
太陽工業
建材一体型太陽光発電メーカーとして1994年から太陽光発電導入に向建材 体型太陽光発電メ カ として1994年から太陽光発電導入に向
けてのＰＲ活動を行い、数多くの実績を築いてきました。
引き続き建設分野から太陽光発電導入のお手伝いをしていきます。

金沢駅東広場シェルター（110ｋＷ） 葛飾清掃工場（3.6ｋＷ）

北海道洞爺湖サミット（3.6ｋＷ） 建材一体型システム概要



大和ハウス工業㈱の太陽エネルギー利用への取り組み

太陽熱利用システム太陽光発電システム（戸建住宅） 太陽熱利用システム

（ﾏﾝｼｮﾝ：越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ）

日本最大級の太陽熱利用パネルを設置

太陽光発電システム（戸建住宅）

主力商品【xevoE】に標準装備

2007年に発売した「xevoＥ」には太陽光発電システムを標準装備し、
普及を進めています。

自社開発エネルギーシミュレーションソフト

『ecoナビゲーター』を使ってお客様に提案

給湯

床暖房

太陽熱

パネル

貯湯

タンク

ボイラー

お客様に太陽光発電システムのメリット
を実感して頂くために、当社では独自のシ
ミュレーションソフト『ecoナビゲーター』
を開発

埼玉県の越谷レイクタウンのマンション
街区では、日本最大規模の住宅用太陽熱
利用設備を導入し、各戸の給湯や床暖房
に利用しています。この取り組みは環境
省から『街区まるごとＣＯ 20％削減事

を開発。

家族構成を入力し、給湯・調理・空調方
式および太陽光発電システムの有無を選択
するだけで、年間のエネルギーコストや
CO2排出量を計算することが可能です。
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省から『街区まるごとＣＯ220％削減事
業』に認定されました。

CO2排出量を計算することが可能です。



創業：1915年
売上：約800億円

本社：東京都中央区銀座1 15 11
ホームエコプランナーサイト
http://www.home-eco.jp/

累計2万棟の

本社：東京都中央区銀座1-15-11 p jp

1994年より太陽光発電事業に

取り組んでおり、既築戸建住宅
を中心として、累計2万棟の設置
をしております

累計2万棟の

施工実績

をしております。

高島株式会社
•東証一部上場の建材商社

急な停電や災害に安心な家庭
用蓄電池を販売。今後の太陽
光発電の負荷平準化にも
活用できます。東証 部上場の建材商社

•太陽光発電システムの全国販売組織
「ホームエコプランナー」を運営

施工品質

の確保

独自サービス

「お天気補償」

日照不足の際に、補償をうけられるサービス
『ホームエコお天気補償』を開始し 設置者の

安定した屋根工事の品質確保のため、
安心できる工事会社の選定による施工

Copyright(C)2007 Takashima CO.,LTD. Excellent GENBA Response® 1

『ホームエコお天気補償』を開始し、設置者の
安心感を充足できるサービスを行っています。

安心できる工事会社の選定による施工
体制を構築しています。



ｗｗｗ．ａｂｅｋｅｎ－ｙａｎａｋａ．ｊｐ

私たちは、住まいづくりをする時、

環境についてもい しょに考えています環境についてもいっしょに考えています。

「東京には空がない・・・。」

それでも屋根にはお日様が当たっていますそれでも屋根にはお日様が当たっています。

● 太陽光発電・ＯＭソーラーなどの太陽エネルギーを

使用した住まいづくりを提案しています。

● 自社社屋は、太陽エネルギーを利用しています。

見学会・ＨＰ等で 太陽エネルギ 利用についての見学会・ＨＰ等で、太陽エネルギー利用についての

情報を提供し、利用を薦めています。

一級建築士事務
所中部建設企業
組合

阿 部 建 築
〒110-0001 東京都台東区谷中３－１０－５
TEL:03 3823 2444 FAX:03 3828 8271TEL:03-3823-2444 FAX:03-3828-8271
E-MAIL: info＠ａｂｅｋｅｎ-ｙａｎａｋａ.ｊｐ





東京ガス株式会社 太陽エネルギーの利用

家庭における適材適所の省 ネ ギ を実現する 太陽 ネ ギ の利用と環境に優家庭における適材適所の省エネルギーを実現する、太陽エネルギーの利用と環境に優
しいガス機器を組み合わせたシステムです。天候に左右されやすい太陽エネルギーの

弱点を補いつつ、生活で使用するお湯や電力を安定的に供給するシステムです。

潜熱回収型給湯器「エコジョーズ」

＋太陽熱温水器（開発中）
家庭用燃料電池「エネファーム」もしくは

ガス発電・給湯暖房システム「エコウィル」＋太陽熱温水器（開発中） ガス発電・給湯暖房システム「エコウィル」

＋太陽光発電

給湯に使用する水を予め太陽熱で温め、必要に応じてエコ
ジョーズで加熱して利用します。給湯出力が不安定な太陽熱 ダブル発電によるカーボン・オフセット
温水器をエコジョーズがバックアップします。

ダブル発電によるカ ボン オフセット
により、自宅で発生させたＣＯ2を相殺
できる「ＣＯ2ゼロ住宅」も可能になる

など、環境性に大変優れています。な
お、太陽光発電による余剰電力は、
売電することもできます

(コンクリート手すり) 

貯
湯

系統電力

売電することもできます。

(床水上) 

集合住宅ベランダ部の
ソーラー集熱器

給湯

湯
槽

系統電力

電力

太陽熱温水器

ソーラー集熱器

給湯



太陽光発電に関する東京電力のこれまでの取組み

技術動向 世論ニ ズを反映し 様々な取組みを実施技術動向・世論ニーズを反映し、様々な取組みを実施

自社事業所設置自社事業所設置 グリーン電力基金グリーン電力基金

・1992年度より合計５３箇所
５７２ｋＷ

自社事業所設置自社事業所設置 グリ ン電力基金グリ ン電力基金

・2000年度よりスタート

・当社寄付額: 約8 5億円５ Ｗ ・当社寄付額: 約8.5億円
（2001～2007年度まで累計。
このうち太陽光は約5億円）

上記寄付に加え 申し込み受付代行・上記寄付に加え、申し込み受付代行
など積極的に支援

富士支社（沼津支店）
の太陽光発電設備

余剰電力購入余剰電力購入

・電力会社独自の取組みとして、
1992年度制度化

・2007年度の太陽光からの購入量
→ 約２億ｋＷｈ



私たちはホームビルダーとして、太陽光発電シ
ステムの販売・施工を３年前から始めました。

太陽光発電システムの普及の為 説明会太陽光発電システムの普及の為、 説明会
等を開き、興味のあるお客様に太陽光発電の
よき理解者となっていただくよう努めています。

これからは いままでに 約６０件程 太陽光これからは、いままでに 約６０件程 太陽光
発電システムをつけていただいたお客様を 定
期的に廻つて集めた 資料から、より効率的な
システムの 提案が出来るように検討していま
すす。

株式会社 徳 屋 東京都渋谷株式会社 徳 屋 東京都渋谷
区富ヶ谷1-46-4 TEL03-5453-2564     
FAX03-5453-2568



株式会社日本エコシステムの取り組み

2000年1月より都内で住宅用太陽光発電システム販売・施工を開始2000年1月より都内で住宅用太陽光発電システム販売・施工を開始
以降、太陽光発電専業の販売施工会社として普及を推進

ＩＳＯ１４００１認証自社工事部門・お客様相談室

これまでに東京都内では９００戸

ＩＳＯ１４００１認証

販売・施工・アフターフォローまでワンストップ体制

自社工事部門 お客様相談室

これまでに東京都内では９００戸
全国で１０，０００戸を超える住宅へ設置

多様な販売チャネルで
太陽光発電の普及を広く推進

自社工事による責任施工
施工の効率化

パートナー企業の拡大
気軽に相談、導入できる商品に

太陽光発電のＰＲを強化
展示会やセミナーの積極展開

日本エコシステムは、東京都を中心に

展示会やセミナ の積極展開

Copyright © 2008 Ecosystem Japan Co.,Ltd

太陽光発電導入の飛躍的拡大を目指します



CEDeMa
「環境創造マネジメントセンター」「環境創造マネジメントセンター」
の３つのミッション

弊社は「環境の日本設計」と言われてきました・。とりわけソーラ ー発電や

太陽熱利用などの自然エネルギー利用の環境建築デザイ ンでは設計業
第 績 誇界で第１位の実績を誇ってきました。

今年、新たに環境創造マネジメントセンター（CEDeMa＝Center of 

Environment Design and Management ）を設立し、地球温暖化防止に向
けた次の３つのミッショ ンを強力に遂行します。

1.環境戦略の立案実行
環境に関わる社会の先端的動向を把握し、独創的アイディアを盛り込ん
だ上で、環境戦略立案し、その実行の管理を担います。

環境行政や環境経営 ビジ 策定

日本大学船橋校舎１４号館 投資育成ビル

お る

2.環境行政や環境経営のビジョン策定の
コンサルティング
街づくりや環境行政の制度設計やビジョ ン策定を行い、民間企業の環境
経営に関わるコンサルティングを推進します。 糸満市庁舎 つ くばOSL

■弊社設計物件における

太陽光発電パネル導入事例

経営 関わ 推 す。

3.環境軸からの“ものづくり”の深化拡大
「地球環境建築」や「コンパクトシティ」など、建築や都市計画のプロジェ
クトにおける環境的側面を強力に支援・統合・調整する役割を担います。

Mission 1
環境戦略の立案

企画機能 企業やまちの価値を
向上する環境戦略を
立案します 環境創造マネジメントセンター

Mission 2

Mission 3
環境プロジェクト遂行

民間や行政が抱える
環境経営上の
課題解決に向けた

個々の計画・設計
プロジェクトに
環境側面から
最高のバリューを

〒116‐1329
東京都新宿区西新宿6 5 1Mission 2

環境コンサルティング

実行機能

課 解決
コンサルティングを
行います

最高のバリュ を
提供します

東京都新宿区西新宿6‐5‐1
新宿アイ ラ ンドタワー29階
http//www.nihonsekkei.co.jp



安全 安 創

パナホーム株式会社

安全・安心 健康・快適 省エネ・創エネ

第二種換気方式

ＰＵＲＥ ＴＥＣＨ
ピ アテ ク

光触媒 外壁タイル

ＫＩＲＡ ＴＥＣＨ
キラテ ク

耐震鉄骨構造

ＰＯＷＥＲ ＴＥＣＨ
パワテ ク ピュアテック キラテックパワテック

＋ ＋ ＋

家事楽スタイル ソーラー発電オール電化
か じ ら く

家事楽スタイル ソ ラ 発電オ ル電化

パナホ ム エコライフ住宅パナホーム＝エコライフ住宅



ミサワホーム株式会社■太陽エネルギー利用拡大に関する弊社取り組みについて

1977 「太陽エネルギー住宅」開発着手

1980 「ﾐｻﾜﾎｰﾑＳⅢ型（太陽熱給湯ｼｽﾃﾑ搭載）」発表1980 ﾐｻﾜﾎ ﾑＳ 型（太陽熱給湯ｼｽﾃﾑ搭載）」発表

1980 「ゼロ・エネルギー住宅」開発着手

1992 「エコ・エネルギー住宅」完成1992 コ ネルギ 住宅」完成

1997 「屋根建材型太陽光発電ｼｽﾃﾑ」開発

（ 1998 「日経地球環境技術賞」受賞）（ 1998 「日経地球環境技術賞」受賞）

1998 「ゼロ・エネルギー住宅（HYBRID-Z)」開発

（ｺﾝｾﾌﾟﾄ：年間エネルギー収支ゼロ）（ｺﾝｾﾌ ﾄ：年間エネルギ 収支ゼロ）

2008 「次世代ゼロ・エネルギー住宅」試行棟建設

（ｺﾝｾﾌﾟﾄ： LCCO ゼロ）（ｺﾝｾﾌ ﾄ： LCCO2ゼロ）



三菱地所ホームでの太陽光エネルギー活用事例三菱地所ホ ムでの太陽光エネルギ 活用事例

太陽光エネルギーを活用した戸建住宅 ～～Ecofeel-ME～～

エアロテック（高断熱・高気密化住宅） ＋ オール電化 ＋ 太陽光発電太陽光発電

一般的な戸建住宅平均年間消費電力量

４，４９０ｋＷｈ／戸

６０～８０％相当の電力を発電すること
が可能

三菱地所・三菱地所ホーム





株式会社株式会社 ライジングコーポレーションライジングコーポレーション

連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ取組概要連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ取組概要
＜これまでの取組内容＞＜これまでの取組内容＞

平成13年6月より太陽光発電の販売・施工・ｱﾌﾀｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務を開始。

平成20年7月現在4,378件、約19.8MW(19,800kw)分の当社ﾕｰｻﾞｰを管理(弊社ﾃﾞｰﾀより)。
同年7月上記物件の内24件106.69kwをｸﾞﾘｰﾝ電力発電施設として申請の上認証。

＜今後の取組内容＞

太陽光発電は高額であるだけにお客様に環境貢献意識を持って頂く事が重要です ｸﾞﾘ ﾝ太陽光発電は高額であるだけにお客様に環境貢献意識を持って頂く事が重要です。ｸ ﾘｰﾝ
電力事業は新規ﾕｰｻﾞｰのみならず、長年ご使用頂いている既存ﾕｰｻﾞｰに対しても時間とと
もに薄れやすい環境貢献意識、また発電設備に対しての満足度を継続的に保持して頂く事
が可能になる為 今後は販売・施工・ｱﾌﾀｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ事業に加えｸﾞﾘｰﾝ電力事業も取り組んが可能になる為、今後は販売 施工 ｱﾌﾀ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ事業に加えｸ ﾘ ﾝ電力事業も取り組ん
で行く方向です。従いまして本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおいても、販売面、施工及びｱﾌﾀｰ面、また環境価
値買取制度面でお役に立てるものと考えております。

在 社 組 ﾞ

自家消費分
環境価値

（現在の当社取組ｲﾒｰｼﾞ）

余剰電力分

販売・施工
ｱﾌﾀｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ

太陽光発電設置者 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ電力会社





お金の流れで地球環境を守る

～太陽エネルギー利用拡大の取り組み～

「環境金融」が地球温暖化防止をはじめとする、持続可能な社会づくりに貢献できるとの
使命を認識 金融機関なら は 活動を展開 おります

滋賀銀行は、平成20年7月1日、

環境省より「エコ･ファースト企業」
使命を認識し、金融機関ならではのＣＳＲ活動を展開しております

◆◆エコ＆耐震住宅ローンエコ＆耐震住宅ローン

・エコ関連住宅および耐震住宅に対して金利を最大年1 5％優遇

◆◆セレクトリフォームローンセレクトリフォームローン
エコ＆耐震エコ＆耐震

環境省より「エコ ファ スト企業」
として認定を受けました

・エコ関連住宅および耐震住宅に対して金利を最大年1.5％優遇
・緑の街づくりをサポート・｢樹木の苗木｣プレゼント

＜金利優遇の対象となる住宅＞

①エコウィル、ガスヒーポン等のガス（都市ガス・ＬＰガス）利用住宅

省エネルギー住宅や
耐震住宅へのリフォーム
にも、金利を最大年0.7％
優遇①エコウィル、ガスヒ ポン等のガス（都市ガス ＬＰガス）利用住宅

②オール電化住宅 ③太陽光発電システム導入住宅 ④耐震住宅

太陽光発電システム等を導入される方には、さらに年0.1％金利を優遇！
さらに

優遇

「カーボンニュートラルローン未来よし」は、

第12回新エネ大賞において

新エネルギー財団会長賞

◆◆カーボンニュートラルローンカーボンニュートラルローン 未来よし未来よし

環境保全に対して“志”あるお客さまを応援！さらに 新エネルギ 財団会長賞

を受賞しました

・太陽光発電システム導入ローンについては、
すでに実施している商品ごとの優遇金利に加えて、

さらに年０．１％金利優遇。
・太陽光発電システム等の導入により削減されたＣＯ２排出量
をＥＵ排出権取引価格を参考に金額換算し、
ニゴロブナを３万匹放流。生物多様性にも貢献する取り組み

二ゴロブナ放流式を開催（平成20年1月）



住友信託銀行 『 Eco Trustutionにおける太陽エネルギー利用拡大支援 』

Eco Trustuion = Eco + Trust + Solution   とは、
住友信託グループが持つ総合的な金融機能（トラスト機能）を活用し様々な環境（エコ）問題への解決（ソリューション）に貢献する

住友信託銀行では、2004年3月に太陽光発電登載住宅に対する金利優遇ローンを開発する等、Eco Trustution事業として太陽エネ
ルギーの利用の拡大を積極的に支援してきました。

また 東京都環境金融プロジ クトにも積極的に参加しており 2005年11月には「東京都マンシ ン環境性能表示制度 に連動するまた、東京都環境金融プロジェクトにも積極的に参加しており、2005年11月には「東京都マンション環境性能表示制度」に連動する
金利優遇ローンを発売しています。

住友信託銀行は 『カ ボンマイナス東京10年プロジェクト』を支援し住友信託銀行は、『カーボンマイナス東京10年プロジェクト』を支援し、
太陽エネルギー利用拡大連携プロジェクトに積極的に参画します

太陽エネルギーの利用拡大に向けての住友信託銀行の取組

社内横断的なソーラー・ファイナンス・プロジェクトチームの組成
・ 太陽エネルギー利用拡大を金融面から支援するための社内体制を構築しました。

太陽エネルギー新築住宅ローン
・ 太陽光発電、太陽熱利用機器搭載の住宅ローンを引続き積極的に販売します。

太陽エネルギー住宅リフォームローン
・ 太陽エネルギー利用機器設置に対応するリフォームローンを充実させ、住友信託銀行グループを挙げて推進します。

広報広報活動
・ 当社ローンの活用を、都民、ハウスメーカー、施工業者の皆さまに東京都の政策と合わせてご理解いただくよう努めます。

ソーラーマンションの普及検討
・ CO2排出量の少ないソーラーマンションの普及のため課題の検討と対策の研究を進めます。CO2排出量の少ないソ ラ マンションの普及のため課題の検討と対策の研究を進めます。

ステークホルダーとの連携
・ 太陽エネルギーの利用拡大を目指す行政、企業、住民との連携で取組みます。



多摩信用金庫

●住宅ローン金利優遇●住宅ロ ン金利優遇

太陽光発電機器設置住宅に関して住宅ローンの金利優遇をして
環境サポートを行っている

名 称 住宅ローン「しあわせづくり」名 称 住宅ローン「しあわせづくり」

くらし・環境応援制度

適用要件 太陽光発電システムに関する電気設備基準を満た適用要件 太陽光発電システムに関する電気設備基準を満た
した太陽光発電機器を設置した住宅であること

金利優遇 当金庫住宅ローン適用金利から０．５％優遇金利優遇 当金庫住宅ロ ン適用金利から０．５％優遇

適用期間 ローン実行から5年間



ずほ銀行 取組みずほ銀行の取組み

環境ビジネスマッチングや環境配慮型融資に環境ビジネスマッチングや環境配慮型融資に
よりお客さまの環境配慮への取組みを支援
■～みずほ地「救」プロジェクト～環境ビジネスマッチング

・太陽エネルギー機器等環境設備装置メーカー等によるコンソーシアム

を組成し、環境改善に関心のある企業に環境事業者を紹介。

・環境問題に取り組む企業に、環境分野毎に高い技術・ノウハウ等を

保有する企業を紹介するビジネスマッチングイベントを平成２０年２月保有する企業を紹介するビジネスマッチングイベントを平成２０年２月

に開催。８００社、２，２００人が来場。

■環境配慮型融資の取扱

（１）みずほエコアシスト

太陽 ネルギ 機器等環境関連設備投資向け貸出金利を優遇・太陽エネルギー機器等環境関連設備投資向け貸出金利を優遇。

（２）みずほエコアシストＥ

・電気式高効率空調機器や給湯器の購入資金、これらの設備導入

により建物の熱効率を向上し、ＣＯ２削減を図る省エネビルの建設

資金について金利優遇。

（３）みずほエコスペシャル

・環境配慮活動に取組む企業や今後取組みを予定する企業を対象

に金利優遇に金利優遇。



三井住友銀行

＜これまでの取組事例＞＜これまでの取組事例＞
●環境配慮型住宅への金利優遇
提携ローン太陽光発電器搭載、温暖熱効果の高い大手ハウスメーカーの環境配慮型
住宅に対し、提携ローンでの金利優遇を実施中。住宅に対し、提携ロ ンでの金利優遇を実施中。
→２００４年８月から提携先を順次拡大、現在の金利優遇は店頭金利から年１％優遇

（変動金利型・固定金利特約型）

●住宅ローンを通じた「地球温暖化防止 (カーボンオフセット）応援キャンペーン」
東京都マンション環境性能表示の★9つ以上、省エネルギー対策等級4などの基準を
満たす住宅を当行住宅ローンを利用により購入したお客さまが、「1人1日1ｋｇＣＯ2削減」
にむけた「チャレンジ宣言」 を行い、温室効果ガス排出削減 に取り組まれた場合、
当行がお客さまに代わって１世帯あたり１トン分の排出枠を購入、国へ移転するもの
（キャンペーン期間：２００８年４月から９月末まで）

＜現在検討中の内容＞
●太陽光発電などを搭載した ウスメ カ の住宅に いて 現在実施●太陽光発電などを搭載したハウスメーカーの住宅について、現在実施

している環境配慮型住宅への金利優遇をより拡大した内容での取扱を
検討中。



MUFG（三菱東京UFJ銀行）の環境に対する取組み方針

◇環境への取組み

MUFG環境に関する行動方針（20年6月制定） スーパーリフォームローン

（金利優遇条件追加）MUFGグループが地球環境問題への危機意識を

共有し、環境への取組みを具体的に進めるための
行動指針として制定。

（金利優遇条件追加）

～平成20年8月取扱開始

■商品概要
最高 ま

環境配慮につながる資金の流れを作り出す

商品・サービスを提供

・最高1,000万円まで
・無担保
・返済期間は最長15年（変動金利のみ）

資金使途

金融を通じて環境配慮型社会の創出に尽力

個人のお客さまの環境に対する想いの
受け皿となる商品･サービスの提供

■ 資金使途
・住宅の増改築工事およびバリアフリー改
築資金
・住宅の設備機器購入資金
（含む太陽光発電設備）受け皿となる商品 サ ビスの提供

太陽光発電システムの備付けを支援するロー
ンの提供

クレジットカードを活用した、地球温暖化

（含む太陽光発電設備）
・耐震・免震工事資金

■ 金利優遇（年0.5%優遇）
※下記 ずれかの条件充足が必要

開発商品

防止につながる排出権との接点の提供

お客さまの資産とともに、豊かな社会、より良
い地球を育てていくSRIファンドの普及
促進

※下記いずれかの条件充足が必要

・資金使途がバリアフリー改築資金
・環境配慮型設備投資資金

1



八千代銀行の取組み

太陽エネルギー利用拡大プロジェクト 当行の既存融資商品を活かし、太陽エネルギーの
利用拡大に貢献していくことを目指します。

行政・公的機関

太陽ｴﾈﾙｷﾞｰ
機器ﾒ ｶ

ｴﾈﾙｷﾞｰ
事業者

関連企業・団体が
一体となった取組み

機器ﾒｰｶｰ

ﾎｰﾑﾋﾞﾙﾀﾞｰ

事業者

ＮＧＯ

【 より充実した金融商品・サービスの提供へ 】

当行の主な融資商品

金融機関

住宅ローン
【エコ・あんしん住宅優遇】

～　太陽光発電システム搭載住宅優遇　～

リフォームローン「素敵なわが家」
【エコ・電化金利優遇】

当行の主な融資商品

　次の1～5のいずれかに該当する住宅の場合に、優遇金
利を設けております。

　1.　オール電化住宅

　2.　東京都マンション環境性能表示における
(★) 個 上

　増改築工事に伴い、次の1～5のいずれかを購入された
場合に、優遇金利を設けております。

　1.　エコキュート

2 電気温水器
　　(★)8個以上のマンション

　3.　太陽光発電システム搭載住宅

　4.　とうきょうの森のいえ（多摩産材活用住宅）

2. 電気温水器

　3.　IHクッキングヒーター

　4.　電気式床暖房

　5.　住宅性能表示制度にもとづく「建設住宅性能
　　　評価書（新築・既存）」を取得した住宅

　5.　蓄熱式電気暖房器

太陽エネルギー利用機器を設置するリフォーム
を金利優遇の対象にしていくことを検討。





足元から地球温暖化を考える市民ネットえどがわ

市民立発電所の建設
市民が資金調達から建設・運営ま
でを担った太陽光発電所（２カ所）

省エネゲームWS 省エネ家電への買い替えなどを通
じて家庭のCO2削減を疑似体験

省エネ家電買い替え
未来の省エネ分で、省エネ家電に
買い替える家庭に無利子で融資

油田開発プロジェクト 使用済み食用油を回収して、バイ
オディーゼル燃料を製造・供給

カーボンオフセット

オディ ゼル燃料を製造 供給

省エネなどによるCO2削減分を売
買して、CO2排出分を帳消しに

市民主体の低炭素な地域社会を実現！

http://www.sokuon-net.org



NPO法人 建築環境・設備技術情報センターAEI

太陽エネルギー利用拡大に関する取組
日本建築学会

都’08プロジェクトの支援計画※1

太陽エネルギー
技術向上活動※1
・研究開発、論文発表

東京都、大阪府、福岡市
東京都

日本建築学会
日本太陽エネルギー学会

新エネルギー
利用拡大の啓発※1

・NEDOセミナー企画・開催

都 08プロジェクトの支援計画※1
・標準仕様、技術者育成、相談窓口

研究開発、論文発表

建築家 設備技術者の

NEDO、日本建築学会等

NPO法人 AEIソーラー建築導入技術者
育成 ク グ開講計

建築家・設備技術者の
技術資料作成、発行※2

・「ソーラー建築設計ガイドブック」他工学院大学・朝日カレッジ

育成スクーリング開講計画※1
・建築マイスタースクール（08年10月開講）

PVの建築基準法
大臣認定条項の適用化※2経済産業省

国土交通省

NPO法人 建築環境・設備技術情報センターAEI
〒160 0023

ソーラーシステム関連
JIS規格の制定※2

大臣認定条項の適用化※2

太陽エネルギー利用
関連団体への協力※2

経済産業省 NEF、太陽光発電協会
ソーラーシステム振興協会

〒160-0023
東京都新宿区西新宿3-5-3 西新宿ダイヤモンドパレス1206号
TEL/FAX : 03-6425-7560
URL : http://www.npo-aei.info/
E-mail : center@npo-aei.info

関連団体 の協力※2
・太陽熱高度利用委員会（NEF）他

※1: NPO法人AEIの活動 ※2 : AEI理事長の活動



おひさまエネルギーファンド株式会社〜あなたのお金が温暖化を防ぐ〜

温暖化を防止し、持続可能な社会を実現するため、
市民のお金で太陽光発電等の自然エネルギー及び省エネルギー事業を進めています。

地域エネルギー事業全国の市民

おひさまエネルギーファンドの仕組み これまでの実績

出資

地域エネルギー事業全国の市民

お
ひ

投資 太陽光発電等の

•南信州おひさまファンド(2005年)
•市民出資額：２億150万円

•事業内容：

ひ
さ
ま
フ

投資

自然エネルギー事業
•太陽光発電：208kW (38カ所)
•省エネ事業：12カ所

•温暖化防止おひさまファンド【進行中】

募集予定額 4億6 200万円フ
ァ
ン
ド

収益
中小施設向けの

省エネルギー事業
元本
＋

損益分配

•募集予定額：4億6,200万円

•事業内容（予定）

•太陽光発電：1,180kW(110カ所)
•太陽熱・バイオマス事業:13カ所損益分配 太陽熱 イオ 事業 カ所

•省エネ事業：8カ所

©おひさまエネルギーファンド
0

詳しくは、当社ウェブサイトに掲載しています http://www.ohisama-fund.jp
本社：長野県飯田市本町2-15いとうや3F、東京事務所：東京都中野区中野4-7-3

お問い合わせ先：電話03-5318-3338（東京事務所）



ISEP    NPO法人環境エネルギー政策研究所

自然エネルギー、省エネルギー・エネルギー市場の適正化の分野において、研究
や実践、国際会議などを通じて持続可能なエネルギー政策の実現を目指し、太陽
エネルギー拡大の政策提言を行う。エネルギ 拡大の政策提言を行う。

持
エ
ネ
ルの

自然
エネルギー

省
エネルギー

持
続
可
能
な

ル
ギ
ー
政
策

の
実
現•太陽エネ普及政策研究

•自然エネ戦略作り
•ESCO＋地域エネ事業

エネルギー市場
の適正化

な策
自然 ネ戦略作り

•自然エネ国際会議開催

の適正化

•エネルギーのグリーン購入
グリ ン熱証書制度研究•グリーン熱証書制度研究

•持続可能なエネルギーファイナンス推進



NPO法人 エコロジー夢企画 http://www.ecoyume.net
竹の塚オフィス：足立区竹の塚4-12-8 足立成和信用金庫創業支援館403
TEL/FAX 03-3886-6554 （０９０－２９０５－６７５４） Email info@ecoyume.net
入会金：個人 2,000円/年 法人 1口10,000円/年 会員募集中！！

環境トーク＆
「不都合な真実」上映会
08/02/29/学びピア180名参加

http://www.ecoyume.net

NPO法人 エコロジー夢企画

環境問題学習会

ソーラークッカー展示販売

あだち区民環境フェア6月
16年から毎年実行委員会参加
普及活動に務める
・活動紹介パネル展示
・ソーラークッキング
・紫外線探知ビーズ
・学校給食の堆肥化提案
・飲食店と刈り芝の堆肥化実験報告
・くるくるレインボー工作教室
・世界遺産カルタ
・マイはし作り講習会

あだち区民環境フェア
飯田哲也氏講演を企画
太陽熱温水器模型展示

生物生息環境調査



社団法人 ソーラーシステム振興協会

「CO 削減効果計算証書」 協会の会員メーカーが登「CO2削減効果計算証書」
発行制度

協会の会員メ カ が登
録した太陽熱利用機器(太
陽熱温水器・ソーラーシス陽熱温水器 ソ ラ シ
テム)を使用することによっ

て削減することができる
排 を 製 仕様CO2排出量を、製品仕様・

設置状況等のデータをもと
に現在使用している熱源に現在使用している熱源
（電気、都市ガス、ＬＰＧ、
灯油）と比較して計算し灯油）と比較して計算し、
個々のCO2削減量を証書
にして発行する制度です。



特定非営利活動法人 ソーラーシティ･ジャパン特定非営利活動法人 ソ ラ シティ ジャパン

活動内容活動内容

平成１７年東京都・NPO・企業などが連携して、お台場の潮風公園（東京都品川区
東八潮1・2番）にソーラー発電施設を設置し、地球温暖化防止＆再生可能エネル

ギーの利用拡大を広く訴えかけていこうとする活動法人としてＴＯＫＹＯソーラーシ
ティプロジェクトを設立。平成１９年３月企業や個人からの協賛等を受け、ソーラー
発電施設が完成致しました。この施設は、再生可能エネルギーの普及啓発に向け
たシンボルとして活用し、環境教育や音楽イベントなどに有効活用されるとともに、
災害時の独立電源となります。（ 同年８月ソーラーシティ･ジャパンに改名）

平成20年度活動予定

東京都潮風公園内に設置した太陽光発電設置施設「ひだまり
～な」等の再生可能エネルギー施設を中心に事業展開する～な」等の再生可能エネルギ 施設を中心に事業展開する。
これらの施設を有効に活用し、環境教育イベント、一般市民を
対象とした再生可能エネルギーを使ったイベントなどを実施。
また、低炭素な社会づくりのためのネットワーク「クラブヴォー
バン」を立ち上げ 行政 企業 ＮＰＯの協働のネットワークづくバン」を立ち上げ、行政、企業、ＮＰＯの協働のネットワ クづく
り、地球温暖化防止に向けた情報提供事業などを展開する。

特定非営利法人 ソーラーシティジャパン
〒１０１－００６３

Ⓒ ＳＣＪ All Rights Reserved

東京都千代田区神田淡路町１－２３ 高木ビル４階
ＴＥＬ 03-6423-1325 ＦＡＸ 03-5256-7344
ＨＰ http://www.solarcity.jp/



Mission of JPEAMission of JPEAMission of JPEAMission of JPEA JPEAの使命

太陽光発電協会の取組概要
会員数： ７４ 社・団体

太陽光発電の普及促進と産業の発展を図るため、
太陽光発電に関する調査・研究、情報提供および
各方面 の助言並びに利用技術の確立を行う

Mission of JPEAMission of JPEAMission of JPEAMission of JPEA JPEAの使命 会員数： ７４ 社・団体
公益関連機・団体

７ 団体
セル・モジュールメーカー

１６ 社
周辺機器・素材メ カ各方面への助言並びに利用技術の確立を行う 周辺機器・素材メーカー

２４ 社
電力・エネルギー

５ 社
ゼネコン・住宅関連・他

２２ 社

東京都での普及に対し
太陽光発電協会の果す役割

情報収集 提供

２２ 社
■太陽光発電の普及促進の推進
・広く、行政やＮＧＯなどの関係者と協力し、
セミナーやシンポジウムを通して太陽光発電
の導入メリットや、環境価値などを広報・発信

・普及関係機関・団体などとの情報交換、
情報収集・提供

利用技術の確立

国民意識の向上

普及関係機関 団体などとの情報交換、
意見交換を通して、地域の利用者のための、
地場事業者育成

■太陽光発電の普及拡大のための
インフラ整備

ユ ザ への安心 安全で信頼ある JPEA
PV Energy System

JPEA
PV Energy System

国民意識の向上・ユーザーへの安心・安全で信頼ある
システム提供を更に推進すべく、設置
施工指針等に運用を前提に、施工事
業者やホームビルダー、設計事務所
などとの連係を強化し、より安価なシ

健全な発展

導入企画・促進ステム提供をめざす
・太陽光発電の導入障害となり問題を
広く関係者と共有化し、障害課題を
解決していく

■東京モデル構築への協力■東京モデル構築への協力
・太陽光発電協会の、過去の設置支援等
に係わる経験を、東京モデル構築に際し、
全面的に協力していく 有限責任中間法人 太陽光発電協会

２００８年８月２９日



東京都連携：太陽エネルギー証書普及事業と
相談啓発事業計画

NPO法人 2008年8月14日

太陽光発電所ネットワーク

東京都の意欲的な住宅用太陽光発電普及事業普及拡大に、太陽光発電所ネットワーク（PV-Net）が
行っているソーラーヘルプデスクによる中立的相談事業を自治体・各種団体と連携して行い、さらに

太陽光発電所ネットワ ク

行 中 相談 業 自治体 各種団体 携 行 、
個人住宅用では唯一専任のグリーン電力証書（PV-Green）を活用し協力推進する。熱事業も準じて行
う。

事
自治体
（23区、

ソーラヘルプデスク PV新設者

事
業
体

東京都
（23区、
市町村）

生協生協
企業
各種団体

PV-Green
発行事業

PV
相談事業PVメーカ 協力

PV新設者

PV-Net
PVは太陽光発電の略語です



地球環境イニシアティブ（GEIN）

再生可能エネルギ を中心とした持続可能な社会の実現に向けた

活動内容

再生可能エネルギーを中心とした持続可能な社会の実現に向けた、

１．政策提言 ２．ネットワークづくり ３．調査・研究

７つの政策提言

GEINは、再生可能エネルギーを主体とした持続可能な世界の実現に向けて、７つの政策を

提言します。

７つの政策提言

1. 再生可能エネルギーの推進を日本の環境エネルギー政策の柱として明確に位置づける

2. 2050年のエネルギーの50%を再生可能エネルギーでまかなうことを目標として掲げる

3. 再生可能エネルギー拡大のための抜本的な税制改革を行う

4. 再生可能エネルギー普及のための市民参加システム（固定価格制の導入、グリーン電力証
書の利用拡大など）を創る

5. 公共の建物では、再生可能エネルギーの利用を義務化する

6. 再生可能エネルギーで生活できるコミュニティを創る

7. 世界の国々と協力して再生可能エネルギーを普及させる国際ルールを創る

設立発起人代表：岡田武史 代表：小田全宏
地球環境イニシアティブ（GEIN)
〒105-0001東京都港区虎ノ門3‐10‐5‐6F   TEL：03‐3437‐4180   http://www.re50.jp



（社）日本電機工業会

太陽光発電の普及促進への取組み

標準化 （安全・品質の確保）

太陽光発電システムのモジュール及びシステム関連の国内国際規格
（JIS IEC）の作成 整備

イ
（JIS、IEC）の作成・整備

イ

ン

フ認証制度構築 （信頼性の確保）

ラ

整

太陽光発電モジュール認証制度を構築済（2003年運用開始）
太陽光発電システム認証制度の構築

導入手続き簡略化 （導入の促進）
備

導入手続き簡略化 （導入の促進）

同一箇所の複数世帯に導入する場合に、過去の試験事例の公開
共有化により手続きを簡略化、認証制度化に向けた提案

広
報

普及活動

太陽光発電システムの普及に関する講演会を開催（毎年）報太陽光発電システムの普及に関する講演会を開催（毎年）
関連した学会・展示会の支援他の普及促進活動





太陽光発電設置助成足立区 目標 2012年 3600件 1.7万Kw

140

160

補助件数

融資件数

2016年 3万Kw
・コストダウン

100

120

開拓

ダウン

・助成手続の簡素化

売電価格のア プ

60

80
開拓 ・売電価格のアップ

・グリーン価値購入

20

40

町会会館

公益的施設
公共施設

目標 2012年 400Kw
0
2003 2004 2005 2006 2007 予測 集合住宅

町会会館 目標 2012年 400Kw

2016年 2000Kw
コストダウンNEF9万円＋区9万円

NEF4.5万円＋区4.5万円 区2万円

区7万円 ・コストダウン

・高効率化

NEF2万円＋区2万円助成額/Kｗ
・グリーン価値購入

助成制度の検討
太陽熱利用機器の普及

・助成制度の検討

目標 停滞→普及促進 2016年 3000戸増



墨田区墨田区墨田区墨田区
地球温暖化防止設備導入助成制度地球温暖化防止設備導入助成制度

太陽エネルギーの導入を行う建築物の所有者に助成太陽エネルギーの導入を行う建築物の所有者に助成

太陽光発電システム太陽光発電システム設置費用に要する経費の３０％設置費用に要する経費の３０％太陽光発電システム太陽光発電システム設置費用に要する経費の３０％設置費用に要する経費の３０％

戸建・事業所戸建・事業所 助成金額上限助成金額上限 ５０５０万円万円戸建 事業所戸建 事業所 助成 額 限助成 額 限

分譲集合住宅分譲集合住宅 助成金額上限助成金額上限 １２５１２５万円万円

太陽熱温水器太陽熱温水器設置費用に要する経費の１０％設置費用に要する経費の１０％

戸建 事業所戸建 事業所 助成金額上限助成金額上限 １０１０万円万円戸建・事業所戸建・事業所 助成金額上限助成金額上限 １０１０万円万円

分譲集合住宅分譲集合住宅 助成金額上限助成金額上限 ２５２５万円万円

他に遮熱断熱塗装・断熱リフォーム・高効率給湯器導入助成あり他に遮熱断熱塗装・断熱リフォーム・高効率給湯器導入助成あり



府 中 市

府中市では 地球温暖化防止対策の 環として 太陽光や太陽熱を含め

府 中 市

府中市では、地球温暖化防止対策の一環として、太陽光や太陽熱を含め
た様々な個人住宅向けの助成制度を進めています。

◇ 太陽光発電システム ４万円／ｋＷ、上限１２万円
◇ 太陽熱高度利用システム ４万円／軒
◇ 家庭用燃料電池 ４万円／ｋｗ、上限１２万円◇ 家庭用燃料電池 ４万円／ｋｗ、上限１２万円
◇ 潜熱回収型給湯器 １万円／軒
◇ ガスエンジン給湯器 ３万円／軒
◇ 二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器 ３万円／軒◇ 二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器 ３万円／軒
◇ 雨水浸透施設（既設住宅に限る） 標準工事費の５割、上限１０万円
◇ 雨水貯留槽 本体と架台の購入に要する費用の

５割 上限２万５千円５割、上限２万５千円

（注）補助金申請は、住宅１軒につき１設備のみ。

なお、府中市では、平成１７年１１月より、エコハウス設備設置補助金制度を開始しています。


