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生年月日　1982年 3月栃木県生まれ
最終学歴　 東京理科大学大学院理工

学研究科建築学専攻修士
課程修了

業務経歴　2006年清水建設㈱入社
　　　　　設計本部設備設計部 2部
　　　　　 2008年OSSプロジェクト

設計室
　　　　　 2010年設計本部設備設計

部 2部
　　　　　 2011年～関西事業本部設

備設計部
●担当した主なプロジェクト
2008年　シャープ堺工場
2011年　新豊洲データセンター
2011年　豊島東京本社
2011年　五島美術館増改修
2013年　 特別養護老人ホームベルファ

ミリア
2014年　 河内長野ガス本社・防災支援

施設
2014年　Ｂ総合病院
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河内長野ガス本社・防災支援施設
～eco-BCPのつくり込みとISO50001取得に向けた協力
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● ISO50001取得に向けた
協力

○ISO50001の取得実現
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B総合病院
～補助金事業への協力と病室換気制御の導入検討

●補助金事業への協力
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● 病室の臭気実測による換気
制御の導入検討

○目的
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環境側面（計画のエネルギーレビュー）
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Plan
（計画）
エネルギー方針
エネルギー計画

Act
（処置・改善）

平常時

省エネ機能（eco） 防災支援機能（BCP）

災害時
本社機能　＋　ショールーム

・環境負荷低減

・エネルギーの見える化

・防災コミュニティの場

設備：BEMS

　　（系統連携・デマンドレスポンス

　　・見える化）

設備：超節水型トイレ

設備：タスク＆アンビエント照明

設備：LED照明

設備：人感センサー

設備：電気自動車充填設備の設置

設備：発電タイプGHP

設備：木質ペレット焚吸収冷温水機

設備：太陽光発電20kw

設備：ソーラー外灯

設備：コジェネ（ガス式）

　　　35kw×2

設備：緊急排水槽

設備：井水の利用

設備：3日分の受水槽容量

設備：市民センターへの電源供給

設備：LPGボンベによる仮設供給

外構：マンホールトイレ

外構：かまどベンチ

外構：炊き出し支援

地域防災支援拠点

・河内長野ガス災害対策本部

・周辺施設へのエネルギー提供

・地域団体等の支援活動をサポートする為

マネジメントレビュー
継続的改善

Do
（実行）
実施および運用

Check
（点検）

監視・測定および分析
内部監査、不適合の是正

予防処置

図- 1．eco-BCPの要素 図- 2 ．ISO50001概要

図- 3 ．運転制御事例 図- 4 ．換気システムフロー図

図- 5 ．内科患者5床室 実測結果（夏期）


