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地域循環共生圏登録団体メールマガジン Vol.22
[2021.3.2]
■『第 2 回ローカル SDGs サロン』開催のご案内
■『SDGs ローカルツアー2021』開催のご案内
■『地域主導による木質バイオマス熱利用の可能性』開催のご案内
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■『第 2 回ローカル SDGs サロン』開催のご案内
環境省ローカル SDGs 企業等登録制度に登録されている登録事業者さんとネットワークを
拡げる機会として、気軽にお話できる場「ローカル SDGs サロン」の第 2 回を開催いたしま
す。
企業の皆様に自企業の PR などをお話いただき、参加している皆様との気軽・気楽な質問・
会話の中から、
「なにか一緒にできるのでは？」、
「もっと詳しく話を聞いてみたい！」とい
ったきっかけをお互いに見出していただけるような場となっております。
皆様のご参加をお待ちしております！
○開催概要
【タイトル】第 2 回ローカル SDGs サロン
【日

時】令和 3 年 3 月 16 日（火）15：00－16：30

【開催方法】オンライン（ZOOM を使用）
【登壇者】
備前グリーンエネルギー株式会社 事業部・チーフコンサルタント 後藤 孟 様
株式会社イノカ COO 竹内 四季 様
株式会社一心助け 代表取締役 鈴木 英雄 様
【内

容】

（1）各企業から事業内容等のご紹介（30 分）
（2）企業ごとにグループに分かれて質疑応答・意見交換（30～60 分程度）
【申込方法】
メールにて、以下の 5 事項を記載の上、件名を「サロン申込」として、
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高橋（tkh21816@ideacon.co.jp）までお送りください。
お申込みいただいた方に、3 月 15 日頃に当日の接続 URL をご案内いたします。
1.地域名/団体名/企業名
2.お名前
3.ご所属・役職
4.メールアドレス
5.お電話番号（当日の接続トラブル等があった場合の連絡先）
【申込期限】3 月 12 日（金）
【お問い合わせ】
地域循環共生圏プラットフォーム事務局
担当：高橋（tkh21816@ideacon.co.jp）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■『SDGs ローカルツアー2021』開催のご案内
環境省と未来をつくる SDGs マガジン『ソトコト』がタッグを組んだ、
「環境省 presents SDGs
ローカルツアー」が今年も開催されます！
全国各地でサスティナブルな地域づくりを実践している方をゲストに迎え、それぞれの地
域資源を活かした取り組みやコロナ禍での変化、持続可能な地域の在り方、関係人口の可能
性等を、事例を中心に学ぶオンラインセミナーです。
なお、今年は新型コロナ感染対策として、会場参加は各開催都道府県在住の方のみに限り、
並行してオンライン配信を実施します。
○開催概要
【定員・開催方法】
第１回～第８回：現地会場参加 10 名程度、オンライン視聴 100 名程度
第９回：現地会場参加 25 名程度、オンライン視聴（制限なし）
【参加費】無料
【対象者】持続可能なまちづくりや地域の未来づくりに関心がある方
【開催日程・開催地】
第 1 回、第 2 回 ※終了※
2

第 3 回：3/8 （月）広島県呉市 トム宮川コールトン氏（The Tea Cosy／トムの写真館）
第 4 回：3/9 （火）秋田県秋田市

東海林 諭宣氏（(株)SeeVisions 代表取締役）

第 5 回：3/11（木）奈良県山辺郡 梅守 志歩氏（(株)梅守本店取締役）
第 6 回：3/12（金）宮崎県児湯郡 高橋 邦男氏（(一財)こゆ地域づくり推進機構執行理事）
第 7 回：3/15（月）静岡県三島市 山本 希氏（(特非)みしまびと代表）
第 8 回：3/19（金）北海道釧路市 名塚 ちひろ氏（阿寒・釧路ゲストハウス コケコッコー
代表／(一社)ドット道東理事）
第 9 回：3/22（月）東京都千代田区 田中 元子氏他（(株)グランドレベル代表取締役社長）
【申込方法・詳細】
下記 URL をご確認ください。
https://sotokoto-online.jp/feature/82
【お問い合わせ】
株式会社 sotokoto online ソトコト編集部 担当:中村
E-mail:nakamura@sotokoto-online.co.jp
TEL:03-6273-7629 FAX:03-6273-7639
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■WEB シンポジウム『地域主導による木質バイオマス熱利用の可能性』のご案内
地域循環共生圏の創出に貢献すると期待される一方で、導入拡大に向けて様々な課題が挙
げられている木質バイオマス熱利用事業。課題解決方策の 1 つであるビジネスモデル「ESCO
型事業」について、地域の森林・林業関係者により設立された燃料生産会社の事例や、公共
施設向けバイオマス熱 ESCO 事例の紹介をご紹介し、木質バイオマス熱利用分野における活
用可能性について考えます。
○開催概要
【日時】令和 3 年 3 月 12 日（金）13:30～16:30
【開催方法】WEB によるセミナー形式（開始 20 分前からアクセス可能）
【参加費】無料
【内容】
1.

木質バイオマス熱利用推進の方向性（仮）

環境省 環境計画課 地域循環共生圏推進室 室長補佐 佐藤 直己氏
2.木質バイオマスエネルギー利用の現状と今後の展開について
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林野庁 木材利用課 課長補佐 山下 孝氏
3.木質バイオマス熱利用における ESCO 型事業とは
バイオマスアグリゲーション 代表取締役 久木 裕氏（日本木質バイオマスエネルギー協
会

理事）

4.事例紹介
ラブ・フォレスト 代表取締役 小島 健一郎氏
日本木質バイオマスエネルギー協会 室長 澤田 直美氏
5.パネルディスカッション
モデレーター：自然エネルギー財団 上級研究員 相川 高信氏（日本木質バイオマスエネ
ルギー協会 理事）
【申込方法】
下記 URL よりお申込みください。
https://ws.formzu.net/dist/S17147190/
詳細は下記 URL をご確認ください。
https://www.jwba.or.jp/news20210225/
【お問い合わせ】
（一社）日本木質バイオマスエネルギー協会 担当：澤田、杉山
〒110－0016 東京都台東区台東 3-12-5 クラシックビル 604 号室
TEL：03-5817-8491 FAX：03-5817-8492

E-mail：mail@jwba.or.jp

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
※このメールマガジンは、地域循環共生圏登録制度にご登録いただいた団体の皆様に登録
制度事務局より送信しています。
※配信先の追加・変更・配信停止・その他本メルマガに関するお問い合わせは事務局までご
連絡ください。
発行：地域循環共生圏登録制度事務局（touroku@chiikijunkan.jp）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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ローカル SDGs サロン（第 2 回） 開催のご案内
～企業と地域の皆さんが気軽に気楽に話せる場を作ります！～

【開催にあたって】
環境省ローカル SDGs プラットフォーム事務局では、実践地域等登録制度に登録いただ
いている活動団体の皆さんと、企業等登録制度に登録いただいている事業者の皆さんとが
相互に知り合い、ネットワークを拡げていただく場として、
「ローカル SDGs サロン」とい
う交流の場を設けております。この度、第２回ローカル SDGs サロンを開催いたします。
このサロンでは、企業の皆さんに自企業の PR などをお話いただき、その場に参加してい
る地域や企業等の皆さんとの気軽・気楽な質問・会話の中から、
「もっと詳しく話を聞いて
みたい！」
、
「なにか一緒にできるのでは？」といったきっかけを見出していただけるような
場を作っていきたいと考えています。皆様のご参加をお待ちしております。

【開催概要】
◎日

時：2021 年 3 月 16 日（火）15：00－16：30（予定）

◎開催方法：オンライン（ZOOM を使用）
◎発表者：備前グリーンエネルギー株式会社 事業部・チーフコンサルタント 後藤 孟 様
株式会社イノカ COO 竹内 四季 様
株式会社一心助け 代表取締役 鈴木 英雄 様
（次ページ以降に簡単なご紹介を掲載しています）
◎内容：
（1）各企業から事業内容等のご紹介（30 分）
（2）企業ごとにグループに分かれて質疑応答・意見交換（30~60 分程度）

【申込方法】
・ メールにて、以下の 5 事項を記載の上、件名を「サロン申込」として、担当の高橋
（tkh21816@ideacon.co.jp）までお送りください。
・ お申込みいただいた方に、３月 15 日頃に当日の接続 URL をご案内いたします。
・ 申込期限は 3 月 12 日（金）までとなります。
① 地域名/団体名/企業名
② お名前
③ ご所属・役職
④ メールアドレス
⑤ お電話番号（当日の接続トラブル等があった場合の連絡先）

【問合せ先】
プラットフォーム事務局： いであ株式会社 担当：高橋
連絡先：

TEL 045-593-7608

Email ｔｋｈ21816@ideacon.co.jp
1

【発表企業のご紹介】

備前グリーンエネルギー株式会社
企業ウェブサイト：https://www.bizen-greenenergy.co.jp/
企業用登録制度での紹介：http://chiikijunkan.env.go.jp/pdf/kigyo_list/04_bizengreen.pdf
弊社は、環境とエネルギーのコンサルティング事業を通じて、環境に優しい豊かな
人間社会を実現し、環境と経済の好循環のまちづくりを推進することを企業理念と
しております。
岡山県備前市という地域に生み育てていただき、自然資源の恵みを実感しており、
特に「晴れの国おかやま」と言われるほど豊富な太陽光を利用し、創業初期から地
域の建物の屋根を借りた太陽光発電事業を実施しておりました。このような地域の
自然エネルギーの活用は、SDGs の目標 7「エネルギーをみんなに そしてクリーン
に」に直結するのはもちろんのこと、これまで化石燃料の費用として流出していた
地域循環共生圏の構

お金を地域に留め、地域経済を発展させることに繋がります。

築により実現したい

最近では、地方公共団体や地域の民間事業者が多数の老朽化した建物を抱えており

ビジョン・社会像

多大な維持管理費を要していることが社会問題になっています。弊社は ZEB プラン
ナーとして、エネルギー消費量が正味ゼロとなることを目指してこれらの建物を改
修（ZEB 化）する提案を行い、SDGs の目標 11「住み続けられるまちづくりを」と
目標 13「気候変動に具体的な対策を」の達成に同時に貢献してまいります。
これらの目標の達成に向けてはもちろん弊社だけの取り組みでは不十分であり、
SDGs の目標 17「パートナーシップで目標を達成しよう」に掲げられている通り、
地方公共団体や地域のあらゆる主体と協力してまいります。1 つ 1 つの新たな取り
組みを社会変革に繋げて、従来の大量生産・大量消費を旨とする常識を覆し、持続
可能な循環共生型の社会を実現したいと考えております。
地域が直面している本質的な課題に対して調査・研究を行い、新たな地域づくりの
お手伝いをします。再生可能エネルギー（小水力・太陽光・バイオマス等）の事業
化、地域の低炭素計画、地域エネルギーによる地域活性化、交通のグリーン化など
のための調査・分析を実施します。
これまでも、宍粟市のエネルギー・食・水の自給自足体験事業、真庭広域廃棄物リ

具体に提供できる技
術やソリューション

サイクル事業協同組合の地域循環型バイオガスシステム構築モデル事業、様々な地
方公共団体の地球温暖化対策実行計画の改定支援等、地域との協業を多数実行して
まいりました。
また弊社は、快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギ
ーの収支をゼロにすることを目指したネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）の
ZEB プランナーです。地方公共団体や地域の民間事業者が抱える多数の老朽化した
建物をネット・ゼロ・エネルギー・ビルへと改修する ZEB 化を提案することで、住
み続けられる街づくりと気候変動への具体的な対策を同時に実行してまいります。

こんな地域パートナ
ーを求めています

脱炭素社会に向けて、2050 年二酸化炭素実質排出量ゼロに取り組むことを表明する
など、何かしたいとお思いになっている地方公共団体や地域の民間事業者の皆様と
パートナーになり、ともに取り組みを進めていければと存じます。
2050 年まであと 29 年。今新築する建物は 2050 年も使い続けますので、ZEB にし

こんなことを一緒に

ておくのが妥当でしょう。既存の建物を改修する場合でも ZEB 化することが可能な

やりましょう！

場合が多いです。そして再エネの最大限の導入の計画づくりもしていきましょう。
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株式会社イノカ
企業ウェブサイト：https://corp.innoqua.jp/
企業用登録制度での紹介：http://chiikijunkan.env.go.jp/pdf/kigyo_list/57_innoqua.pdf
弊社は、自然環境の価値が過小評価され続けた結果、各地域の環境資
源が失われているという課題を解決し、100 年先も各地域の経済成長と
環境保全が両立される社会を実現したいと考えております。

地域循環共生圏の構

その様な社会を実現するためには、多くの人が生き物に愛着を持ち、

築により実現したい

環境に興味を持つことで、様々な視点から環境を捉え研究・探究するこ

ビジョン・社会像

とが必要不可欠です。
地域循環圏の構築により、様々な視点から地域の環境や環境資源をと
らえ、環境問題の解決と地域の経済成長の両立を目指す仲間が増えてい
く社会を目指しております。
我々のコア技術は環境移送技術というものです。
環境移送技術とは、高度な生態系への理解とその再現技術に加え、
AI/IoT/バイオ技術などを活用することで、生態系を解析し、それらを
都内のビル中や大学の研究所内など任意の場所に再現する技術となりま

具体に提供できる技

す。

術やソリューション

この技術を活用することで、


本物の自然環境を題材として、教育や研究を行うこと



環境移送した場所を起点に、様々な立場の人が繋がり、教育と研
究、産業を繋ぐこと

を可能にします。

こんな地域パートナ



地域の産業の多様化や他県との教育の差別化を目指している方



地域の環境資源を活かして、地域を盛り上げていきたい方



環境保全と経済成長の両立を目指したい方



本物の自然環境を題材とした教育や研究



生き物や生態系を通じた地域のコミュニティ形成



環境保全と企業の経済的発展を両立させる事業立案



生態系を丸ごと再現することによる養殖困難品種等の養殖の実現

ーを求めています

こんなことを一緒に
やりましょう！
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株式会社一心助け
企業ウェブサイト：http://www8.plala.or.jp/tasuke/
企業用登録制度での紹介：http://chiikijunkan.env.go.jp/pdf/kigyo_list/07_isshintasuke.pdf
当社の開発特許・著作物などを環境省ローカル SDGs を通して、社会貢
献します。

地域循環共生圏の構
築により実現したい
ビジョン・社会像

観光ビジネス：シェア・レンタサイクル事業と観光産業の協創。
交通：平面画像の立体認識製品技術による交通安全対策。
天敵立体視シートによる鳥獣被害対策。

具体に提供できる技
術やソリューション

イベント、展示会等の観客動員増と出展者、参加者の相互利益及び発展
のためのポイントシステム。
平面画像の立体視による自動運転及び関連技術による社会改善と 1.2.3
次産業の支援。

観光ビジネス：シェア・レンタサイクル事業と観光産業の協創。
交通：平面画像の立体認識製品技術による交通安全対策。
天敵立体視シートによる鳥獣被害対策。

こんな地域パートナ

イベント、展示会等の観客動員増と出展者、参加者の相互利益及び発展

ーを求めています

のためのポイントシステム。
平面画像の立体視による自動運転及び関連技術による社会改善と 1.2.3
次産業の支援。
に共感協創していただける地域パートナーを求めています。
観光ビジネス：シェア・レンタサイクル事業と観光産業の協創。
交通：平面画像の立体認識製品技術による交通安全対策。
天敵立体視シートによる鳥獣被害対策。

こんなことを一緒に

イベント、展示会等の観客動員増と出展者、参加者の相互利益及び発展

やりましょう！

のためのポイントシステム。
平面画像の立体視による自動運転及び関連技術による社会改善と 1.2.3
次産業の支援。
をご一緒にやりたいと思っています。
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