
今治商工会議所

環境アクションプラン
～脱炭素、未来につなぐ省エネ推進～

（2022～2026）
概要版

　世界的な脱炭素社会へ向けた動きが加速する中、政府内議論が急速に進み、
2030年までに温室効果ガス排出量削減目標を2013年度比46％削減し、
2050年にカーボンニュートラルの実現を目指すと示されました。
　今後、各地域および中小・小規模事業者に対する様々な取組みに期待がなさ
れ、温室効果ガス排出削減が求められることが予想されます。
　今治商工会議所では、地域の実情に合った独自の環境アクションプランを策
定し、行政などとも緊密に連携しつつ、地域全体で地球温暖化対策の取組みを
推進して参ります。

会員事業所への取組み支援
・環境ビジネス支援に資するイベントの開催　・情報発信　・省エネ診断の推進

・会議資料等の両面印刷やペーパーレス、FAX等の再生紙利用　・節電節水の実施
・廃棄物・食品ロスの削減　・持続可能な開発目標（SDGs）の取組み強化

・今治市との連携　・今治市環境基本計画に沿った取組み
・地産地消で再生可能エネルギーの推進

地域・行政との連携

商工会議所事務局の環境整備

商工会議所環境AP100チャレンジ

2022年10月
今治商工会議所

15. 陸の豊かさを守ろう
…花と緑あふれる活動として花の種の配布や緑化フェアへの協力と募金活動の実施（今治･花と緑と光の会
2021年）

17. パートナーシップで目標を達成しよう
…今治市パートナーシップとの連携

・ エコドライブ
　制限速度の遵守と加速・急発進・急ブレーキの抑制

・ 節電・節水の実施
　未使用の会議室等の消灯や空調利用効果率を精査し年間消費電力の抑制とトイレの水量設定と流し 
　台での節水を徹底

・ クールビズ・ウォームビズの実施
・ 使用済乾電池回収BOXの設置
・ 適正室温の設定・ 日商アクションプランのロゴ活用
　健康面を配慮しつつ適正室温を目安、夏場を28℃、冬場20℃に設定

・ 日商アクションプランのロゴ活用

以上、今治商工会議所環境アクションプランの目標と数値をもとに可視化し「環境行動計画」
｢地球温暖化対策行動宣言｣を目指す。



「今治商工会議所環境アクションプラン｣の概要

（1）各取組み内容について具体的な目標を設定する。
（2）行政との連携強化。
（3）事務局内の環境整備と会員事業所の支援を行う。
（4）現在実施中の取組みを含めた更なる環境プランの

向上に努める。

01

会員事業所への取組み支援02

商工会議所事務局の環境整備04

地域・行政との連携03

視察、セミナーを問わず、会員事業所のビジネスに資する多様
な内容で継続実施（年1回）し、脱炭素社会構築に向けた啓蒙
活動を行う。

全国（日商HP）の環境プランの成功事例や取組み事例などを
当所ホームページで広く情報発信し、会員事業所が持続可能
な開発目標（SDGs）登録取得（年5企業）できるように推進す
る。その他、会員事業所のCO2排出量の実態把握を支援する
ため、日商｢CO2チェックシート｣を周知し、活用促進に努める。

現状…隔年で1回程度の開催

現状…今治市環境審議会委員として
今治市環境基本計画を策定

目標

目標

目標
省エネ専門機関に依頼し省エネの進め方と無料診断依頼（年5
件）を行う。
家庭においても、愛媛県地球温暖化防止活動推進センターの
ホームペイジを活用し「環境家計簿」や「うちエコ診断」にて省
エネ啓発活動による情報提供などを行う。

今治環境パートナーシップ会議に参画し市民、事業者、各種
団体、組合、業界代表などと情報交換や意識の共有を行政と
図る。

①会員事業所への環境ビジネス
支援に資するイベントの開催

第二次計画を積極的に活用し、事業活動や日常生活における環境負
担の少ないビジネススタイル、ライフスタイルを意識して行動し、
ずっと住み続けたいまちを目指す。

1. 低炭素社会の形成、美しい地球を未来へつなぐまちづくり
2. 資源循環型社会の形成、限りある資源を大切にするまちづくり
3. 安全･安心な社会の形成、安全･安心で快適に暮らせるまちづくり
4. 自然共生社会の形成、水と緑に包まれた自然豊かなまちづくり
5. 教育･学習･活動、みんなで環境を想い、行動するまちづくり

現状…美しい環境である山･川･海を
次世代へつなぐ取組を行っている

2009年～2019年
今治市環境基本計画、
今治市環境配慮推進計画、
第二次今治市環境基本計画策定

②今治市の取組み（第二次今治市
　環境基本計画）について

①今治商工会議所員が自ら取組むこと（既に取組んでいる活動含む）

①今治市との連携、策定体制
の構築

現状…特徴ある発信なし
②会員事業所への情報発信

現状…直近での相談、診断依頼なし
③省エネ診断の推進

〇今治市における温室効果ガス排出量の削減目標
　2030年度までに、2013年度比で26.0%の温室効果ガス排出量の削減を目指す。

・ 会議資料等の両面印刷やペーパーレス、FAX等の再生紙利用
・ 廃棄物の削減、食品ロスの削減、3010運動（開始から30分、終了前10分）の推進
・ 古紙回収の実施
・ 持続可能な開発目標（SDGs1～17）の取組み強化

「今治商工会議所環境アクションプラン」
策定の視点

（1）ローコストで環境に配慮した身の丈に合った活動を
展開する。

（2）実施中の数値化、目標値を設定する。
（3）今治市が目指す将来の環境像「環境基本計画」に準

じた取組み。
（4）会員事業所の経営改善につながる。
（5）プランは5年を1期とするが、期中においても評価と

見直しを繰り返し行う。

「今治商工会議所環境アクションプラン」
策定の基本的な考え

今治クリーセンター
｢バリクリーン｣視察見学
省エネ実践セミナーの開催

2018年

2020年

1,829

78

温室効果ガス
排出量

うちCO2以外

基準年度
（2013）

1,784

63

目標年度（2030）
将来推計

1,353

33

目標年度（2030）
削減目標

-26.0%

-57.7%

削減率

〈単位:千t-CO2〉

3. すべての人に健康と福祉を
…各会員事業所の社員及び所員への健康診断の毎年（年1回）実施2021年

4. 質の高い教育をみんなに
…SDGs所員研修の実施2021年

6. 安全な水とトイレを世界中に
…浄水利用による水の安全とトイレの衛生管理

11. 住み続けられるまちづくり
…市民大清掃の参加と市中清掃（月1回）、市民の祭り清掃（年1回）、四国霊場の清掃（年1回）活動の実
施2021年

12. つくる責任つかう責任
…使用済乾電池回収、3R活動（リデュース・リユース・リサイクル）の啓発

目標

目標

1. 貧困をなくそう
…女性の負担軽減のため市内小中女子児童生徒への生理用品の無償配布（会議所・女性会による今治
市への寄付2021年）



「今治商工会議所環境アクションプラン｣の概要

（1）各取組み内容について具体的な目標を設定する。
（2）行政との連携強化。
（3）事務局内の環境整備と会員事業所の支援を行う。
（4）現在実施中の取組みを含めた更なる環境プランの

向上に努める。

01

会員事業所への取組み支援02

商工会議所事務局の環境整備04

地域・行政との連携03

視察、セミナーを問わず、会員事業所のビジネスに資する多様
な内容で継続実施（年1回）し、脱炭素社会構築に向けた啓蒙
活動を行う。

全国（日商HP）の環境プランの成功事例や取組み事例などを
当所ホームページで広く情報発信し、会員事業所が持続可能
な開発目標（SDGs）登録取得（年5企業）できるように推進す
る。その他、会員事業所のCO2排出量の実態把握を支援する
ため、日商｢CO2チェックシート｣を周知し、活用促進に努める。

現状…隔年で1回程度の開催

現状…今治市環境審議会委員として
今治市環境基本計画を策定

目標

目標

目標
省エネ専門機関に依頼し省エネの進め方と無料診断依頼（年5
件）を行う。
家庭においても、愛媛県地球温暖化防止活動推進センターの
ホームペイジを活用し「環境家計簿」や「うちエコ診断」にて省
エネ啓発活動による情報提供などを行う。

今治環境パートナーシップ会議に参画し市民、事業者、各種
団体、組合、業界代表などと情報交換や意識の共有を行政と
図る。

①会員事業所への環境ビジネス
支援に資するイベントの開催

第二次計画を積極的に活用し、事業活動や日常生活における環境負
担の少ないビジネススタイル、ライフスタイルを意識して行動し、
ずっと住み続けたいまちを目指す。

1. 低炭素社会の形成、美しい地球を未来へつなぐまちづくり
2. 資源循環型社会の形成、限りある資源を大切にするまちづくり
3. 安全･安心な社会の形成、安全･安心で快適に暮らせるまちづくり
4. 自然共生社会の形成、水と緑に包まれた自然豊かなまちづくり
5. 教育･学習･活動、みんなで環境を想い、行動するまちづくり

現状…美しい環境である山･川･海を
次世代へつなぐ取組を行っている

2009年～2019年
今治市環境基本計画、
今治市環境配慮推進計画、
第二次今治市環境基本計画策定

②今治市の取組み（第二次今治市
　環境基本計画）について

①今治商工会議所員が自ら取組むこと（既に取組んでいる活動含む）

①今治市との連携、策定体制
の構築

現状…特徴ある発信なし
②会員事業所への情報発信

現状…直近での相談、診断依頼なし
③省エネ診断の推進

〇今治市における温室効果ガス排出量の削減目標
　2030年度までに、2013年度比で26.0%の温室効果ガス排出量の削減を目指す。

・ 会議資料等の両面印刷やペーパーレス、FAX等の再生紙利用
・ 廃棄物の削減、食品ロスの削減、3010運動（開始から30分、終了前10分）の推進
・ 古紙回収の実施
・ 持続可能な開発目標（SDGs1～17）の取組み強化

「今治商工会議所環境アクションプラン」
策定の視点

（1）ローコストで環境に配慮した身の丈に合った活動を
展開する。

（2）実施中の数値化、目標値を設定する。
（3）今治市が目指す将来の環境像「環境基本計画」に準

じた取組み。
（4）会員事業所の経営改善につながる。
（5）プランは5年を1期とするが、期中においても評価と

見直しを繰り返し行う。

「今治商工会議所環境アクションプラン」
策定の基本的な考え

今治クリーセンター
｢バリクリーン｣視察見学
省エネ実践セミナーの開催

2018年

2020年

1,829

78

温室効果ガス
排出量

うちCO2以外

基準年度
（2013）

1,784

63

目標年度（2030）
将来推計

1,353

33

目標年度（2030）
削減目標

-26.0%

-57.7%

削減率

〈単位:千t-CO2〉

3. すべての人に健康と福祉を
…各会員事業所の社員及び所員への健康診断の毎年（年1回）実施2021年

4. 質の高い教育をみんなに
…SDGs所員研修の実施2021年

6. 安全な水とトイレを世界中に
…浄水利用による水の安全とトイレの衛生管理

11. 住み続けられるまちづくり
…市民大清掃の参加と市中清掃（月1回）、市民の祭り清掃（年1回）、四国霊場の清掃（年1回）活動の実
施2021年

12. つくる責任つかう責任
…使用済乾電池回収、3R活動（リデュース・リユース・リサイクル）の啓発

目標

目標

1. 貧困をなくそう
…女性の負担軽減のため市内小中女子児童生徒への生理用品の無償配布（会議所・女性会による今治
市への寄付2021年）



今治商工会議所

環境アクションプラン
～脱炭素、未来につなぐ省エネ推進～

（2022～2026）
概要版

　世界的な脱炭素社会へ向けた動きが加速する中、政府内議論が急速に進み、
2030年までに温室効果ガス排出量削減目標を2013年度比46％削減し、
2050年にカーボンニュートラルの実現を目指すと示されました。
　今後、各地域および中小・小規模事業者に対する様々な取組みに期待がなさ
れ、温室効果ガス排出削減が求められることが予想されます。
　今治商工会議所では、地域の実情に合った独自の環境アクションプランを策
定し、行政などとも緊密に連携しつつ、地域全体で地球温暖化対策の取組みを
推進して参ります。

会員事業所への取組み支援
・環境ビジネス支援に資するイベントの開催　・情報発信　・省エネ診断の推進

・会議資料等の両面印刷やペーパーレス、FAX等の再生紙利用　・節電節水の実施
・廃棄物・食品ロスの削減　・持続可能な開発目標（SDGs）の取組み強化

・今治市との連携　・今治市環境基本計画に沿った取組み
・地産地消で再生可能エネルギーの推進

地域・行政との連携

商工会議所事務局の環境整備

商工会議所環境AP100チャレンジ

2022年10月
今治商工会議所

15. 陸の豊かさを守ろう
…花と緑あふれる活動として花の種の配布や緑化フェアへの協力と募金活動の実施（今治･花と緑と光の会
2021年）

17. パートナーシップで目標を達成しよう
…今治市パートナーシップとの連携

・ エコドライブ
　制限速度の遵守と加速・急発進・急ブレーキの抑制

・ 節電・節水の実施
　未使用の会議室等の消灯や空調利用効果率を精査し年間消費電力の抑制とトイレの水量設定と流し 
　台での節水を徹底

・ クールビズ・ウォームビズの実施
・ 使用済乾電池回収BOXの設置
・ 適正室温の設定・ 日商アクションプランのロゴ活用
　健康面を配慮しつつ適正室温を目安、夏場を28℃、冬場20℃に設定

・ 日商アクションプランのロゴ活用

以上、今治商工会議所環境アクションプランの目標と数値をもとに可視化し「環境行動計画」
｢地球温暖化対策行動宣言｣を目指す。


