


　

　

■11月18日　大阪ＲＣ創立100周年記念式典・祝賀会

　式典17：00～17：30　　祝賀晩餐会18：50～

　リーガロイヤルホテル（大阪）東館３階

　杉原会長、山本幹事

■11月23日(水・祝)　大分市内９ＲＣ合同親睦ゴルフ大会

　８：30（OUT／IN）トップスタート

　大分東急ゴルフクラブ

　橋本仁、岩尾、三又、中村、緒方保、岡本、杉原、

　佐藤信、澤田、髙山、武石、山本、船津

■12月17日　第１回会長・議長エレクト会議および

　懇親会

　17：00　日田市「紙音」

　馬場会長エレクト

　

　

11月22日　定款第７条第１節に基づく休会

11月29日　大分第４グループ藤田千克由ガバナー補佐

　　　　　　訪問

　　　　　　三笘会員卓話

12月６日　年次総会（全員協議会）

　　　　　　・パスト会長による指名委員会

12月13日　クリスマス家族例会　18：30点鐘

　　　　　　（ホテル日航大分オアシスタワー３階

　　　　　　　紅梅の間)

12月20日　ゲスト卓話　工藤彩郁氏

　　　　　　（2022 Miss Japan 大分代表）

12月27日　定款第７条第１節に基づく休会

2023年

１月６日　大分市内９ＲＣ新春合同例会

　　　　　　※１月３日繰り下げ例会

１月10日　定款第７条第１節に基づく休会

１月17日　ファンド奨学生卓話

１月24日　下期クラブ協議会（全員協議会）

　　　　　　※委員長より上期報告と下期取り組み発表

１月31日　通常例会

２月７日　定款第７条第１節に基づく休会

２月14日　ガバナー公式訪問

　　　　　　※大分1985ＲＣと合同（トキハ会館）

２月21日　定款第７条第１節に基づく休会

２月28日　通常例会

　

　

１．地区新会員オリエンテーション開催のご案内

　　（第２回)

　　日時：2022年11月25日　18：30～20：00

　　場所：ZOOM（オンライン）のみで開催

　　出席対象者：入会５年未満の会員、クラブ会長、幹事、

クラブ内研修担当者、その他希望者

　　参加希望の方は11月９日までに事務局へお知らせ

ください。

２．第54回　大分市内９ロータリークラブ　新春合同例

会開催のお知らせ

　　日時：令和５年（2023年）１月６日

　　　　　受付開始　11：30

　　　　　例　　会　12：00～14：00予定

　　場所：トキハ会館５階　ローズの間

　　11月中旬ごろ、詳細連絡が入り次第あらためてご案

内します。

　

　

2022－23年度　第８回理事会　2022年11月８日

杉原　馬場　川野　山本　永田　髙山

＜議題＞

１．10月31日こども食堂視察訪問について（地区補助金

事業）

　　メークアップ対象要件の、定款第10条第１節「理

事会承認のクラブの奉仕プロジェクト」として取り

扱って良いか　　　　　　　　　　　　　　⇒承認

２．12月13日クリスマス家族例会の会費について

　　会員（参加）10,000円　（欠席）5,000円

　　家族5,000円　　小学生以下無料

　　大分ＲＡＣ、ファンド奨学生を招待する

　

　

〇公共イメージ委員会　　　　　　　　　　吉野委員長

　10月31日に大分市の子ども食堂「すみれ学級（敷戸教

室・進学教室)」を馬場副会長、ロータリー財団伊﨑委

員長他計６名で視察しました。敷戸教室は月曜から土曜

の17時から20時まで開室、夕ごはんの提供の他、集まっ

た小中学生に大分大学の学生さんが勉強を教えてくれる

点が特徴です。現在14名（小学生４、中学生10）が登録、

それぞれが来たい日に集まるそうです。

　視察当日はハロウィンでもあり、飾り付けがされた明

るい雰囲気の部屋で、５～６名の小中学生が学生さんと

一緒に勉強していました。一方で、子ども食堂は貧困層

の支援が目的の一つであることから、体面を気にして子

供を通わせない親御さんもいるそうで「本当に支援が必

要なのに、こちらの手が届かない子供さんもいる」とい

うスタッフの方のお話もありました。このような草の根

の活動に対する支援の輪が広がることを願います。

　2022－2023年度大分ＲＣファンド奨学生のグェン　

ヴァン　アインさんへ杉原会長から奨学金が贈呈され、

グェンさんから近況報告をしていただきました。

　

　

“鬼塚電気工事の本社ビルについて　脱炭素活動と防災

　への取組み”

　　　　　　　　　　鬼塚電気工事㈱　代表取締役社長

　　　　　　　　　　　　　　　　　尾野　文俊　会員

　鬼塚電気工事の本社ビルについて、脱炭素と防災に向

けた取り組みを中心に説明させてもらいます。今、なぜ

脱炭素活動と防災が必要かということについて説明しま

す。第一次産業革命が始まった1850年以降、石炭を利用

し始めて以来、人類はCO２を排出し続けて世界の平均

気温は1.07℃上昇してしまいました。環境省によると気

温は1.07℃上昇してしまった現在、50年に１度起こる

「熱波」による干ばつや森林火災などの災害確率は4.8

倍増えており、1.5℃上昇すると8.6倍、２℃では13.9

倍の確率で災害が起こります。大雨の場合は、10年に

１度の災害は1.3倍、1.5℃上昇すると1.5倍、２℃では

1.7倍の確率で災害が起こります。感染症も温暖化のせ

いだと言われています。脱炭素と気温上昇に伴う災害

対応というのはセットで考えるべきです。

　日本国内のCO２排出量は、建物関係で31.8％の排出

量を占めてり、用途別では事務所ビルが23％と一番CO２

排出量が多いことに注目しました。弊社でできる脱炭素

活動はこの建物関係のZEB（ネット・ゼロ・エネル

ギー・ビル）に興味を持ちました。ちょうど、築50年の

自社ビルを建て替える計画があったのでZEBで建設す

ることを決めました。今回のオフィスづくりの課題は

「大分県はCO２排出量日本一」「地球温暖化による大

雨や地震被害なども多く激甚化」「社内部署、分散化

によるコミュニケーション不足」などでした。これら

を解決するためにZEBを中心とした対策を立てて行き

ました。弊社では68％省エネと39％創エネで107％の

『ZEB』をめざすことにしました。環境省からの令和

２年度、第三次補正予算に2021年５月10日にZEB申請

して、６月10日に採択通知をもらいました。BELSとい

う第三者機関に108％の省エネルギーを達成すると認証

を受けました。

　オフィスでは朝９～18時ころが消費ピークになります。

昼間は太陽光の電力を利用すれば電力会社からの購入量

は抑えられます。（ピークカット）余った電力は蓄電池

に蓄えて太陽光発電の能力が落ちてくる夕方に放電して

購入電力量を抑えています。（ピークシフト）８時から

21時頃までZEBでエネルギーを作り蓄える、創蓄連携

システムを利用すればビル単位で「電力需給ひっ迫」に

貢献できます。

　では、実際の弊社の設備の説明をします。太陽光発電

は太陽電池パネルを278枚、電池容量は105kW、蓄電池

はリチウムイオン電池で64.8kWです。常時は、創蓄連

携システムとしてビルのエネルギー消費を押さえていま

す。また太陽光の電力と水道水から水素を精製してタン

クに貯蔵しており、最終的な非常時には水素発電でまか

ないます。省エネルギー機器を多用しておりまずは外付

けブラインド、ドイツのインダストリー4.0製品で、天

候センサーで自動的にブラインドの角度を制御します。

上部と下部とに分かれて可動するので下のブラインド

は光を遮断して上の部分は光を屋内に取り入れる・・

みたいな動きもします。断熱性能も大変高いです。

（省エネ機器説明略）ZEBでは、各種省エネ機器を自

動制御するのにBEMSというコンピューターをつかい、

598カ所のセンサーや制御機器から10分おきにデータを

収集しており１日で86,112ものビッグデータを集めます。

CKANで一部をオープンデータとして公開しています。

　せっかくなのでオフィス内のコミュニケーションを向

上させる取り組みも紹介します。２階は執務する部屋で

ワンルーム形式にしました。自分の席から全体の雰囲気

が分かります。社員の会話なども聞こえてきます。真ん

中部分にコミュニケーションゾーンをつくりました。３

Ｆもワンルームです。コミュニケーションスペースとし

て多目的に使えます。通常は応接やカフェ、会議室など

で使用しますが、災害時には、津波避難ビルとして200

人の避難者を受け入れます。

　内装や家具は木質化しています。木材を利用して、植

林されると新しい森林は、成長する過程において、光合

成によりCO２を吸収するだけでなく、大量の炭素を樹

木の中に固定するなど脱炭素、カーボンニュートラルに

貢献します。どこの森林を伐採したか現在の植林の状態

までたどれるトレーサビリティーもとれています。屋上

緑化は、大分の里山再生をテーマにして97種類の在来種

の植物で緑化をしました。四季折々の自然を楽しむこと

ができます。

　大分市のハザードマップでは会社の周囲は３～５ｍ浸

水するエリアです。地域住民からの依頼で津波避難ビルと

して大分市と自治会とも防災協定を締結して避難者の受

け入れを24時間可能としました。避難訓練も行っています。

　ZEBの効果について説明します。今年の８月の実績

です。創蓄連携システムでピークカットとピークシフト

が実現しています。結果として電力会社からの購入量は

57％減っています。脱炭素に貢献し、電力需給ひっ迫に

も貢献できています。理想のグラフのように電力購入量

がゼロになりません。ZEBはコンセント回路が対象で

はないことと夜間でも稼働する、24時間換気、サーバー

やその空調などの電力が24時間10kW使い続けているの

で理想のようにはなりません。９月の実績ですが、半

ばからはある程度涼しくなってきたので消費電力も太

陽光発電の量も下がってきています。電力購入量は

41％減っています。ZEBの達成度では、設計値108％に

対して、８月実測値が107.3％、９月実測値が100.5％

の達成度でした。

　オフィスの快適性についての評価も日経ニューオフィ

ス賞やウッドデザイン賞をいただいてありがたく思って

います。これからも脱炭素活動と災害対応に頑張ってい

きたいと思います。

　

　

●福田　健二会員（２口）

　今日は、大分日米協会の若手経済人交流事業で２週間

大分に滞在するロマノ・マリエさんを同行しました。日

本茶が大好きで知識を深めたいということで、すでに産

地での農業体験等も経て、今回は日本茶のマーケティン

グを経験していく予定です。

　すでに配布していますが、これの逆方向の事業では来

年早々大分から米国テキサス州オースチンに派遣する予

定です。本人の職業に応じて１か所ではなくさまざまな

体験をさせようというのが、この事業の特徴です。ぜひ、

会員企業の社員の方々の応募をお待ちしています。

●徳高　康弘会員（２口）

　私の実家がある大阪市西区に本拠地を置くオリック

ス・バファローズが日本一に輝きました。

　元阪急ファンの私としては、バファローズを名乗って

いることに若干違和感を感じなくともないのですが、

久々の日本一に心が躍りました。日下さん、本当におめ

でとうございます。

●山本　舜治会員（１口）

　11/３日、50回目の結婚記念日（金婚式）を息子たち

が祝いにインターコンチネンタルホテルの食事に招待し

てくれました。

　50年、我慢してくれた女房と息子たち夫婦、孫たちに

感謝してニコＢＯＸします。
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るい雰囲気の部屋で、５～６名の小中学生が学生さんと

一緒に勉強していました。一方で、子ども食堂は貧困層

の支援が目的の一つであることから、体面を気にして子

供を通わせない親御さんもいるそうで「本当に支援が必

要なのに、こちらの手が届かない子供さんもいる」とい

うスタッフの方のお話もありました。このような草の根

の活動に対する支援の輪が広がることを願います。

　2022－2023年度大分ＲＣファンド奨学生のグェン　

ヴァン　アインさんへ杉原会長から奨学金が贈呈され、

グェンさんから近況報告をしていただきました。

　

　

“鬼塚電気工事の本社ビルについて　脱炭素活動と防災

　への取組み”

　　　　　　　　　　鬼塚電気工事㈱　代表取締役社長

　　　　　　　　　　　　　　　　　尾野　文俊　会員

　鬼塚電気工事の本社ビルについて、脱炭素と防災に向

けた取り組みを中心に説明させてもらいます。今、なぜ

脱炭素活動と防災が必要かということについて説明しま

す。第一次産業革命が始まった1850年以降、石炭を利用

し始めて以来、人類はCO２を排出し続けて世界の平均

気温は1.07℃上昇してしまいました。環境省によると気

温は1.07℃上昇してしまった現在、50年に１度起こる

「熱波」による干ばつや森林火災などの災害確率は4.8

倍増えており、1.5℃上昇すると8.6倍、２℃では13.9

倍の確率で災害が起こります。大雨の場合は、10年に

１度の災害は1.3倍、1.5℃上昇すると1.5倍、２℃では

1.7倍の確率で災害が起こります。感染症も温暖化のせ

いだと言われています。脱炭素と気温上昇に伴う災害

対応というのはセットで考えるべきです。

　日本国内のCO２排出量は、建物関係で31.8％の排出

量を占めてり、用途別では事務所ビルが23％と一番CO２

排出量が多いことに注目しました。弊社でできる脱炭素

活動はこの建物関係のZEB（ネット・ゼロ・エネル

ギー・ビル）に興味を持ちました。ちょうど、築50年の

自社ビルを建て替える計画があったのでZEBで建設す

ることを決めました。今回のオフィスづくりの課題は

「大分県はCO２排出量日本一」「地球温暖化による大

雨や地震被害なども多く激甚化」「社内部署、分散化

によるコミュニケーション不足」などでした。これら

を解決するためにZEBを中心とした対策を立てて行き

ました。弊社では68％省エネと39％創エネで107％の

『ZEB』をめざすことにしました。環境省からの令和

２年度、第三次補正予算に2021年５月10日にZEB申請

して、６月10日に採択通知をもらいました。BELSとい

う第三者機関に108％の省エネルギーを達成すると認証

を受けました。

　オフィスでは朝９～18時ころが消費ピークになります。

昼間は太陽光の電力を利用すれば電力会社からの購入量

は抑えられます。（ピークカット）余った電力は蓄電池

に蓄えて太陽光発電の能力が落ちてくる夕方に放電して

購入電力量を抑えています。（ピークシフト）８時から

21時頃までZEBでエネルギーを作り蓄える、創蓄連携

システムを利用すればビル単位で「電力需給ひっ迫」に

貢献できます。

　では、実際の弊社の設備の説明をします。太陽光発電

は太陽電池パネルを278枚、電池容量は105kW、蓄電池

はリチウムイオン電池で64.8kWです。常時は、創蓄連

携システムとしてビルのエネルギー消費を押さえていま

す。また太陽光の電力と水道水から水素を精製してタン

クに貯蔵しており、最終的な非常時には水素発電でまか

ないます。省エネルギー機器を多用しておりまずは外付

けブラインド、ドイツのインダストリー4.0製品で、天

候センサーで自動的にブラインドの角度を制御します。

上部と下部とに分かれて可動するので下のブラインド

は光を遮断して上の部分は光を屋内に取り入れる・・

みたいな動きもします。断熱性能も大変高いです。

（省エネ機器説明略）ZEBでは、各種省エネ機器を自

動制御するのにBEMSというコンピューターをつかい、

598カ所のセンサーや制御機器から10分おきにデータを

収集しており１日で86,112ものビッグデータを集めます。

CKANで一部をオープンデータとして公開しています。

　せっかくなのでオフィス内のコミュニケーションを向

上させる取り組みも紹介します。２階は執務する部屋で

ワンルーム形式にしました。自分の席から全体の雰囲気

が分かります。社員の会話なども聞こえてきます。真ん

中部分にコミュニケーションゾーンをつくりました。３

Ｆもワンルームです。コミュニケーションスペースとし

て多目的に使えます。通常は応接やカフェ、会議室など

で使用しますが、災害時には、津波避難ビルとして200

人の避難者を受け入れます。

　内装や家具は木質化しています。木材を利用して、植

林されると新しい森林は、成長する過程において、光合

成によりCO２を吸収するだけでなく、大量の炭素を樹

木の中に固定するなど脱炭素、カーボンニュートラルに

貢献します。どこの森林を伐採したか現在の植林の状態

までたどれるトレーサビリティーもとれています。屋上

緑化は、大分の里山再生をテーマにして97種類の在来種

の植物で緑化をしました。四季折々の自然を楽しむこと

ができます。

　大分市のハザードマップでは会社の周囲は３～５ｍ浸

水するエリアです。地域住民からの依頼で津波避難ビルと

して大分市と自治会とも防災協定を締結して避難者の受

け入れを24時間可能としました。避難訓練も行っています。

　ZEBの効果について説明します。今年の８月の実績

です。創蓄連携システムでピークカットとピークシフト

が実現しています。結果として電力会社からの購入量は

57％減っています。脱炭素に貢献し、電力需給ひっ迫に

も貢献できています。理想のグラフのように電力購入量

がゼロになりません。ZEBはコンセント回路が対象で

はないことと夜間でも稼働する、24時間換気、サーバー

やその空調などの電力が24時間10kW使い続けているの

で理想のようにはなりません。９月の実績ですが、半

ばからはある程度涼しくなってきたので消費電力も太

陽光発電の量も下がってきています。電力購入量は

41％減っています。ZEBの達成度では、設計値108％に

対して、８月実測値が107.3％、９月実測値が100.5％

の達成度でした。

　オフィスの快適性についての評価も日経ニューオフィ

ス賞やウッドデザイン賞をいただいてありがたく思って

います。これからも脱炭素活動と災害対応に頑張ってい

きたいと思います。

　

　

●福田　健二会員（２口）

　今日は、大分日米協会の若手経済人交流事業で２週間

大分に滞在するロマノ・マリエさんを同行しました。日

本茶が大好きで知識を深めたいということで、すでに産

地での農業体験等も経て、今回は日本茶のマーケティン

グを経験していく予定です。

　すでに配布していますが、これの逆方向の事業では来

年早々大分から米国テキサス州オースチンに派遣する予

定です。本人の職業に応じて１か所ではなくさまざまな

体験をさせようというのが、この事業の特徴です。ぜひ、

会員企業の社員の方々の応募をお待ちしています。

●徳高　康弘会員（２口）

　私の実家がある大阪市西区に本拠地を置くオリック

ス・バファローズが日本一に輝きました。

　元阪急ファンの私としては、バファローズを名乗って

いることに若干違和感を感じなくともないのですが、

久々の日本一に心が躍りました。日下さん、本当におめ

でとうございます。

●山本　舜治会員（１口）

　11/３日、50回目の結婚記念日（金婚式）を息子たち

が祝いにインターコンチネンタルホテルの食事に招待し

てくれました。

　50年、我慢してくれた女房と息子たち夫婦、孫たちに

感謝してニコＢＯＸします。
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創(開)業年月日

推　薦　会　員

船　津　英　嗣（1961年生まれ）

電気工事

クラブ管理運営委員会　委員

株式会社九電工　大分支店

執行役員支店長

大分市花津留２丁目25－16
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097－551－0533

昭和19年12月１日

髙山　龍五郎会員、橋本　仁会員

フナ ツ エイ ジ



　

　

■11月18日　大阪ＲＣ創立100周年記念式典・祝賀会

　式典17：00～17：30　　祝賀晩餐会18：50～

　リーガロイヤルホテル（大阪）東館３階

　杉原会長、山本幹事

■11月23日(水・祝)　大分市内９ＲＣ合同親睦ゴルフ大会

　８：30（OUT／IN）トップスタート

　大分東急ゴルフクラブ

　橋本仁、岩尾、三又、中村、緒方保、岡本、杉原、

　佐藤信、澤田、髙山、武石、山本、船津

■12月17日　第１回会長・議長エレクト会議および

　懇親会

　17：00　日田市「紙音」

　馬場会長エレクト

　

　

11月22日　定款第７条第１節に基づく休会

11月29日　大分第４グループ藤田千克由ガバナー補佐

　　　　　　訪問

　　　　　　三笘会員卓話

12月６日　年次総会（全員協議会）

　　　　　　・パスト会長による指名委員会

12月13日　クリスマス家族例会　18：30点鐘

　　　　　　（ホテル日航大分オアシスタワー３階

　　　　　　　紅梅の間)

12月20日　ゲスト卓話　工藤彩郁氏

　　　　　　（2022 Miss Japan 大分代表）

12月27日　定款第７条第１節に基づく休会

2023年

１月６日　大分市内９ＲＣ新春合同例会

　　　　　　※１月３日繰り下げ例会

１月10日　定款第７条第１節に基づく休会

１月17日　ファンド奨学生卓話

１月24日　下期クラブ協議会（全員協議会）

　　　　　　※委員長より上期報告と下期取り組み発表

１月31日　通常例会

２月７日　定款第７条第１節に基づく休会

２月14日　ガバナー公式訪問

　　　　　　※大分1985ＲＣと合同（トキハ会館）

２月21日　定款第７条第１節に基づく休会

２月28日　通常例会

　

　

１．地区新会員オリエンテーション開催のご案内

　　（第２回)

　　日時：2022年11月25日　18：30～20：00

　　場所：ZOOM（オンライン）のみで開催

　　出席対象者：入会５年未満の会員、クラブ会長、幹事、

クラブ内研修担当者、その他希望者

　　参加希望の方は11月９日までに事務局へお知らせ

ください。

２．第54回　大分市内９ロータリークラブ　新春合同例

会開催のお知らせ

　　日時：令和５年（2023年）１月６日

　　　　　受付開始　11：30

　　　　　例　　会　12：00～14：00予定

　　場所：トキハ会館５階　ローズの間

　　11月中旬ごろ、詳細連絡が入り次第あらためてご案

内します。

　

　

2022－23年度　第８回理事会　2022年11月８日

杉原　馬場　川野　山本　永田　髙山

＜議題＞

１．10月31日こども食堂視察訪問について（地区補助金

事業）

　　メークアップ対象要件の、定款第10条第１節「理

事会承認のクラブの奉仕プロジェクト」として取り

扱って良いか　　　　　　　　　　　　　　⇒承認

２．12月13日クリスマス家族例会の会費について

　　会員（参加）10,000円　（欠席）5,000円

　　家族5,000円　　小学生以下無料

　　大分ＲＡＣ、ファンド奨学生を招待する

　

　

〇公共イメージ委員会　　　　　　　　　　吉野委員長

　10月31日に大分市の子ども食堂「すみれ学級（敷戸教

室・進学教室)」を馬場副会長、ロータリー財団伊﨑委

員長他計６名で視察しました。敷戸教室は月曜から土曜

の17時から20時まで開室、夕ごはんの提供の他、集まっ

た小中学生に大分大学の学生さんが勉強を教えてくれる

点が特徴です。現在14名（小学生４、中学生10）が登録、

それぞれが来たい日に集まるそうです。

　視察当日はハロウィンでもあり、飾り付けがされた明

るい雰囲気の部屋で、５～６名の小中学生が学生さんと

一緒に勉強していました。一方で、子ども食堂は貧困層

の支援が目的の一つであることから、体面を気にして子

供を通わせない親御さんもいるそうで「本当に支援が必

要なのに、こちらの手が届かない子供さんもいる」とい

うスタッフの方のお話もありました。このような草の根

の活動に対する支援の輪が広がることを願います。

　2022－2023年度大分ＲＣファンド奨学生のグェン　

ヴァン　アインさんへ杉原会長から奨学金が贈呈され、

グェンさんから近況報告をしていただきました。

　

　

“鬼塚電気工事の本社ビルについて　脱炭素活動と防災

　への取組み”

　　　　　　　　　　鬼塚電気工事㈱　代表取締役社長

　　　　　　　　　　　　　　　　　尾野　文俊　会員

　鬼塚電気工事の本社ビルについて、脱炭素と防災に向

けた取り組みを中心に説明させてもらいます。今、なぜ

脱炭素活動と防災が必要かということについて説明しま

す。第一次産業革命が始まった1850年以降、石炭を利用

し始めて以来、人類はCO２を排出し続けて世界の平均

気温は1.07℃上昇してしまいました。環境省によると気

温は1.07℃上昇してしまった現在、50年に１度起こる

「熱波」による干ばつや森林火災などの災害確率は4.8

倍増えており、1.5℃上昇すると8.6倍、２℃では13.9

倍の確率で災害が起こります。大雨の場合は、10年に

１度の災害は1.3倍、1.5℃上昇すると1.5倍、２℃では

1.7倍の確率で災害が起こります。感染症も温暖化のせ

いだと言われています。脱炭素と気温上昇に伴う災害

対応というのはセットで考えるべきです。

　日本国内のCO２排出量は、建物関係で31.8％の排出

量を占めてり、用途別では事務所ビルが23％と一番CO２

排出量が多いことに注目しました。弊社でできる脱炭素

活動はこの建物関係のZEB（ネット・ゼロ・エネル

ギー・ビル）に興味を持ちました。ちょうど、築50年の

自社ビルを建て替える計画があったのでZEBで建設す

ることを決めました。今回のオフィスづくりの課題は

「大分県はCO２排出量日本一」「地球温暖化による大

雨や地震被害なども多く激甚化」「社内部署、分散化

によるコミュニケーション不足」などでした。これら

を解決するためにZEBを中心とした対策を立てて行き

ました。弊社では68％省エネと39％創エネで107％の

『ZEB』をめざすことにしました。環境省からの令和

２年度、第三次補正予算に2021年５月10日にZEB申請

して、６月10日に採択通知をもらいました。BELSとい

う第三者機関に108％の省エネルギーを達成すると認証

を受けました。

　オフィスでは朝９～18時ころが消費ピークになります。

昼間は太陽光の電力を利用すれば電力会社からの購入量

は抑えられます。（ピークカット）余った電力は蓄電池

に蓄えて太陽光発電の能力が落ちてくる夕方に放電して

購入電力量を抑えています。（ピークシフト）８時から

21時頃までZEBでエネルギーを作り蓄える、創蓄連携

システムを利用すればビル単位で「電力需給ひっ迫」に

貢献できます。

　では、実際の弊社の設備の説明をします。太陽光発電

は太陽電池パネルを278枚、電池容量は105kW、蓄電池

はリチウムイオン電池で64.8kWです。常時は、創蓄連

携システムとしてビルのエネルギー消費を押さえていま

す。また太陽光の電力と水道水から水素を精製してタン

クに貯蔵しており、最終的な非常時には水素発電でまか

ないます。省エネルギー機器を多用しておりまずは外付

けブラインド、ドイツのインダストリー4.0製品で、天

候センサーで自動的にブラインドの角度を制御します。

上部と下部とに分かれて可動するので下のブラインド

は光を遮断して上の部分は光を屋内に取り入れる・・

みたいな動きもします。断熱性能も大変高いです。

（省エネ機器説明略）ZEBでは、各種省エネ機器を自

動制御するのにBEMSというコンピューターをつかい、

598カ所のセンサーや制御機器から10分おきにデータを

収集しており１日で86,112ものビッグデータを集めます。

CKANで一部をオープンデータとして公開しています。

　せっかくなのでオフィス内のコミュニケーションを向

上させる取り組みも紹介します。２階は執務する部屋で

ワンルーム形式にしました。自分の席から全体の雰囲気

が分かります。社員の会話なども聞こえてきます。真ん

中部分にコミュニケーションゾーンをつくりました。３

Ｆもワンルームです。コミュニケーションスペースとし

て多目的に使えます。通常は応接やカフェ、会議室など

で使用しますが、災害時には、津波避難ビルとして200

人の避難者を受け入れます。

　内装や家具は木質化しています。木材を利用して、植

林されると新しい森林は、成長する過程において、光合

成によりCO２を吸収するだけでなく、大量の炭素を樹

木の中に固定するなど脱炭素、カーボンニュートラルに

貢献します。どこの森林を伐採したか現在の植林の状態

までたどれるトレーサビリティーもとれています。屋上

緑化は、大分の里山再生をテーマにして97種類の在来種

の植物で緑化をしました。四季折々の自然を楽しむこと

ができます。

　大分市のハザードマップでは会社の周囲は３～５ｍ浸

水するエリアです。地域住民からの依頼で津波避難ビルと

して大分市と自治会とも防災協定を締結して避難者の受

け入れを24時間可能としました。避難訓練も行っています。

　ZEBの効果について説明します。今年の８月の実績

です。創蓄連携システムでピークカットとピークシフト

が実現しています。結果として電力会社からの購入量は

57％減っています。脱炭素に貢献し、電力需給ひっ迫に

も貢献できています。理想のグラフのように電力購入量

がゼロになりません。ZEBはコンセント回路が対象で

はないことと夜間でも稼働する、24時間換気、サーバー

やその空調などの電力が24時間10kW使い続けているの

で理想のようにはなりません。９月の実績ですが、半

ばからはある程度涼しくなってきたので消費電力も太

陽光発電の量も下がってきています。電力購入量は

41％減っています。ZEBの達成度では、設計値108％に

対して、８月実測値が107.3％、９月実測値が100.5％

の達成度でした。

　オフィスの快適性についての評価も日経ニューオフィ

ス賞やウッドデザイン賞をいただいてありがたく思って

います。これからも脱炭素活動と災害対応に頑張ってい

きたいと思います。

　

　

●福田　健二会員（２口）

　今日は、大分日米協会の若手経済人交流事業で２週間

大分に滞在するロマノ・マリエさんを同行しました。日

本茶が大好きで知識を深めたいということで、すでに産

地での農業体験等も経て、今回は日本茶のマーケティン

グを経験していく予定です。

　すでに配布していますが、これの逆方向の事業では来

年早々大分から米国テキサス州オースチンに派遣する予

定です。本人の職業に応じて１か所ではなくさまざまな

体験をさせようというのが、この事業の特徴です。ぜひ、

会員企業の社員の方々の応募をお待ちしています。

●徳高　康弘会員（２口）

　私の実家がある大阪市西区に本拠地を置くオリック

ス・バファローズが日本一に輝きました。

　元阪急ファンの私としては、バファローズを名乗って

いることに若干違和感を感じなくともないのですが、

久々の日本一に心が躍りました。日下さん、本当におめ

でとうございます。

●山本　舜治会員（１口）

　11/３日、50回目の結婚記念日（金婚式）を息子たち

が祝いにインターコンチネンタルホテルの食事に招待し

てくれました。

　50年、我慢してくれた女房と息子たち夫婦、孫たちに

感謝してニコＢＯＸします。
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