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地方創生フォーラム

なぜ、かまぼこ屋がエネルギーのことを考えたのか
～エネルギーから経済を考える～

2019年9月28日

鈴廣かまぼこグループ 代表取締役副社長

一般社団法人 エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議 代表理事

小田原箱根商工会議所 会頭

鈴木悌介

３

小田原
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鈴廣かまぼこ

鈴廣かまぼこ

本社：神奈川県小田原市

創業：154年 慶応元年（1865年）

社員：700名
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7

社是

「老舗にあって 老舗にあらず」

8

企業理念

食するとは、生命をいただき、生命をうつしかえること。

その一翼を担うのが私たちの仕事。

かけがえのない地球の中で、この役割こそ我が天職。

いただきます
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いのちのバトンタッチ
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６０兆個の細胞
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全てはつながっている
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13

エネルギーから経済を考える

14

エネルギーから経済を考える
経営者ネットワーク会議

15

16

地域で再生可能エネルギーを中心とした
エネルギーの地産地消のしくみをつくる

賢いエネルギーの使い方を学び、実践する
＝ 省エネ

1. 

2. 

活動の柱は…

17

「エネルギー何でも相談所」

18

ほうとくエネルギー

わがふるさとの取り組み

湘南電力

小田原箱根エネルギーコンソーシアム

ささやかなわが社の取り組み

1. 

４.

２.

３.

ソーラーシェアリング

５.
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(仮)小田原メガソーラー

地元金融機関

地元企業

屋根貸しソーラー

小田原市

未来の子どもたち

電力会社

私たち

市民ファンド

出資

配当

売

電

サポート＆支援

固定資産税＆使用料

地主さん
➢ 環境教育＆人材育成
➢ 環境保全

地域

➢ 地元企業への工事発注
➢ 地元産品で出資優待
➢ 環境ツアーによる観光

地域でお金を
循環させる！

ほうとくエネルギーは何をするの？

里山の復活
エネルギーの自給自足

19 20

湘南電力

小田原箱根エネルギーコンソーシアム

ＥＣＨＯ 事業スキーム

21

市民・事業者

小田原市（行政）

2011.3.11

2011.12.7

2014.10

2014.4.1

2015.10
2017.7

エネルギーの地域自給に向けた小田原市のこれまでの取組

2012.12.11

協議会には市民、地元金融機関、
商工会議所、エネルギー会社等が参加

ほうとくエネルギー株式会社の設立

メガソーラー市民発電所竣工

東日本大震災、市内において
も計画停電等の影響

小田原再生可能エネル
ギー
事業化検討協議会の設立

小田原市再エネ条例施行
エネルギー計画策定

・再エネ事業奨励金の交付
・「市民参加型」事業の認定

エネルギーの地域自給
の促進に係るモデル事
業に関する協定を締結

市民出資を取り入れた市民参加型再生可能エネルギー事業の創出から着実に歩を進め、今年７月には創エネ、蓄エネ、
エネルギーマネジメント（VPP）を組み合わせた、“エネルギーの地域自給の促進に係るモデル事業”の協定を締結。

地域エネルギー事業者の設立 再生可能エネルギーによる分散型電源の創出・拡大 地産電力の供給体制の構築

協定調印
式

・目標の設定
・リーディングプロジェクトの設
定

22 23

ソーラーシェアリング

24
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鈴廣かまぼこの里 全体図

25 26

～鈴廣 かまぼこの里における省エネ・再エネ設備の導入実績～

JR小田原駅

小田原城

©Google26

１．かまぼこの里再生可能エネルギー利用

26

（２）－① 太陽熱給湯システム 風祭店 2013年12月

システムフロー図

太陽熱パネルと蓄熱タンク

給湯器

レストラン厨房の食洗機で使用する温水に供給に導入。
ガス使用量→夏場60%減、冬場15%減程度
年間平均すると20%削減。

太陽熱ｺﾚｸﾀｰ30枚（60m2)

蓄熱ﾕﾆｯﾄ370L×6台
（循環ﾎﾟﾝﾌﾟ内蔵）

①既存給湯器50号×
4台  効率80％

RFL

2FL

補給水

給湯

ﾊﾟﾈﾙで暖められ
たｸｰﾗﾝﾄと水を熱
交換します。

クーラント液
循環

熱媒の循環

27

（２）－②太陽熱給湯システム

太陽熱パネルと蓄熱タンク

28

（２）－③太陽熱と太陽光

1m2当たり発生エネルギー（年間）

太陽熱
1751
78%

太陽光
 502
 22%

MJ

MJ

単位面積当たりにおける太陽熱利用の発生エネルギーは
太陽光発電量のおよそ3.5倍である

29

（３）－① 地中熱換気システム えれんなごっそ 2014年1月

大型レストラン（席数250）の換気システムとして導入。地中熱と井戸水
を利用したハイブリッドシステム。
年間電力使用量を約20%削減。

30
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（４） コージェネレーションシステム えれんなごっそ 2015年1月

発電電力は通常時にはピークカットとして、非常時には非常用電源として最低限
の施設利用を可能とするために導入。
また、発生する温水は熱交換し施設内で給湯に利用。

小田原市の一時避難施設に指定

31 32

２．本社新築プロジェクト ZEBのチャレンジ

１．外皮性能アップ
・壁、床、天井の高断熱化

・Ｌｏｗ-Ｅペアガラス全面採用

２．省エネシステム、高性能機器導入
・地下水を利用した水熱源空調・給湯システム
・ＬＥＤ照明導入、人感センサ照度センサ制御
・光ダクトによる自然採光導入
・エネルギー管理（ＭＢＭＳ）システムの導入

３．創エネ
・38kw太陽光発電
・蓄電池(20kw)に貯めて施設内で
有効活用

屋根散水
トイレ
屋外散水栓

一次エネルギー削減率・・・６０．２％

33

34 35

エネルギーから経済を考える

36

２つの視点

地方創生は再生可能エネルギーの地産地消で

「エネルギー＝電力」ではない1.

２.

31 32 33

34 35 36
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37 38

エネルギーの全体像を見る

39

40 41

再生可能エネルギーの地産地消

42

37 38 39

40 41 42
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43

世界の潮流
新しいルール

○ESG投資

○Divestment（ダイベストメント）←→ Investment（インベストメント）

○RE100（Renewable Energy 100%再エネ導入

○SBT（企業版2℃目標、Science Based Targets）

44

気候変動イニシアティブ
Japan Climate Initiative

45

私たちは、企業、自治体など非国家アクターの一員として、
パリ協定が求める脱炭素社会の実現に向け、世界と共に挑戦の最前線に立つことを約束します。
パリ協定は温室効果ガスの実質的な排出ゼロに向け、世界が初めて実現した画期的な合意であり、
その実現の成否は人類の存続にも関わります。同時にパリ協定がめざす脱炭素社会への転換は、
新たな成長と発展の機会を生み出すものでもあります。また、脱炭素化への試みは、2015年に
国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs）」の達成に向けた努力とも、めざす未来を共有する
ものです。温室効果ガスの排出削減を決めた初の国際的合意、京都議定書が成立したとき、日本は
確かに世界の気候変動対策の最前線にいました。しかし、20年後の今日、日本は主導的な役割を
果たしているとは言い難い状況にあります。私たちは、エネルギー効率化と再生可能エネルギーの
拡大を中心とする脱炭素社会の実現に向け、日本が世界の中でもっと大きな役割を担うべきであり、
それは可能だと考えています。また、脱炭素社会をめざす取組の規模とテンポを高め、国際社会で
範を示すことが、日本自体にとっても大きなメリットをもたらすものであると確信しています。
パリ協定の実現に向け、日本の非国家アクターは、日本政府の公的なコミットメントを超えた積極的な
役割を果たし始めています。既に「企業版2℃目標」といわれる「SBT（科学と整合した目標設定）」
には50社以上の日本企業が取組み、日本からRE100に参加する企業も増加中です。多くの自治体が
国の目標を大きく上回る再生可能エネルギー導入目標を掲げ、ゼロエミッションを宣言する自治体も
登場しています。気候変動の危機が深化し、パリ協定が削減目標の漸進的な引き上げを定める中で、
日本にも対策の強化が求められていきます。私たちは、自らの活動において、2℃未満目標の実現に
向けた世界のトップランナーとなるよう、取組みを強めていきます。日本の非国家アクターの活動は、
必ずや気候変動対策における日本の国際社会でのコミットメントも高めていくでしょう。
私たちは、気候変動の危機克服をめざす挑戦において、日本と世界の架け橋となっていきます。

46

参加団体一覧 2019年8月28日現在 合計390団体
内企業260 自治体30教育機関4 金融機関17 研究機関5文化機関1 宗教団体2 ＮＰＯ/ＮＧＯ23その他48

企業
株式会社アークテック

アイカ工業株式会社
アイシン精機株式会社
IDEC株式会社
株式会社アイマックス
愛和食品株式会社
アサヒグループホールディングス株式会社
朝日工業株式会社
株式会社朝日新聞社
アジアエネルギーバンク株式会社
アジアゲートウェイ株式会社
味の素株式会社
アスクル株式会社
アズビル株式会社
株式会社ATGREEN
アドバンス・レジデンス投資法人
株式会社アドバンテスト
アビームコンサルティング株式会社
天城屋株式会社
アミタホールディングス株式会社
アムンディ・ジャパン株式会社
株式会社E-konzal
有限会社イーズ
株式会社イースクエア
イーレックス株式会社

株式会社i iie
イオン株式会社
IKEUCHI ORGANIC 株式会社
株式会社一成
株式会社イトーキ
株式会社伊藤園

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
株式会社ウインドパワーさかた
株式会社ウェイストボックス
株式会社ウエストエネルギーソリューション
株式会社WELLNEST HOME
株式会社 ヴォンエルフ
株式会社ウッドフレンズ
AD インベストメント・マネジメント株式会社
株式会社エクソル
株式会社エコエアソリューション
株式会社エコスタイル
株式会社エコプラン

株式会社エコ・プラン
エコリンクス株式会社
エコワークス株式会社
合同会社SARR
SCSK株式会社
SBエナジー株式会社
エスペック株式会社
株式会社エッジ・インターナショナル
株式会社エナジー３１１
株式会社NTTドコモ
株式会社NTTファシリティーズ
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

株式会社エネルギー応用技術研究所
えひめ住販
F&Eあしがら金太郎電力
株式会社エフピコ
Mデザインクラフツ株式会社
株式会社大川印刷

大塚ホールディングス株式会社
株式会社大村工務店
株式会社岡建
株式会社オガワエコノス
合同会社小田原かなごてファーム
株式会社帯建工業

おひさまエナジーステーション株式会社
株式会社オルタナ
カーボンフリーコンサルティング株式会社
カーボンフリーネットワーク株式会社
花王株式会社
カゴメ株式会社
カシオ計算機株式会社
仮設機材工業株式会社
加藤総業株式会社

カルネコ株式会社
カルビー株式会社
株式会社環境ビジネスエージェンシー
株式会社北九州パワー
株式会社木村植物園
キヤノン株式会社
京セラ株式会社
キリンホールディングス株式会社
株式会社クボタ
Green Earth Institute株式会社
クリーンエネルギー研究所合同会社
グリーンパワー工業株式会社
株式会社Green prop
株式会社グリッド＆ファイナンス・アドバイザーズ
株式会社コーセー
国際航業株式会社
有限会社国分寺産業
小園工業株式会社
コニカミノルタ株式会社
小林製薬株式会社

栄鋼管株式会社
サッポロホールディングス株式会社
株式会社サティスファクトリー
サン・ジオテック株式会社
三協立山株式会社
サントリーホールディングス株式会社

サンメッセ株式会社
三洋商事株式会社
CSRデザイン環境投資顧問株式会社
ＣＵＣエネルギー株式会社
Ｊ．フロントリテイリング株式会社
株式会社ジェネックス
しずおか未来エネルギー株式会社
株式会社システムソフト
自然電力株式会社
シチズン時計株式会社
株式会社島津製作所
株式会社ジャパンタイムズ
ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社
株式会社住環境計画研究所
住宅設備アシスト株式会社
ジュンセイ株式会社
株式会社商船三井
株式会社庄内環境エネルギー
湘南電力株式会社
シン・エナジー株式会社
株式会社新都心エージェンシー
スカパーJSAT株式会社
鈴木電機株式会社
鈴田峠農園有限会社

鈴廣かまぼこ株式会社
すてきナイスグループ株式会社
株式会社スマートエナジー
スマートソーラー株式会社
住友化学株式会社
住友林業株式会社
セイコーエプソン株式会社
積水化学工業株式会社
積水樹脂株式会社
積水ハウス株式会社
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス
ソーラーフロンティア株式会社
株式会社ソーラーポート
ソーラーワールド株式会社
綜合警備保障株式会社
ソニー株式会社
ソフトバンクグループ株式会社
第一三共株式会社
株式会社ダイテック
大東建託株式会社
大日本印刷株式会社
大日本住友製薬株式会社
株式会社ダイフク
大和ハウス工業株式会社
高砂香料工業株式会社
株式会社高島屋
株式会社宝塚すみれ発電

村田機械株式会社
株式会社ヤクルト本社

八基通商株式会社
株式会社矢野経済研究所
株式会社 山櫻
株式会社山全
ヤマト住建株式会社
ヤンマー株式会社
株式会社ゆざウインドファーム
ユニ・チャーム株式会社
株式会社ヨロズ
ライオン株式会社
株式会社ＬＩＸＩＬグループ
株式会社リコー
リコーリース株式会社
リニューアブル・ジャパン株式会社
リファインホールディングス株式会社
合同会社LIMONE
株式会社レオパレス21
株式会社レスポンスアビリティ
株式会社レノバ
YKK AP株式会社
ワタミファーム&エナジー株式会社
和のエネルギー株式会社
株式会社ワンプラネット・カフェ
自治体

近江八幡市
大阪市
大津市
小田原市
鹿児島県
鹿児島市

神奈川県
川崎市
北九州市
京都市
京都府
草津市
堺市
札幌市
滋賀県
下川町
吹田市
世田谷区

高松市
東京都
徳島県
豊中市
長野県
箱根町
浜松市
松田町
松山市
港区（東京都）
山梨県
横浜市

大学等の教育機関
国立大学法人 京都大学 環境安全保健機構
聖心女子大学 グローバル共生研究所
千葉商科大学
東京大学未来ビジョン研究センター気候変動エネルギー転換ユニット
金融・投資機関

MS&ADインシュアランス グループホールディングス株式会社
滋賀銀行
シティグループ証券株式会社
信金中央金庫
SOMPOホールディングス株式会社
但馬信用金庫

農林中央金庫
野村不動産投資顧問株式会社
播州信用金庫
BNPパリバ証券株式会社
富国生命投資顧問株式会社
株式会社みずほフィナンシャルグループ
株式会社みちのく銀行
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
株式会社三井住友フィナンシャルグループ

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
研究機関
SLSV CES研究所
一般社団法人国際３E研究院
公益財団法人 自然エネルギー財団
上智大学地球環境研究所
公益財団法人 地球環境戦略研究機関（IGES）
文化機関
京都佛立ミュージアム
宗教団体
宗教法人 真宗大谷派
宗教法人 本門佛立宗
NPO/NGO
NPO法人 アースライフネットワーク
NPO法人上田市民エネルギー
特定非営利活動法人うつくしまＮＰＯネットワーク
NPO法人オホーツク自然エネルギー・プラットフォーム
認定NPO法人環境エネルギー政策研究所

NPO法人環境技術研究所
認定NPO法人環境文明２１
特定非営利活動法人気候ネットワーク
特定非営利活動法人 気象キャスターネットワーク
NPO法人コンベンション札幌ネットワーク
非営利活動法人埼玉自然エネルギー協会
一般社団法人 CDP Worldwide-Japan
一般社団法人滋賀グリーン活動ネットワーク
NPO自然エネルギー千葉の会
特定非営利活動法人新エネルギーをすすめる宝塚の会
特定非営利活動法人 世界環境改善連合
公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン）
一般社団法人太陽経済の会
認定NPO法人地球環境市民会議（CASA)
NPO法人 バイオマス産業社会ネットワーク
特定非営利活動法人フォーエヴァーグリーン
特定非営利活動法人北海道グリーンファンド
特定非営利活動法人芽吹
その他
一般社団法人アーバニスト
赤木海事綜合法律事務所
一般社団法人エシカル協会
一般社団法人 エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議
エフコープ生活協同組合
elsa
一般社団法人 大磯エネシフ ト
大阪いずみ市民生活協同組合
小田原箱根商工会議所
公益財団法人かごしま環境未来財団
kameplan architects
川崎商工会議所
一般社団法人環境金融研究機構
Cl imate Action Network Japan（CAN-Japan）
Cl imate Resource Exchange
グリーン購入ネットワーク（GPN）
原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟

コープデリ生活協同組合連合会
高知県再生可能エネルギー普及協会
一般社団法人産業環境管理協会
持続可能経済協会
情報総合研究所
一般社団法人シンク・ジ・アース
生活協同組合コープかごしま
一般社団法人ZEH推進協議会
Sera  Creations
一般社団法人全国ご当地エネルギー協会
全国商工会連合会
太陽エネルギーデザイン研究会
一般社団法人 太陽光発電協会
一般社団法人 低炭素社会創出促進協会
一般社団法人 徳島地域エネルギー
一般社団法人 日本カーボンオフセット
日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP）
一般社団法人日本気象環境機関

日本生活協同組合連合会
一般社団法人日本ビオホテル協会
日本弁護士連合会

株式会社竹内庭苑
脱炭素化支援株式会社

株式会社地域計画建築研究所（アルパック）
有限会社チェンジ・エージェント
株式会社チャレナジー
中外製薬株式会社
中外テクノス株式会社
中国ウィンドパワー株式会社
株式会社ツカモトコーポレーション
株式会社椿本チエイン
株式会社TBM
DSM株式会社
帝人株式会社
株式会社テクノアソシエ

TERA Energy株式会社
株式会社電通
東横化学株式会社
株式会社TREE
戸田建設株式会社
ナイス株式会社

株式会社中島商会
ナブテスコ株式会社
株式会社ニコン
西松建設株式会社
日軽パネルシステム株式会社
日産自動車株式会社
株式会社日清製粉グループ本社
日報ビジネス
日本カーボンマネジメント株式会社
日本ガス株式会社
日本製粉株式会社
日本テレネット株式会社
日本電気株式会社
日本ハム株式会社
日本郵船株式会社
株式会社ニフコ
一般社団法人日本ＲＰＦ工業会
日本ウエスト株式会社
日本環境エネシステム株式会社
株式会社日本環境認証機構
株式会社日本ハウスホールディングス
日本プラスト株式会社
株式会社ニューラル
ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社

ネクストシフト株式会社
株式会社野村総合研究所
株式会社バーチャル・ハーモニー
株式会社博報堂
パシフィックパワー株式会社
パタゴニア日本支社
パナソニック株式会社
ピコットエナジー株式会社
菱中産業株式会社
日立オートモティブシステムズ株式会社
株式会社 日立製作所
株式会社ビオロジックフィロソフィ

株式会社フジクラ
藤崎電機株式会社
富士通株式会社
株式会社富士通ゼネラル
富士フイルムホールディングス株式会社
プラスソーシャルインベストメント株式会社
株式会社プリプレス・センター
Bloomberg L.P.
株式会社古川
株式会社プログレステック
北信商建株式会社
株式会社星広告
前田建設工業株式会社
マクセルホールディングス株式会社
株式会社丸井グループ
みずほ情報総研株式会社
株式会社三越伊勢丹ホールディングス
株式会社三菱総合研究所

三峰川電力株式会社
みんな電力株式会社
株式会社みんなのまちづくり

日本溶剤リサイクル工業会
一般社団法人 場所文化フォーラム
パルシステム生活協同組合連合会
北海道グリーン購入ネットワーク
みやぎ生活協同組合
一般社団法人more trees
山鼻綜合法律事務所
横浜市地球温暖化対策推進協議会

一般社団法人 冷媒総合管理センター
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持続可能な経済は
持続可能なエネルギーで
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横につながり

次代につなぐ

43 44 45

46 47 48

https://japanclimate.org/member/the-asahi-shimbun-company/
https://japanclimate.org/member/asian-gateway-corporation/
https://japanclimate.org/member/issei/
https://japanclimate.org/member/eco-works/
https://japanclimate.org/member/sb-energy-corp/
https://japanclimate.org/member/edge-international/
https://japanclimate.org/member/ohkawa-printing/
https://japanclimate.org/member/ohisama-energy-station/
https://japanclimate.org/member/environmental-business-agency/
https://japanclimate.org/member/kubota-corporation/
https://japanclimate.org/member/greenpowercorporation/
https://japanclimate.org/member/kokusai-kogyo/
https://japanclimate.org/member/konica-minolta/
https://japanclimate.org/member/sun-geography-technical/
https://japanclimate.org/member/suntory-holdings-limited/
https://japanclimate.org/member/the-japan-times/
https://japanclimate.org/member/symenergy/
https://japanclimate.org/member/sumitomo-forestry/
https://japanclimate.org/member/solar-world/
https://japanclimate.org/member/sohgo-security-servises/
https://japanclimate.org/member/softbank-group/
https://japanclimate.org/member/daito-trust-construction/
https://japanclimate.org/member/dai-nippon-printing/
https://japanclimate.org/member/daiwa-house-industry/
https://japanclimate.org/member/yano-research-institute/
https://japanclimate.org/member/unicharm-corporation/
https://japanclimate.org/member/lion-corporation/
https://japanclimate.org/member/ricoh-company/
https://japanclimate.org/member/renova/
https://japanclimate.org/member/omihachiman-city/
https://japanclimate.org/member/otsu-city/
https://japanclimate.org/member/kagoshima-prefecture/
https://japanclimate.org/member/kagoshima-city/
https://japanclimate.org/member/kawasaki-city/
https://japanclimate.org/member/kyoto-city/
https://japanclimate.org/member/shiga-prefecture/
https://japanclimate.org/member/suita-city/
https://japanclimate.org/member/takamatsu-city/
https://japanclimate.org/member/tokyo-metropolitan-government/
https://japanclimate.org/member/toyonaka-city/
https://japanclimate.org/member/matsuda-town/
https://japanclimate.org/member/shinkin-central-bank/
https://japanclimate.org/member/the-norinchukin-bank/
https://japanclimate.org/member/the-banshu-shinkin-bank/
https://japanclimate.org/member/sumitomo-mitsui-trust-holdings/
https://japanclimate.org/member/slsv-ces-institute/
https://japanclimate.org/member/renewable-ei/
https://japanclimate.org/member/japan-association-of-environment-and-society-for-the-21st-century/
https://japanclimate.org/member/cdp-worldwide-japan/
https://japanclimate.org/member/shiga-green-activity-network/
https://japanclimate.org/member/world-environment-improvement-organization/
https://japanclimate.org/member/wwf-japan/
https://japanclimate.org/member/sun-based-economy-association/
https://japanclimate.org/member/citizens-alliance-for-saving-the-atmosphere-and-the-earth/
https://japanclimate.org/member/forever-green/
https://japanclimate.org/member/zeh/
https://japanclimate.org/member/japan-community-power-association/
https://japanclimate.org/member/jclp/
https://japanclimate.org/member/japanese-consumers-co-operative-union/
https://japanclimate.org/member/decarbonization-support/
https://japanclimate.org/member/tbm/
https://japanclimate.org/member/teijin/
https://japanclimate.org/member/tree/
https://japanclimate.org/member/toda-corporation/
https://japanclimate.org/member/nishimatsu_construction/
https://japanclimate.org/member/nisshin-seifun-group/
https://japanclimate.org/member/nykline-2/
https://japanclimate.org/member/japan-rpf-association/
https://japanclimate.org/member/japan-waste/
https://japanclimate.org/member/nihon-plast/
https://japanclimate.org/member/neural/
https://japanclimate.org/member/next-energy-resources/
https://japanclimate.org/member/nomura-research-institute/
https://japanclimate.org/member/panasonic-corporation/
https://japanclimate.org/member/hitachi/
https://japanclimate.org/member/maxell-holdings/
https://japanclimate.org/member/marui-group/
https://japanclimate.org/member/yamahana-law-office/
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ふるさとは 借り物
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