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認定 エネルギー自給目標達成事業所

会社名 アサヒエンジニアリング 株式会社 代表者 金原 秀明

所在地 西区西山町 1831̶4 電話 053-485-1000 
ＵＲＬ https://www.ash-eg.co.jp/ 業種 建設・建築・不動産

会社概要 推進工事（大中口径、小口径、鋼製管推進等）、推進機械販売、レンタル、薬液注入工事、

空洞充填工事、一般土木工事、立坑工事、管校正工事 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

2018 年に建物で使うエネルギー消費を実質ゼロにする「ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）」に

て新社屋が完成。断熱性能を高めて高効率空調設備を導入し、省エネを図る一方、太陽光発電設備に

て再エネを実施。 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ 屋上に太陽光発電設備を設置（発電出力 57.2ｋｗ）

省エネ 高効率空調、熱交換型換気扇の導入、高断熱・Lew-e ペアガラスの導入、ライトシェル

フによる反射光の利用、BEMS による電力管理

その他 エコアクション 21 認証取得

ライトシェルフ 屋上太陽光発電設備 
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認定 省エネチャレンジ認定事業所

会社名 池戸電気 株式会社 代表者 池戸 智之

所在地 中区森田町 80 電話 053-441-5561 
ＵＲＬ http://ikedo-e.jp/ 業種 建設

会社概要 建築物に付随する電気設備工事、住宅用産業用太陽光発電システム設置工事 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

・EMS の導入による電気の見える化 

・高効率空調機などの省エネ設備導入による設備更新 

・電子ディスプレイ（BIGPAD)の導入によるペーパーレス化 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ ・ソーラーパークにおける太陽光発電システム（37.29kW）の設置

・西区に太陽光発電所（234.5kW）を運用

・蓄電池の導入による非常用電源の確保

省エネ ・エアコン夏 28℃冬 20℃に設定

・照明の LED 化

・スイッチオンオフの待機電力削減

その他 浜松市のエネルギー新電源構想としてのスマートシティーの普及の為、神田大通り発展

会においてスマートグリッドの構築

池戸電気ソーラーパーク 電子ディスプレイ（BIGPAD)の導入による 

ペーパーレス化 
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認定 はままつ産エネルギー活用事業所

会社名 有限会社 エムアンドイープランニン

グ

代表者 朝岡 エリカ

所在地 中区中央 1-15-5 電話 053-453-3288 
ＵＲＬ ― 業種 不動産業

会社概要 当社は浜松メディカルパークビル(医療ビル)の管理会社でビルは各科目の診療所がテナ

ントとして入っており、その管理をしております 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

― 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ 
―

省エネ 各診療所の空調機を高効率のものに取り換え(平成 28 年 11 月)  

その他 株式会社浜松新電力からの再エネ由来電源の電力買電

― 
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認定 省エネチャレンジ認定事業所

会社名 株式会社 技研測量 代表者 宮島 直久

所在地 北区初生町 978-12 電話 053-437-0333 
ＵＲＬ http://www.giken-tc.com 業種 サービス・コンサルティング（測量業）

会社概要 測量業・建設コンサルタント業・補償コンサルタント業 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

・今後 1年間で二酸化炭素排出量を 1％削減する。 

・エコ活動の輪を各家庭や社会に広げていく。 

・社内環境管理委員会を中心に、項目毎環境目標を定めて活動推進していく。 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ ・事務所屋上の太陽光発電の運用継続

省エネ エコアクション 21 を中心としたエコ活動

・インバータ空調の使用設定温度の継続徹底（冷房は 28 度、暖房は 20 度の設定で扇風

機を併用する）

・夏場の電気ポットの使用自粛

・必要箇所以外の照明の消灯（昼休み時は、全消灯）等

その他 ・浜松市エコドライブ推進事業、ふじのくにエコチャレンジ

・社用車のハイブリッドタイプへの順次買い替え

・ノー残業 DAY の実施

   事務所屋上の太陽光発電 インバータ空調の使用設定温度の継続徹底 
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認定 省エネチャレンジ認定事業所

会社名 キヤノンマーケティングジャパン

株式会社 浜松営業所

代表者 所長 内田 拓一

所在地 中区板屋 111-2 浜松アクトタワー 電話 053-458-0147 
ＵＲＬ https://canon.jp/ 業種 商社・卸売小売・運輸物流関連

会社概要 浜松市及びその周辺地域におけるビジネスパートナー、ディーラー店へのキヤノン製品

(MFP・周辺機器）の卸売、並びに関連ソリューション提案とそれに伴う周辺機器の卸売、

並びに関連ソリューション提案とそれに伴う販売支援活動 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

・電気使用量の削減（対前年比 1.2%削減） 

・社有車運行時の危険挙動件数の削減（対前年回数比/急加速・急減速・速度超過） 

・複合機を主とする環境配慮型製品の販売拡大 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ ―

省エネ ・無人箇所のこまめな消灯

・OA 機器などは使用時のみ ON を徹底（不要な電子機器は廃棄）

・蛍光灯の間引き ・室温調整（設定温度の確認、ブラインドの活用、クールビズなど）

・働き方改革（業務効率化による時間外労働の削減・ノー残業デーの設定など）

その他 ・上記取り組みが社員に浸透するようポスター掲示、朝礼での声かけなどにより啓蒙を

実施

・社員意識向上のため、毎年の削減状況を表やグラフにして見える化する

蛍光灯の間引きによる省エネ取組み ポスターの掲示による啓蒙 
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認定 省エネチャレンジ認定事業所 

会社名 株式会社 共同 代表者 有賀 公哉

所在地 東区子安町 315-13 電話 053-464-4108 
ＵＲＬ https://www.kyodo-group.co.jp/ 業種 サービス・コンサルティング

会社概要 ビル管理法に基づく各種衛生管理業務、総合清掃管理業務、各種設備管理業務、防災業務管理 

駐車場および各施設の各種受付などの管理、各種清掃資材他の販売、リフォーム工事

再エネ導入、省エネに対する考え方 

環境経営方針を掲げ低炭素社会づくりを目指す中、私たちの業務は建物を取り巻く環境整備を行い、

衛生的で安全・快適な空間を作る業務の中でその一役を担うものと考えています。出来る限り環境に

負荷をかけないように、業務を通じて社会に貢献していけるよう省エネルギーを推進していきます。

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ ―

省エネ ・照明の LED 化、人感センサー付照明の導入

・未使用時消灯の徹底、陽の光を活用し、日中明るい時は電気を消灯する

・使用していない電化製品のコンセントを抜く

・働き方改革(業務効率化)による時間外労働の削減、ノー残業デイの実施

・エアコン使用ルールの厳格化(使用時間、設定温度) 
・クールビズ、ウォームビズを推進する

・熱線反射ガラス使用による空調電力の省エネ化

・省エネ低燃費型機材の導入

その他 ・「浜松市エコドライブ模範事業所」認定

・環境に負荷の少ない洗剤の導入

・海岸清掃ボランティア

・古切手回収ボランティア

・ハイブリット車の導入

照明の LED 化 エアコン設定温度(暖房：20 度以下 冷房：28 度以上) 
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認定 省エネチャレンジ認定事業所

会社名 協同建材 株式会社 代表者 中澤 將夫

所在地 浜松市南区若林町 2582 電話 053-454-5461 
ＵＲＬ http://www.kyoudou-kenzai.co.jp 業種 建設

会社概要 建材販売及び建築専門工事業 

 湿式建材の販売・屋根・内外装・防水・ＡＬＣ工事 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

地球環境との調和・共生を目指し、環境負荷を軽減し環境に配慮した活動に取組みます。 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ ―

省エネ エコアクション 21 を中心としたエコ活動

・クールビズ・ウォームビズの実施による適切な冷暖房温度の管理

・不在時や昼休時の照明の消灯

その他 エコアクション 21 認証取得

浜松市エコドライブ事業所認定取得

エアコン設定温度のルール化 全照明スイッチへ消灯シールの貼付 
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認定 省エネチャレンジ認定事業所

会社名 グルンドフォスポンプ 株式会社 代表者 白川 英夫

所在地 北区新都田 1-2-3 電話 053-428-4755 
ＵＲＬ http://jp.grundfos.com/ 業種 製造(金属・機械) 

会社概要 グルンドフォス製品（ステンレス製うず巻きポンプ）の日本国内（浜松工場）でのノッ

クダウンによる製品販売及びアフターサービス 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

自らのビジネスにおいて、環境保全に決定的な要素となる環境への責任と継続性を考慮し、環境に優

しい企業として、環境改善に積極的に貢献し、率先して活動に取り組む。 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ 太陽光発電システム (40kW) の導入

省エネ ・照明の LED 化

・クールビスの実施

・休憩時間の消灯

・エアコンの負荷低減策

・本社工場での自社の高効率ポンプの使用

・企業向けに節電効果の高いポンプ導入による省エネ提案を実施

その他 ISO 14001 の運用

照明のＬＥＤ化 屋上太陽光発電システム導入  
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認定 はままつ産エネルギー活用事業所

会社名 株式会社 サイト 代表者 石津 眞人

所在地 西区伊左地町 2790-1 電話 053-485-4126 
ＵＲＬ http://www.your-site.co.jp 業種 サービス

会社概要 建設仮設材のレンタル・足場工事請負・足場材清掃機販売・人材派遣を行っています 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

― 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ 
―

省エネ 
―

その他 株式会社浜松新電力からの再エネ由来電源の電力買電

― 



令和３年度 認定事業者紹介

10 

認定 省エネチャレンジ認定事業所

会社名 サーラエナジー 株式会社 浜松支社 代表者 支社長 諏訪 博

所在地 東区西塚町 200 番地 電話 053-465-1234 
ＵＲＬ http://www.salaenergy.co.jp/ 業種 都市ガス・LP ガス事業等

会社概要 主な事業内容 

1.ガス事業、2.熱供給事業、3.電気供給事業、4.ガスに関連する機械器具の販売、 

5.ガスに関する工事の請負 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

・浜松支社内で使用するエネルギーの削減に努め、環境負荷の低減を図るため、事業所で使用するエ

ネルギーの管理手順を定めている。 

・日常管理による省エネルギー活動ならびに投資を伴う省エネルギー計画の予想効果を織り込むもの

とし、CO2 排出量削減等を目指している。 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ 
―

省エネ 具体的な管理項目は、「照明設備」「空調設備」「事務用機器」とする。

・ 照明の入切管理、定期的な照度確認、LED 化推進

・ 空調の設定管理、室内温度の確認・記録、高効率空調機の導入

・ 事務用機器の電源管理、節電モードの活用、省エネタイプの選定・導入

その他 当支社では、自己宣言型の環境マネジメントシステム規格の要求事項に従って、

環境目標を設定し継続的に改善を図っている。

― 
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認定 はままつ産エネルギー活用事業所

会社名 静西コンクリートブロック製造 協同

組合

代表者 梅林 保重

所在地 東区豊西町 747-3 電話 053-433-3011 
ＵＲＬ ― 業種 製造(その他) 

会社概要 建築用コンクリートブロック製造、建築資材製造、日本工業規格 工業標準化認証工場 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

浜松市産電力を使用した生産コストの削減 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ 
―

省エネ 
―

その他 株式会社浜松新電力からの再エネ由来電源の電力買電

― 
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認定 はままつ産エネルギー活用事業所認定 

会社名 株式会社 新大陸 代表者 鈴木 宏佳

所在地 中区萩丘 4-20-24 電話 053-472-1651 
ＵＲＬ https://shintairiku.net 業種 サービス・コンサルティング

会社概要 1989 年４月設立 スタッフ数 60 名 

事業内容：web マーケティング事業（SNS 運用・ホームページ制作・インターネット広告

運用） 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

浜松の日照量の豊富さがエネルギー活用の源にあると知り、地元浜松の企業としてこの取組みを支援

する意味でも導入したいと考えました。我々にできることは小さな協力ですが、地元企業にどんどん

拡がって大きな力になると良いと思っています。 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ 再生可能エネルギーに取り組む浜松新電力に賛同し、事業所に導入しました。

省エネ エアコン設定温度を夏期+２℃冬期－２℃を意識し、窓の開閉によって温度のコントロー

ルをするよう心がけています。

その他 クールビズ・ウォームビズスタイルでの勤務

―
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認定 省エネチャレンジ認定事業所、はままつ産エネルギー活用事業所

会社名 須山建設 株式会社 代表者 須山 宏造

所在地 中区布橋 2-6-1 電話 053-471-0321 
ＵＲＬ https://www.suyama-group.co.jp/ 業種 建設・建築・不動産

会社概要 「地域とともに歩み、地域に貢献していく」を経営理念にかかげ、より高い品質のもの

をお届けすることができるよう、技術重視の姿勢で独自の施工及び建設技術を蓄積し、

企業活動のためのパートナー、住みやすい環境の提供、さらには新しい街づくりに基づ

いた総合開発等の事業を通じて、地域社会に貢献 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

・各社屋の電気使用量、本社のガス使用量、紙の使用量の削減 

・各部門に省エネ推進者を選任し、省エネ活動の徹底 

・社員向けの環境教育の開催 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ ・太陽光発電施設の設置（篠原町、呉松町、雄踏町、神ヶ谷町、細江町 計 5,644kw）

省エネ ・本社屋すべての照明の LED 化

・応接室、廊下、トイレ照明に人感センサーの設置

・クールビズ、ウォームビズ実施による適切な冷暖房温度の管理

・低公害車（ハイブリッド車、アイドリングストップ車）の導入

・デマンド監視装置設置による日々の電気使用量の監視

その他 ・ISO14001 の運用

・浜松新電力からの省エネ由来電源の電力買電

・弊社ソーラー発電所での見学会開催による市民への環境教育

・改善制度の評価項目に環境ポイントを導入

浜松・浜名湖太陽光東発電所 ソーラー発電所での環境教育 
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認定 省エネチャレンジ認定事業所

会社名 第一工業 株式会社 代表者 西野 信昭

所在地 東区大島町 955-9   電話 053-433-1117 
ＵＲＬ http://www.daiichikogyo.co.jp/ 業種 製造(金属・機械) 

会社概要 ボルトナット製造販売、自動車部品製造販売、学校家具製造販売 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

エネルギー資源の合理的且つ有効活用を推進し、資源の枯渇・地球温暖化の防止を目的とする 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ 
―

省エネ ①【電力デマンド監視システムの変更による省エネ推進】

 モニター設置型 ➩ Web 型

・パソコンやスマホで誰でも閲覧でき対応できるようにして、省エネを推進しました。

②【会議室照明スイッチの変更による省エネ】

・1 スイッチで 3 灯の LED 照明が点灯できるようになっていましたが、

1 灯ごとに点灯できるようにスイッチを変更し、必要なところだけ照明をスポットに

当てるようにして省エネを推進しました。(12 灯の LED 照明分) 
③【低消費電力の機器に入替】

1)パソコン 2)プリンター

④【省エネ関連外部講習会参加】 1 回

その他 ・ISO14001 の運用

【電力デマンド監視システムの変更】モニター設置型  ➩  パソコン内蔵型 
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認定 省エネチャレンジ認定事業所、はままつ産エネルギー活用事業所

会社名 大和リース 株式会社 浜松営業所 代表者 所長 齊藤 貴哉

所在地 中区佐鳴台 4-36-22 電話 053-448-6200 
ＵＲＬ http://www.daiwalease.co.jp/ 業種 建設・建築・不動産

会社概要 プレハブ建築のリース及び販売、公民連携事業、商業施設の建設運営、環境緑化事業、

カーリース・カーシェア、立体駐車場・コインパーキングの建設運営他 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

・事務活動における CO2 排出量について 2015 年実績より 5％の削減を目指す(事務所床面積あたり) 

・ECO サポーター設置による環境活動の周知・徹底 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ 
―

省エネ ・昼休みの電灯消灯 

・クールビス(28℃設定)・ウォームビズ(20℃設定)の導入

・必要箇所以外の照明を消灯

その他 全社で環境教育の実施(環境講演会・学習会)、社員による ECO 検定取得推進(浜松営業所

では 100％取得済)、ISO14001 取得

クールビス(28℃設定)・ウォームビズ(20℃設定)の導入 
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認定 省エネチャレンジ認定事業所

会社名 株式会社 中部綜合コンサルタント 代表者 豊田 哲也

所在地 中区元城町 222-2 元城ビル 3-A 電話 053-458-7080 
ＵＲＬ https://chu-so-con.co.jp 業種 学術研究、専門・技術サービス業

会社概要 公共事業に伴うコンサルタントサービス 

・建設コンサルタト ・補償コンサルタト ・測量業 

・地質調査業 ・一級建築士事務所 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

・エネルギー消費量の削減により環境負荷を軽減する。 

・公共事業に伴う測量・設計業務を通じて、資源の再利用や運用コストの縮減、景観との調和など、

環境への配慮を提案する 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ 
―

省エネ ・休憩時間帯や無人エリアの消灯

・事業所内の主照明設備を LED に変更

・エアコンの設定温度管理

・用紙類の廃棄をリサイクル業者に依頼して再生

・社内サーバーの仮想化により物理サーバー3 台を 1 台に統合

その他 エコアクション 21 認証取得

事業所内の主照明設備を LED に変更 エアコンの設定温度管理 
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認定 省エネチャレンジ認定制度 

会社名 社会福祉法人天竜厚生会 代表者 理事長 山本たつ子

所在地 浜松市天竜区渡ヶ島 217-3 電話 053-583-1119 
ＵＲＬ http://www.tenryu-kohseikai.or.jp/ 業種 医療・健康・介護・福祉関連

会社概要 ●昭和 25年創立 

●職員数/2,350 名 

●建物面積/119,748.56 ㎡ 

●敷地面積/308,183.39 ㎡（本部敷地/238669.66 ㎡） 

●事業数/255 事業（障がい児者関係、高齢者関係、医療関係、児童関係、生活困窮者自

立支援関係、水道事業関係など） 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

エネルギー利用効率を向上させることにより、法人全体にて年 1％の省エネを目指す。 

再エネ導入や省エネへの取り組みを通じて環境負荷を低減し、地域社会に貢献する。 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ 子育てセンターかきのみに 12kW の太陽光発電設備を設置し、再エネ由来の電気を年間

39,852kWh 使用している。

省エネ ・省エネ推進活動の一環として「省エネアクション 24」を夏季と冬季に実施している。

・高効率空調機器の導入  ・人感、照明センサーと連動した LED 照明の導入

・高効率ボイラー機器の導入 ・電力デマンド監視システムを各施設に導入

・窓ガラスに遮熱フィルムを貼る ・植物などを活用しグリーンカーテンを作る

・空調設備分解洗浄やフィルター清掃を定期的に行っている。

その他 ・法人内に省エネ推進委員会を設置し、法人全体で積極的に再エネと省エネに取り組ん

でいる。

・法人職員全体にて冬季は「ウォームビズ」、夏季は「クールビズ」を心掛けている。

電力デマンド 省エネアクション 24 チェックシート 
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認定 省エネチャレンジ認定事業所

会社名 株式会社 トクヤ 代表者 頼母木 哲雄

所在地 浜松市南区飯田町 498 番地 電話 053-463-6868 
ＵＲＬ http://www.gs-tokuya.com/ 業種 建設（リフォーム）

会社概要 ガス機器、住宅設備販売、施工 

サーラエナジー委託業務 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

都市ガス関係の業務の中でお客様に安全、快適、省エネ、CO₂削減等に役立つ設備機器の提案をして

行くことが当社の方針であり、その効果を確かめるためにも事務所、ショールーム、社員の自宅等に

設置、実際に使用してみることが大切だと思っています。 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ 太陽光発電導入によるエネファームとの W 発電、蓄電池設置と併せてさらなる省エネ、

再エネ活用、停電災害対策を検討しています。

省エネ ・エネファームの設置（既築住宅を中心に 120 件の設置）

・屋根修繕による断熱強化

・ショールームカーテン設置

・夜間業務用電灯の消灯

・事務所内照明 LED 化

・倉庫太陽光発電使用

その他 販売する全給湯器の省エネ型（エコジョーズ）化 80%を目指す（現在 60%）

エネファームの設置状況 ロールカーテン設置による空調管理 
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認定 省エネチャレンジ認定事業所

会社名 中村建設 株式会社 代表者 中村 仁志

所在地 中区中沢町 71 番 23 号 電話 053-471-3425 
ＵＲＬ https://www.nakaken.co.jp/ 業種 建設・建築・不動産

会社概要 静岡県を本社に静岡県西部と愛知県を中心建築・土木の設計・施工を行う総合建設会社 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

ソーラー、バイオマス、地熱と幅広くチャレンジし、環境のリーディングカンパニーとして地元の中

小企業の先進例を示す 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ 大分水分で 2016 年 J・NEC 方式という新しい方式で京都大学とジャパンニューエナジ

ーの取り組んだ地熱発電の実証実験に当初から協力し、成功に貢献した

省エネ 自社ビルを 2019 年 9 月に新築 NearlyZEB※ 83%削減

※省エネ（50%以上）＋創エネで 75%以上の一次エネルギー消費量の削減を実現してい

る建物

その他 平成 27 年 10 月 15 日浜松新電力に出資

ソーラー発電事業に浜松市企業としては早い段階から参入

自社ビル（Nearly ZEB） 地熱発電実証実験の様子 



令和３年度 認定事業者紹介

20 

認定 はままつ産電力小売事業者

会社名 株式会社 浜松新電力 代表者 平形 直人

所在地 中区東伊場 2-7-1 電話 053-455-5077 
ＵＲＬ https://www.hamamatsu-e.co.jp/ 業種 電力小売事業

会社概要 主力製品(サービス)：小売電気事業 

製品(サービス)の特長：はままつ産エネルギーを中心とした電力販売  

概要：2016 年 4 月に小売電気事業開始 

中小企業向け省エネ相談サービスなど実施中 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

・太陽光や廃棄物発電などはままつ産エネルギーを積極的に活用 

・年間を通じたはままつ産エネルギーの比率（はままつ産エネルギー利用量/小売電気事業における

販売量）の目標を 50％に設定 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ ・南部清掃工場および西部清掃工場余剰発電電力の買取

・市内太陽光発電所 16 か所からの電力買取

・卒 FIT 太陽光発電からの電力買取

省エネ 
―

その他 ・需要家の消費電力量のほか、はままつ産エネルギー量および地産エネルギー比率をホ

ームページにて公開

南部清掃工場 HP における地産エネルギー量表示 
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認定 省エネチャレンジ認定事業所

会社名 日管 株式会社 代表者 三輪 容次郎

所在地 中区池町 220-4 電話 053-459-3000 
ＵＲＬ http://www.fukurou.co.jp/ 業種 建設

会社概要 取扱品目：管工事（一般）、機械器具設置工事、電気工事（一般電気工事）、不動産賃貸

（事務所・店舗）、駐車場 

概要：S30.3.3 設立  H17.11 ISO14001 取得  2018.2 ふじのくにエコチャレンジ TRY

グランプリ入賞  

再エネ導入、省エネに対する考え方 

・高効率空調機や照明の LED 化等の省エネ設備導入による設備更新 

・ISO14001 による省エネ活動の徹底 

・人と環境にやさしい技術の提供（省エネ設備の提案・営業・施工） 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ （都田 FA にて太陽光発電の設置（48.9kW）） ※今回の申請事務所としては本社のみの

ため対象外

省エネ ・高効率空調機の導入、照明の LED 化、人感センサー設置

・ISO14001 による電力使用量削減の実施、省エネ勉強会実施

・お客様への省エネ設備の提案・営業・施工

その他 ・省エネネットワークに会員として参加（2015.9）
・浜松市「省エネチャレンジ認定事業所」認定（2017.6.30）
・県民運動「ふじのくにエコチャレンジ TRY」事業所部門グランプリ（2018.2）

照明のＬＥＤ化 県民運動「ふじのくにエコチャレンジ TRY」 

事業所部門グランプリ 
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認定 省エネチャレンジ認定事業所

会社名 不二総合コンサルタント 株式会社 代表者 牧田 敏明

所在地 北区初生町 889-2 電話 053-439-6111 
ＵＲＬ http://www.fujisougou.co.jp/ 業種 サービス・コンサルティング（建設コ

ンサルティング）

会社概要 資本金：5,000 万円 

事業所：本社・本社・静岡支店・掛川支店・名古屋支店・富士支店・沼津支店・島田営

業所・袋井営業所・磐田営業所・菊川営業所 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

省エネへの取組みを単なるエコ活動とせず、仕事の効率向上や経費節減等につなげる取組みとして捉

え、継続して環境活動を推進・実行するとともに技術提案や社会的責任の中で貢献できるような活動

を行っています。 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ ・太陽光発電装置の設置（245W×132 枚 ＝ 32.34kW）

省エネ エコアクション 21 環境活動計画にもとづくエコ活動

（照明の休憩時間消灯、エアコン温度の指定 21 度以下・夏 28 度以上）

・本社全館照明の LED 化
その他 ・自転車通勤者への補助金支給

・ハイブリッド車の導入

・デマンド監視システムを導入し、電気の使用状況を常に把握してデマンド値を抑える

ことで節電およびコストの削減に取り組んでいる。

屋上の太陽光発電装置 社屋の蛍光灯型 LED 照明 
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認定 省エネチャレンジ認定事業所

会社名 株式会社 フジヤマ 代表者 藤山 義修

所在地 東区天龍川町 303-6 電話 053-454-5892 
ＵＲＬ http://www.con-fujiyama.com/ 業種 サービス・コンサルティング

会社概要 資本金 3,000 万円（自己資本 50 億円） 

浜松市に本社を置く建設総合コンサルタント（本社、事業本部、静岡支店、東京支店、

福岡支店、名古屋支店、豊橋支店、豊川支店他 17営業所） 

業務内容： 

① 土木構造物の設計、建設コンサルタント(道路、農業土木、造園、鋼構造物及びコン

クリート、都市及び地方計画、河川・砂防及び海岸、再生可能エネルギー) 

② 測量・補償・調査、計測、地質調査・土質試験、土壌汚染調査、一級建築士事務所 

③ 地理情報システム、情報処理等 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

会社として「SDGｓ未来への約束」を定め、これを実現するための方法の一つとして、「エコアクショ

ン 21」の取組みを通して、環境負荷の低減や地域貢献に積極的に取り組んでいる。特に、建設総合コ

ンサルタントとして、「業務における環境提案」を主要な目標として位置付け、積極的な提案を行っ

ている。 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ 太陽光発電、風力発電、小水力発電等の業務を通して協働している。

省エネ ・2018 年に事業本部の建物内を LED 照明に変更、2020 年すべての窓に網戸を設置

・照明の間引き、昼休みや残業時の不要な照明の消灯、冷暖房機器の適切な温度管理、

OA 機器の省電力モード、デマンド監視装置導入

・デスクトップ型のパソコンから、省エネ型のノートパソコンに 450 台更新

その他 ・2017 年から「浜松市エコドライブ実践事業所」に認定されて継続中

・社用車買い替え時に低燃費車の導入、2018 年から「エコ通勤優良事業所認証・登録」

・クールビズ、ウォームビズの実施（期間は静岡県、浜松市と同じ）

換気と省エネのためすべての窓に網戸を設置 LED 照明への変更 
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認定 省エネチャレンジ認定事業所

会社名 株式会社 マット 代表者 澤下 哲也

所在地 北区引佐町井伊谷 745-3 電話 053-542-2921 
ＵＲＬ http://www.mat-hamamatsu.co.jp 業種 建設業

会社概要 土木設計・施工・管理 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

・地球環境保護のため、省資源･省エネルギー・リサイクル活動を推進 

・リサイクル品購入・グリーン購入を推奨し、資源の有効利用 

・環境に配慮した工事の推進や建設機械の使用 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ ・ソーラー式の看板や保安灯の使用

省エネ ・照明の LED 化

・不要な照明の消灯

・エアコンの設定温度を(夏季 28℃・冬季 20℃)に設定

その他 ・工事広報板による広報活動

・社員への環境教育

照明の LED 化・不要な照明の消灯 ソーラー式夜間照明 
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認定 エネルギー自給目標達成事業所

会社名 百園電気 代表者 大坪 克枝

所在地 北区三方原町 2056-13 電話 053-437-5430 
ＵＲＬ ― 業種 電気供給業

会社概要 太陽光発電 

浜松市 3箇所 

群馬県富岡市 1箇所、群馬県甘楽町 1箇所 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

― 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ 宅事務所屋上に太陽光発電設備(11kW)の導入

省エネ 空調の温度設定を 28 度に設定

その他 
―

― 
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認定 省エネチャレンジ認定事業所、はままつ産エネルギー活用事業所

会社名 株式会社 ヤタロー 代表者 中村 伸宏

所在地 東区丸塚町 169 電話 053-462-7634 
ＵＲＬ ― 業種 食品製造業

会社概要 ＜沿革＞ 
昭和 23 年 8 月 (株)ヤタロー設立、パン・菓子の製造販売開始 
昭和 57 年 7 月 海外にベーカリーショップ出店 
平成 18 年 4 月 静岡県 PFI 事業：浜松大平台高校受託、浜松市指定管理者業務受託開始、浜松市学校給
食調理加工業務受託開始            
平成 20 年 4 月 磐田市指定管理者業務受託開始、県西部医療センター給食室運営開始 
平成 21 年 4 月 静岡県指定管理業務受託開始 
平成 22 年 4 月 天竜給食センター運営開始 
平成 28 年 3 月 治一郎エスパル仙台店開始 
令和元年 7月 治一郎ルミネ大宮店開始 
＜主な業務内容＞ 
①パン・惣菜弁当・和洋菓子の製造 
②ベーカリー・スイーツショップの運営 
③レストラン・食堂・喫茶店の運営 
④静岡県の PFI 事業｢浜松大平台高等学校｣のレストラン・売店運営 
⑤浜松市・湖西市学校給食調理業務委託 20 校+2 給食センター 
⑥病院食の調理加工業務(県西部医療センター他) 
⑦施設給食(福祉施設など県内に 11事業所)

再エネ導入、省エネに対する考え方 

指定管理施設（ふれあい交流センター浜北）における省エネ取り組み 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ ―

省エネ ・デマンドコントローラーの導入

・室内空気循環推進による効果的な冷暖房機能の発揮

・季節、天候に応じた自然の風の取り入れ

その他 ・緑のカーテンの推進

・季節に応じたレイアウトの変更による、日光の遮蔽と取り込み

デマンドコントローラーの導入 室内空気循環推進による効果的な冷暖房機能の

発揮 
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認定 省エネチャレンジ認定事業所

会社名 山崎電機産業 株式会社 代表者 山﨑 文義

所在地 東区流通元町 13-2 電話 053-421-3581 
ＵＲＬ http://www.yesi.co.jp/ 業種 製造・商社・卸売・小売・運輸物流関

連(電気) 
会社概要 事業内容：・電子電気機械機器ならびに非鉄金属材料・油圧・空圧機器と産業用機械の

販売及び電気制御装置設計製作（制御盤等）・輸出入業務・販売の取扱い 

概要：1948 年法人改組、2006 年 1SO14001:2004 認証取得(営業)(工場 1SO9001 2002 年取

得) 

      2006 年 ISO14001:2004 認証取得（工場 ISO9001 2002 年取得） 

   2010 年 ISO14001 工場含み全社取得→省エネ・ごみ減量等の推進強化 

   2015 年クリエイティブセンター事務所完成（同時に工場内の LED 化） 

      2017 年クリエイティブセンター及び本社の GHP（高効率タイプ）導入。（計 3台）

再エネ導入、省エネに対する考え方 

・建屋自体の省エネ検討（暖房・冷房効率を高めた取組と検討） 

・エアコンの季節ごとの温度設定見直しとサーキュレータ活用等の検討 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ ・建物の構造含め、検討して行く（省エネ効率、作業効率を含めた検討）

省エネ ・2F 作業場 LED 化切替の予算化の検討

・休憩時間の消灯、残業時間の局所照明の管理と推進

・倉庫部分の一部の LED 照明は、未着工交換も検討

その他 ・ISO14001 で進める省エネ目標達成に向けての推進

・社員の省エネ意識を高める啓蒙活動

エアコンの季節ごとの温度設定見直しとサーキュレータ活用 
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認定 省エネチャレンジ認定事業所

会社名 山平建設 株式会社 代表者 山下 進介

所在地 浜松市中区中央二丁目 8 番 16 号 電話 053-454-6381 
ＵＲＬ http://www.yamahei-cc.co.jp 業種 建設・建築・不動産

会社概要 山平建設は 創業昭和 20年の、建築・土木・舗装の総合体制で堅実な施工を推進し地域

社会に貢献しています。 

再エネ導入、省エネに対する考え方 

建設事業活動を行うに当り、その活動が自然環境に及ぼす影響の重大さを理解するとともに、積極的

に環境負荷の低減と環境保全に取り組み豊かな自然を守り維持していく事に貢献することを目指し

ています。 

再エネ導入、省エネ等の主な取組み 

再エネ 
―

省エネ エコアクション 21 に関する環境活動レポートを公開し省エネ活動を実施。

エアコン設定温度の見直し。クールビズの推進。不要時（不在時）の照明消灯。

パソコン等の未使用時の電源オフ。照明設備の見直し。

その他 
―

事務所内 LED 化 省エネ空調機 


