
静岡市の取り組みと
カーボンニュートラルに貢献する

ビジネスを考える会

～脱炭素に貢献する民間事業者の動き～
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１．静岡市内企業の脱炭素の取り組み概要

民間企業の脱炭素の取り組みについて、今回は「自社・地域の温室効果ガス
排出を減少」と「新たなビジネス展開」の観点に大別してご紹介

自社・地域の排出減少 新たなビジネス展開

自社の企業活動（サプライチェー
ン）で消費されているエネルギーを
どれだけ削減できるか

脱炭素の潮流によって発生した新た
なニーズを満たすビジネスの開発
（＝脱炭素の推進に貢献）

⚫ 再生可能エネルギーの開発・自家
消費の推進

⚫ 脱酸素化されたエネルギーへの切
替え

等

（例）
⚫ 事業活動における温室効果ガス排
出量の見える化サービス

⚫ MaaSプロジェクトの推進による
自家用車利用の削減

等

（例）
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（参考）具体的な事例一覧

排出削減 新たなビジネス展開

エネル
ギー

移動
物流

産官学
連携

エネル
ギー

移動
物流

建築
住宅

廃棄物
行動
変容

農業
産官学
連携

金融
食品
ロス

鈴与

バイオジェット燃料 ☆ ☆

農業残渣を活用した発電 ● ●

排出量可視化サービス ● ●

TOKAI

カーボンニュートラルLNG ☆ ●

パルクル ● ●

オフィス空調制御 ● ●

中部電力

ゼロエミチャレンジ ● ●

バイオ炭（農業） ●

工務店と連携したPV普及 ● ●

静銀

しずぎんソーラーパーク ☆

ポジティブ・インパクト
ファイナンス

●

静鉄
再エネ電力におる電車運行 ☆ ☆

しずおかMaaSの取り組み ● ●

エスパルス

静大提携カーボンプロジェクト ☆

サステナブルグッズ ● ●

フードドライブ ● ●

次頁以降に紹介する民間企業の取り組みの分類は以下の通り。
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２．具体的な取り組み事例

⚫鈴与グループさま

⚫TOKAIグループさま

⚫中部電力さま

⚫静岡銀行さま

⚫静岡鉄道さま

⚫清水エスパルスさま
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鈴与グループさまの取り組み

定期旅客運送を行うエアライン初のユーグレナ社のバイオジェット燃料
「サステオ」を使用したチャーター運航について～未来に繋がる、バイ
オジェット燃料特別遊覧フライトを実施しました～ 2022年3月16日

鈴与商事株式会社、株式会社フジドリームエアライン

ズは、定期旅客運送を行うエアラインとして初めて、

ユーグレナ社の製造・販売するバイオジェット燃料

「サステオ」を使用し、チャーター運航を実施したこ

とをお知らせ致します。

https://www.suzuyoshoji.co.jp/company/news/detail/719

排出削減
移動・物流
エネルギー
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https://www.suzuyoshoji.co.jp/company/news/detail/719


鈴与グループさまの取り組み

鈴与グループ 2021年7月21日鈴与商事のベルファーム、農業からビジネス
拡大 農業のデジタル効率化と農業残さからの発電 2021年7月21日

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61747150Q0A720C2L61000/

ビジネス展開
農業
廃棄物
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https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61747150Q0A720C2L61000/


鈴与グループさまの取り組み

ＣＯ２排出量可視化プラットフォームサービス「ＥｃｏＮｉＰａｓｓ（エ
コニパス）」の提供開始について 2022年5月31日

https://www.suzuyoshoji.co.jp/company/news/detail/765

ＥｃｏＮｉＰａｓｓ」は、カーボンニュー

トラルの推進に取り組まれている企業（ご

利用者様）、ならびに、そのサプライヤー

のＣＯ２排出量をクラウドサービス上で自

動的に集計・可視化し、ＣＯ２排出量の現

状把握と削減施策の検討を支援するサービ

スです。

エネルギー
行動変容
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ビジネス展開

https://www.suzuyoshoji.co.jp/company/news/detail/765


具体的な取り組み事例

⚫鈴与グループさま

⚫TOKAIグループさま

⚫中部電力さま

⚫静岡銀行さま

⚫静岡鉄道さま

⚫清水エスパルスさま
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TOKAIグループさまの取り組み

https://www.tokai.jp/news/pdf/20220131release-t.pdf

カーボンニュートラルLPGの取り扱いについて 2022年1月31日

株式会社ＴＯＫＡＩは、カーボンニュート

ラルＬＰＧの取り扱いを始めました。

今回、当社はアストモスエネルギー株式会

社から温室効果ガス排出をオフセットした

カーボンニュートラルＬＰＧを購入し、脱

炭素に取り組む法人のお客様への販売を開

始いたします。エネルギー事業者として

カーボンニュートラルＬＰＧを普及させる

ことで、温室効果ガスの排出量削減へ努め

てまいります。

あわせて、グループの事業所で使用するＬ

ＰガスへカーボンニュートラルＬＰＧを採

用することで、脱炭素化へ取り組んでいき

ます。

エネルギー
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排出削減

https://www.tokai.jp/news/pdf/20220131release-t.pdf


TOKAIグループさまの取り組み

https://www.tokaiholdings.co.jp/ir/news/pdf/2020/20200608release.pdf

静岡県静岡市内におけるシェアサイクルサービス「PULCLE（パルクル」提
供開始のお知らせ 2021年6月8日

移動・物流
行動変容
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ビジネス展開

https://www.tokaiholdings.co.jp/ir/news/pdf/2020/20200608release.pdf


TOKAIグループさまの取り組み

https://www.tokaiholdings.co.jp/ir/news/pdf/2020/20210119release.pdf

オフィスの空調を AI で制御する実証実験を実施温度ムラの解消と約 5 割
の消費エネルギー削減効果を確認～より快適なオフィス空間の提供を目
指して～ 2021年1月19日

東京建物株式会社、株式会社ＴＯＫＡＩコ

ミュニケーションズ、株式会社内田洋行は、

東京建物八重洲ビル 7 階の東京建物ビル事

業本部のオフィスフロア（にて、AI による

空調制御の実証実験を実施しました。

今回の実証実験では、本フロアにおける温

度ムラの解消と約 5 割の消費エネルギー削

減を達成しています。

建築・住宅
エネルギー
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ビジネス展開

https://www.tokaiholdings.co.jp/ir/news/pdf/2020/20210119release.pdf


具体的な取り組み事例

⚫鈴与グループさま

⚫TOKAIグループさま

⚫中部電力さま

⚫静岡銀行さま

⚫静岡鉄道さま

⚫清水エスパルスさま
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中部電力さまの取り組み

https://miraiz.chuden.co.jp/info/press/1207053_1938.html

名古屋市と中部電力ミライズによる「ゼロエミチャレンジなごやに関する
連携協定」の締結～市民の皆さまとともに、再エネの普及拡大に向け、
新たな取り組みを開始します～

エネルギー
行動変容
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ビジネス展開

https://miraiz.chuden.co.jp/info/press/1207053_1938.html


中部電力さまの取り組み

https://www.chuden.co.jp/publicity/press/1208640_3273.html

バイオ炭を活用した茶園土壌の炭素貯留に関する実証試験の開始～静岡
のお茶畑で「CO2排出量の削減」と「茶葉の品質向上」の両立を目指しま
す～ 2022年7月12日

農業
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ビジネス展開

https://www.chuden.co.jp/publicity/press/1208640_3273.html


中部電力さまの取り組み

https://miraiz.chuden.co.jp/info/press/__icsFiles/afieldfile/2022/01/17/release_att_20220113_1_2.pdf

ご家庭向け「太陽光発電自家消費サービス」の提供開始 ～一条工務店
で新築住宅購入のお客さまを対象に、太陽光設備と蓄電池の導入を支援し
ます～ 2022年1月17日

当社は、本日より、株式会社一条工

務店で新築住宅を購入されるお客さ

まを対象に、大容量太陽光発電シス

テムと定置型蓄電池の設置等にかか

る初期費用負担を軽減し、お客さま

宅への導入を支援する「太陽光発電

自家消費サービス『カナエルソー

ラー』」の提供を開始します。

建築・住宅
エネルギー
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ビジネス展開

https://miraiz.chuden.co.jp/info/press/__icsFiles/afieldfile/2022/01/17/release_att_20220113_1_2.pdf


具体的な取り組み事例

⚫鈴与グループさま

⚫TOKAIグループさま

⚫中部電力さま

⚫静岡銀行さま

⚫静岡鉄道さま

⚫清水エスパルスさま
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静岡銀行さまの取り組み２

https://www.shizuokabank.co.jp/pdf.php/5196/220520_NR.pdf

静岡銀行、中部電力ミライズ 「2030 年度カーボンニュートラル達成」
の目標設定および「しずぎんソーラーパーク」を設置 2022年5月20日

静岡銀行グループでは、このたび、脱炭素

社会の実現に向けた取り組みを加速させる

ため、「2030 年度カーボンニュートラル達

成」の目標を設定しました。

また、本取り組みの一環として、静岡市に

100%再生可能エネルギーである太陽光発電

所「しずぎんソーラーパーク」を新設する

こととしました。

これは、中部電力グループとの「オフサイ

トコーポレート PPA」を活用し、追加性

（再生可能エネルギーの新たな設備投資を

促す効果）を有する再生可能エネ

ルギーを導入するものとなります。

エネルギー
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排出削減

https://www.shizuokabank.co.jp/pdf.php/5196/220520_NR.pdf


静岡銀行さまの取り組み

https://www.shizuokabank.co.jp/pdf.php/5285/220630_NR1.pdf

国内初！社会医療法人に対する「ポジティブ・インパクト・ファイナン
ス」の契約を締結 2022年6月30日

静岡銀行では、SDGs への取り組みの一環と

して、社会医療法人志仁会と「ポジティ

ブ・インパクト・ファイナンス（※）」契

約を締結しましたので、その概要をご案内

します。

なお、社会医療法人に対する「ポジティ

ブ・インパクト・ファイナンス」の契約は、

国内初の事例になります。

※企業活動が環境・社会・経済のいずれかの側

面において与えるインパクトを包括的に分析し、

特定されたポジティブインパクトの向上とネガ

ティブインパクトの低減に向けた取り組みを支

援する融資

金融
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ビジネス展開

https://www.shizuokabank.co.jp/pdf.php/5285/220630_NR1.pdf


具体的な取り組み事例

⚫鈴与グループさま

⚫TOKAIグループさま

⚫中部電力さま

⚫静岡銀行さま

⚫静岡鉄道さま

⚫清水エスパルスさま

20



静岡鉄道さまの取り組み

https://www.shizutetsu.co.jp/pdfs/newsrelease210210.pdf

静岡県内初！再生可能エネルギー100％で運行 ～静鉄電車新型車両運行
開始および引退車両ラストランのお知らせ 2021年2月10日

静岡鉄道株式会社は、2016 年より順次

導入しております新型車両Ａ3000 形の

第 9 号目車両（A3009 号）、第 10 号目

車両（A3010 号）の運行を 3 月６日

(土)に開始いたします。今回運行を開

始する２編成の内、Ａ3009 号は、中部

電力ミライズ㈱のご協力により、静岡

県内の鉄道会社で初めて、水力および

太陽光等に由来する環境価値を活用す

ることで、実質的に再生可能エネル

ギー100％とした電気による運行を実

施します。

移動・物流
エネルギー

21

排出削減

https://www.shizutetsu.co.jp/pdfs/newsrelease210210.pdf


静岡鉄道さまの取り組み

https://s-maas.jp/

しずおかMaaS（静岡型MaaS基幹事業実証プロジェクト）

しずおかMaaS（静岡型MaaS基幹事業実証プロジェクト）は、人口減少や高齢化社

会が進行する中、ICT・AI等の最新技術を取り入れ、誰もが利用しやすい新たな移動

サービスの提供と、これを活かした持続可能なまちづくりを目指して、2019年5月

27日に発足した地域密着型の官民連携コンソーシアムです。

移動・物流
産官学連携
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ビジネス展開

https://s-maas.jp/


具体的な取り組み事例

⚫鈴与グループさま

⚫TOKAIグループさま

⚫中部電力さま

⚫静岡銀行さま

⚫静岡鉄道さま

⚫清水エスパルスさま
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清水エスパルスさまの取り組み

https://www.s-pulse.co.jp/news/detail/49798

【静岡大学との連携によるゼロカーボン・プロジェクト】について

2022年7月4日

産学連携
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排出削減

https://www.s-pulse.co.jp/news/detail/49798


清水エスパルスさまの取り組み

https://www.s-pulse.co.jp/news/detail/49436

「エスパルスサステナブルグッズ」新発売のお知らせ

2022年4月8日 エスパルスは、クラブ自らが率先して

取り組むゼロカーボン推進活動の一環

として、地球環境にやさしい再生素材

や地域資源を活かした「エスパルスサ

ステナブルグッズ」を順次展開してま

いりますので、下記の通りお知らせい

たします。

エスパルスは2021年11月に日本のプロ

スポーツクラブとして初めて、「ゼロ

カーボンプロスポーツクラブ宣言」を

表明しました。これまでクラブが継続

的に取り組んできた「エスパルスエコ

チャレンジ」のさらなる充実を目指し、

SDGs推進クラブとしてスポーツの力で

持続可能な社会の実現に向け、地域と

ともに力強く歩みを進めてまいります。

再生紙の紙管でできたエコ商品の「紙ペン」

再生ポリエステル100％の環境配慮型Ｔシャツ

環境と人にやさしい紙の新素材サイン帳

廃棄物
行動変容
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ビジネス展開

https://www.s-pulse.co.jp/news/detail/49436


清水エスパルスさまの取り組み

https://www.s-pulse.co.jp/news/detail/49436

• 11月20日(土) 広島戦 『エスパルスエコチャレンジto2050ブース～
CHALLENGE with SUPPORTER～』実施のお知らせ 2021年11月20日

エスパルスは11月20日（土）明治安田

生命J1リーグ第36節サンフレッチェ広

島戦にて、静岡サレジオ高等学校と連

携し、プレミアムパートナーの春日製

紙工業株式会社様にサポートいただき

『エスパルスエコチャレンジto2050

ブース～CHALLENGE with SUPPORTER

～』を実施しますのでお知らせします。

本ブースでは気軽に参加いただけるエ

コ活動を通じ、ゼロカーボンや環境問

題解決に向け、クラブがサポーターの

皆様と共に一歩を踏み出すことを目指

します。

フードドライブの実施 協力：静岡市ごみ減量推進課

食品ロス
行動変容
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ビジネス展開

https://www.s-pulse.co.jp/news/detail/49436


ビジネス案検討のイメージ
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ビジネス案検討の方向性（イメージ）

自社の事業と地域課題を掛け合わせビジネスを創出し、それを静岡市が支
援することにより、市内CO2減少、地域の魅力向上の実現を目指したい。

お客さま

自社 地域課題

静岡市

ビジネス開発

他社

価値提供

支援

◆市内CO2排出量
＝減少

◆地域の魅力
＝向上

時には・・・

対価

“持続可能な”ビジネス創出と地域の形成へ 28



2021年WSでのアウトプット

分類 内容

モビリティ
静岡市のゼロカーボンに資する営業車のラ
イドシェアサービス

森林
市営温泉施設の木質バイオマスボイラー転
換と、森林整備・放置竹林の課題解決の掛
け合わせ

住宅
家庭用PV-PPAの導入と余剰電力の有効活用
による系統電力使用の削減

脱炭素電源
耕作放棄地を活用したソーラーシェアリン
グによる農業の再興支援

2021年度に開催したワークショップでは、最終的に以下４つの事業案を静
岡市に提言しました。
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