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自治体・公共施設における
温暖化防止・省コスト大全
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出典； (財) 電力中央研究所 「地方自治体による節電対策の進め方」

http://criepi.denken.or.jp/jp/serc/discussion/download/11014dp.pdf

【保有施設】

・市区町村 ３．6 億 m2  
・都道府県 １．7 億 m2 
・国 ０．9 億 m2

・・・夢想 原単位 1,000 MJ/m2 、エネルギー単価 3 円 / MJ として

エネルギーコスト は 凡そ １兆９千億円 / 年
20 ％ 省エネ したら、 約 ４千億円 / 年 の コスト削減 ・・・・・
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http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/85018/20150201_03%20kokkousyou_miwasama.pdf

出典；国土交通省「まちづくりと公的不動産（PRE）」

１．はじめに（公共施設 を取り巻く状況）
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http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/souseikaigi/h28-12-14-siryou3-1.pdf

出典；内閣府 「まち・ひと・しごと創生総合戦略 2016（改訂版） 全体像
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出典；平成27年度エネルギーに関する年次報告（経済産業省）

http://www.meti.go.jp/press/2016/05/20160517001/20160517001-1.pdf

２．加えて、温暖化防止の真剣な取組みも（パリ協定批准）

http://www.meti.go.jp/press/2016/05/20160517001/20160517001-1.pdf


6出典 ；環境省「2015年度（平成27年度）温室効果ガス排出量」

http://www.env.go.jp/press/103321.html

しかしながら道は険しく・遠く

http://www.env.go.jp/press/103321.html


7出典；関西経済団体連合会「エネルギーベストミックスとは」

http://www.kankeiren.or.jp/keizaijin/15_8%20now.pdf

http://www.kankeiren.or.jp/keizaijin/15_8%20now.pdf
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出典；電気事業連合会

日本の貿易収支は
原油・石炭・ガス 次第？



9出典；経済産業省「長期エネルギー需給見通し（平成27年7月）

http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150716004/20150716004_2.pdf



10出典；内閣府「（第5回）自治体主導の地域エネルギーシステム整備研究会

http://www.soumu.go.jp/main_content/000402597.pdf
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13https://www.env.go.jp/press/files/jp/12211.pdf

３．自治体が先導する（すべき） 省エネ・節電・温暖化防止
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http://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/index.html

出典；環境省「実行計画策定支援サイトトップページ；地方公共団体実行計画」

温対法で、自治体がやるべきこと（の一つ）



15https://www.env.go.jp/council/06earth/y060-105/ref07-26.pdf

出典；環境省「温暖化対策を計画する上で地方公共団体が困っていること」
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17出典；資源エネルギー庁「地域エネルギーシステムと関連施策」

http://www.soumu.go.jp/main_content/000372138.pdf
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https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/kuiki/training2014/pdf/teitanso02_01.pdf

出典；環境省「公共施設のエネルギー管理」
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⑰ 大分県

http://www.glocom.ac.jp/project/ftm/docs/rt2_2_20131115_siryou.pdf
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⑱ 自治体主導の新電力事業例

(1) 福岡県みやま市



24

(2) 群馬県中之条町
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出典；資源エネルギー庁「再生可能エネルギー

事業支援ガイドブック 平成２８年度版」

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/data/guidebook_h28.pdf
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http://www.j-bma.or.jp/eco-tuning/news/news_160808/overview.pdf

出典；全国ビルメンテナンス協会「エコチューニング」

５．見えないところでのエネルギー（コスト）ロス 極小化を
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http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/ondan/life/softesco_1.html
29

成果報酬型（チューニング
ESCO）により
省エネ・省コストを推進

自治体 と 地域業界・企業による
連携・経済循環

① 福岡市の事例



◆ 自治体 と （県）ビルメンテナンス協会の連携・協働
⇒ ニュービジネスへの展開

190,842 千円/年
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② Fun Space（指定管理企業）の事例
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（３） 広島市文化交流会館（広島県広島市）
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（４） ウエルピア伊予（愛媛県伊予市）
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■ 地元のロータリークラブから講演依頼が寄せられた
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6．見えないところでの運用改善手法例

117

① ウォークスルー報告書（是正提案書）
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（１） 竣工図（設計）と施工実態の不整合
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② 不具合（発見）事例
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〔千円/年〕

電　気 32,940

基本 12,140 契約電力  670KW

従量 20,800

灯　油 4,300 冷温水発生機

水　道 35,180

計 72,420

（近畿地区H県）

♣ ２１年度

❤ ２２年度 46,000 ［ 千円 / 年 ］

（ 簡易省エネ診断の実施 ）
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③ 某公共施設 コスト是正化事例



データチェック（PDCA）が不足していたための「漏水」見逃し

( 51,930 – 41,122 )m3 × 770 円/m3 ≒ 8,920 千円/年 の損失
42

（１）基本データのチェック不適
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施設保有 中央監視盤のピークシフト・ピークカットの活用をしたとすれば

( 670 – 400 )kw × 1.510 円/kw × 12 (月/年) ≒ 4,890 千円/年 の削減

H20．8． 8（最高電力発生日） の電力トレンド

43

（２）中央監視盤データ および 電力会社データ の チェック不適



５．基準階（標準用途階）系統管理　※記載のない設備で重要なものは、挿入して下さい

【標準用途名：　　　】

ｂ．空調運転管理　

　②設定温度　　　冷房　26℃　，暖房　26 ℃

① 外調機の温度設定

  2) 冷房期　　　　最高   500ppm　，最低   300pm

③ ウォーミングアップ設定時間　　　分

　1) 暖房期　　　　最高　600ppm　，最低　300ppm

※　どれかに○

　2) 設定温度　　　冷房　　　　℃　，暖房　　　　℃

　3) 設定湿度　　　　　　　　％

② 全熱交換機の温度設定（中間期制御のあるもの）

　設定温度　　　High　　　℃　，Low　　　℃

　1) 温度制御仕様　　　給気　　　還気　　　その他（　　）

④ 最小外気取り入れ制御設定　　 ％

⑤ 空気環境測定結果（ＣＯ2値）

　温度を記入

ａ．換気運転管理  ※該当設備がない場合は回答不要。少しでも不明な点がある場合は、絶対に記載せず空欄のままにして

　設定開度を記入

　温度を記入

　設定時間を記入

　湿度を記入

　ＣＯ2測定値を記入

　①温度制御仕様　給気　還気　室内　その他（　　）

　③設定湿度　　　　　　　％

温湿度設定（標準）

※　どれかに○

　温度を記入

　湿度を記入

○ 外気取入れ制御を活用していない（外気負荷の過剰）
○ 省エネ・節電(省コスト)制御システムを 〃

44

（３）省エネ制御機能の未活用、設定の不適



（１）冷房立上げ時運転の不適
（負荷熱量および電力デマンド制御の不足）

45

④ 某県行政施設 コスト是正化事例

（中国地区 H県）



※ 緻密な省エネ制御機能の活用不足

（による膨大なエネルギー（コスト）ロス）

46



（１） （更新した）BEMS の 各種機能 および 制御未設定

47

⑤ 某県某市 文化施設 コスト是正化事例

（中国地区 某市）



本日は、ご清聴ありがとうございました

日本ファシリティマネジメント協会（広報委員）
Fun Space 株式会社（ファシリティー担当部長） 緑川 道正

48

◆ 公共施設での省エネ手法と成果事例

http://www.jfma.or.jp/FORUM/2015/doc/0219-1420-E.pdf

◆ プラットフォームとしての自治体が主導する省エネ・節電

http://www.jfma.or.jp/FORUM/2013/doc/0314-1130-C.pdf

◆ 自治体で効果をあげる省エネ対策

http://www.jfma.or.jp/FORUM/2011/doc/0208-1535-B.pdf

※ ご質問、今回の講演資料請求などがある場合は
JFMA事務局へご連絡を

ご参考 ； 過去のJFMA FORUM での 講演資料

http://www.jfma.or.jp/FORUM/2015/doc/0219-1420-E.pdf
http://www.jfma.or.jp/FORUM/2013/doc/0314-1130-C.pdf
http://www.jfma.or.jp/FORUM/2011/doc/0208-1535-B.pdf
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