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１． 本部・事務室



（世界の景気）：昆迷と波乱・テロの恐怖継続

エネルギーを合理的に使う

（エネルギー使用の合理化に関する
法律：省エネ法）

●必要なとき・ところに賢く使う

●ムダがない。むりもない

●最適な使い方する

●発想転換：止まっているが正常

省エネとは
１



（世界の景気）：昆迷と波乱・テロの恐怖継続

●空調と換気

●節電

●業務の合理化

●エネルギー管理体制

省エネ推進の着眼点
２



取り組み事例の紹介

●室温：焦点は「室内の温度」

まず、エアコン設定温度を調整

・暖房：２０℃ ・冷房２８℃

・工夫（扇風機・AW等）必要

・廊下・トイレ・玄関等は止める

・冬：湿度４０％以上。室温抑制

・冷房：内外の温度差７℃以内

空調の対策（１）
３



取り組み事例の紹介

●区画毎の管理

・廊下・トイレ・玄関等は止める

・会議室・応接間：利用時のみ

（止っているのが正常と認識）

・温度の設定：利用目的に適合

・涼しいコーナーの設営

空調の対策（２）
４



取り組み事例の紹介

●運転時間の管理

・終業は早目１５～３０分前停止

・春・秋は原則、停止

・暖房：始業時の室温に注意、業
務進展による温度アップを考慮

●暖房期、ウオームビズ（厚着）

の工夫（くびへの配慮）

空調の対策（３）
５



取り組み事例の紹介

●原則、止める。ダブル効果

・基準値：CO2 １０００ｐｐｍ

・基準値は「室内の空気の汚れ

の目安」。労安法５０００ｐｐｍ

・過剰換気が普及：建築基準法

・トイレ換気・すきま風から

換気の対策
６



取り組み事例の紹介

●節電とは：電力KW（電気の大

きさ指標）を下げる⇒電力量ＫＷ
hの削減⇒電気基本料金の削減

●照明：・５００～７５０ｌｘ・点灯の
合理化・こまめな管理

●暖房便座・給湯器の温度管理

●プリンター等ÒA機器の管理

節電の対策
７



①お勧め：業務の棚卸・見直し

Ｃ・Ａ➡Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａ

②Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａを「はやく、早く」回す

③Ｐの質：賢さが結果の決め手

➃考える・考動

⑤職場の知恵を集めてフル活用。Ｐへ
造り込む

業務の合理化
８



●繰り返しのこと：標準化（名人技）
のすすめ

●業務のリズム（定時・定位置・定業務
）⇆生活のお手前（各人のやる気）

●生活にも仕事にも、賢さ入れる

・後工程はお客さま・バラツキに宝物
・段取り８分・千里の道も一歩から

標準化（お手前）のすすめ
９



取り組み事例の紹介

●全員参加活動の仕組み構築

・エネルギー使用データの見える
化・共有して活す

・管理目標の設定とPDCA活動

・原単位の管理（PDCA）

・機器の定期的な保全

エネルギー管理体制の構築
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取り組み事例の紹介エネルギー管理体制の構築

設問 可能最大省エネ率

１

エネルギー管理体制の整備・確立がなされていますか １％

２

エネルギー原単位の管理をしていますか １％

３

省エネルギーの管理目標を設定していますか １％

４

エネルギーデータを記録し活用していますか １％

５

機器の定期的な保守・メンテナンスをしていますか １％

合計 ５％
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取り組み事例の紹介

・エネルギー使用データの見える
化・共有して活す

エネルギー管理体制の構築
12



取り組み事例の紹介エネルギー管理体制の構築
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取り組み事例の紹介エネルギー管理体制の構築
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取り組み事例の紹介エネルギー管理体制の構築
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取り組み事例の紹介

●エコチューニング（運用の最適
化）モデル化事業（Ｈ26～28）実績

４～１０％減

（註）甘い取り組みを実感

●介護施設の体験：８％超

（註）宝物が見えながらの成果

●「ＣＯ2排出１割削減」は可能

期待される効果
１6



２．配送センター



（世界の景気）：昆迷と波乱・テロの恐怖継続

●冷凍庫の温度管理

・管理温度の適正化

・宅配品の安全と過剰冷却防止

●冬季の冷蔵庫の夜間停止

●倉庫照明の昼間消灯他

●設備の高効率化改修（インバ

－ターに注目）

省エネ推進の着眼点
１7



取り組み事例の紹介

●大田配送センター：184千㎾h/年

・冷凍庫（⇒18℃）・・・・・・・3.4減

・牛乳庫の運休・・・・・・・ 8.34減

・エアコン温度（2℃調整）・・6減

・倉庫照明の昼消灯・・・・・10.3減

・合計削減量２８千㎾h/年（１５％）

期待される効果
１8



取り組み事例の紹介

●大田（184千㎾h/年）・２８（15％）

・冷凍庫温度・倉庫点灯他

●練馬（117）・・・・・・・５．１（4.3％）

・冷凍庫温度・倉庫点灯他

●相模原（104）・・・・・３．４（3.3％）

・冷凍庫と冷蔵庫温度・冷蔵庫冬
運休

期待される効果
１9



３．配送・その他



取り組み事例の紹介

●エコドライブ：やさしい・ふんわり
運転（１０項目）の実用

●車両への対策

ディーデル車⇒ガソリン車⇒LP
車⇒HV車⇒EV車

●太陽光発電設備の導入

●脱フロン：自然冷媒への移行

配送 その他
20



①ふんわりアクセス「ｅスタート」

②余裕ある車間距離「速度ムラ少なく」

③エンジンブレーキ活用。「ブレーキ減速抑制」

④車内冷房・暖房を適度に

⑤無用なアイドリングやめる

⑥道路交通情報の活用「最適ﾙｰﾄ」

⑦タイヤ空気圧を適正に

⑧不要な荷物は積まない

⑨違法駐車を止める

⑩燃費を把握する

温暖化対策：エコ・ドライブ１０
21



４．参考資料

●お勧めの省エネ学習

●地球温暖化動向と

市民の努め



無料のエコラーニングサイトトップ画面
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エコラーニング講座（動画画面）
23



エコラーニング講座（学習テーマ）
24

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）



（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。
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（例）受講修了証発行（画面）｣
26

発行
ボタン
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●現状のＣＯ2濃度：ハワイ４００ppm超、年+２
ppm上昇 ・限界値（２℃以内）：450～470ppm

●今夏、世界に猛暑

●IPCC報告：要因は「人の営み」（確率95％）

・２℃以内：総排出量約２．９兆トン以内に

・予裕：１兆トン。現状では３０年で到達

●IPCC特別報告：1.5℃上昇の影響予想

・極度干ばつ1.1億人 ・洪水２倍

・早ければ、２０３０年にも到達か。４５％削減必要

地球温暖化動向（IPPC特別報告）
２8



●温暖化対策２０３０年目標：１３年比、２６％減

（業務・家庭：４割削減）

●対策の特徴：

・業務用の焦点：２００万棟の中小事業所（３００
０ｔ/年以下。光熱費約１．２億円以下）

・運用改善：エコチューニング事業（ソフトＥＳ
ＣＯ）

・設備改修：補助率５割（上限３０００万円）

・診断補助：１００万円

環境省対策
29



●中小事業所：焦点、対策推進に懸命

・排出量比率：６割弱、70万棟

・低炭素化推進：ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ（都:７８kg/m2未満）

・助成金：中小テナントビルへの「グリーンリース
事業

（最大４２００万円・補助率５割・２１億円）

・その他：・ソフトESCO・診断 ・報告書制度

・電球のLED交換ほか

●温暖化対策目標：２０００年比、３０％減

東京都対策
30



取り組み事例の紹介

●エコ生活の実践：市民の義務

賢く豊かに電気・ガス・油を使う

●３R（・減らす・リサイクル・再利用
）⇒プラス１（仕立て替え）

●環境家計簿からCA・PDCA

●車免許返納⇒バス・電車・歩き

●再エネ促進。節水も温暖化対策

温暖化対策と市民参加
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ご清聴
有難うございました


