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一般的エスコとスマートエスコの違い

一般的なエスコ

スマートエスコ

今後、求められる
省エネ対策

ハードの改修による省エネ。
・大規模建物が主に対象
・設備投資が必要
・専門業者が実施

ハードの改修は僅か。設備や機器の運転の工夫で省エネ
・中小規模建物が対象
・設備投資がない
・少し勉強した施設担当者と当法人で実施可能
・リニューアル時、運用改善実績から導入設備のダウン
サイジングが可能となり、投資回収効果が高まる
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●建物：ＲＣ５階建、面積８９００ｍ２

●開設：２００５年３月（築１１年目）

●１階：デイケヤー（５０名）・事務室・厨房・
洗濯・食堂・喫茶他

●２～５階：特別養護老人ﾎｰﾑ（150個室、
共用部、ｽﾀｯﾌ室、お風呂他）

●５階：ショートステイ（個室10室）

●屋上：ＧＨＰ（主）・ＥＨＰ・給湯ｼｽﾃﾑ・自家
発電・換気・受電設備

ある施設の概要 ２



●診断：Ｈ２６年１１月

●提案：Ｈ２７年１月

●契約：Ｈ２７年５月、３年間運用改善
チューニング、成果は按分

●活動開始：Ｈ２７年８月

●予想外の出来事

・事業所担当様の交替・職員学習の機
会困難・その他

活動の経過 ３



年間使用量（ベースラインH24~H26の間）

●電力： 752,654ｋWh （内２ヵ年平均）

●都市ガス： 268,485㎥

●上下水： 30,302 ㎥

●一次エネルギー量： 19,585GJ

●ＣＯ２排出量： 1,036ｔCO2/年

●年間費用：49,658,330円

エネルギー使用量 ４



●期待年間削減額：６,１９８千円（12.4％）

（内訳）

●空調 ：５８％

●照明 ：３％

●給湯 ：１％

●厨房 ：１８％

●換気 ：１３％

●その他：７％

改善提案（総括） ５



●電力：期待値15.7％→結果 4.18％

●都市ガス：期待値14.8％→ 結果12.61 ％

●上下水：期待値3％→結果 2.75％

●１次エネルギー：期待値15.2％→結果 9.4 ％

●ＣＯ２排出量： 期待値14.9％→結果9.1 ％

●年間費用：49,658,330円→ 42,983,887円

（精算時単価値下り率：電力10.3%、ガス25.3%
上下水0.7%、合計13.4％ ）

●削減額：12.4％→7.8％（総額3,050千円）

実績の削減率（１年目） ６



実績の削減率（１年目グラフ）
７



電力量の推移（１年目） ８



都市ガス量の推移（１年目） ９



上下水量の推移（１年目）
１０



●意識向上（節電・空調）への働き掛け

担当様と一体の活動と現場との連携促進
（推進体制発足）ニコニコお願い

●現場の観察と改善の堀り起こし

●温度・湿度の連続測定と空調運転要領
の普及（データから改善標準提案）

●管球の間引き

●ＣＯ2測定と換気の抑制

（全熱交・便所・厨房他）

できたこと（１年目） １１



●ご担当様との一体活動、現場との連携促
進をお願いするも、やらされる意識が抜け
きらず？成果は期待値に届かなかった

●必達の為には施設長、担当者、現場職員（
約５０名）の基礎知識の習得で、全員参加
型の活動を目指したが、本業に追われ職
場の職員を集めた勉強会ができなかった

●そこで職員の意識向上の為、だれもが・い
つでも・どこでも学習できるｅラーニングサ
イトの開設を図った（地球環境基金活用）

できなかったこと（１年目） １２



●空調操作要領の遵守

●居住階共用部の夜間ＧＨＰ停止

●給湯の夜間停止

●個室便所換気の停止

●厨房の空調・換気の改善提案徹底

●標準５００ｌｘによる管球間引きほか

● ｢ｽﾏｰﾄｴｽｺ、ｴｺﾗｰﾆﾝｸﾞ学習｣の勧め

●運用改善の前・後の「見える化」による職
員への動機づけ

これからやりたいこと（２年目） １３



個室の温度・湿度測定 １４



居住区共用部の温度・湿度測定
１５



厨房（調理室）の温度・湿度測定 １６



●課題：「自主的に現場が動く」をどう構築
するか（介護現場の人創り）

（対策）

○スタッフの自主学習の促進

（エコラーニング講座の自主学習）

○ご褒美の具体化

●課題：やりたいことのネック解消

（対策）保全業者との連携促進

１年目のＰＤＣＡ １７



●現有設備のムダ排除で３つのゼロを

実現する活動・投資ゼロ・リスクゼロ

・ランニングコストゼロ

●削減できた光熱水費を「５：５で、３年間
、シェア（分け合う）する」

●「都：初期ゼロ省エネ活動」・「環境省：
エコチューニング事業」と同じ

●ｽﾏｰﾄｴｽｺｻｲﾄ： http://shigenene.jp/

スマートエスコとは １８



スマートエスコとは（概要図）
１９



●お問合せ・ご相談｢３ヵ年契約の場合｣

↓施設の光熱水費を開示（守秘義務契約）

↓ 現場診断・分析・課題抽出（必要に応じ計測）

↓ 削減提案（小額投資含む）合意→契約締結

↓ ｢現場説明会実施｣一体の試行体制づくり

↓ 日々の改善活動（現況、改善前後の見える化）

↓ ＰＤＣＡ回転（計測・分析・評価・見直し・深堀）

↓ 実績報告（月度・年度精算、契約内容協議）

スマートエスコ試行に向けて
20



スマートエスコサイトトップ画面
21



● (独法)環境再生保全機構｢地球環境
基金｣助成で制作、普及を図る

● 主役（介護スタッフ・職員・調理人）

さんの戦力化が鍵

● いつでも、どこでも学ぶが大切

●無料のエコラーニング講座ｻｲﾄ
http://shigenene.jp/lms/index.do

地球の未来と省エネを学ぶ

エコラーニング学習講座

２２



無料のエコラーニングサイトトップ画面
２３



エコラーニング講座（動画画面）
２４



エコラーニング講座（学習テーマ）
２５

１
スマートエスコへ
の理解

４
照明等電気の
省エネ方法

２
電気など
エネルギーの常識

５
建物・施設毎の
省エネ方法

３
空調・換気の
省エネ方法

６

省エネ・節電専門
知識
（設備担当用）



（学習ﾃｰﾏ）

スマートエスコへの理解

（要旨）

●スマートエスコとは

●その特徴と意義

●地球温暖化動向と対策

●事例と成功の鍵

エコラーニング講座１ ２５



（学習ﾃｰﾏ）

電気などｴﾈﾙｷﾞｰの常識

（要点）

●電気の特徴・ｋＷとｋＷｈ・料金の仕組
み・電気の効率・平準化・自由化他

●その他のｴﾈﾙｷﾞｰの特徴

●ビル・施設の消費と低炭素化推進策

エコラーニング講座２ ２６



（学習ﾃｰﾏ）

空調・換気の省エネ方法

（要旨）

●空調・換気の仕組み

●運用改善の基本と運転・管理の問題

●具体的な取り組み方（～個別まで）

●演習：温度調整・外気削減など４題

エコラーニング講座３ ２７



（学習ﾃｰﾏ）

照明等電気の省エネ方法

（要旨）

●照明・OA機器・全熱交の管理

●電力デマンドの監視・見える化

●設備改修・ＬＥＤ化動向

●演習：間引き・ＬＥＤなど４題

エコラーニング講座４ ２8



（学習ﾃｰﾏ）

建物・施設毎の省エネ方法

（要旨）

●建物・施設毎のｴﾈ量・費用と特徴

●設備運転・管理の問題点と対策

●介護施設・厨房等の攻めどころ

●演習：省エネ方法関連２題

エコラーニング講座５ ２９



（学習ﾃｰﾏ）

省ｴﾈ・節電専門知識（設備担当用）

（要旨）

●省エネ・ﾁｭｰﾆﾝｸﾞ（20ﾃｰﾏ）の解説

●節電ﾒﾆｭｰ（20項目）の紹介

●運用改善事例（7例）の紹介

●演習：省エネ方法関連２題

エコラーニング講座６ ３０



（例）講座４｢テスト（正解を選べ）｣

問題１：①手もと照明を利用して、天井の照明を減らすの
が好ましい。②事務所照明は天井照明のみとすべき。

問題２：お昼休みは、①業務時間帯と同様な点灯を継続
する。②お客様対応を考慮の上原則、消灯です。

問題３：全熱交換機は、①エアコンと同時にスタートがよ
い。②エアコン始動から３０分位遅れて、スタートがよい

問題４：電力需要が「契約値超え予測の警報が出た時は
①エアコンも一時止めるがよい。②止むを得ないと、静
かにしている。

問題５：節電・省エネには①第三者の診断が役立つ。②診
断は面倒、従来どうり適宜取り組むことでよい。

３１



（例）講座４｢テスト（画面）｣ ３２

受講後テスト
（５問、２択）



（例）受講修了証発行（画面）｣
３３

発行
ボタン



①目利きの省エネ診断で、施設に最適な改善提案

②施設長の「省コスト」への妥協しない意欲

③事業所規模：光熱水費用、年間１千万円超

④施設長・現場職員と診断指導員の信頼関係構築
で、三味一体の活動。ことに、現場力の充実で

本来の業務活動に自ら取り込む（目標を設定）

⑤当団体負担の報奨制度（成果報酬返納）

⑥診断指導員の情熱と技術力(技術伝承こそ)

⑦日々のＰＤＣＡ回転により、更なる成果を追求

スマートエスコ成功の鍵
３４



ご清聴
有難うございました


