特定非営利活動（ＮＰＯ）法人ＣＯ２バンク推進機構
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http://www.co2bank.org/

CO2bank@nifty.com

ＣＯ２バンクの目的 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
私たちは、地球温暖化防止と持続可能な地域社会の構築をめざし、再生可能エネルギーや
省エネルギーの技術開発・普及活動及び技術支援、環境教育、ビオトープやエコロジーネ
ットワークによるエコアップ、行政と市民の協働事業の企画・運営等の事業を行い、地域
社会の経済振興と地球環境保全の推進に寄与する公益活動に取り組みます。
■ ＣＯ２バンクの事業 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■

その１ 地域に根ざした循環型の新エネルギー＆省エネでＣＯ２抑制に寄与
木質バイオマス、太陽光、小水力、風力、温泉熱・雪氷冷熱エネルギーなどの再生可能エネルギーに
よる地域主導型事業の普及活動と技術支援を行います。省エネルギー、環境住宅の技術開発・普及啓発
にも取り組みます。
【主な事業】
・ペレットストーブ・薪ストーブの導入支援、森づくりや薪の流通システムなどの連携コーディネート
・環境エネルギービジョン、省エネルギービジョン、自然エネルギー導入ガイドなどの作成
・太陽光発電等の自然エネルギー導入支援
・技術講習会や地域でのワークショップ、環境教育の企画運営
・地球環境保全に関する技術支援、情報提供 ・省エネルギーやリサイクルの促進などに関する活動支援

その２ 緑化推進・循環型社会構築、地域防災等に関わる社会貢献活動の普及、技術支援
市民や企業の社会貢献として実施する緑の創出、維持管理活動を支援します。また、行政機関、各種
団体、企業・個人における持続的な環境保全、循環型社会構築、地域防災等の協働事業を実践します。
【主な事業】
・緑や環境関連の行政機関、ＮＰＯ等との情報交換、活動斡旋、相互交流、イベント等のコラボレーション
・講師、技術者の派遣
・企業や学校等との共同研究
・地域オリジナルな技術、智慧等の創出を支援し、まちづくりや産業・技術振興に貢献
・行政機関、企業等各種団体との協働による持続的な施設管理、環境学習等のソフト開発・サービス提供

■プロジェクト事業

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

雨水循環利用
プロジェクト

雨水を有効利用して、環境にやさしい地域循
環型の社会を！軽々と人力のみで水を汲み上
げるお手軽ポンプを、環境保全、防災等に役
立てましょう。

市民活動支援
プロジェクト

市民、市民団体、企業、学校・行政機関など
が連携して実施する活動をサポートしていま
す。
■運営支援：エコマラソン長野、廃材アート

ＥＳＤ・ＳＤＧｓ
プロジェクト

地域の生活の場や中山間地域をフィールド
に、持続可能な社会・開発のための教育（ESD）
や社会の仕組みづくり（SDGs）の推進活動を
展開しています。

指定管理者
プロジェクト

長野市の指定管理者を受託(H18～H29)。以降、
行政と協働で施設を運営支援しています。
■長野市リサイクルプラザ（サンマリーンな
がの隣）にスタッフが常駐し運営支援中。

エコミュージアム
プロジェクト

地域の自然的資源・社会的資源を保全、活用
し、新たな地域連携と交流、協働を実現し、
次世代へと継承するプログラムです。
■家族で楽しむエコフェスタ！

自然エネルギ
ーﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

自然エネルギー信州ネット、長野北信地域協議
会、長野市自然エネルギー普及協会、ＬＬＰク
ラウドエナジー等の諸団体とともに、再生可能
エネルギーの普及を実践します。

森のｴﾈﾙｷﾞｰ
推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

木質系バイオマスであるペレットと、これを
利用するストーブ等の普及により、森と街を
資源循環でつなぎます。暖かい炎で心と身体
にぬくもりを。

緑花・緑育
プロジェクト

市民や行政、学校、企業等と連携し、景観・
環境保全に貢献する都市緑化を推進します。
■運営支援：長野市緑と花いっぱいの会、な
がの緑育協会、信州緑花ネットワーク

県産材利用
プロジェクト

地元山林の木材を地元で使う！健康で安心の
木づくりの家で暮らしませんか？森林経営
者、加工業者、設計・施工、家具職人が一貫
してサポート。

県民省エネ
プロジェクト

長野県から受託した省エネ“見える化”事業、
サポート事業等の実施経験を活かし、県下で
省エネ講習会、訪問エコ診断を実施し、地球
温暖化防止活動に取り組みます。

協働プロジェクト・ホームページ
廃材アート
http://gomi-eco.org/
エコマラソン長野
http://www.eco-run.net/
長野市緑と花いっぱいの会 http://www.hana-nagano.net/

サテライトオフィス
飯山事務所 高橋信司
佐久事務所 井出 寛

会員紹介
●役

員

□宮入 賢一郎／理事長
技術士（文部科学省登録 30752 号）
登録部門 建設部門（都市及び地方計画、建設環境）/環境部門/総合技術監理部門
ＲＣＣＭ（シビルコンサルティングマネージャ）河川・砂防及び海岸・海洋部門、道路部門
主な活動 ・国立長野工業高等専門学校 環境都市工学科 客員教授 ・長野県林業大学校 講師
・自然エネルギー信州ネット監事 ・長野市緑と花いっぱいの会事務局長 ほか
□佐藤 博文／副理事長

主な活動

・日本造園修景協会長野県支部

・信州緑花ネットワーク

□井出
寛／理事 施工管理技士一級（土木、造園）
、宅地建物取引主任者、エクステリアプランナーほか
□松本 誠吾／監事 土地家屋調査士
□永田 良輔／監事 税理士
□松岡 保正／流域環境研究所：所長：国立長野工業高等専門学校 名誉教授，元長野県公共事業評価監視委員
会委員長、元長野市公共施設適正化検討委員会委員長、一般社団法人社会活働機構代表理事会長他
□事務局：コーディネータ望月るみ子，村上正次，
（事務経理担当）中村由美子，渡辺さくら
長野市リサイクルプラザ
ヘッドチーフ：望月るみ子
企画・工房チーフ：半田真奈美
支援スタッフ：中村由美子，渡辺さくら
運営スタッフ：嶋居磨己子，葛西美智子，上田慶子
工房アドバイザー：中村健一
2020 年 10 月 22 日
工房スタッフ：戸谷幸喜，河口浩一，丸山ヱ子，北澤節子，
宮入理事長、松岡所長が、長野市
相澤英雄，金井 弘

表彰（市政功労）を受賞しました。

●会

員（５０音順）

赤松玄人，荒井克人，石井宏次，井出 寛，伊東徳明，伊藤吉治，伊藤芳明，大井修一，奥原正司，押木正
夫，金児哲哉，亀山 寛，窪田石英，久保村歩，黒岩純一，小坂禎二，小坂芳央，小林正直，佐藤健太，佐
藤博文，佐藤 亘，坂田 宏，塩﨑貞夫，清水 満，高木亜矢子，高橋信司，田口義明，武居康範，龍野ち
はる，中島康史，藤村忠志，松岡保正，松本誠吾，三井賢貞，宮入賢一郎，宮澤昌基，武藤真丈，吉沢彰
洋，吉田博，綿貫晴夫
□法人会員：株式会社ＫＲＣ，株式会社井出工業，株式会社奥原造園，一般社団法人社会活働機構，信州林
業株式会社，株式会社電弘，ナガサカ電気株式会社，長野森林組合
●アドバイザー会員
□山下恭弘
□井田秀行
□箕田大輔
□永村清造

信州大学 名誉教授
信州大学教育学部 准教授
エコマラソン長野実行委員長
永村行政書士事務所 （行政書士）

会員の保有する主な資格
技術士（総合技術監理部門）
：２名
技術士（建設部門：都市及び地方計画）
：３名
技術士（建設部門：建設環境）
：１名
技術士（建設部門：河川、砂防及び海岸） ：１名
技術士（建設部門：鉄道） ：１名
技術士（環境部門：自然環境保全）
：２名
技術士（森林部門：森林土木）
：１名
技術士補 ：３名
１級建築士：４名
２級建築士：１名
測量士
：６名
測量士補：２名
樹木医
：１名
ＲＬＡ（ランドスケープアーキテクト）：３名

ＲＣＣＭ（シビルコンサルティングマネージャ）
河川、砂防及び海岸：１名、道路：１名、建設環境：１名、
造園：１名、農業土木：１名
１級土木施工管理技士 ：９名 ２級土木施工管理技士：３名
１級管工事施工管理技士：１名 ２級管工事施工管理技士：２名
１級造園施工管理技士 ：５名 ２級造園施工管理技士：３名
２級ビオトープ計画管理士：１名 ２級ビオトープ施工管理士：１名
電気工事士,浄化槽設備士,給水装置工事主任技術者,建築施工管理技
士,舗装施工管理技士,宅地建物取引主任者,ＶＥリーダー,色彩能力
検定３級,緑花試験２級,土地家屋調査士,公認会計士,長野県自然観
察インストラクター、林業士、林業技士、地滑り防止工事士

活動イメージ

住民・地域・まちづくり団体

ＮＰＯ法人ＣＯ２バンク推進機構
ＮＰＯ法人ＣＯ２バンク推進機構（平成１６年２月設立）
行政・団体・事業者
環境、まちづくりなど他分野の技術者・専門家

企画・調査

計画

マスタープラン・基本計画

設計

施工

市民活動支援

流域環境研究所：シンクタンク部門
地域・全国の情報

※コンサルタント業務に関する
受託は、特定非営利活動促進
法（ＮＰＯ法）、法人税法等の法
規に基づき 、財務・税務の運
営・監査を実施します。

管理運営

アドバイザー派遣

コーディネート

学識者・専門技術者等ネットワーク

ＣＯ２マネジメント
地球温暖化防止や緑のま
ちづくり、エネルギーなど
の諸課題を、企画・構想か
ら管理運営までの各段階
で、技術支援します。

連携

一般社団法人社会活働機構 ＯＡＳＩＳ
（平成２７年６月設立）

特定非営利活動（ＮＰＯ）法人 ＣＯ２バンク推進機構

http://www.co2bank.org/

特定非営利活動法人ＣＯ２バンク推進機構では、自然エネルギー・省エネルギーに関する技術・製品開
発や、環境学習等の企画運営、森林資源の有効利用などを総合的にコーディネートし、地球環境保全の
ための公益活動に取り組んでいます。
NPO CO2 Management Organization (Specified Nonprofit Corporation)
comprehensively coordinates public-interest activities for global environment conservation; such as
developing natural energy, energy-saving techniques, products, setting up and running
environmental study programs and studying effective utilization of forest resources etc.

会員募集中
年会費 個人：１万円、団体・企業：５万円 （入会金なし）
事務局 〒381-2217 長野市稲里町中央三丁目３３番２３号
ＵＲＬ http://www.co2bank.org/
電話 026-285-5370 Fax 026-254-7301
E-mail CO2bank@nifty.com

特定非営利活動法人ＣＯ２バンク推進機構
フリガナ：
氏

入会申込書（個人・法人）

生年月日

名：

年

入会区分 ：

月

日

（申込書欄外の会員種類を見て、１～３の数字で記入）

自宅連絡先
住

所：〒

－

ＴＥＬ：

（

）

携

帯：

ＦＡＸ：

（

）

E-mail：

会社等所属団体連絡先
フリガナ：

代表者の氏名 ：

会 社 名：

あなたの役職名：

住

所：〒

－

ＴＥＬ：

（

）

携

帯：

ＦＡＸ：

（

）

E-mail：

保有資格：

（いくつでもお書きください。）

他の所属団体等：

（いくつでもお書きください。）

当会を知った契機：

（推薦者：

）

フリーメッセージ（枠内で、ご自由にお書きください。）

◆会員の種類
１．正 会 員：本会の活動目的に賛同・入会し、活動を推進する個人及び団体です。本会の活動が、専門的なサポート・
支援としているため、技術士・技術士補、一級建築士、施工管理士など、都市緑化・エネルギー技術・環
境保全技術等に精通している技術者です。正会員は総会での議決権を有します。
２．一般会員：一般会員は、本会の事業に賛同して入会した個人及び団体です。都市緑化・地球温暖化防止・自然エネル
ギーなどに興味をお持ちの方、自ら新エネルギー発電を導入したいと考えている方などが対象です。
３．賛助会員：本会の事業に賛同して賛助するために入会した個人及び団体です。
４．アドバイザー会員：本会の事業に対して技術的な助言を行う者で、理事会において推薦された個人及び団体です。

入会のご案内
◆入会申込み、問い合わせ先

◆会費

ＮＰＯ法人ＣＯ２バンク推進機構
〒381-2217 長野市稲里町中央三丁目 33 番 23 号
TEL 026-285-5370
FAX 026-254-7301
URL http://www.co2bank.org/
E-mail CO2bank@nifty.com

◆会費納入方法
入会時の年会費は、定款の定める理事長承認の後、本会事務局から請求書
を送付いたします。総会時に現金での受領もできます。その後も同様です。
納入方法１：右記銀行口座までお振込みください。
納入方法２：請求書に同封の郵便振替用紙にて郵便局でお支払いください。

事務局受領：

年

月

日

理事長承認：

個人年会費 法人年会費
正 会 員
１万円
５万円
一般会員
１万円
５万円
賛助会員
１万円
５万円
いずれも入会金は無料です。
口 座 名：ＣＯ２バンク推進機構
口座番号：長野信用金庫 更北支店
普通 0412124
郵便振替には専用用紙があります
郵便振替：00570－8－56773

