記者配布資料
２０２２年４月２５日
大阪経済記者クラブ会員各位
大商「SDGs・ESG ビジネスプラットフォーム」による、「知る」
「取り組む」
「事業創出」実践 ！

大商 Presents！カーボンニュートラル 新メニュー提供開始！
～6/17 キックオフセミナー、10/12・13 展示商談会を開催～
〔問い合わせ先〕大阪商工会議所 産業部（篠崎、大西、吉村）
TEL０６－６９４４－６３００
大阪商工会議所は、中小企業のカーボンニュートラルに向けた取り組みを促すことを目的に、新たな支援
メニューの提供を開始する。6 月に省エネの徹底や CO₂排出量の見える化に焦点を当てた、キックオフセミナ
ーを開催するほか、10 月には、カーボンニュートラルに資する技術や製品、サービスを保有する企業が会す
る展示商談会を、
「大阪勧業展 2022」
（大阪商工会議所等主催）と同時開催で実施する。地球温暖化を背景に
世界的に脱炭素化が求められる中、CO₂削減は、サプライチェーンの観点から中小企業も無視できない。大商
は、
「選ばれるサプライヤー」を合言葉に、中小企業の「攻めのグリーン戦略」をサポートする。
■＜知る＞＜取り組む＞「キックオフセミナー」を 6 月 17 日に会場・オンラインで開催 ■
○中小企業におけるカーボンニュートラルへの対応をテーマに、徹底した省エネや、CO₂排出量把握の重要性
について、(一財)省エネルギーセンターが講演するほか、CO₂排出量の見える化を支援する企業が登壇し、
提供するサービスを紹介する。
○自社の CO₂排出量の算定を希望する企業には、大阪商工会議所がサービス提供企業との橋渡しをする。
■＜事業創出＞「カーボンニュートラル・チャレンジフェア」の出展者募集を本日開始■
○10 月 12、13 日に開催する展示商談会「カーボンニュートラル・チャレンジフェア」の出展企業を、本日か
ら 6 月 10 日まで募集する。カーボンニュートラルに資する製品やサービスを保有する企業を対象に、出展
者を原則先着 10 社募集する。
（ご参考）大商「SDGs・ESG ビジネスプラットフォーム」の運営概要について■
○大商「SDGs・ESG ビジネスプラットフォーム」では、SDGs・ESG を「知る」
「取り組む」
「事業創出」の 3 つ
のフェーズに分け、情報提供やコンサルティングを通じて企業の SDGs・ESG の取り組みや新ビジネスの創
出を支援している。＜プラットフォーム登録件数 681 社 887 人（2022/4/6 現在）＞

大商「SDGs・ESG ビジネスプラットフォーム」の活動方針
SDGs・ESG を

知る

ｾﾐﾅｰを通じた情報提供等

SDGs・ESG に

取り組む

○6/17 キックオフセミナーでの講演

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ提供等
○10/12～13 カーボンニュートラル・チャレンジフェア

SDGs・ESG で

事業創出

ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの推進等

※ 今後、さらに様々な支援メニューを展開します！

＜CO₂排出量の「見える化」から始まる、企業価値の向上＞
HP はこちら
【日 時】2022 年 6 月 17 日（金）13：00～15：00
【場 所】＜会場＞大阪商工会議所 4 階 401 号会議室(大阪市中央区本町橋 2-8)
＜オンライン＞ 講演の様子をライブ配信
【定 員】＜会場＞100 人、＜オンライン＞400 人
【主 催】大阪商工会議所、大商「SDGs・ESG ビジネスプラットフォーム」
【参加費】無料
【プログラム】
（１）開会挨拶
大阪商工会議所 産業・技術振興委員会 委員長 牧野 明次 氏
（２）基調講演
「カーボンニュートラルと中小企業における省エネの重要性」(仮)
(一財)省エネルギーセンター
（３）CO₂排出量の「見える化」サービスのご紹介
数社からサービス事例を紹介予定(企業名は後日公表)
（４）省エネルギー政策の動向について
近畿経済産業局 エネルギー対策課 課長 平田 省司 氏
【申 込】 6 月 10 日（金）までに HP 内の申込フォームから

＜カーボンニュートラル・チャレンジフェア出展者募集＞
【日 時】2022 年 10 月 12 日（水） 10：00～17：00
13 日（木） 9：30～16：00
【場 所】マイドームおおさか 2 階ロビー (大阪市中央区本町橋 2-5)
【対 象】カーボンニュートラル実現に資する製品やサービスを保有する企業
【出展料】＜大商会員＞33,000 円(税込)、＜大商非会員＞66,000 円(税込)
※7 月 29 日（金）までに大阪商工会議所へのご入会手続きを
済ませていただければ会員価格を適応
【出展数】10 社(予定・原則先着順)
【ブース概要】
＜サイズ＞
・間口 2.0ｍ×奥行 2.0ｍ×高さ 2.5ｍ
＜設備＞
・間仕切り、後壁（システムパネル）
、突出し社名板（統一規格）
＜備品(基本セット)＞
・電源 500W、40W 蛍光灯、社名板（ブース上部）
、受付台、椅子１脚
【募集要項】HP に記載
【申 込】6 月 10 日（金）17 時までに HP から
【備 考】本フェアは、
「大阪勧業展 2022」と同時開催
「大阪勧業展 2022」の詳細は別途報道提供資料をご参照

HP はこちら

＜ブースイメージ図＞

(添付資料) 資料 1：セミナーチラシ「CO₂排出量の「見える化」から始まる、企業価値の向上 」
（6/17）
資料 2：出展者募集のご案内「カーボンニュートラル・チャレンジフェア」
（10/12～13）

以

上

資料１

大商「SDGs・ESGビジネスプラットフォーム」

― 選ばれるサプライヤーへの取り組みの第一歩目 ―

CO₂排出量の「見える化」から
始まる、企業価値の向上
あなた何トン？？ わたし150万トン*！
＊は2014年度の大企業のCO₂年間排出量の平均

世界的に「脱炭素社会」に向けた動きが加速する中、東証プライム市場に上場する企業は、サプライチェー
ンも含めたCO₂排出量を開示することが求められており、国内でも自社のCO₂排出量を算定する取り組みに
拍車がかかっています。中堅・中小企業が親会社や大手企業から「選ばれるサプライヤー」となるには、まずは
自分の会社がどれだけCO₂を出しているのか、CO₂排出量を知ることが大切な要素になっております。
そこで今回のセミナーでは、サプライチェーンにおける排出量の算定や省エネの進め方をはじめ、CO₂排出
量算定をサポートするサービスや省エネ関連施策などをご紹介いたします。「選ばれるサプライヤー」に向けた第
一歩として、ぜひご活用ください！

参加無料

【開催概要】
● 日 時：2022年6月17日（金）

13：00～15：00

会場＆オンライン同時開催

● 場 所：＜会場参加＞大阪商工会議所 4階401号会議室（中央区本町橋2-8）
＜オンライン参加＞講演の様子をライブ配信
●参加費：無

料

● 対 象：これからCO₂の「見える化」への取り組みを始める・強化したい中堅・中小企業
● 定 員： ＜会場＞100人

＜オンライン＞400人

【プログラム】
◆開会挨拶
大阪商工会議所 産業・技術振興委員会 委員長 牧野 明次 氏
◆基調講演
「カーボンニュートラルと中小企業における省エネの重要性」(仮)
一般財団法人 省エネルギーセンター
◆CO₂排出量の「見える化」サービスのご紹介

＜HPはこちら＞

◆省エネルギー政策の動向について
近畿経済産業局 エネルギー対策課 課長 平田 省司 氏
【お申し込み】
下記URLまたは、上記QRコードよりお申し込みください。
URL： https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202204/D22220617011.html
※お申込みの際にご入力いただいた情報は講師と共有し、大阪商工会議所と講師からの各種連絡・情報提供に
利用いたします。その他留意点・個人情報の取り扱いについてはHPをご参照ください。
【お問い合わせ】 大阪商工会議所 産業部 産業・技術振興担当 TEL：06-6944-6300

大商「SDGs・ESGビジネスプラットフォーム」

資料２

― カーボンニュートラル実現に資する製品・サービスの展示商談会 ―

カーボンニュートラル・チャレンジフェア
出展者募集のご案内
「大阪勧業展2022」と同時開催！
大阪商工会議所では、参加企業の販路開拓、特色のある製品やサービスなどのPR等、中小企業のビジネ
スチャンス拡大を目的とした展示商談会「大阪勧業展」を開催しています。今年度は同時開催の取組みとし
て、カーボンニュートラル実現に資する製品やサービスを保有する企業・団体と温室効果ガス排出削減等を
求める中小企業の展示商談の場として、「カーボンニュートラル・チャレンジフェア」を開催いたします。
そこで、カーボンニュートラル実現に資する製品やサービスを保有する企業・団体の出展者を募集いたします。
技術力や企画力のアピール、販路開拓の機会としてぜひご活用ください！

【出展募集概要】
●日

時：2022年10月12日（水） 10：00～17：00
13日（木） 9：30～16：00

●場

所：マイドームおおさか 2階ロビー (大阪市中央区本町橋2-5)

＜申込はこちら＞

※展示ホール外側のロビー部分となりますので予めご了承ください。

●対

象：カーボンニュートラル実現に資する製品やサービスを保有する企業

● 出 展 料：＜大商会員＞33,000円(税込)、＜大商非会員＞66,000円(税込)
※7月29日（金）までに大阪商工会議所へのご入会手続きを済ませていただければ会員価格を適用

● 出 展 数： 10社(予定・原則先着順)
●申込締切：2022年6月10日（金）17：00まで(応募が出展数に達し次第、募集を終了予定)

【出展ブース概要】

イメージ図

＜サイズ＞
・間口2.0ｍ×奥行2.0ｍ×高さ2.5ｍ
＜設備＞
・間仕切り、後壁（システムパネル）、突出し社名板（統一規格）
＜備品(基本セット)＞
・電源500W、40W蛍光灯、社名板（ブース上部）、受付台、椅子１脚
※基本セットは、原則１出展者につき１セットをご提供いたします。
※基本セット（もしくはその一部）を放棄されても割引はありません。
※貴名受、机、椅子（２脚目以上）等はオプション（別料金）となります。
【お申し込み】
下記URLもしくは上記QRコードよりお申し込みください。
URL： https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202204/D22221012013.html
※募集に関する詳細につきましては、HP内の募集要項をご確認いただきますようお願いいたします。
【お問い合わせ】 大阪商工会議所 産業部 産業・技術振興担当 TEL：06-6944-6300

