■地方自治体におけるエコチューニング認定制度の活用状況／エコチューニング推進センター調べ（平成30年5月・平成29年度）
平成30年5月31日(木)

調査時期

分類

都道府県

市町村

年月

タイトル

エコチューニングに関する記載概要

URL

PDF資料など
http://www.town.kawanehon

H30年度調査 事務事業編

静岡県

榛原郡
川根本町

平成29年1月

川根本町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

第４章 目標の達成に向けた事務局の取組として「省エネ診断、エコチューニング事業
などに関する情報提供」を行うことを記載。

.shizuoka.jp/material/files/gr

http://www.town.mizuho.tok http://www.town.mizuho.tok

瑞穂町第二次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

「第二次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」の2章中で、「温室効果ガス削減の
ため取組方針として、「エコチューニングを積極的に実施していくこととともに、適切な
保守管理を行うための管理標準等の策定を検討すること」などが記載。

oup/1/ondankataisakujikkoukeikaku.pdf

H30年度調査 事務事業編

H30年度調査 事務事業編

H30年度調査 事務事業編

H30年度調査 事務事業編

東京都

鹿児島県

福岡県

広島県

西多摩郡
瑞穂町

薩摩川内市

古賀市

呉市

平成29年2月

平成29年３月
改定

平成29年5月

平成30年3月

第３次薩摩川内市役所環境保全率先行動計画（改定版）

第5章 温室効果ガス排出削減への取組にて、将来的にエコチューニングにも取り組
んでいくことが記載。

古賀市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

古賀市地球温暖化対策実行計画（事務業編）の第４章 取組方針・取組内容で、設備
機器の保守・省エネ運転に関する取組として、エコチューニング等省エネ運転を積極
的に推進することが記載。

呉市地球温暖化対策実行計画事務事業編（第４期くれエコ
アクションプラン）

「呉市地球温暖化対策実行計画事務事業編（第４期くれエコアクションプラン」の第5章
の温室効果ガス排出削減の取り組みとして、省エネ診断やエコチューニングを積極的
に活用することが記載。

yo.jp/tyosei/002/010/p00141 yo.jp/tyosei/002/010/p00141
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ecoact.html

pdf

http://www.city.kamagaya.c

H30年度調査 事務事業編

千葉県

鎌ヶ谷市

平成30年3月

第５章 目標達成に向けた取組み ソフト施策の1つとして、「エコチューニング事業（設
鎌ケ谷市公共施設エコアクションプラン～鎌ケ谷市地球温暖
備機器・システムの適切な運用改善等）を実施する」と記載。また、資料編にもエコ
化対策実行計画（事務事業編）～
チューニングに関する記載あり。

hiba.jp/news/kankyo/h3004

http://www.city.kamagaya.chiba.jp/ne

16eco-

ws/kankyo/h300416eco-

actionplan/h300416eco-

actionplan/1_eco-action.pdf

actionplan.html

H30年度調査 事務事業編

H29年度調査 区域施策編

H29年度調査 区域施策編

千葉県

東京都

神奈川県

東金市

荒川区

逗子市

平成30年3月

平成28年3月

平成29年3月

東金市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

4．削減目標達成に向けた取組方針・内容の中で、設備機器の運用改善の取組事例と
して「エコチューニングの活用による運用改善」を記載、また、管理事務局において情
報収集及び情報提供を記載。

http://www.city.togane.chiba
.jp/0000005827.html

https://www.city.arakawa.to

荒川区低炭素地域づくり計画（改定版）
※実行計画（区域施策編）に相当

第5章 「目標達成のための基本施策と重点プロジェクト」の中で、事業所で取り組む
CO2削減対策としてエコチューニングを推奨（他5ヶ所で言及）。

逗子市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

低炭素社会の構築に向けた課題の中で、家庭部門、業務その他部門における取組の
推進の一環として、住宅・集合住宅・事業所等でのエコチューニングなどの実施に向け
た仕組み検討の必要性が記載。家庭や事業所での省エネ行動の促進として、エコ
チューニングの効果のPRなど、普及に取り組むことが記載。

kyo.jp/kusei/kouso/keikaku/t
eitansokeikaku.html
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awa.jp/syokan/kankyo/env/
p06767.html
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.jp/cmsfiles/contents/00000
05/5827/jikkoukeikaku.pdf
https://www.city.arakawa.to
kyo.jp/kusei/kouso/keikaku/t
eitansokeikaku.files/hyousi.
pdf
http://www.city.zushi.kanag
awa.jp/globalimage/units/143028/120170417173017.pdf

https://www.city.ota.gunma.j

H30年度調査 区域施策編

群馬県

太田市

平成29年３月

第２次太田市環境基本計画・太田市地球温暖化防止対策実 第5章 2節 環境みらい像別の方針、取組みの中の「事業者の取り組み5カ条」の１つ
行計画【区域施策編】
として、エコチューニングの実施を推奨。また、概要版にも記載。

p/005gyosei/0090001kankyo-seisaku/2016-

https://www.city.ota.gunma.jp/005gyo
sei/0090-001kankyoseisaku/files/04daiyonshou_sin.pdf

0608-1507-90.html

H30年度調査 区域施策編

埼玉県

川口市

平成30年3月

川口市地球温暖化対策実行計画

第３章 区域施策編－市域における取り組み－において、事業所における温室効果ガ
ス排出量削減に向けて、エコチューニング事業についての情報提供を行うことを記載。

https://www.city.kawaguchi.l https://www.city.kawaguchi.l
g.jp/soshiki/01100/010/1/1_ g.jp/material/files/group/91/o
1/2ontaikeikaku.html

ndanka05.pdf

http://www.city.sumida.lg.jp/ http://www.city.sumida.lg.jp/

H29年度調査

その他計画
（環境基本計画）

東京都

墨田区

平成28年3月

第二次すみだ環境の共創プラン（すみだ環境基本計画）

第4章 「環境の共創」基本施策の中で、事業者の取組として、設備の適切な運転管理
と保守点検の実施などのエコチューニングを実施するよう提案（他5ヶ所で言及）。

藤枝市地域エネルギービジョン実施計画
（平成28年度～平成33年度）

事業所等の省エネ化として、平成33年度までにエコチューニングを10事業所以上で実
施することを目標として設定。そのための策として「(ｲ) エコチューニング実施体制の構
築（商工会議所等との連携） (ｳ) エコチューニングの実施に対する支援制度の構築」
を提示。

津山市カーボン・マネジメント強化事業支援業務 仕様書

仕様書において業務内容の1つとして、「公共施設の省エネルギー可能性調査の一環
として、戸島学校食育センターについて、各設備のエコチューニングや省エネルギー化
を実施するための調査を行う」と記載（他1ヶ所で言及）。

浦添市複数施設一括省CO2改修事業 仕様書

市内１３施設に低炭素設備の導入に関する設計、施工、施工管理、リース期間中の維
持管理業務。公募型プロポーザル方式、応募者資格の一つに、「エコチューニング事
業者」が含まれる。

kuseijoho/sumida_kihon/ku_ kuseijoho/sumida_kihon/ku_
kakusyukeikaku/kyousoupia kakusyukeikaku/kyousoupia
n2.html

その他計画
H29年度調査
（新エネビジョン）

H29年度調査 公募・入札

H30年度調査 公募・入札

H29年度中間
公募・入札
調査

H29年度中間
公募・入札
調査

H29年度中間
公募・入札
調査

H29年度中間
公募・入札
調査

H30年度調査 公募・入札

静岡県

岡山県

沖縄県

神奈川県

鹿児島県

秋田県

北海道

岡山県

H29年度調査 情報提供・制度紹介 大阪府

H29年度調査 情報提供・制度紹介 奈良県

H29年度調査 情報提供・制度紹介 大阪府

H29年度調査

情報提供・制度紹介 静岡県
（セミナー案内）

H29年度調査 情報提供・制度紹介 大分県

H29年度調査

H29年度調査

その他
（報告書）

その他
（研究会報告書）

その他
H29年度調査 （事業評価（指定管
理））
その他
H29年度調査 （事業評価（指定管
理））

秋田県

長野県

長崎県

長崎県

藤枝市

津山市

浦添市

-

薩摩川内市

秋田市

札幌市

瀬戸内市

-

-

吹田市

平成28年3月

平成28年度

平成29年8月

平成29年6月

公共施設８施設程度を診断の上、県職員が使用する運用管理の手順書を作成する業
「施設・設備省エネ対策運用手順書作成等委託業務」仕様書 務（エコチューニング診断、計画策定に類似）。
業務管理責任者は「省エネ診断またはエコチューニングの経験」を求める。

平成28年8月

「薩摩川内市カーボン・マネジメント強化事業設備導入等に
係る検討調査業務委託」特記仕様書

平成27年11月 省エネ支援業務委託仕様書

平成28年4月

平成30年4月

平成28年4月

建築物衛生行政の適正な運営について
（厚生労働省事務連絡、エコチューニングに関する紹介）

エコチューニングに関する厚生労働省医薬・生活衛生局からの事務連絡（平成28年7
月28日）、エコチューニング認定制度の紹介として外部サイト（エコチューニング推進セ
ンター）を紹介。

営業指導係 「建築物における衛生的環境の確保に関する
法律」に関すること
（厚生労働省事務連絡、エコチューニングに関する紹介）

建築物清掃管理評価資格者（インスペクター）制度等についての紹介とともに、エコ
チューニングに関する厚生労働省医薬・生活衛生局からの事務連絡（平成28年7月28
日）、制度紹介資料（全国ビルメンテナンス協会資料）を紹介。

浜松市

「建物のエコチューニングによる省エネの取り組み・コスト削
平成28年11月 減セミナー」
(主催 浜松市地球温暖化防止活動推進センター）

-

平成29年7月

秋田市

-

-

-

平成28年3月

平成29年3月

平成25年5月

平成27年6月

1259410.html

早わかり省エネガイドにおいて、省エネ型設備導入の際には国の支援が受けられるほ
か、ESCOやエコチューニングといった、初期投資不要で省エネ効果の高い方法もある
ことを紹介。
市内に事業所を有する事業者を対象に、施設の省エネルギー手法について学ぶセミ
ナー「建物のエコチューニングによる省エネの取り組み・コスト削減セミナー」開催のお
知らせ。
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jp/common/photo/free/files/8
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http://www.city.akita.akita.jp/

公共施設を対象とした省エネ支援（提案、機器調整、運転指導、効果検証）を行う業
務。1,000万円程度の予算。平成26年度頃から継続実施。
業務内容の１つに、「省エネに関する技術者養成のため、エコチューニングの実地研修
に協力すること」。

「主にビルメンテナンス会社の技術者など、事業所において現場での省エネルギー推
進に関係する立場にある技術者を対象に、技術者の育成を目的とした、講座を開催」
事業者向け省エネルギー技術講座及び実地講座 実施業務
する業務。
業務責任者及び講師の要件として「第一種エコチューニング技術者」。

平成28年10月 「早わかり省エネガイド」
（エコチューニングに関する紹介）

oka.jp/toshi/keikaku/144773

業務内容の１つに、公共施設６施設を対象に「省エネ診断を実施し、エコチューニング
や設備改修等の省エネ対策を検討」とされている。

応募資格の１つの要件となっている。市内７施設の省エネ改修工事について、導入設
瀬戸内市公共施設等先進的CO2排出削減対策モデル事業
備や設計・施工の審査等を行うなどの性能検証業務。
仕様書
公募型プロポーザル方式、参加資格要件に「エコチューニング事業者」が含まれる。

平成28年7月

http://www.city.fujieda.shizu

City/ev/mn/smartcity/propos
al/28syouene/h28siyousyo.
pdf
http://www.city.sapporo.jp/s
eiso/keiyaku/syouenekouza
.html#results

http://www.city.sapporo.jp/s
eiso/keiyaku/documents/sh
ou-energy_gijutsukoza_shiyo-sho_2017.pdf
http://www.city.setouchi.lg.jp
/ikkrwebBrowse/material/file
s/group/97/jissiyouryou.pdf

http://www.pref.osaka.lg.jp/k
ankyoeisei/tokuteikentiku/ka
kushukankeituuti.html

http://www.pref.nara.jp/1422
0.htm
http://www.city.suita.osaka.j
p/home/soshiki/divkankyo/kankyoseisaku/ener
gy/_81807/_83339.html

http://www.j-bma.or.jp/ecotuning/

http://www.pref.nara.jp/secu
re/39635/20160801101018.
pdf
http://www.city.suita.osaka.j
p/var/rev0/0123/8049/11610
17134731.pdf

http://hamaeco.org/files/11t
uki.pdf

http://www.pref.oita.jp/uploa

生活衛生関係営業相談について
（エコチューニングに関する紹介）

ビル管理法についての項目内でエコチューニングについての資料（全国ビルメンテナ
ンス協会資料）を紹介。

http://www.pref.oita.jp/soshi

http://www.city.akita.akita.jp/ http://www.city.akita.akita.jp/

あきたスマートシティ・プロジェクト

あきたスマートシティ・プロジェクト（計画期間：平成23～27年度）の成果報告として、総
括表において民間事業者（40社）に対する省エネ診断および省エネ支援（エコチューニ
ング）等を実施したことが報告されている。

https://www.pref.nagano.lg.j https://www.pref.nagano.lg.j

長野県ESCO事業導入促進研究会報告書

事業者の育成の一環として、エコチューニングを実践できる専門的技術を有している
者を増やすことで施設設備の省エネ化の促進につなげるという意見を紹介（他6ヶ所で
言及）。

事業評価調書〔途中評価〕（平成25年度）

長崎県美術館の管理事業の中間報告において、美術館の管理の肝である年間を通じ
た温湿度の調整は非常に重要であり、そのためガス使用量の大幅な節減は困難であ
るものの、エコチューニングモデル事業の取り入れなどによって、収支改善を検討する
とされた。

事業評価調書〔途中評価〕（平成27年度）

平成28年度事業の実施に向けた方向性として、負担金事業の収支改善については、
急騰している光熱水費を見直すため、エコチューニングモデル事業を取り入れることを
検討。

ki/13900/seikatueisei.html

ded/life/2023004_2147886_
misc.pdf

city/ev/mn/smartcity/smartci city/ev/mn/smartcity/kyougik
ty.htm

ai/15kai/03%20sokatu2.pdf

p/ontai/2016escokenkyukai. p/ontai/documents/escoken
html

_houkokusho.pdf
https://www.pref.nagasaki.jp
/sehyo/h26/detail/pdf/tyosho
2/03.pdf
https://www.pref.nagasaki.jp
/sehyo/h27/detail/pdf/tyosho
2/03.pdf

リンク先については、変更になる可能性があります。

