
「自然エネルギー100％大学」への挑戦 

－大学からのエネルギー改革－ 

原科 幸彦 千葉商科大学学長 

 

はじめに 

コロナ後の社会においては将来のパンデミックに備えるためにも社会経済活動の地域分散化が

必要で、それゆえ地域分散型のエネルギーが求められる。化石燃料や原子力燃料は環境汚染とと

もに資源枯渇の問題もあり、持続可能性のある再生可能エネルギーへの転換が必須である。そこ

で、社会の各主体が個々の責任で再エネを広めて行けば、その可能性は大きく開ける１）。 

千葉商科大学は「まず，隗より始めよ」の精神で自然エネルギー100％大学を目指し活動してき

たが、2019 年 1 月、その第一歩、電力について達成した。本学の挑戦については、SUDre2017 で、

筆者と共に活動してきた鮎川ゆりか教授（現・名誉教授）により途中段階における報告がなされ、

プロジェクト全体の活動と成果については筆者が SUDem2019で発表した。筆者はこの発表当時、

並行して『環境と公害』誌に「再生可能エネルギー社会へ「まず、隗より」」２）を執筆したが、本

稿はそれをもとに、その後の展開も含め、改めてまとめたものである。 

なお、この活動は 2013 年から始め、2019 年で第一段階の電気に関して達成し、現在は第二段

階の「電気+ガス」の再エネ 100％を目標とし、2020 年 6 月に実測上はこれも達成した。しかし、

コロナ禍のもとの異常事態での結果なので、筆者らはこれでよしとはしない。沈静化後の新しい

日常のもとで改めて目標達成を評価することとしている。 

１．再生可能エネルギー社会が未来を拓く 

日本は再生可能エネルギーの宝庫であり、現在の何十倍もの再エネ発電ができるはずだと海外

の専門家からも指摘されている３）。本来、外国から化石燃料を買う必要が無く、逆に電力の輸出

さえ可能となる。原発や石炭火力の輸出ではなく、再エネ輸出こそ成長戦略にすべきである。日

本を地域分散型エネルギー社会へ変えて行けば産業構造も変わる。化石燃料の購入に使っている

年間 20 兆円前後もの資金が国内で回り、地域で経済が回る自立型の社会となる。 

地域分散型エネルギー社会への転換は、千葉商科大学の加藤寛元学長がその最後の著書でも主

張している。加藤元学長は 2013 年 1 月 30 日に亡くなられたが、その著書は 3 月に出版された。 

 

画像１ 千葉商科大学のメガソーラー野田発電所 2018 年 2月にパネルを増設し、2.88MW の規模に 
画像２，３ 市川キャンパス建物の屋上太陽光、10棟の屋上に設置、東西方向に設置などの工夫も 
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この『日本再生最終勧告－原発即ゼロで未来を拓く』を著す前、加藤元学長は既に小泉純一郎元

首相に対し脱原発の必要性を説いていた４）。同書によれば、小泉元首相に対し脱原発が必要なこ

とを原発事故のわずか 2 ヶ月後に語っていた。2011 年 5 月、日経 CNBC 主催、UBS 協賛で開催さ

れたセミナーの鼎談でのことである。原発はコストが高く、決して安全ではない。小泉元首相は

この議論に触発され、脱原発の活動を始めたようだ。 

 加藤元学長は日本の将来の経済発展の立場から議論をしている。原発事故によりコストが高い

ことが明確になった原発への依存から脱却し、再エネを使う地域分散型のエネルギー社会に移行

することこそが日本の将来を切り拓くという議論である。福島の被害は９年を経た 2020 年でも

続いている。省エネと創エネの推進により生まれる地域分散型エネルギー社会は、全国各地に賦

存する様々な自然エネルギーを最大限活用するもので、地域のレジリエンスを高める。 

 再エネ発電に大きなメリットがあるのなら、そちらに転換するのが合理的な判断である。さら

に、それが日本の技術開発を推進し、国際的な競争力を強める。東京工業大学で 30 年にわたり教

育研究を行ってきた筆者は多様な再エネ技術の研究開発がなされていることを知っている。この

「工科」の成果を「商科」の力で世に広めて行く。商いの力で日本を変えて行くことができる。 

２．エネルギーを「つかう責任，つくる責任」 

 国連の持続可能な開発目標（SDGs）は 17 の広範な目標（Goals）を設けているが、再エネ社会

の形成は SDG7（安価でクリーンなエネルギー）、SDG13（気候変動対策）だけでなく、SDG12（つ

かう責任、つくる責任）とも深く関わる。SDG12 は廃棄物問題を対象として議論が始まったが資

源管理の観点もある。エネルギー資源を「つかう責任、つくる責任」である。電力は環境や社会

に負のインパクトを与えない真っ当なエネルギー資源から創り出す責任がある。 

 エネルギー分野での持続可能性を考えれば、社会に大きな負のインパクトを与える原発や化石

燃料発電が不適切なことは明らかである。特に、原発や石炭火力は SDGs の観点に立てば、今後の

発電源の選択肢とはなりえない。世界の主要な金融機関はこれらへの投資を引き上げるダイベス

トメントを行うようになり、日本でもその動きが始まっている。 

 SDGs 達成の観点からすれば再エネこそが有望なエネルギー源であり、このため世界の有力企業

が、まず、再エネ電力を 100％調達するという自主的な行動が始まった。それが 2014 年に The 

Climate Group が始めた国際イニシャティブ、RE100 である。電力を大量消費する企業を対象とし

たもので、2020 年 6 月時点で、世界で 235 社が加盟している。RE100 企業は使用電力を 100％再

エネで賄うが、自ら創らなくとも再エネ電力の購入でも良い。これは、再エネ消費が増えること

で再エネ発電も増えるという考えだが、この一部企業の電力調達に関する枠組みだけでは、再エ

ネ 100％社会にはならない。再エネ発電を直接的に増やすことが必要である。 

筆者は、電力調達における「RE100」に対し、自らが使う電力に相当する分は、全て自らの責任

で創るという「RE100 発電」を定義している。発電した電力は自家消費でも良いし、売電でも良

い。大学ならRE100大学となるが、これには積極的な意味がある。SDG12：Responsible Consumption 

and Production、すなわちエネルギーを「つかう責任、つくる責任」である。自らの責任で再エネ

発電をして、それを社会に供給することに大きな価値があると筆者は考える。 

再エネは自然エネルギーとも言うように、その場所の自然条件によって最適な発電源が異なる。

自らの敷地内に拘らず、送電ロスが少ない近場での発電も考えれば、再エネ発電の可能性は広ま



る。そして、自らの消費電力分という身の丈にあった明確な発電目標が建てられ、省エネのイン

センティブも生まれる。各主体がこの考えで再エネ発電を行い、社会全体で電力の総消費量と総

産出量が均衡すれば、あとは電力を流通させれば良い。これが社会をシステムとして捉える社会

工学の視点である。再エネ発電は不安定だが技術力で対応できる。日本には太陽光、風力、小水

力、バイオマス、地熱、潮力、波力など多様な発電源があり、これらを組み合わせることができ

る。流通により発電調整ができ電力供給は安定する。それを成功に導くのは工科（テクノロジー）

と商科（コマース）の力であり、主体間の合意形成は社会工学の出番でもある。 

３．まず、隗より始めよ： 日本初の自然エネルギー100％大学へ 

 「自然エネルギー100％大学（電力）」を達成するまでには長い道のりがあった。筆者は 2012 年

3 月に東京工大を定年退職後、4 月から本学の政策情報学部に着任、新しい職場において脱原発と

再生可能エネルギーの推進をしたいと考えた。同僚の鮎川教授は筆者と同じ志を持つことが分か

ったが、当時の学内では脱原発には抵抗を感じる人も多く、筆者は脱原発よりも再生可能エネル

ギーの推進を前面に出すこととした。 

このため、学外者とも交流し議論することで学内世論を変えるべく、鮎川教授に声をかけ、エ

ネルギー政策に関する公開講座を始めることとした。本学の丸の内サテライトキャンパスで CUC

公開講座を 2013 年度から開始。初年度のテーマは「持続可能な環境エネルギー政策を考える」と

し、同年 11 月から６回シリーズで行った．以下が各回のテーマと講師である（肩書は当時）。 

１．「環境・エネルギー政策と持続可能性」 原科幸彦 

２．「原子力発電の可能性と課題」 鈴木達冶郎（原子力委員会委員長代理）  

３．「環境経済学から見たエネルギー政策」三橋規宏（千葉商科大学名誉教授） 

 ４．「先進エネルギー・マネージメント」 柏木孝夫（東京工業大学教授） 

５．「環境エネルギー政策、世界の潮流」 鮎川ゆりか 

６．「環境エネルギー政策と倫理」マイケル・シュナイダー（原子力政策専門家） 

 

この 2013 年に本学は野田にメガソーラーの設置工事を行い、2014 年 4 月から稼働した。通常、

人文社会系の大学は大きな発電設備は有していないが、本学は 2012 年に導入された FIT（固定価

格買取制度）を活用し収益事業として太陽光発電事業を開始した。メガソーラー野田発電所の開

設当時、本学に、「自然エネルギー100％大学」の構想は、まだなかった。 

2014 年 4 月、筆者と鮎川教授、杉本卓也講師（当時）の教員 3 名は合同ゼミを開き、大学間学

生グループである、エコ・リーグの小竹舞さんも招いた。たまたま、3 月に筆者が八千代市で講演

を行ったのがきっかけで彼女を招くことになったのだが、これが契機となった。エコ・リーグの

調査で、本学のメガソーラーは単体としては国内大学一の規模との結果が出た。鮎川教授らとの

合同ゼミの研究グループ、千産千商エネルギーが推定したところ、発電量は市川キャンパスの使

用電力の 62.7％に相当するとなった。我々は 100％達成ができればと考えていたが、合同ゼミの

場で、小竹さんから「自然エネルギー100％を目指しては」との問いかけがあり、これが背中を押

した。鮎川教授のチームは省エネ活動をさらに進めて 100%を達成しうるかの調査を行い、筆者

は大学組織として創エネの設備投資が可能かを探ることとした。 

 



それは東京工業大学時代の経験から、この数値を見て思うところがあったからである。筆者に

は東日本大震災直後の計画停電対策で、総合理工学研究科長として学長を囲み大学首脳陣で検討

した経験がある。理工系の大学では消費電力量が多いので、数％にしかならないことが分かり、

再エネでカバーすることは容易ではないことを実感した。だが，人文社会系の大学は消費電力量

が少ないので事情が違うのではと考えた。 

そこで、2014 年 9 月 4 日にプレスリリースを行い、上述の 62.7％の推定結果を公表し、筆者は

政策情報学部長として「自然エネルギー100％大学」を国内で初めて実現したいと意思表明。また、

大学自らの責任による再エネ発電の意義も説明した５）。この時は、まだ大学としての公式の意思

表明ではなく、一教員としてのものであった。鮎川ゼミでは秋学期に市川キャンパス内での屋上

太陽光の可能性調査も行い、大学全体の再エネ発電率は最大限 89％との試算結果が出た。この実

現には、大学として設備投資の意思決定が必要となる。 

2014 年春には、プロジェクト推進の上で重要な出来事があった。岩手県紫波町で地域エネルギ

ー事業を推進するサステナジー社の山口勝洋氏（当時，社長）との出会いである。3 月に鮎川教授

がゼミ合宿で紫波町を訪ねたことがきっかけで、しかも筆者の個人的な縁もあり、翌 4 月、山口

氏が学部長室を訪ねることとなった。山口氏は本学の状況を聞き、筆者らに省エネ・創エネによ

るネット・ゼロ・エネルギー・キャンパス化の可能性を検討することを強く勧めた。そして、サ

ステナジー社は本学を対象として経済産業省の補助金、「平成 26 年度地産地消型再生可能エネル

ギー面的利用等推進事業費補助金(構想普及支援事業) 」の申請者となった。我々は、教職員や学

生の力だけでプロジェクトを進めるのではなく、外部専門家の力も借りることにしたのである。 

４．設備導入の意思決定 

2015 年度の初め、メガソーラー野田発電所の稼働初年である 2014 年度の成績が出た。発電量

は 336.5 万 kWh で、学内消費量 439.3 万 kWh の 77％に相当することが分かった。当初の予想を

大きく超え、残りは 23％となったが、これは最高値で 2016 年度は 67％に下がった。 

100％の目標の達成は、省エネ活動の推進だけでは不可能で、省エネ・創エネのために様々な設

備導入を行う必要がある。鮎川ゼミなど現場の教職員や学生の活動の教育的意義は大きいが、設

備導入には大学の組織としての意思決定が不可欠である。筆者は「自然エネルギー100％大学」を

組織の意思決定問題としてとらえ、戦略的に取り組むことを考えた。それには、経営陣はじめ大

学構成員の意識を変え、学内での合意形成を積み重ねてゆく必要がある。 

2015 年度は新たな展開をした。このプロジェクトを改めて学部プロジェクトと位置付けたが、

幸い 6 月に上述の経産省の補助金（金額 996 万円）の交付が決まり、省エネ・創エネの効果的な

施策を探るための検討を開始した。我々は外部専門家 4 名も招き委員会を構成し、島田晴雄前学

長と内田茂男常務理事（当時）にもメンバーに加わって頂いた。筆者が両氏に参加を求めたのは、

学内合意形成には、まずトップの十分な理解が必要だからである。様々な方策を検討した結果、

学内全建物照明の LED 交換が最も費用対効果が高いなどの結果が得られた。 

ここで、筆者のアプローチは、目標達成に向け、ハードウェア、ソフトウェアの整備とともに、

ハートウェアづくりも行うというものである（下図）。ハートウェアとは「行動につながる意識」

である。例えば、学生や教職員たちと省エネ活動を推進するには、まず、省エネ意識の向上が必

要だが、それが具体の行動に結びつかなければならない。日本人は、環境意識は高いが、それが



行動に結びつかないとよく言われるが、だから、ハートウェアの形成が必要となる。とりわけハ

ートウェアは、意思決定者にとって重要である。再エネ 100％社会が望ましいという意識が形成さ

れたとしても、それが省エネ・創エネの設備投資の判断に繋がらなければならない。 

 省エネ・創エネの設備導入の意思決定に向けた学内合意のためには、経営陣とともに教職員の

理解も必要である。CUC 公開講座を毎年開催することで次第に学部を中心に意識形成を図ったが、

全学的な展開をどうするか。そこで、2016 年から活動の輪を全学に広げる工夫を行った。例えば、

7 月に節電週間を設け、政策情報学部のメンバーだけでなく人間社会学部や国際教養学部の教職

員、学生にも協力を求め、節電意識の普及啓発のため「打ち水で涼しく大作戦」を開始した。こ

のことで、普及啓発と共に経営陣等の意識向上をも狙った。筆者は全学部長会等でも適宜、省エ

ネ・創エネプロジェクトの情報を提供し理解を深め、次第に事務局の協力も得ていった。 

 だが、設備導入の学内合意には苦労した。2016 年度の当初は、大学が地域エネ会社を設立し

ESCO 事業として設備導入することを企画したが理事会の承認が得られず、翌 2017 年、筆者が学

長に就任後、別の方法を取った。山口氏が前年、単独で暫定登記した CUC エネルギー株式会社に、

学長の筆者、当時の理事長、常務理事、理事、事務局長の５名と CUC サポート社、東京ベイ信金

が増資し、同社が自然エネルギー100%大学達成を支援することとした（下図）。すなわち、CUC エ

ネルギー社が資金調達して設備を保有し、大学にはリースとすることで大学の経営上の負担を削

減でき、その結果、LED 導入や野田発電所の太陽光パネルの増設の可能性が生まれた。大学直接

ではないが、本学首脳部有志による会社ということで信用力もあり、資金調達はスムーズに行え

た。なお、現在は山口氏に代わり、筆者が社長を務めている。 

 

５．学長プロジェクトとしての展開 

これに先立ち、筆者は 2017 年、学長に就任後、4 つの「学長プロジェクト」を立ち上げた。そ

のうち、学長プロジェクト 4「環境・エネルギー」が省エネ・創エネを推進し、地域分散型エネル

ギー社会形成を目指すものである。当初のプロジェクトリーダーは鮎川教授が担当し、翌 2018 年

は国際教養学部の高橋百合子教授が務め、2019 年からは同学部の宮崎緑学部長が務めている。 

学長プロジェクトにより、省エネ・創エネプロジェクトを正式に大学のプロジェクトに位置づ

け、必要な設備導入のための予算措置が可能となった。これで計画は大きく進展した。学長プロ



ジェクト４では、以下の環境目標を立て，活動を展開した 6）。 

・環境目標１（2018 年度中）日本初の「RE100 大学」（電気）にする。 

・環境目標２（2020 年度中）日本初の「自然エネルギー100%大学」（電気＋ガス）にする。 

 2017 年度早々、必要な設備導入のための意思決定を行った。市川キャンパス全建物の照明 LED

化（25％の省エネ）の投資には約 4 億円かかるが、CUC エネルギー社が環境省の補助金を獲得し

約 3 億円で購入でき、本学にはリースとすることで年間経費を 3 千万円に抑えられた。また、創

エネは、当初は屋上太陽光の増設を考えたが費用の問題があった。そこへ、野田発電所を保守技

術者から野田での増設が可能との情報が寄せられ費用が軽減された。これは、情報が学内で共有

されたための効果と言える。こちらも、速やかに CUC エネルギー社のリースで導入した。 

11 月に LED 交換工事が完了し、合わせて EMS（エネルギーマネジメントシステム）も 12 月に

導入。エネルギーの見える化により発電量や電力使用状況を把握する基礎ができ、消費エネデー

タの分析を省エネ活動につなげる第一歩となった。2018 年 2 月には野田発電所の太陽光パネル

1610 枚の増設工事も完了。パネル容量は 426kW 増加（16％に相当）し 2.88MW となった。 

合わせて、11 月 13 日に日比谷の日本プレスセンターにおいて記者発表を行い、「日本初，自然

エネルギー100%大学を目指す」と国内外へ向けて宣言し、その場で CAN-Japan の RE100%プラ

ットフォームに登録された。外部に公表することで学内の意識も高められる。この計画と活動実

績が評価され、12 月には環境省「COOL CHOICE LEADERS AWARD」で優秀賞を受賞した。 

 100％達成には、設備導入による省エネ・創エネの効果が最も大きいが、省エネ量自体は少ない

ものの、学生が中心となった学内の省エネ活動の推進による効果もある。例えば，学生の有志は

学内の自動販売機の消費電力削減をベンダー各社に提案し、これが実現した。38 台あった自販機

を 7 台撤去し，残り 31 台のうち 19 台を省エネ型に交換した。そして、2018 年 3 月には、学生

団体「自然エネルギー達成学生機構」SONE（Student Organization for Natural Energy）が設立され

た。学生目線で省エネや地球温暖化防止への取り組みを考え、大学と共に活動している。企画・

実施や大学への提言などを通じて学内電力消費量のさらなる削減をめざす。また、2019 年春、大

学が所有する CUC サポート社の支援で、学長プロジェクトの活動として学生や教職員との協力で

ワイン用の葡萄栽培で営農型太陽光発電（ソーラーシェアリング）も始まった。 

本学は 2019 年 1 月に環境目標 1 を達成。全国の約 780 大学の中で初めて RE100%大学となっ

た。2019 年 1 月末での過去 1 年間（2018 年 2 月～2019 年 1 月）の使用電力量は 365 万 kWh、

再エネ発電総量は 369 万 kWh で、自然エネルギー率（再エネ発電率）は 101％となった。 



 

 

本学の消費電力に相当する電力をメガソーラー野田発電所と市川キャンパス内で再エネ発電し

ている。大部分は東京電力パワーグリッドに FIT 売電し、一部は自家消費している。 

また、2019 年 8 月からは、みんな電力(株)の RE100 プラン(トラッキング付き非化石証書)の

導入を開始し、発電だけでなく、電力調達においても初めて再生可能エネルギー100％とした。同

社のブロックチェーン技術を利用することで、野田発電所の FIT 電気を市川キャンパスで使用し

ていることが証明されている（上図）。この結果、本学は電力について「つかう責任、つくる責任」

の双方を果たしたことになる。 

これらの成果が得られたことから、2019 年 10 月に RE100 の対象外となる企業や団体を対象と

して設立された「再エネ 100 宣言 RE Action」に、大学第 1 号として参加した。また、この 10 月

は大学発の気候非常事態宣言として「激化する気候変動に対する緊急メッセージ」を学長名で発

信した。さらに、2020 年 2 月 18 日には日本の大学としては初めて国連環境計画（UNEP）等に

よる Global Universities and Colleges for the Climate の合意文書にも署名した。 

 

６．RE100大学へ 千葉商科大学の経験から 

 我々の経験から参考になる点は何か。学内の理解を得たうえで、プロジェクトを推進できたの
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は 2000 年以来、学内に環境配慮のカルチャーが脈々と築かれてきたからである。 

 本学の経営陣が 2012 年に FIT を使いメガソーラー導入を決めたのは特別なことのように見え

るが、メガソーラー設置が可能な土地を持つ大学は他にも多数ある。導入を検討した大学もある

がリスクを考え断念したと聞く。本学でこの意思決定がされたのは環境配慮カルチャーの形成が

大きいが、これは他の大学でも可能だと筆者は考える。 

 本学における環境配慮カルチャー形成のきっかけは、加藤寛元学長が 2000 年に政策情報学部

を開設したことである。この結果、従来以上に環境配慮の教育研究が進み、大学として環境配慮

とその成果の情報発信に力が入れられた。そして、同学部に著名な環境経済ジャーナリストの三

橋規宏氏が着任した。三橋教授の指導で 2001 年には環境 ISO 学生会議が設立され、ISO14001 認

証取得に向け、学生たちは活動を行った。2003 年に千葉県内では初の ISO14001 認証取得大学と

なったが，学生主導の ISO14001 導入としては，全国でも最初のものとなった 7）。 

 ISO14001 による環境マネジメントをするなかで学生達は 2007 年に、これも大学初の試みとし

てキャンパス内の CO2 排出量を 2010 年までに 1990 年比 10％削減という目標を立てた。大学は

これに答え、2010 年に市川キャンパスの 1 号館屋上に太陽光発電設備を設置した。この発電電力

で１号館の消費電力の一部を賄い、その結果、この年に CO2排出量 1990 年比 10％削減を達成し

た。この経験も生きている。この 2010 年に三橋教授の後任として鮎川教授が着任した。 

 2012 年 7 月、再生可能エネルギー特別措置法が施行され，FIT が始まり、大学経営陣は野球グ

ラウンド跡地の有効利用を決めた。環境アセメントが専門の筆者の見るところ、周辺環境に負の

インパクトは与えない。投資リスクは低くはなかったが、その社会的な意義は経営陣も理解して

いた。学生達の活動を支援し、共に ISO14001 による環境マネジメントを行ってきた経験が生き

たのであろう。こうして、大学単体としては日本一の規模のメガソーラーが導入された。 

冒頭でも述べたように、本学の次の目標は 2020 年度に、ガスも含めた総エネルギー消費量に対

し、自然エネルギーによる発電量を 100％とすることである。そのため、2019 年 2 月、市川キャ

ンパス内の建物 10 棟に屋上太陽光を増設し、その発電分は全量、自家消費している。これはパネ

ル価格が大幅に低下した結果である。他大学の再エネ導入にとって良い情報である。 

おわりに 

 ハード整備やソフト整備の意思決定は、学長のリーダーシップのもと進められるが、そのため

の合意形成には学内のハートウェア形成が重要である。また、省エネ活動の実践は教職員や学生

の理解と協力が必要で、ここでもハートウェア形成が求められる。本学には先に触れた学生達に

よる活動の伝統があり、現在も形を変えて続いている。 

 本学が取り組む「自然エネルギー100％大学」は自然エネルギーだけで、自らの使用電力相当分

を生産できる実例を示そうと、「まず，隗より始めよ」という精神で省エネ・創エネに取り組んだ。

これに続き、多くの大学や企業、団体が事業所単位でも目標を立て電力生産の RE100 を目指すこ

とを期待している。そのために本学も何らかの協力ができればと思う。 

 再生可能エネルギー社会へ移行すれば雇用も生まれ産業構造も変わる。既に自治体では長野県

などが再エネへのエネルギーシフトを始めている 8）。公と協力し、民間の力、商いの力で地域分

散型の再生可能エネルギーを広げ、持続可能な社会へと変えていくことができる。 

 



なお、「自然エネルギー100％大学（電力）」の達成に対しては、以下の賞が授与された。 

・環境省：第 22 回令和元年度 地球温暖化防止活動 環境大臣表彰（環境教育活動部門）、(2019.12) 

・ACEEU*:  Asia Pacific Triple E Award, “Green University of the Year 2019”, Jan. 2020  (2020.1) 

      *Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities, Amsterdam, Netherlands 

・一般財団法人省エネルギーセンター「省エネ大賞 省エネ事例部門 審査委員会特別賞」、 (2020.1) 
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