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2023 年 1 月 18 日 

再エネ 100 宣言 RE Action 

 

 

再エネ 100 宣言 RE Action の参加団体数が 300 を突破 
 

再エネ 100 宣言 RE Action 参加団体数が 2023 年 1 月に 300 を突破し、参加団体の総従業員数は約 16 万人、

総消費電力量は約 1,672GWh に達しました。 

2019 年 10 月に設立した再エネ 100 宣言 RE Action は、使用電力の再生可能エネルギー100％化を宣言し、共に

行動を示していくイニシアティブです。年間消費電力量 50GWh 未満の企業、自治体、教育機関、医療機関など、多

様な電力需要家が参加しており、すべての参加団体が、遅くとも 2050 年までに使用電力を再生可能エネルギー100％

にすることを宣言しています。また、3 省庁、7 府県、8 政令市がアンバサダー（※）に就任し、本活動の応援者とし

て PR 等を行っています。 

昨今の電力価格の高騰や小売事業における新規契約の受付停止、相次ぐ新電力の撤退により、自前の発電設備を持

たない需要家にとっては再エネ調達が容易でなくなっているにもかかわらず、参加団体が増加しているということは、

再エネ需要の高まりのみならず、脱炭素社会の実現に向けて取り組む団体の意思の強さを示唆しています。 

再エネ 100 宣言 RE Action は、引き続き活動の拡充を図り、再エネを希望するすべての電力需要家がリーズナブ

ルに再エネを調達することができる環境を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

⚫ 再エネ 100 宣言 RE Action 参加団体一覧（別紙） 

⚫ 「再エネ 100 宣言 RE Action 年次報告書 2022」（2022 年 12 月 1 日公表） 

参加団体の再エネ使用状況やアンケート回答の概要などを掲載しています。 

https://saiene.jp/wp-content/uploads/2022/12/REActionAnnualReport20221201.pdf 

 

※ アンバサダー一覧 

外務省/環境省/防衛省/ 

大阪府/神奈川県/熊本県/群馬県/徳島県/鳥取県/兵庫県/ 

大阪市/岡山市/川崎市/京都市/さいたま市/新潟市/浜松市/横浜市 

 

 

 

 

プレスリリース 

報道関係者各位 

アールイーアクション 

28 
56 72 

107 

175 

236 

280 
300 

再エネ 100 宣言 RE Action 参加団体数の推移 

https://saiene.jp/wp-content/uploads/2022/12/REActionAnnualReport20221201.pdf


 

2 

【再エネ 100 宣言 RE Action 協議会】※再エネ 100 宣言 RE Action は、下記 5 団体による協議会を構成し、運営しています。 

グリーン購入ネットワーク（GPN）、イクレイ日本（ICLEI）、公益財団法人 地球環境戦略研究機関（IGES）、 

日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP）、一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット（JNCCA） 

 

 

 

 

 

◆お問い合わせ先 

再エネ 100 宣言 RE Action 事務局 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-2-20 第 3 虎の門電気ビルディング 5 階  

株式会社バックキャストテクノロジー総合研究所内 

担当: 金子、長谷川  

Tel: 050-3159-6655 Mobile: 080-4115-2431   

E-mail: reaction@saiene.jp  

URL: https://saiene.jp/ 
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別紙 

◆再エネ 100 宣言 RE Action 参加団体一覧 300 団体（2023 年 1 月 18日時点） （1/2） 

都道府県・五十音順 

 

 

 

 

 

 

 

No 団体名 区分 所在地 No 団体名 区分 所在地 No 団体名 区分 所在地

1 株式会社有我工業所 企業 北海道 51 株式会社ユーホウ 企業 埼玉県 101 東亜ディーケーケー株式会社 企業 東京都

2 伊藤組土建株式会社 企業 北海道 52 ユメックス株式会社 企業 埼玉県 102 株式会社トランザクション 企業 東京都

3 NDTS株式会社 企業 北海道 53 幸楽都市グループ 企業 千葉県 103 公益社団法人　日本下水道協会 企業 東京都

4 滝澤ベニヤ株式会社 企業 北海道 54 新昭和グループ 企業 千葉県 104 ノマ電気株式会社 企業 東京都

5 菱中産業株式会社 企業 北海道 55 総天然素材革工房 革榮 企業 千葉県 105 野村不動産プライベート投資法人 企業 東京都

6 株式会社福地建装 企業 北海道 56
学校法人千葉学園　千葉商科大

学
非営利団体 千葉県 106 ハーチ株式会社 企業 東京都

7 青森県民生活協同組合 非営利団体 青森県 57 社会福祉法人福祉楽団 非営利団体 千葉県 107 株式会社ビコーズ 企業 東京都

8 株式会社リビエラ 企業 青森県 58 昭島市 行政 東京都 108
株式会社フクダ・アンド・パートナー

ズ
企業 東京都

9 一戸町 行政 岩手県 59 朝日信用金庫 企業 東京都 109 ブライトン株式会社 企業 東京都

10 株式会社伊藤組 企業 岩手県 60 株式会社アスエク 企業 東京都 110 株式会社Frank PR 企業 東京都

11 岩手道路開発株式会社 企業 岩手県 61 イー・コネクション株式会社 企業 東京都 111 株式会社プロレド・パートナーズ 企業 東京都

12 久慈市 行政 岩手県 62 株式会社一条工務店 企業 東京都 112 株式会社マックス 企業 東京都

13 株式会社柴田産業 企業 岩手県 63 株式会社エコ・プラン 企業 東京都 113 株式会社三葉ホールディングス 企業 東京都

14 杜陵高速印刷株式会社 企業 岩手県 64 エコモーション株式会社 企業 東京都 114 明治機械株式会社 企業 東京都

15 宮城建設株式会社 企業 岩手県 65 株式会社エスプールロジスティクス 企業 東京都 115 株式会社明成商会 企業 東京都

16 株式会社 ウェスタ・CHP 企業 宮城県 66 株式会社エックス都市研究所 企業 東京都 116
メジャーヴィーナス・ジャパン株式会

社
企業 東京都

17 SK　GROUP 企業 宮城県 67 株式会社NJS 企業 東京都 117 株式会社メンバーズ 企業 東京都

18 株式会社おてんとさん 企業 宮城県 68
株式会社エンバイオ・ホールディング

ス
企業 東京都 118 株式会社やまたけ 企業 東京都

19 株式会社くりこまくんえん 企業 宮城県 69 オーエム通商株式会社 企業 東京都 119 雪ヶ谷化学工業株式会社 企業 東京都

20 株式会社県南エコテック 企業 宮城県 70 大智化学産業株式会社 企業 東京都 120 ユニファイド・サービス株式会社 企業 東京都

21 有限会社千田清掃 企業 宮城県 71 かがやきグループ株式会社 企業 東京都 121 ライク株式会社 企業 東京都

22 東北グレーダー株式会社 企業 宮城県 72 カルネコ株式会社 企業 東京都 122 Reivalue株式会社 企業 東京都

23 株式会社徳田工務店 企業 宮城県 73 株式会社ゲットイット 企業 東京都 123 株式会社リニューアルウィングス 企業 東京都

24 中城建設株式会社 企業 宮城県 74 株式会社研文社 企業 東京都 124 株式会社リプラン 企業 東京都

25 社会福祉法人 日就会 非営利団体 宮城県 75 株式会社光陽社 企業 東京都 125 株式会社龍名館ホールディングス 企業 東京都

26 株式会社深松組 企業 宮城県 76 コーユーレンティア株式会社 企業 東京都 126 レフォルモ株式会社 企業 東京都

27 株式会社マルダイ大森 企業 宮城県 77 コネクシオ株式会社 企業 東京都 127 株式会社イシトク 企業 神奈川県

28 株式会社宮城衛生環境公社 企業 宮城県 78 株式会社ササキスポーツ 企業 東京都 128 株式会社大川印刷 企業 神奈川県

29 秋田エコプラッシュ株式会社 企業 秋田県 79 三洋商事株式会社 企業 東京都 129 株式会社岡田電設 企業 神奈川県

30 株式会社タクミ電機工業 企業 秋田県 80 GCストーリー株式会社 企業 東京都 130 株式会社小野崎電業 企業 神奈川県

31 株式会社北都銀行 企業 秋田県 81 株式会社シード・プランニング 企業 東京都 131
カーボンフリーコンサルティング株式

会社
企業 神奈川県

32 安藤組グループ 企業 山形県 82 JESCOホールディングス株式会社 企業 東京都 132 影島興産株式会社 企業 神奈川県

33 株式会社メカニック 企業 山形県 83 十条ケミカル株式会社 企業 東京都 133 神奈川県 行政 神奈川県

34 山田建設株式会社 企業 山形県 84
株式会社首都圏環境美化セン

ター
企業 東京都 134 一般社団法人川崎市電設工業会 非営利団体 神奈川県

35 株式会社インテック 企業 福島県 85 新和環境株式会社 企業 東京都 135 川崎信用金庫 企業 神奈川県

36 株式会社エディソンホールディングス 企業 福島県 86 有限会社スタジオガル 企業 東京都 136 川又電機工事株式会社 企業 神奈川県

37 株式会社エフコムホールディングス 企業 福島県 87 株式会社スタルジー 企業 東京都 137 株式会社菊池電業社 企業 神奈川県

38 株式会社いずみや 企業 茨城県 88 株式会社精好堂 企業 東京都 138 協成電気株式会社 企業 神奈川県

39 三和ニードルベアリング株式会社 企業 茨城県 89 株式会社セレス 企業 東京都 139 株式会社光陽電業社 企業 神奈川県

40 株式会社セイキョウ 企業 茨城県 90 Zenmov株式会社 企業 東京都 140 末広電業株式会社 企業 神奈川県

41 株式会社井澤電器設備 企業 栃木県 91 創価学会 非営利団体 東京都 141
公益財団法人地球環境戦略研究

機関
非営利団体 神奈川県

42 銅市金属工業株式会社 企業 栃木県 92
第一生命ライフパートナー投資法

人
企業 東京都 142 トヨオカ電気株式会社 企業 神奈川県

43
ファイナンシャル・ソリューションズ株式

会社
企業 栃木県 93 大和ハウスリート投資法人 企業 東京都 143 奈良建設株式会社 企業 神奈川県

44 明電産業株式会社 企業 栃木県 94 株式会社タケエイ 企業 東京都 144 日本化工機材株式会社 企業 神奈川県

45 株式会社中央ハイテック 企業 群馬県 95 TSUBU株式会社 企業 東京都 145 八巧機電設備株式会社 企業 神奈川県

46 石坂産業株式会社 企業 埼玉県 96 ティー・エヌ・エス株式会社 企業 東京都 146 日崎工業株式会社 企業 神奈川県

47 エムケイ・コンサルティング株式会社 企業 埼玉県 97 株式会社ティーガイア 企業 東京都 147 有限会社深谷電気工事 企業 神奈川県

48 株式会社大泉工場 企業 埼玉県 98 ディップ株式会社 企業 東京都 148 株式会社富士電気商会 企業 神奈川県

49 さいたま市 行政 埼玉県 99 株式会社電業社機械製作所 企業 東京都 149 みぞのくち新都市株式会社 企業 神奈川県

50 Newライフ　オオサワ 企業 埼玉県 100 株式会社電巧社 企業 東京都 150
横浜市資源リサイクル事業協同組

合
非営利団体 神奈川県
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別紙 

◆再エネ 100 宣言 RE Action 参加団体一覧 300 団体（2023 年 1 月 18日時点） （2/2） 

都道府県・五十音順 

  

No 団体名 区分 所在地 No 団体名 区分 所在地 No 団体名 区分 所在地

151
学校法人専修学校 キャリアテクニカ

学園　日本自然環境専門学校
非営利団体 新潟県 201 三和興産株式会社 企業 愛知県 251 尾脇電機株式会社 企業 鳥取県

152 株式会社千代田設備 企業 新潟県 202 株式会社ダイセキ 企業 愛知県 252 温泉旅館丸茂 企業 鳥取県

153 株式会社長谷川電気工業所 企業 新潟県 203 株式会社TANBAN 企業 愛知県 253 有限会社倉繁歯科技工所 企業 鳥取県

154 富士建設工業株式会社 企業 新潟県 204 株式会社中部建材センター 企業 愛知県 254 三光ホールディングス株式会社 企業 鳥取県

155 株式会社ヤシロ 企業 新潟県 205 ナガイホールディングス株式会社 企業 愛知県 255 株式会社大協組 企業 鳥取県

156 株式会社TED 企業 富山県 206 富士凸版印刷株式会社 企業 愛知県 256 株式会社タシマボーリング 企業 鳥取県

157 加賀市 行政 石川県 207 株式会社丸協 企業 愛知県 257 株式会社中海テレビ放送 企業 鳥取県

158 コマニー株式会社 企業 石川県 208 株式会社マルダイスプリング 企業 愛知県 258 日本インテライツ株式会社 企業 鳥取県

159 株式会社ナカタケ 企業 石川県 209 河田フェザー株式会社 企業 三重県 259 株式会社ヌック 企業 鳥取県

160 株式会社人形の堀川 企業 石川県 210 富士印刷株式会社 企業 三重県 260 株式会社ホームズ 企業 鳥取県

161 株式会社橋本確文堂 企業 石川県 211 株式会社イワタ 企業 京都府 261 ヤマタホールディングス株式会社 企業 鳥取県

162 AOIホールディングス株式会社 企業 福井県 212
公益財団法人京都市環境保全活

動推進協会
非営利団体 京都府 262 養和会グループ 非営利団体 鳥取県

163
株式会社北陸環境サービスグルー

プ
企業 福井県 213 株式会社タカハシ 企業 京都府 263 株式会社ネオナイト 企業 島根県

164 株式会社明光建商 企業 福井県 214
株式会社地域計画建築研究所

（アルパック）
企業 京都府 264 赤磐市 行政 岡山県

165 小林メリヤス株式会社 企業 山梨県 215 日本ウエスト株式会社 企業 京都府 265 岡山市 行政 岡山県

166 株式会社アトリエデフ 企業 長野県 216 福知山市 行政 京都府 266 合同産業株式会社 企業 広島県

167 有限会社志賀野シーケンス 企業 長野県 217 学校法人平安女学院 非営利団体 京都府 267 株式会社日紅コンストラクション 企業 広島県

168 高島産業株式会社 企業 長野県 218 朝日ウッドテック株式会社 企業 大阪府 268 有限会社藤岡保険コンサルタント 企業 広島県

169 公立大学法人長野県立大学 非営利団体 長野県 219
アズコネクト社会保険労務士事務

所
企業 大阪府 269 株式会社エボリューシュン 企業 山口県

170 株式会社ユウワ 企業 長野県 220 アズワン株式会社 企業 大阪府 270 エルクホームズ株式会社 企業 山口県

171 株式会社鷲見製材 企業 岐阜県 221 大阪いずみ市民生活協同組合 非営利団体 大阪府 271 株式会社かみくぼ住宅 企業 徳島県

172 株式会社中央物産 企業 岐阜県 222 大阪商工信用金庫 企業 大阪府 272 住宅設備アシスト株式会社 企業 徳島県

173 株式会社艶金 企業 岐阜県 223 倉商株式会社 企業 大阪府 273 株式会社ダイエイハウス 企業 香川県

174 日本水機工株式会社 企業 岐阜県 224 ケースリーコンサルティング株式会社 企業 大阪府 274 株式会社FUJIDAN 企業 香川県

175 株式会社野田建設 企業 岐阜県 225 サラヤ株式会社 企業 大阪府 275 株式会社アドバンテック 企業 愛媛県

176 株式会社林電機商会 企業 岐阜県 226 山陽製紙株式会社 企業 大阪府 276 株式会社菅工務店 企業 愛媛県

177 山中製菓株式会社 企業 岐阜県 227 大和金属工業株式会社 企業 大阪府 277 株式会社古湧園 企業 愛媛県

178 株式会社イクト 企業 静岡県 228 学校法人浪工学園 非営利団体 大阪府 278 株式会社平野 企業 愛媛県

179 有限会社エス・ティ・シー産業 企業 静岡県 229 梅南鋼材株式会社 企業 大阪府 279 宮地電機株式会社 企業 高知県

180 遠州信用金庫 企業 静岡県 230 株式会社羽車 企業 大阪府 280 アークエルテクノロジーズ株式会社 企業 福岡県

181 株式会社カントビ 企業 静岡県 231 フクシマガリレイ株式会社 企業 大阪府 281 株式会社アズマ 企業 福岡県

182 木村土木株式会社 企業 静岡県 232 株式会社 Minoli 企業 大阪府 282 エコワークス株式会社 企業 福岡県

183
学校法人誠心学園　浜松開誠館

中学校・高等学校
非営利団体 静岡県 233 三山株式会社 企業 大阪府 283 エフコープ生活協同組合 非営利団体 福岡県

184 静和エンバイロメント株式会社 企業 静岡県 234 リマテックグループ 企業 大阪府 284 株式会社三和興業 企業 福岡県

185 株式会社Takayanagi 企業 静岡県 235 株式会社和上ホールディングス 企業 大阪府 285 株式会社大匠建設 企業 福岡県

186 株式会社デイトナ 企業 静岡県 236 株式会社イボキン 企業 兵庫県 286 株式会社東洋硬化 企業 福岡県

187 デコラテックジャパン株式会社 企業 静岡県 237 JYSグループ 企業 兵庫県 287 株式会社福岡放送 企業 福岡県

188 nattoku住宅株式会社 企業 静岡県 238 下里鋼業株式会社 企業 兵庫県 288 株式会社丸信 企業 福岡県

189 株式会社ナナクレマ 企業 静岡県 239 伯鳳会グループ 非営利団体 兵庫県 289 鈴木建設株式会社 企業 熊本県

190 フジ物産株式会社 企業 静岡県 240 春名建設株式会社 企業 兵庫県 290 鈴木電設株式会社 企業 熊本県

191 ヘルツ電子株式会社 企業 静岡県 241 株式会社二川工業製作所 企業 兵庫県 291 タケモトデンキ株式会社 企業 熊本県

192 株式会社M.A.C 企業 静岡県 242 医療法人明倫会 非営利団体 兵庫県 292 株式会社永野商店 企業 熊本県

193 株式会社ミダックホールディングス 企業 静岡県 243 ヤマト住建株式会社 企業 兵庫県 293 株式会社マスナガ 企業 熊本県

194 株式会社山田園 企業 静岡県 244 リビタス合同会社 企業 兵庫県 294 株式会社デンケン 企業 大分県

195 株式会社アイミクロン 企業 愛知県 245 市民生活協同組合ならコープ 企業 奈良県 295 日本フォレスト株式会社 企業 大分県

196 株式会社ウェイストボックス 企業 愛知県 246 株式会社アクシス 企業 鳥取県 296 アイ・ホーム株式会社 企業 宮崎県

197 大澤ワックス株式会社 企業 愛知県 247 株式会社あだち電気 企業 鳥取県 297 株式会社MFE HIMUKA 企業 宮崎県

198 加山興業株式会社 企業 愛知県 248 株式会社足立本店 企業 鳥取県 298 アフタープラス2株式会社 企業 鹿児島県

199 株式会社佐々木コーティング 企業 愛知県 249 株式会社エナテクス 企業 鳥取県 299 丸和建設株式会社 企業 鹿児島県

200 サンコーリサイクル株式会社 企業 愛知県 250 有限会社岡本緑化 企業 鳥取県 300 株式会社ミタデン 企業 鹿児島県


