副生エネルギーの回収利用や事業・設備規模の最適化、再生可能エ

ネルギーの導入、廃棄物の受け入れによる材料及びエネルギー源の代替などがあった。 

エネルギー源が電力主体の企業では、再生可能エネルギーの設備導入や再エネ 100％

電力の利用を実行可能なところから始めることや、再生可能エネルギーの余剰分を活用

するなどして、CO 排出削減に結びつけている。 

（２） 今後の取組み（2030 年目標、2050 年ビジョン） 

＜目標・ビジョン＞ 

今後の取組みの方針として、省エネ法に基づく削減や業界ガイドラインに従ったものを

掲げる企業が多かった。 

社会動向や業界の意志表明を受けて、脱炭素社会に向けた経営計画や 2050 年ビジョ

ンの策定に取り組んでいる企業があった。 

＜課題＞ 

低炭素に貢献する高機能製品の機能向上を今後の取組みに掲げる企業が多く、燃料転

換による燃料の低炭素化やエネルギー原料・媒体での水素利用を検討している企業も

あった。 

脱炭素社会を実現する技術開発とともに、そこへ移行する段階のための技術が重要であ

るとの見解があった。 

脱炭素社会の将来技術開発や再生可能エネルギーの利用には、価格競争力を無視し

て考えることはできないとの意見があった。 

非効率石炭火力のフェードアウトへの動向による自社の生産活動への影響を懸念する

声があった。 

エネルギー製造においては、熱エネルギーの脱炭素化が重要な課題になっている。 
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（３） 製品・技術等による CO 削減への貢献 

自社製品の使用による CO 削減への貢献を考える企業が多く、生産活動の削減とともに

環境経営としてアピールしている。 

製品による海外貢献については、製品の流通形態や製品特性による複雑さから、市内工

場のみの効果の算定が困難であるとの見方があった。 

市内における ZEH の普及は 50～60％（新規販売戸数比）と毎年伸びてきており、今後も

より高い割合での普及が見込まれている。一方で、ZEB や ZEH マンションについては、

初期投資の高さや申請手続きに時間がかかる等、普及に向けての課題がある。 

国内で培ったエネルギー技術の海外展開やエネルギー事業への投資による海外貢献を

行っている企業もいる。 

北九州市域外ではあるが、新たなシェアリングオフィスの整備やサービス展開を行ってい

る企業があった。 

将来的な技術として水素利用への期待が高まっているが、その実現には経済的かつ安

定的な生産・供給体制やカーボンフリーエネルギーの実現が条件と考えている企業があ

る。 

新しい技術には事業場や設備ごとに専門技術者が必要なものもあり、そのような技術の

普及には専門技術者の育成も課題であると認識している企業がある。 

（４） コロナ禍での影響と対応 

＜感染症対策＞ 

産業部門の製造部署や業務部門の対面販売については、自宅待機や営業時間の短縮

などで対応する企業が多かった。 

その他の対応として、サテライトオフィスの開設、時差出勤、事務所区画の分割、入室時

の検温実施、机の間仕切りの設置、消毒スタンドの設置、従業員へのマスク・消毒スプレ

ーの配布、電子決済システムの導入、事業継続計画策定への着手、制御室で感染者が

出た場合を想定した中央制御機能の代替確保、通勤や食事などでの密回避などに取り

組んでいた。 

＜テレワーク・働き方＞ 

コロナ禍により、テレワークやオンライン会議の環境整備、特に営業、事務などのオフィス

部門について、社内の制度整備が大きく進み、今後も進めていくとする企業もいた。 

３交替制勤務を可能にするために、アシストマシンやロボットの導入などで労働環境の整

備を行っている企業もいた。 

＜生産＞ 

緊急事態宣言時においては、前年または平年より生産が数割減少し、宣言解除後には

生産が回復、回復傾向にあるとする企業が多かった。 

コロナ禍により価値が見直され、生産がこれまでより伸びた製品もあるとする企業がある。 

夏季には、対策のための換気と冷房を並行して行ったため、エネルギー消費量が多くな

ったとする企業がある。 
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（５） 行政への要望 

企業からの要望は、①「生産活動への支援」、②「低炭素化貢献製品の消費普及促進」、 

③「技術開発への支援」についてのものであった。 

＜要望の具体的内容＞ 

①生産活動への支援 

施設・設備更新／新設備導入時における補助金制度の充実 

補助金・助成金制度における企業規模要件の緩和 

導入支援制度（補助金／助成金）における手続きの簡素化、承認期間の効率化 

土地の用途転換手続きの規制緩和（再生可能エネルギー設備目的） 

自治体主導のまちづくり・土地区画整備事業の実施 

②低炭素化貢献製品の普及促進 

低炭素化貢献製品の購入者（市民・事業者）に対する補助金制度の充実【３件】 

市発注の公共工事における低炭素化貢献製品の利用促進の仕組みの導入【２件】 

低炭素化貢献製品に関する情報の市民への広報、理解促進への取組み 

③技術開発への支援 

カーボンニュートラル実現技術（再生可能エネルギー拡大、CCUS、水素関連インフラな

ど）への長期的・継続的な政策支援と産官学一体の取組み 

国のエネルギー施策の動向、具体的措置に関する最新情報の提供及び共有 

４ 総括 

 今回ヒアリングを行った全ての企業において、省エネ法に基づく削減目標にも積極

的にチャレンジしており、省エネ法での評価も高く評価されている。ほとんどの企業

が脱炭素社会へ対応していくことについて、具体的な取組みを進めている。 

 温室効果ガス排出削減の目標について、2030 年、2050 年の長期目標（排出量実質ゼ

ロを含む）やビジョンを、事業所もしくは事業団体の中で設定している企業が多く、

ESG 投資等の脱炭素の世界的な潮流にも敏感に反応し、投金融機関に対する対外的な

取組みとして高い意識をもっている。 

 コロナ禍の影響への対応として、各企業においてテレワークや IT の活用、事業の見

直し等、企業による努力が行われている。 

 国や行政に対する要望としては、補助制度の情報を必要としている企業が多く、他に

も低炭素化に貢献する商品購入の促進支援、産官学の連携や最新情報の提要及び共有

の要望も多かった。 

本市の取組みとして、今回行った企業ヒアリングを契機に、市内企業と定期的に意見

交換を行う仕組みを作るなど、企業の状況やニーズ把握に努め、現在審議中の「北九州市

地球温暖化対策実行計画」や、今後の本市の施策に随時反映し、市内企業の脱炭素化の取

組みを後押ししていく必要がある。 
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5

　　５　参考資料

各企業のヒアリング結果
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① 東京製鐵株式会社 九州工場［ヒアリング日 2020 年 10 月 21 日］ 

（1）現在の取り組み状況 

推進体制は、各工場で環境と省エネルギー推進の委員会があり、本社にそれらを束ねる中央

委員会がある。 

省エネ法のクラス評価では、Sクラス評価を2年連続で受けている。 

自動車のスクラップ（A プレス）の受入を、グループ内では最も多く受け入れている。自動

車は7割が鉄、3割が樹脂であり、処分に困るASR（自動車破砕残さ）を燃料として使用し

ている。 

昼夜の電力単価の格差が小さくなってきており、上げデマンドレスポンスによる生産調整も

しやすい。上げデマンドレスポンスのエネルギーは再エネ率が高く、この認識が普及する必

要がある。 

ＥＰＤ（アメリカの環境ラベルタイプ３）を取得しており、その取得にはＬＣＡを行った。 

（2）今後の取り組み 

製品倉庫の屋上を利用して、太陽光発電設備（80万 kW）の導入を予定している（2021年

2月稼働予定）。 

省エネ法の削減義務は、現在の取り組みで達成の見通しである。取り組みの方向性は、生産

量増加による消費原単位の低減である。 

今後は再エネ優先も視野に入れ、検討していきたい。 

工程プロセスのトランスを高性能設備に更新する予定である（2021年夏予定）。 

鉄鋼連盟の将来ビジョンでは、社会ニーズの高まりによりスクラップ利用量が増加するとし

ており、電気炉の活躍の場が増えていくと考えている。 

（3）製品・技術等によるCO2削減への貢献 

韓国企業と技術提携・交流を2018年から行っている。提携企業の製品（一部を自社生産）

が広がれば、海外のCO2削減に間接的に貢献していると考えている。 

他工場では自動車鋼の表面に採用されるべく、製品品質づくりに取り組んでいる。 

（4）コロナ禍における生産活動影響と対応 

生産工場では、簡単にやり方を変更することはできない。 

管理部門のテレワーク、事務所区画の分割、入場時体温測定を実施している。 

自宅待機等の雇用調整を実施した（3/22-9/21、2,500人規模）。 

ウェブ会議、ペーパーレス（電子化）、電子決済システムの導入を行った。 

（5）行政への要望 

自治体発注の公共工事に使用する鋼材に、電炉鋼材の利用を促進する制度や取り組み（東京

都の例）。 
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出典：東京製鐵ウェブページ 

出典：東京製鐵ウェブページ 
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② ＴＯＴＯ株式会社 本社［ヒアリング日 2020 年 10月 28 日］ 

（1）現在の取り組み状況 

CSR部門は10年前に設立、5-6年前からESG投資への対応に力を入れている。 

CO2の集計や目標設定は工場単位で実施している。 

省エネ法の削減義務の達成は社内目標の一つに掲げている。 

国内事業の排出量は全て右肩下がりで減少している。 

トンネル釜やレンガ釜の設備更新による効率の向上や、軽油から都市ガスへの燃料転換を実

施し、燃料転換は完了した。 

独自の省エネ診断を行い、各工場の指導・管理を行っている。 

（2）今後の取り組み 

計画的に高効率設備の導入を図っている。 

再エネの購入は2018年頃から進めてきた。小売り事業から低圧電力を順次購入している。 

カーボンニュートラルのエネルギー導入を見据えている。 

自家消費するための再エネ設備の導入は計画しておらず、投資回収が可能な状況になれば検

討していきたい。 

（3）製品・技術等によるCO2削減への貢献 

市内工場の製品データと海外販売データの紐付けが困難であり、海外貢献による削減効果な

どの算出は難しい。 

人工光合成プロジェクトに参画しているが、技術確立の研究段階である。 

固体酸化物形燃料電池（SOFC）について、合弁会社を設立し、実証実験を行っている。 

（4）コロナ禍における生産活動影響と対応 

生産量は一時下がったが、戻ってきている。 

テレワークについて、関東では定期的に実施しており、北九州も 12 月から定期実施を開始

する。インフラ整備も含め、テレワークの積極的な導入を検討中である。 

換気をしながら、冷房を使用するため、工場内のエネルギー消費量が増加した。 

非接触型製品は、コロナ禍の時期に価値だから売れるようになり、公共用途に伸びてきてい

る製品もある。 

（5）行政への要望 

部品供給事業者に対する脱・炭素に貢献する部品を開発するインセンティブを与える制度や

仕組み。 
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出典：TOTO ウェブページ 

出典：TOTO ウェブページ 

出典：「チャレンジ・ゼロ」 ウェブページ 

10



③ 日本製鉄株式会社 九州製鉄所（八幡地区）［ヒアリング日 2020 年 11 月 30 日］ 

（1）現在の取り組み状況 

中期環境経営計画（2020 年までの 3ヵ年計画）の下、環境経営委員会を軸に PDCA サイ

クルを回し改善に取り組んでいる。 

気候変動への対策として、日本鉄鋼連盟の低炭素社会実行計画に参画し、3つのエコ*と革新

的技術開発の 4 本柱で対策を推進している。日本鉄鋼連盟全体では、2020 年度削減目標

300 万トンに対し、330 万トン削減し（2019 年度実績）、2020 年度目標を 30 万トン

上回った。 

当社は製鉄プロセスで生じるエネルギーの有効活用（副生ガス・排熱発電等）及び、設備の

操業改善、設備更新、高効率設備導入による省エネルギー化を図り、2019 年度のエネルギ

ー消費量は約13％の削減を達成している（1990年度比）。 

（2）今後の取り組み 

部門横断的なゼロカーボン・スチール委員会を立ち上げ、脱・炭素社会に向けた2030年目

標・2050年ビジョンを作成中である。 

脱炭素社会の実現には、脱炭素技術だけでなく、そこへ移行するトランジション技術の開発

も重要と考えている。 

脱・炭素社会実現への課題は、「水素還元製鉄の実現」、「経済的な CCUS の実現」、「豊富か

つ経済的な水素供給インフラやカーボンフリー電力の供給」、「脱炭素実現に伴うコスト負担

と国際競争力の維持」である。 

（3）製品・技術等によるCO2削減への貢献 

最終製品使用時の省エネルギーに貢献する高機能鋼材（エコプロダクツ ）を提供（自動車用

ハイテンや電磁鋼板など） 

省エネルギー技術の海外移転によるＣＯ２削減貢献 

コークス炉乾式消火設備（ＣＤＱ）：2018年までに世界で2,074万トンのＣＯ２削減に

貢献 

脱・低炭素化に向けてあらゆるチャレンジに取り組んでいる。 

経団連「チャレンジ・ゼロ」宣言に賛同しそれに通じて10件の具体的取り組みを公表 

将来的に期待される技術 

水素社会の実現に不可欠なインフラ構築に貢献する水素インフラ関連技術、 

高強度鋼材などの先進材料・利用加工ソリューション技術を用いたNSafe®-AutoConcept 
エネルギー効率を改善する高効率無方向性電磁鋼鈑の更なる品質向上（低鉄損化） 等 

（4） コロナ禍における生産活動への影響と対応 

スタッフ部門を中心にテレワーク、web会議を有効に活用している。一方で、生産部門はテ

レワークが不可であるため、操業現場の生産方法に大きな変化はない。 

生産量の変動はユーザ業界の動向次第であり、コロナ禍による経済活動の水準が低下し続け

れば、鉄需要にも大きく影響してくるものと考えている。 

（5）行政への要望など 

２０５０年カーボンニュートラルを我が国が向かうべき方向性、ビジョンと捉える考えには

賛同する。 

鉄鋼生産におけるゼロカーボン・スチールについて、抜本的なプロセス変更が実現しない限

り達成できないということであり、中国を中心とする海外競合メーカーに対する競争力回復

の観点も含めて、経営における最重点テーマとして取り組んでいく。 

低炭素社会実行計画参画企業は全社最適の中で経営判断を行っており、事業所の目標設定は

困難であるため、低炭素社会実行計画参画企業を除いた上での目標設定等について、ご配慮

いただきたい。 
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出典：日本製鉄ウェブページ 

出典：日本製鉄ウェブページ 

【エコプロダクツの例】 

出典：日本製鉄ウェブページ 
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④ 日鉄高炉セメント株式会社［ヒアリング日 2020 年 10 月 27 日］ 

（1）現在の取り組み状況 

低炭素社会実行計画に沿ってセメント業界全体で取り組んでおり、需要の関係もあるが、

2015年には2030年の削減目標を業界として達成している。 

廃棄物を利用し化石燃料の使用量を削減している。北九州市の下水汚泥も全量（2,000～

3,000ｔ/年）を受け入れ、燃料化して使用している。 

高炉セメントは固まるのが遅いという特性があり、建築分野より土木分野での需要が高い。

九州では土木現場の7-8割で使用されている。 

（2）今後の取り組み 

高炉セメントの CO2 削減効果を生かし、高炉セメントの普及（用途拡大）を通じて建設時

に発生するCO2削減に寄与する。 

省エネ法の削減義務は今後も実行していく。省エネ対策として、高効率クリンカクーラー／

大型コンプレッサーの設備更新が予定されており、原油換算で合計 3,000kL 程度の省エネ

を予定している。 

再エネ利用については、エネルギー原価の大きさが導入判断の根拠になる。競争力が落ちる

ため、製品価格に転嫁できない。 

石炭灰を原材料としてリサイクルしているが、石炭火力発電のフェードアウトによりフライ

アッシュがなくなることが懸念され、他の材料を探す必要が出てくると考えている。 

（3）製品・技術等によるCO2削減への貢献 

高炉セメントはＪ－クレジット制度にも登録しているが、製品の環境価値をもっとアピール

でき、利用者から認知・評価される方法がないかと考えている。 

鉱化剤によるセメントクリンカの焼成温度の低減も技術的に可能であるが、製品規格化と顧

客の理解と利用が見込めないと製品化は難しい。 

セメント協会が示している次世代技術のなかにはCCUSも含まれており、その削減割合は小

さくない。 

CO2を積極的に吸収させるコンクリート製品も出ており、吸収したCO2で硬化強度を上げ

る効果がある。 

（4）コロナ禍における生産活動影響と対応 

生産ライン以外の従業員（約120名）に対し、72名のテレワーク体制を整備した。 

CO2削減から考えれば、自動車通勤者のみ対象にするなど工夫が必要である。 

（5）行政への要望 

国発注の工事では、グリーン購入法に基づき仕様書等で基礎部への高炉セメントの使用が指

定されている。自治体の公共工事において、高炉セメント利用普及への後押しが欲しい。 

北九州市は日本での高炉セメント発祥地であることもあり、建築工事基礎部への高炉セメン

ト使用を北九州市のCO2削減施策の一つとしてぜひ検討してほしい。 

高炉セメントは他社からも製品が出ており、供給体制にも問題はない。 

ゼネコンが、民間事業において自社の建設物に低炭素コンクリートを利用し、自社製品の付

加価値を上げている例が増えてきている。 

13



出典：日鉄高炉セメントウェブページ 

出典：日鉄高炉セメントウェブページ 
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⑤ 三菱ケミカル株式会社 福岡事業所［ヒアリング日 2020 年 11 月 26 日］ 

（1）現在の取り組み状況 

省エネ法に基づいて、毎年1%以上(原単位ベース)のエネルギー削減を行っている。 

取り組み体制は、企画管理部が主導して事業所全体を統括している。 

スチームトラップ等の熱源管理や不要な供給の削減、操業地区・設備などの統合を実施し、

CO2放散設備については可能な限り放出させないよう管理している。 

2019年は54万 t の削減であり、2005年比で34%程度の削減を達成した。 

近年は、大型プラントの休廃止による削減効果が大きい。 

（2）今後の取り組み 

中期経営計画KV30の事業所版の方針を作成中であり、製造品毎のロードマップや目標を定

める。 

脱・低炭素化へ向け、可能な限り貢献していきたいと考えている。将来的に、さらなる削減

を行うために CO2 回収・リサイクル、バイオポリカーボネイトの機能向上などを目指して

いる。 

（3）製品・技術等によるCO2削減への貢献 

バイオポリカーボネイトは脱炭素化に資する製品であり、今後、普及拡大を図りたい。 

（4）コロナ禍における生産活動影響と対応 

入門時の検温のほか、管理、間接部門はテレワーク、オンライン会議、机の間仕切りなどを

実施した。製造部門は、操業維持のため、特に変更は無く3交代勤務を実施した。 

テレワーク取得は緊急事態宣言時で50%近く、現在13%程度であり、今後は５０%まで引

き上げていけるよう職場環境の改善を進めたい。 

DX推進体制を設置し、社内のデジタル化、個々人のネットワーク化を進めている。さらにリ

モート化や脱ハンコ促進のためRPAの導入推進を進めている。 

（5）行政への要望 

大型施設更新時に利用できる補助制度を紹介してもらいたい。 

申請の窓口や募集期間等の仕組みがわからないので、申請手続きなどの支援をお願いしたい。 
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出典：三菱ケミカルウェブページ 

出典：三菱ケミカルウェブページ 

16



⑥ 三菱マテリアル 九州工場黒崎地区［ヒアリング日 ２０２０年 11月 24 日］ 

（1）現在の取り組み状況 

2015～2018年のCO2排出量は約22～25万 t-CO2であり、横ばいで推移しており、

2019年のCO2排出量は減少しているが、生産量が少なかったためである。 

プロセス由来の CO2 排出量については生産量の大きさによる影響が大きい。一方で、エネ

ルギー由来については、省エネ法に基づいてCO2排出削減を進めている。 

九州工場黒崎地区では、製造，保全両部門でCO2削減、エネルギー効率化に取り組むため、

エネルギー管理士をメンバーに入れた体制で取り組んでいる。 

機器の導入には、高効率で省エネな製品をメーカーに提案させ、その中から選定している。

また、汎用機器ではインバーター化、事務部門では LED照明の導入も行ってきた。 

（2）今後の取り組み 

将来的なCO2削減の取り組みについても、省エネ法に基づいて実施していく。 

プロセス工程でどうしても CO2 が発生するため、脱・低炭素化は難しい課題であるが、今

後も産廃処理促進の取組により地域全体のエネルギー消費削減に貢献していく。 

（3）製品・技術等によるCO2削減への貢献 

日本製鉄の高炉スラグなどをクリンカーの代替品として活用し、CO2削減に貢献している。 

藻類バイオマスによるCO2固定化・バイオプラスチック素材の製造などを研究している(～

2019年)。 

中央研究所が、メタネーション化やカーボネート化など脱炭素技術の研究に着手している。 

（4）コロナ禍における生産活動影響と対応 

4～6月は、製造現場で2グループに分けて、2週間毎に1グループが3交替を行う体制を

とったが、作業者の負担が大きくなったこと、新型コロナ対応が長期化する見通しとなった

ことから、7月以降は止めている。 

ネットワークを整備し、WEB会議などを行っている。以前より在宅勤務制度はあったが、コ

ロナ禍に伴って活用しやすく改善させた。 

今後のセメントは、新型コロナの影響にかかわらず、インフラの更新や強靱化のため、一定

の需要が見込まれると考えている。 

（5）行政への要望 

助燃施設、排熱活用施設を導入するための補助金等があると助かる。 
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出典：三菱マテリアルウェブページ 

出典：三菱マテリアルウェブページ 
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⑦ 株式会社安川電機 本社［ヒアリング日 2020 年 11月 4 日］ 

（1）現在の取り組み状況 

グリーンプロセス（生産活動による削減）とグリーンプロダクツ（製品による削減貢献）の

両輪で推進している。 

現在の削減目標は省エネ法の削減義務に則っており、再エネ電力の導入によりさらなる削減

につながっている。 

太陽光発電の導入は、開所予定の安川テクノロジーセンタに295kWを導入予定であり、目

標の累積 2.5MW は達成の見通しである。新規建屋への太陽光設置の方針を掲げ、再エネ創

出を推進している。 

再エネ電力は2020年2月に購入を始め、本社・八幡西事業所、中間工場および小倉事業所

は再生エネルギー100％で稼働している。再エネ電力の購入により、国内の CO2 排出量の

約40％削減となっている。 

（2）今後の取り組み 

エネルギー消費の大半は電力であり、再エネ電力の導入で大幅な CO2 削減が可能である。

太陽光パネルは、新設建屋の設置できる場所には設置する方針としている。 

「2050年実質ゼロ」のためには2030年の姿（目標）をしっかり見据えて、削減ロードマ

ップ、投資計画など具体的な計画を立てる。 

（3）製品・技術等によるCO2削減への貢献 

産業用インバータ等、当社製品の普及拡大により、お客様における製品使用時の削減が進ん

でいる。 

最新機種のロボットはロボット本体の軽量化が進み、さらに一部のロボットにはモータ減速

時に発電されるエネルギー（回生電力）を電源へ返す電源回生機能を組み込んでおり、これ

らの普及が進むとその省エネ効果が現れてくると考えている。 

人手不足・担い手不足に対するロボット活用は進んでいくが、ロボットは専門技術者がいな

いと動かない。普及には技術者の育成（人づくり）も重要である。 

（4）コロナ禍における生産活動影響と対応 

売上は下がったが、海外での経済活動の持ち直しもあり、影響の程度は低く抑えられている。 

テレワークについては、工場勤務では対応ができない。非生産部門では極力テレワークを推

奨している。 

（5）行政への要望 

再エネ電力を利用したくても、地域によっては必要な電力量の確保が難しい。 

最近の環境省や経産省の補助金には中小企業対象の制約があるものが多く、当社はグループ

会社も含めて大企業とみなされ対象外となる。これを補う制度が北九州市にあると良い。 
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出典：安川電機ウェブページ 

出典：「チャレンジ・ゼロ」 ウェブページ 
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⑧ 株式会社井筒屋 本店［ヒアリング日 2020 年 10 月 26 日］ 

（1）現在の取り組み状況 

昨年の秋にＥＳＧ担当部署を設立し、温暖化対策も総務から担当を移行した。 

2020 年７月からサスティナブル委員会を立ち上げ、それまでの環境保全委員会を継承する

かたちで活動している。 

2020年１０月からは社員によるサスティナブルアクション２０２０を開始した。 

過去の環境関連の取り組みは部署毎に点での活動であり、うまくＰＲできなかった。活動全

体の整理を行い、全体での活動をサスティナビリティレポートで広報していく。 

近年５年間は、省エネ法の削減義務を達成している。 

空調設備のインバータ化やＬＥＤ照明の採用で、使用量及び最大電力とも毎年下がっている。 

店舗の特性からエネルギー使用は電力が一番で、ガスは全体の一割未満である。 

近年の削減量が大きいのは、照明の LED化の効果が大きい。 

（2）今後の取り組み 

百貨店協会の自主行動計画２０３０年目標を既に達成済みである。 

今後も百貨店協会のガイドラインに従って、削減を進めていく方針である。 

再エネ設備の導入については、消費者として付加金を負担していることもあり、自助努力の

範囲で対応を検討していきたい。 

再エネ電力の購入は、価格がネックで導入の障壁になる。 

対策への体制が整い、社内でも議論が始まったばかりで、これから研究・検討していく段階

にある。 

（3）製品・技術等によるCO2削減への貢献 

環境配慮型商品の取り扱いを行っており、エコバックの販売が伸びている。 

レジ袋有料化によるエコバック販売量の動きは大きい。 

（4）コロナ禍における生産活動影響と対応 

役員会はオンライン会議で開催、密回避のための社内分散型で現在も一部継続中である。 

ネット販売サービスが伸びてきており、対面接客が百貨店の真骨頂と考えている当社がどう

いったバランスの販売戦略としていくか、慎重に議論していく。 

ネット販売で在庫管理がうまくできれば、在庫保管している本館のバックヤードを空きスペ

ースとして新たに活用できる。 

（5）行政への要望 

省エネ設備の助成金手続きが煩雑で、承認・発注までのスピード感が欲しい。 

当社では多額な設備改良を行ったが、速やかに承認等をいただくことは困難なため、助成金

は活用しなかった。 
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サスティナビリティレポートの公開 

出典：井筒屋ウェブページ 

出典：井筒屋ウェブページ
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⑨ 大和ハウス工業 北九州支社［ヒアリング日 2020 年 10 月 29 日］ 

（1）現在の取り組み状況 

推進体制は本社の環境部を中心として活動している。 

事業所内では環境統括管理者、環境推進責任者、ECOサポーター（社員）で構成され、環境

推進責任者とECOサポーターが実質的に活動を行っている。 

環境エネルギー事業部は福岡支社の所属であり、主に太陽光発電の設置事業を担っている。 

支社の成績評価項目に環境事業への貢献に関する項目があり、ZEH等の普及に向けたインセ

ンティブの付与を行っている。なお、ZEHの太陽光発電設備の設置費用は3～4年前から、

会社が一定程度負担し、施主の負担を軽減させている。 

（2）今後の取り組み 

北九州支社の経営目標は、2019年のZEH導入から2020年はZEB導入へ変更となった。 

2020年度目標である「RE100仮設電力」は、グループ会社の事業者（大和ハウスでんき）

を活用している。 

（3） 製品・技術等によるCO2削減への貢献 

ZEHの市内での受注割合は50～60％（2019年）、2020年は80％目標（新規着工数比）

としている。なお、北九州市内の住戸販売市場の規模は2,400棟/年である。 

ZEB 導入は北九州市内では実績がなく、初期投資の高さが課題となっている。ZEB の導入

は、自社ビルのように自前部分は対応できるが、買い手の意向次第となっている。 

（4）コロナ禍における生産活動影響と対応 

テレワークができる体制は整っていなかったが、本社から優先的に対応してもらい、緊急的

に整備し、管理部や間接部門など可能な部署でテレワークを実施した。なお、ミーティング

ソフトや業務システムの導入は完了しており、建設業特有の図面等の取扱いが課題となって

いる。 

9 月には本社がテレワーク推進プロジェクトを立ち上げ、地震・災害に対するＢＣＰ（事業

継続計画）の作成に入った。 

施主とのリモート打合せも行っており、住宅販売はやりやすいが、事業所等の大規模物件販

売は対面営業よりも手間が数倍かかる。 

（5）行政への要望 

荒れ地、未利用地への太陽光発電設備導入に関する規制緩和（農地法） 

低炭素住宅商品の補助金の拡充 

脱炭素エコシティの開発、補助金制度の創立 

北九州市が主導する再開発事業の推進（黒崎地区、小倉地区） 

大きな土地を確保しにくくなっており、行政主導で確保を進めて欲しい。 

風力発電設備の設置に関する規制緩和 
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出典：大和ハウス工業ウェブページ 

ZEB 製品 

ZEH 製品 

出典：大和ハウス工業ウェブページ 
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⑩ 東宝ホーム株式会社［ヒアリング日 2020 年 11 月 9日］ 

（1）現在の取り組み状況 

地域密着型の住宅メーカとして、年間500戸の住宅やマンションを販売している。 

戸建住宅は、省エネ性能が高い「長期優良住宅」を手掛けてきた。断熱機能を高めることで、

健康を守る家としてアピールしている。 

ZEH の販売に力を入れており、販売戸数に占める割合は年々増加している。2019 年及び

2020年実績は60％以上である。（新築住宅に占めるZEHの割合）。 

（2）今後の取り組み 

来年度のZEH販売率は、75％という目標を掲げることを検討している。 

環境配慮という観点を重視し、住宅等を販売してきた。今後も、SDGs なども含めて、行政

の動きと連携を図りながら進めていきたい。 

（3）製品・技術等によるCO2削減への貢献 

ZEHの普及によりエネルギー消費量、CO2排出量の削減につながる。ZEHは、高気密・高

断熱、通気性、空気の流れの制御など複数の要素技術の組み合わせで、省エネルギ－化を実

現している。 

ZEHマンションは、コスト面など全面的に普及する段階にないため、施主への理解促進が必

要である。申請時期が年1回というのもハードルが高い。 

（4）行政への要望 

ZEHはコスト面でまだまだ選択されにくい状況であり、国補助など手厚くなりつつあるが、

ZEHの機能や役割について、市民周知を行って欲しい。 
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出典：東宝ホームウェブページより 

外堀断熱 

ハイブリッド・エア・コントロールシステム模式図 

出典：東宝ホームウェブページより 
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⑪ 九州電力株式会社 北九州支店［ヒアリング日 2020 年 11 月 26 日］ 

（1）現在の取り組み状況 

2019年度のCO２削減実績は2,640万ｔ（2013年度基準）であった。 

2019年度までの再生可能エネルギーの開発は約220万 kWであり、CO2排出抑制量は約

214万 t である。 

再生可能エネルギーの受入拡大への取り組みとして、大容量蓄電システムの活用（豊前）、火

力発電所の出力制御等の実施、再エネ出力制御量低減のための技術開発事業、VPP実証試験

等の出力変動の対応策に取り組んでいる。 

（2）今後の取り組み 

2030年度のCO2削減目標は2,600万 t（2013年度基準）を掲げている。 

再生可能エネルギーの開発量を、2030年までに500万 kWとする目標としている。 

火力発電の高効率化及びバイオマス混焼、火力発電所向け石炭輸送船燃料のＬＮＧ化に取り

組んでいる。 

2030年までに社有車100％の EV化を目指している。 

家庭については ZEH の普及などによって電化率が向上しているが、マンションの電化率は

進んでいない。既存マンションの電化は工事が難しく、コストも掛かってしまう。 

（3）製品・技術等によるCO2削減への貢献 

アジアや米国を中心に、海外エネルギー事業の展開・出資を行っている（2018 年度までに

200万 kWを2030年には発電事業持分出力を500万ｋWに拡大） 

着床式洋上風力発電事業の共同検討（響灘洋上風力他）、潮流発電技術実用化の推進（500kW

規模の実証）、バイオマス混合新燃料の開発に取り組んでいる。 

ご家庭や工場などの電化に加え、ＥＶ普及拡大等による運輸の電化を推進しており、EVシェ

アリングステーションの設置（福岡、大分）に加え、EVシェアリングサービス「weev」を

不動産事業部門のマンション（福岡市）においてサービスを開始している。その他、大型車

向け充放電器の開発や電気バスの実証試験などに取り組んでいる。 

フォークリフトの廃電池を再使用した定置型蓄電システムの事業化の検討を進めている。  

（4）コロナ禍における生産活動影響と対応 

通常勤務者及び三交替勤務者（日勤者）を中心にテレワークを実施しており、サテライトオ

フィスも設置した。（緊急事態宣言下は、最大70％を目指してテレワークを実施。）又、テレ

ビ会議を推奨している。 

手洗い、うがいの励行のほか、発電所の運転当直員は食事の時間や通勤バスを変えるなどの

密回避の取り組みを実施している。 

昨年の非常事態宣言発令時（4～6月）は、送電量が▲0.4～7.2％（前年同月比）であった。 
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出典：九電グループサステナビリティ報告書 2020 

出典：九電グループサステナビリティ報告書 2020 

出典：九電グループサステナビリティ報告書 2020 
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⑫ 西部ガス株式会社 北九州支店［ヒアリング日 2020 年 10 月 20 日］ 

（1）現在の取り組み状況 

ガス事業者として販売量等は把握しているが、現在のところ、北九州市域内の CO2 排出

量は算定していない。 

また、子会社のひびき LNG基地（ガス製造部門）は、設備が新しいこともあり、省エネ法

の削減義務の遵守によりグループ目標を達成している。 

（2）今後の取り組み 

ガス製造部門は、今後も省エネ法の削減義務を遵守していく。 

エネルギー資源庁が立ち上げた 2050 年に向けたガス業界の在り方研究会に西部ガスも

参加しており、西部ガスとしての2050年の在り方を現在作成中である。 

エネルギーの製造では、熱は電力よりエネルギー消費量が高く、熱の低炭素化が重要であ

る。 

（3）製品・技術等によるCO2削減への貢献 

海外の発電事業（アメリカの LNG火力）に投資を行っている。 

メタネーションの技術についても CCR 研究会に参加している。メタネーション技術の普

及は、低コストかつCO2フリーな水素、低コストなCO2の調達が前提である。この技術

開発は業界全体が一丸となって対応していく方針である。 

LNG バンカリングについて検証事業を行っており、VPP については研究所が研究会に参

加している。 

水素の実用化については、技術的には可能な段階に来ていると思うが、安価な材料調達（例 

大気から CO2 を取り込む技術）が必要である。また、新たに水素インフラを敷設するに

も、需要の少ない地域に新設することはコスト的に難しいことが想定される。 

IoT による最適化だけが解決策なのではなく、独居老人の見廻り検針のように別の社会課

題への効果があるやり方もある。 

（4）コロナ禍における生産活動影響と対応 

社内会議はウェブ会議で実施している。また、テレワークは、実施可能な部署（管理部門、

営業部門）で行い、テレワークの体制は週1回であり、コロナ禍により一気に浸透した。 

福岡－北九州間の通勤者も多く、福岡近郊にサテライトオフィスの設置も検討している。 

西日本展示場のガス展など対面営業の販売機会が減少した。 

昨年の非常事態宣言期間中は、業務部門・産業部門への供給量が2割減、家庭用は微増で

あった。 

現在は、緊急事態宣言中で職場が許す限り回数規定無しの対応を取っている。 

（5）行政への要望 

水素設備の設置には高圧ガス保安法が適用されるが、特区などの緩和施策があると取り組

みがスムーズになると考えられる。 

供給側としては、油から天然ガスへ転換したい事業者は多いが、国からの助成金制度だけ

では導入を思いとどまる事業者もおり、さらに後押しする自治体独自の制度があるとよい。 
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出典：カーボンニュートラルチャレンジ 2050（一般社団法人日本ガス協会） 

出典：「サステナブルな社会」の実現に向けた都市ガス業界の貢献（一般社団法人日本ガス

協会） 
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⑬戸畑共同火力［ヒアリング日 2020 年 12 月 25 日］ 

（1）現在の取り組み状況 

エネルギー管理の取り組み体制はエネルギー管理統括者の下に省エネルギー推進委員会を置

き、さらに省エネルギーワーキンググループを委員会の下部組織として活動している。 

省エネ法報告事業者のクラス分け評価制度にてSクラス（最も高評価）の取得を継続してい

る（2019年は取得見込）。 

省エネ設備の更新、導入の推進を行っている（燃焼制御最適化装置、空気予熱器エレメント、

IDF インバータ）。また、省エネルギー化として、設備の操業改善、設備更新、高効率設備導

入を行っている。 

（2）今後の取り組み 

非効率石炭火力のフェードアウトについては、国の議論における具体的な措置内容等が明確

でないので情報収集を行っていく。 

省エネルギー化として省エネ法の遵守に取り組んでいく。 

（3）製品・技術等によるCO2削減への貢献 

製造工程で生じる副生ガスの消化（有効活用）により、CO2排出量の削減につながっている。 

熱供給による省エネルギー化を図っている。 

再生可能エネルギー受け入れ量最大化のために出力調整を実施している。 

国際協力として研修生を受け入れ、人材育成にも貢献している。 

（4）コロナ禍における生産活動影響と対応 

ライフライン関係事業者として、事業継続を基本に可能な限りの対応を行っている。 

対応の主な内容は、時差出勤の実施（常昼勤務者）、Web または書面による会議の開催（人

数制限含む）、感染予防対策として検温の実施、座席間に間仕切りの設置、消毒スタンドの設

置、従業員へのマスク・消毒スプレーボトルの配付などである。 

中央制御室については、入室制限による当直員の隔離や制御室の代替機能の確保（制御室で

感染者発生を想定した準備）を行っている。 

（5）行政への要望 

非効率石炭火力のフェードアウトに関する国からの情報があった場合、共有させてほしい。 
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出典：戸畑共同火力株式会社ウェブページより（抜粋）
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⑭ 西鉄バス北九州株式会社［2021 年 1月 6 日］ 

（1） 現在の取り組み状況 

2019年度は路線再編による走行距離の減少があり、CO2排出総量が2009年比△7.0％

の減少となった。 

西鉄バスグループとしては、下記のような取組みを進めている(数値はグループ全体の値) 

エコドライブの徹底により2004年比で燃費が6.4％向上し、最新規制適合車100台を

導入している（2019年度の実績）。 

デジタルタコグラフの分析評価を行い、燃費改善効果を最大限に発揮できるように運行管

理を行っている。 

エコドライブに精励した乗務員を表彰する「エコ運転表彰」を実施しており、2019年度

は94名の乗務員が受賞した。一人ひとりのエコドライブ意識の高揚に寄与させている。 

ハイブリッドバス20台、電気バス1台を導入した（台数は累積台数）。 

アイドリングストップシステム車両は1,219台が稼働している。 

福岡市内 36 箇所のバス停にソーラーパネルを設置し、行き先表示板の電力として利用し

ている。 

（2）今後の取り組み 

2021年においても、CO2排出総量を2009年比△7.0％の減少を予定している 

（第 15次中計環境負荷低減計画） 

連節バスの増便や路線拡大による拠点間BRTの形成により、効率的な運行を行うことで、

ＣＯ２削減に貢献していく。 

（3）製品・技術等によるCO2削減への貢献 

オンデマンドバスサービスの普及による運行効率向上及び燃料使用量の削減 

燃料の低炭素化（電気、ハイブリッド）による燃料使用量の削減 

自動走行技術（ACC/CACC等）の活用による運行効率向上及び燃料使用量の削減。 

（4）コロナ禍における生産活動影響と対応 

待機場所等においてドアや窓を開放し、空気の入れ替え、消毒作業を行っている。利用者

にも安心していただくために、車内の空気が入れ替わる動画（一般路線バス、連節バスは

約3分）をＨＰに公開し、車内換気の仕組みについて説明している。 

平日朝ラッシュ時の混雑状況の情報提供（一般路線バス）に加え、乗務員の出勤前の検温、

点呼時の検温結果確認の徹底を行っている。 

また、利用者に対しても、マスクの着用や時差出勤などをお願いしている。 
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北九州地区連節バスの増便（小倉～黒崎間、小倉～戸畑間） 

出典：西日本鉄道プレスリリース（2020 年 7 月 16 日発表） 

出典：西日本鉄道ウェブページより 
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