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カーボンニュートラルWG設立の目的

2020年10月に日本政府が発表した
「2050年カーボンニュートラル宣言」では、
2050年までに脱炭素社会を実現し、温室効果ガスの
排出を実質ゼロにすることを目標としています。
特殊鋼倶楽部としても「カーボンニュートラルに関する推進グループ」を
立ち上げ、各社の技術開発等の取組について情報交換・共有化等を行い、

特殊鋼倶楽部として取りまとめ、メーカー、流通各社がカーボンニュートラルを
考えていくうえで必要な情報発信をしていきたいと考えております。

2021年5月 藤岡会長 就任あいさつを一部修正
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カーボンニュートラルWGメンバー

（社名 ５０音順）

愛知製鋼㈱ 総合企画部 坂本定 (ﾘｰﾀﾞｰ)

山陽特殊製鋼㈱ 営業企画管理部 河瀬啓志氏

大同特殊鋼㈱ CO2削減プロジェクト 市原祐一氏

㈱メタルワン 線材･特殊鋼･ステンレス事業部 平川健広氏

アドバイザー
（一社）特殊鋼倶楽部 専務理事 脇本眞也氏

（選出いただいた各社に感謝いたします）

2021年7月28日カーボンニュートラルWG発足
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カーボンニュートラルWG活動状況

21/7 21/8 21/9 21/10 21/11 21/12 22/1 22/2 22/3 22/4 22/5 22/6 22/7 22/8 22/9 22/10 22/11 22/12

カーボン
ニュートラル
WG会合

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

カーボン
ニュートラル
WG専用サイト

アンケート

講演会など

カーボン
ニュートラル

Q＆A

各社の取り組み
紹介

8/31～9/14 アンケート実施

11/2 経産省大竹氏

5/12 藤岡会長
議員連盟ヒヤリング

6/24 坂本
特殊鋼教養講座□ ☆ ①

〇

〇

〇 〇

▽現時点

⑯
予定

⑰
予定

⑱

12/28 特殊鋼倶楽部ホームページ内に開設

毎月、内容更新中

メーカー3社（愛知製鋼㈱、山陽特殊製鋼㈱、大同特殊鋼㈱） 流通各社追加

毎月、Q＆A追加更新中

2021年7月～WG会合月1回開催中（当面WEB会議）

対面
開催

2/22 カーボンニュートラルWG専用サイトにQ＆Aコーナー追加
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② ③

予定 予定



アンケート結果（抜粋）2021年9月実施

会員会社128社中60社が回答、47%という高回答率に感謝
会員の皆様の関心の高さを反映

① 各電力会社の状況と今後の見通し 93 ％ ① 当会員各社の活動紹介 69 ％

② 各ガス会社の状況と今後の見通し 87 ％ ② カーボンニュートラルおよび

③ カーボンニュートラルおよび わかりやすい解説の共有

わかりやすい解説の共有

③ 73 ％

⑤ 当会員各社の活動紹介 67 ％

⑥ 省エネ改善事例データベース作成 53 ％

73 ％

64 ％

CO2削減効果ｶｳﾝﾄﾙｰﾙ化の省庁への働きかけ

メーカー 流通

「WG活動での取り組みに期待するものがあれば教えてください」への回答結果

WG活動方針

２本柱で
情報発信

講演会・勉強会など WG専用サイト

・経産省外部講師による講演会

・議員連盟ヒヤリング対応

・特殊鋼教養講座での講演

・カーボンニュートラルQ＆A

・各社取り組みの紹介

カーボンニュートラルに
関する情報共有の要望多数

6/14



外部講師による講演会開催
2021年11月2日於:鉄鋼会館（対面開催およびオンライン配信）

11月4日産業新聞

経済産業省製造産業局
金属課金属技術室長
大竹 真貴（まさよし）氏

（役職は当時）

「グリーン成長戦略」の鉄鋼業に関する部分を中心の
ご講演及び鉄鋼分野における脱炭素化に向けた取り組み
を紹介いただいた。（申し込み総数170名）
→カーボンニュートラルWG専用サイトに掲載、閲覧可能
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カーボンニュートラルWGサイト新設
2021年12月28日
特殊鋼倶楽部ホームページ上に開設

会員以外にも公開
2022年4月～9月で
閲覧数4000回超え、
関心の高さを反映

カーボンニュートラルWGサイトのトップページ
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カーボンニュートラルQ＆Aコーナー開設

毎月のWG会合でメンバー全員でQ＆Aの読み合せ後、登録実施
Q＆Aのジャンルは基礎知識から国内外の取り組み、鉄鋼関連など多岐にわたる

2022年2月22日カーボンニュートラルWG専用ページ内に開設

出典のリンク
先表示
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議員連盟ヒヤリングへの対応

藤岡会長がCNの特殊鋼業界
(電炉)へのインパクトとその
対応を説明。議員連盟の皆様
にご理解いただいた。

2022年5月12日於:衆議院第2議員会館

山本議員
細田衆議院議長

藤岡会長
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特殊鋼教養講座での講演
2022年6月24日於:鉄鋼会館（対面開催）

流通会員、メーカー会員若手を中心に26人が参加
講演後、約1時間にわたり活発な質問あり

6月27日
産業新聞

講演資料はカーボンニュートラルWG専用サイトに掲載、閲覧可能

会員企業の人材育成の一環、3年ぶりに対面開催
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今後、
10月大阪
11月名古屋で

開催予定



会員各社の活動紹介(50音順、敬称略）

会員各社の公表されている取り組みをWG専用サイトで紹介

会員各社の統合報告書に記載されているカーボンニュートラルの取り組みの例

(ﾒｰｶｰ)愛知製鋼㈱ (ﾒｰｶｰ)山陽特殊製鋼㈱ (ﾒｰｶｰ)大同特殊鋼㈱ (流通)兼松㈱

(流通)住友商事㈱ (流通)豊田通商㈱ (流通)日鉄物産㈱(流通)神鋼商事㈱
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会員各社の感想
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昨年、9月のアンケートに基づき、２つの柱で１年間WG活動
を続けてきました。会員各社のご支援に感謝いたします。

カーボンニュートラルWG活動に対する
忌憚のないご意見、ご感想をお聞かせください。

今後のWG活動の指針とさせていただきます。

メールアドレス s.sakamoto@he.aichi-steel.co.jp (カーボンニュートラルWG 坂本）

今後、会員各社のご担当者様宛に、WGからメール差し上げ、
直接ご意見、ご感想をうかがう予定です。

理事の皆様へ

mailto:s.sakamoto@he.aichi-steel.co.jp


まとめ および 今後の進め方
2022年２月14日産業新聞 2022年3月23日産業新聞

カーボンニュートラルWGの活動は新聞にも取り上げられ、
専用サイトの閲覧数も含め、一定の評価を得ている。
→今後、さらに情報交換、共有化の取組を加速したい
（現在の活動継続に加え、特殊鋼倶楽部としてのカーボンニュートラルに
対するスタンスの明確化および GXリーグの取り組み紹介など）

14/14

会員各社
のご意見
を反映




