
 

 

プレスリリース 
平成 25年 5月 15日 14:00 

 

大阪経済記者クラブ 会員各位  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪商工会議所と地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所は、大阪府・大阪市（おおさ

かスマートエネルギーセンター）との共催により、中小事業者を対象に、省エネ・省ＣＯ２に関す

るセミナーを下記のとおり開催します。 

本セミナーでは、最新のエネルギー事情や国の施策について解説します。また、「見える化」か

らわかるエネルギーのムダや、現場に密着した省エネ・節電の工夫や取組の実例、さらにはコスト

削減効果について、ビル・工場それぞれの立場から紹介します。 

皆様のご参加をお待ちしております。 

なお、本件につきましては、大阪府も大阪府政記者会に同時提供しております。 

 

記 

 

１． 日 時 及 び 場 所 平成 25年 6月 10日（月） 13時 00分～16時 20分 

大阪商工会議所 4階 401号会議室 

（大阪市中央区本町橋 2番 8号） 

 

２． 主 催 地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所 

大阪商工会議所 

大阪府・大阪市（おおさかスマートエネルギーセンター） 

 

３． 定 員 120人（申込先着順） 

 

４． 内 容 講演１「省エネルギーに関する施策について」                
講師：近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 

  木下 敬  氏 
講演２「エネルギーの見える化から取組む省エネ運用・チューニングの実際 」 
講師：パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 

エンジニアリング事業統括部   部長  栗尾 孝 氏  
講演３「2014 年度電力 50％減（対 2010 年度比）に向けた工場の省エネ・ 

節電活動について」                     
講師：株式会社小松製作所 大阪工場 生産技術部  

設備課 坂戸 明弘氏 

「平成 25年度 中小事業者のための省エネ・省ＣＯ２セミナー１」 

を開催します。 

      

テーマ 省エネ・節電の最新情報！～エネルギーの「見える化」と効率化～ 

大阪商工会議所 

    経済産業部 産業・技術・水ビジネス振興担当：楠本、上田 

TEL：06-6944-6300 FAX:06-6944-6249 

地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所 

環境情報部技術支援グループ 担当：西井、金本  

TEL：06-6972-5810 FAX:06-6972-7684 

 



事業紹介等： 
「おおさかスマートエネルギーセンターについて」                         
    大阪府 環境農林水産部 エネルギー政策課    
「今夏の節電のお願いについて」 
  大阪府 環境農林水産部 みどり・都市環境室 地球環境課      
「大阪府 省エネ・省ＣＯ2相談窓口」と無料省エネ診断について               

大阪府立環境農林水産総合研究所 環境情報部 技術支援グループ 
   

５． 参 加 費 無料 

 

６． 申 込 方 法  大阪府立環境農林水産総合研究所ホームページのセミナー参加申込みフォ

ームでお申込みいただくか、以下の連絡先に、会社（団体）名、氏名、所在

地及び連絡先を明記して、FAXでお申込みください。 

  セミナー参加申込みフォーム： 

    http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/ssl/130610/19/ 

大阪府立環境農林水産総合研究所 環境情報部 技術支援グループ 

  TEL：06-6972-5810  FAX：06-6972-7684 

   

７． お問い合わせ先 大阪府立環境農林水産総合研究所 環境情報部 技術支援グループ 

  TEL：06-6972-5810  FAX：06-6972-7684 

  お問い合わせフォーム： 

http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/contact/index.html 

 

 大阪商工会議所 経済産業部 産業・技術・水ビジネス振興担当 

  TEL：06-6944-6300  FAX：06-6944-6249 

  Eメール：sangyo@osaka.cci.or.jp 

 

 おおさかスマートエネルギーセンター 

  (大阪府環境農林水産部エネルギー政策課内) 

  TEL：06-6210-9254  FAX：06-6210-9259 

  Eメール：eneseisaku-01@gbox.pref.osaka.lg.jp 

  

(参考)「大阪府 省エネ・省ＣＯ２相談窓口」ウェブサイト 

http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/syoco2/  

(添付資料)「中小事業者のための省エネ・省ＣＯ２セミナー１」案内チラシ 

 



 
 
                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 開会あいさつ （13:00～13:10） 

◆ 講演１「省エネルギーに関する施策について」 （13:10～13:45） 

 講師：近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課  木下 敬 氏 

◆ 講演２「エネルギーの見える化から取組む省エネ運用・チューニングの実際 （13:45～14:45） 

 講師：パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 エンジニアリング事業統括部 

 部長  栗尾 孝 氏  

-------------- 休憩（14:45～14:55）-------------- 

◆ 講演３「2014年度電力 50％減（対 2010 年度比）に向けた （14:55～15:40） 

工場の省エネ・節電活動について」 

 講師：株式会社小松製作所 大阪工場 生産技術部 設備課  坂戸 明弘 氏 

◆ 「おおさかスマートエネルギーセンター」について （15:40～16:00） 

 大阪府 環境農林水産部 エネルギー政策課 

◆  今夏の節電のお願いについて （16:00～16:10） 

 大阪府 環境農林水産部 みどり・都市環境室 地球環境課 

◆ 「大阪府 省エネ・省ＣＯ2相談窓口」と無料省エネ診断について （16:10～16:20） 

 大阪府立環境農林水産総合研究所 環境情報部 技術支援グループ 

日 時：平成２５年６月１０日（月） １３時００分～１６時２０分 
場 所：大阪商工会議所 ４階 ４０１号会議室 

（大阪市中央区本町橋２番８号） 
主 催：(地独)大阪府立環境農林水産総合研究所・大阪商工会議所 
    大阪府・大阪市（おおさかスマートエネルギーセンター） 
定 員：１２０人（お申込先着順） 
参加料：無料 

平成 25年度 中小事業者のための省エネ・省ＣＯ２セミナー１ 

昨年の夏は、企業や家庭の節電によって、電力不足を乗り切ることができまし

た。しかし、電力需給はなお厳しいことから、今夏もより一層の省エネ・節電の

取組が求められています。 

本セミナーでは、最新のエネルギー事情や国の施策について解説します。また、

「見える化」からわかるエネルギーのムダや、現場に密着した省エネ・節電の工

夫や取組の実例、さらにはコスト削減効果について、ビル・工場それぞれの立場

からご講演いただきます。 

経営者の方をはじめ、総務やエネルギー管理のご担当の皆さん、ぜひセミナー

にご参加ください。 

 

プログラム 



 
 

講師プロフィール 

アクセス 

お申し込み・お問い合わせ先 

 

中小事業者のための省エネ・省ＣＯ２セミナー１ 参加申込書 FAX送信先：06-6972-7684 

会社・団体名  

所在地  

参加者 

（所属・氏名） 

  

  

  

TEL  FAX  

E-mail  

◆主催者からメールマガジンをお送りします。配信不要の方は、□にチェックを入れてください。   □不要 

 

※個人情報の取り扱いについて 

本セミナーによって取得した個人情報は、当セミナーに関する連絡または情報提供の目的以外には使用いたしません。  

また、個人情報は、本人の同意なしに第三者に提供されることはありません。 

 

◆申込み方法 

  下記申込書に必要な項目を明記してＦＡＸによりお申込みください。 

または、当研究所ホームページのセミナー登録申込みフォームでもお申込みいただけます。 

  （定員を超過した場合にのみ、ご連絡いたします。） 

◆お申込み、お問い合わせ先 

  大阪府立環境農林水産総合研究所 環境情報部 技術支援グループ 

   TEL：06-6972-5810 ／ FAX：06-6972-7684   

◆webサイト 

  <セミナーページ> http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/syoco2/syoeneseminar.html 

  <参加申込みフォーム> http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/ssl/130610/19/ 

 

大阪商工会議所 

 (大阪市中央区本町橋 2番 8 号） 

★地下鉄堺筋線・堺筋本町駅 12 番出口より徒歩 7 分  

★地下鉄中央線・堺筋本町駅１番出口より徒歩 7分 

★地下鉄谷町線・谷町 4 丁目駅より徒歩 7分

栗尾  孝（くりお たかし） 

1980 年に松下電工株式会社(当時)に入社。多目的最適化手法、人工知能、スケジューリングなどのシステムズアプロー

チ技術を応用した技術開発、システム開発を経て、2000年より環境・省エネ分野の業務に従事。エネルギー管理士。 

エネルギー使用合理化専門員。 

坂戸 明弘（さかと あきひろ） 

  1999 年～2011 年, MID ファシリティマネジメント㈱在籍。和歌山県立医科大学、立命館アジア太平洋大学、パナソニッ

クプラズマディスプレイ尼崎工場にて設備のメンテナンス、トラブル対応を主とした業務を実施。2011 年に㈱小松製作

所入社。電気設備を主としたユーティリティ設備のマネジメント業務、工場のエネルギー集計業務等を担当。節電プロ

ジェクトチームのメンバーとして、節電活動も実施中。 

 

 


