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は・じ・め・に

●この会議は太陽光発電に関心のある人に向けて開催します。

そして、地球温暖化防止や自然エネルギーに関心がある人、自宅に太陽

光電地パネルをのせ系統連携を考えている市民向けの会議です。

市民立太陽光発電所は（温暖化防止の手段は様々ありますが）市民ができ

る有効な方法のひとつです。

地球温暖化防止の方法として、まずひとつめに法律・規制があります。

これは行政主導で進められてゆきます。

もちろん、たくさんの専門家から意見を聴いたり諸外国の例や先進事例を参

考にしたりします。議員立法というスタイルで政治家主導で法律をつくる場合

もあります。「ローカルアジェンダ21」に記載されているように環境政策は市町

村の役割がたいへん重要です。

ふたつめは企業ができる方法として、技術革新があります。

特に日本のメーカの技術力は素晴らしいです。

省エネルギーの商品やコンパクト化、プライスなど含めてたいへん魅力的な

モノづくりをすすめています。

近ではユニバーサルデザインやLCA（ライフサイクルアセスメント）に対応し

たモノづくりにシフトしています。

後は市民が自ら意識を変えることです。

環境教育でいうところの「気づき」です。

自分がデキルことを自ら進んで行動に移す、そんな市民が増えています。

市民のみなさんの中には太陽光電池パネルを自作する人や、太陽光発電パ

ネルを追尾するシステムを研究している市民研究家など様々です。

愛知県はこうした意識の高い市民の宝庫です。

今回の「市民立太陽光発電所あいち会議」は

こうした行政・企業・市民のみなさんが一体となり、今後愛知県内の市民立太

陽光発電所が推進するように実り多き会議になることを願って開催します。
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市民立太陽光発電所あいち会議

開催の考え方

C    O    N    C    E    P    T

どのように会議をすすめたらいいのか？

出席者は市民のほかに？

誰に来て欲しい？ 誰の話を聴きたい？

ヒト・モノ・カネ

時期・場所・予算？

国・県・市町村？

太陽光電池パネル製作メーカー？

住宅設計建築会社？

不動産会社？

エネルギー会社？

個人で太陽光発電を始めた人？

これから設置を考えている人？

誰のための会議？



3

●広報ポスター B1
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●事業概要

●市民立太陽光発電所あいち会議

<「市民立太陽光発電所あいち会議」ご出席のお願い> 
「あいちモリコロ基金助成事業」として、
「市民立太陽光発電所あいち会議」を開催することになりました。

市民に直接、太陽光発電買取など広報できるチャンスです。
是非ご出席頂きたくご案内させていただきました。
＊当日は市民・行政・専門家・製作関係者のみなさんと シンポジウム形式で

会議を進行いたします。

●「市民立太陽光発電所あいち会議」とは？

市民が自力（補助金含む）で自宅に太陽光発電（系統連携）を設置した方や、
太陽光発電の専門家などが、これからの太陽光発電に関する話をする会議です。
日程：2010年1月24日（日）
時間：13：00-16：00 
場所：名古屋都市センター（名古屋市中区金山町1-1-1）
http://www.nui.or.jp 11Fまちづくり広場 大研修室
入場参加無料：事前予約制 申込先：jizokunet@aol.jp
お名前・連絡先・会議当日太陽光発電に関する質問があれば明記してください。
定員：50名 定員になり次第〆切です。
当日お席に余裕があれば入場参加できます。

主催：持続可能な豊かな社会をつくるネットワーク
後援：愛知県

●「まちづくりと自然エネルギーパネル展」

日程：2010年1月13日（水）～1月24日（日）
時間：火-木曜 10：00-18：00

（金曜 20：00まで 土日祝17：00まで）
場所：名古屋都市センター 11Fまちづくり広場 企画展示コーナー 入場無料
＊太陽光発電など自然エネルギーに関するパネル展を開催します。
＊太陽光発電や太陽熱利用のワークショップを実施予定です。
＊太陽光発電に関する情報収集ができます。
＊「愛・地球博」の懐かしい写真・資料の展示をします。

主催：持続可能な豊かな社会をつくるネットワーク
協力：市民・自転車フォーラム
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市民立太陽光発電所 設置事例紹介

愛知県内４ヵ所 名古屋市（２ヵ所）・岡崎市・碧南市

１）.補 助 金はどちらから？
１）.設置業者を教えてください
１）.設置動機はなんですか？

１）.設置後かわったことはありますか？

１）.設置した年はいつですか？
１）.発電量はどのくらいですか？
１）.自由記述
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●資料：経済産業省
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●資料：経済産業省
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会議参加者 パネリスト６名・市民立太陽光発電所所長３名（1名欠席）・
市民３０名・スタッフ６名 ４５名

13:00 (開始)
・スケジュール説明
・注意事項 地震や緊急避難について
・会議参加者自己紹介（市民・パネリスト・スタッフなど）

導 入
太陽光発電について。国・県・市町村・メーカーさんはどうするのか？
参加者の方々は何が聞きたいか。そのあたりを中心にすすめる。

13:15パネリスト発表

１）.愛知県環境部地球温暖化対策室 来住南 氏

●愛知県の温暖化効果ガスの推移
産業・家庭・業務・運送の各分野の中で家庭・業務が増えている。
一方で運送は減少傾向である。
今後は家庭・業務の太陽光発電の導入が決めてになる可能性がある。

あいち地球温暖化防止機構について
目標 2010年度までに6パーセント削減
産業・家庭・業務・運送にそれぞれ目標を課す

太陽光発電施設導入促進費補助金導入の仕組みについて

愛知県内の太陽光発電施設普及制度
2008年度は愛知県が全国１位である。
補助金を愛知県はずっと続けてきた、そのため国が補助金をやめた影響で落
ち込んだ時期も愛知県の落ち込みすくなかった。
現在、国の補助金が復活→有効利用したい。

グリーン電力証活用促進モデル事業(H２０－２１)について
県の中で広めていけないか？
家庭で自然エネルギー発電→グリーン電力証書を企業へ売る→
グリーン電力で作った製品として売る。
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自然エネルギー供給量ランキングについて
愛知県は太陽光が1番よい。(風力も悪くはないが…）

おもな対策技術の削減効果と制作強度について
太陽光発電が一番期待をされている分野だという事が分かる。

ドイツの太陽光発電ビジネス
工場やホームセンターの屋根の上に太陽光発電パネルが設置されている。
日本もドイツのようになっていくのだろうか…。

太陽光発電の今後(私見)
全量売買制度が導入されれば・・・ 個人宅中心から大規模施設へ。

●参加者からの質問
Q 太陽光電池パネルの10年後の設置費用はいくらになるだろうか？
・例えば家電製品や燃料電池車を例に取ると…半額程度か1/3まで下がるか？

他社との関係で補う方法もある。（OEM/PB 商品の開発も注目したい）
・1/3から1/4程度だろうか？
Q 太陽光発電して売電した金額を中電さんから郵貯に振込ができるようにして欲しい。
・現在のシステムでは難しいが、検討していただけるように願います。

２）.愛知県地球温暖化防止活動促進センター 児玉 氏

申請窓口は大忙し…全量買い取りとなると得をするのはどこ？
●補助金交付申請書種類の内約
税金を個人の方に使うとなると、いろいろ難しい事がある。
基準もしっかりしていなくてはいけない。書類も難しいものが多い。

愛知県窓口での申請受理の推移が4月に減り、夏に向かって増える。
増額買収開始10月、今は1000件に落ち着いている。

・質問の回答
Q 設置したら屋根は？雨もりは？
・施工に問題がなければ問題ない。
ただし、屋根が太陽光発電パネルに耐えられるかどうかを調べてから着工する業者もある。
(しないとこもあるのでトラブルになる事も…)
Q選択上の注意点は？
・いろいろな種類があるので、特性をふまえてから選択をするのがベスト。
Qオール電化との組み合わせは？
・昼間・夜間のとの電力料金の差額と設置機器のバランス。一概には良いと言えない。
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Q太陽光パネル設置費用は？
・今は１ｋｗ およそ、￥700.000-
10年後は…東京のシステム技術研究所の人の考え。

→使えば使うほど値段は下がる 市場が大きくなれば値は下がる。
Q太陽光電池パネルは異種メーカーで接続してもいい？

・保証の点から望ましくない
Q契約後、発電量を増電できますか？
・可能。

●質問
Q 太陽光発電だけで生活できますか？
・(現時点)現実はなかなか難しい…価格的な意味で安全に賄うのに700万円かかる
Q 申請から受理にはどのくらいかかる？
・数か月待たせるという事はない。
Q 申請と着工については？
・受け取ったら東京へ、そこから業者に申請受理の連絡→着工
受理の前に着工してしまうことでトラブルの元になる。
受理してからではないと補助金がでないので注意してほしい。
書類に不備があれば連絡する。
※屋根の上の太陽光パネルの写真をとって送る→けっこう不備が多い。
大切な事は設置と申請書類を別々に考えない。

参加者（建設会社経営）
・書類に細かく記入しなくてはいけない。1か月はかかる。

３）.京セラソーラーコーポレーション 戸成 氏

●京セラ事業紹介 33年の歴史
・世界の太陽電池生産量
2000年以降トップ しかし08年3位へ 中国・ドイツが上がってきている

・先進国の太陽光発電システム累計導入量
昔は日本がトップだった。しかし補助金とかがなくなり、下がってきている。
スペイン、イタリアなど欧州が伸びてきている
※政策の違いが如実に表れた結果か？！
・日本の住宅用太陽光発電の導入推移
今のところ1日700件申請がくる
★94年は半額補助しかし現在は10分の１
新エネルギー財団の補助金獲得額(国)
02年度を境にがくっと下がる
企業は補助がなくても順調に伸びていくと考えていたが…
現実は落ち込む結果になった←復活の呼びかけ
来年度は４００億の補助金、しかしいつきられるか分からない。
使用用途をよく考慮していかなければいけない。
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・住民用太陽光発電市場価格と自己負担の推移
ここ10年間ほとんど変化なし←次の10年では変化してくるかも
09年は少し下がった。

・都道府県別申請実績
1位 愛知県 2位 東京都 3位 埼玉 太平洋側で人が多いという事だけが理由ではない

⇒その都道府県の努力が大きい！！
・地方自治体数の助成業
1位愛知県４３ 2位東京都３７ 3位長野県３５

・京セラの特徴
１,一貫体(原料からアフターまで)高品質
２,SAMURAI 小さい太陽光発電パネル
３,あらゆる屋根へ対応可能

屋根への負担を 小限に
(例)PRIUSの屋根にある換気扇を動かしている

イオン等にも使ってもらっている。

・マイナス６パーセントからチャレンジ２５パーセーントヘ
対応していかなければいけない
・普及広大に欠かせない４つの品質
製品 営業 サービス 価格

●質問の回答
Q ①パネルを設置する時の角度は？※京セラさんの場合

②パネルのメンテナスの時期は？

①方位…北でも発電できるが南東西が中心
角度…屋根によって基準がある シュミレーションによって目安をつけること可

②埃とかで発電量が大きく落ちる事はない
洗ったり、コーティングを勧めたりする業者もあるが、パネルの上にのるリスクを
考えるとそっちのリスクのほうが高いと考える

プラスαシュミレーションについて
様々な天候を想定してやっている。雨や曇りでも発電量ゼロじゃない事もあり。



12

(休憩)
14：45
４）.三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 近藤氏

太陽光発電の活用の視点と死角
副題：半歩先を見据えた、PV活用策創造に向けて

・太陽光発電と太陽電池という表現について
英語ではPV すなわち光発電⇒これが正確な表現
太陽光発電⇒光源は太陽に限定されない
太陽電池⇒蓄電しないので電池ではない
・PVの実用性と活用政策について
石油代替電力ではない等の理由から
PVは補助的電源としての活用アイデアが肝要
PVの欠点を補って有り余るアイデアが求められる
・PVの実用性と経済性について
PV発電コストは商品電力の数倍？
PV製造エネルギーを２、３年で回収できる？
単純にKwhとその単位で比べて意味ある？
PVは本当に地球温暖化防止に貢献するのか？
もっと活用的な方法があるのでは？
以上の事から⇒動向をおいつつ位置づけをしっかりすることが肝要
・PV活用には蓄電池等が必要
PVの活用方法
系統連携⇒風力で十分
蓄電池との組み合わせ
・結論：PVは補助的電力としての活用策アイデアが肝要

●補助低電力としてのPV活用策の例
EV充電器への付設
交換式バッテリーの充電と流通
日射の遮蔽など
直流・交流ハイブリッド電源への活用
EVのバッテリー燃料電池など
太陽光発電の利用方法⇒
災害時の非常電源など新たな活用策を検討していく必要がある
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●質問の回答
Q 新幹線の施設に太陽光発電パネルを乗せたら？

PVは直流、新幹線は交流で動いている。在来線なら可能？
公共交通機関の電力をＰＶを利用できるといいですね。

15：08
５）.中部電力株式会社 環境部 内藤氏

●低酸素社会の実現に向けた取り組み
原子力
再生可能エネルギー ⇒ 低酸素社会にむけた3つの柱
省エネルギー
火力発電では少ない量でいかに効率よく発電するかをポイントにしている

・中部電力の販売電力量と排出
・電源別、二酸化炭素排出単位の比較
太陽光、風力、原子力、地熱、水力→発電時に二酸化炭素を排出しない
しかし、設備をつくったり、メンテナスしたりする時にはエネルギーを使用する。
・原子力発電の推進
・火力発電の熱効率推移
日本はレベルの高い位置にいる

・再生可能エネルギー利用広大のための電気事業者の取り組み
１ 余剰購入メニューで買い取り
２ グリーン電力基金
３ グリーン電力証書(２００１から)
４ 電力会社によるメガソーラーの設置(２００８から)
・風力発電の利用推進について
自社開発の推進・青山高原 シーテック
・太陽光発電の推進について
メガソーラーたけとよ 二酸化炭素削減用３４００万トン
・既設火力発電所
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・再生可能エネルギーの利用推進
順調に増えてきている
★課題面⇓
・再生可能エネルギーの大量導入の課題
出力の不安定さ 電気を安定して周波数や電圧を維持できない
導入が進むほど、電気需給調整の負担が増える
太陽光発電の導入拡大による影響
余剰電力の発生
冬・夏は多いが春・秋などには余剰が生じる
→稼働率が下がる事によるコストアップなど
安定した電力を提供するには巨額のコストが必要
それを賄うには国民的理解が必要！？
スマートグリット
太陽光発電の電気をあらかじめ予想。状態を把握して蓄電か否か判断する。
⇒これには技術開発が必要

６）.消費生活アドバイザー 浅野 氏

太陽光発電への期待と願い
・豊田市のみえる力
・固定価格買取制度
一般家庭の電気料金に上乗せされる
実施する負担は私たちが広く負担しなくてはいけない
事例紹介
先行投資を行う方もいる
TVで回答者をやっていた時の質問

ソーラー発電ってやっぱりお金がかかるの？
今はまだ高い。子どもたちが将来開発に携わる事で安くなるかもね
省エネ共和国でミニ講演会⇓
住民への知識提供等
・太陽光発電を学ぼう！
太陽光発電ミニ講演会
その後、みんなで意見交換
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愛知県の中でも豊田市が１番…なんだか誇らしい気分。
・豊田市の補助制度
今年は６.５万円、前は１０万円
変化が激しいのでしっかりと確認。
・学校太陽発電の推進
・補助金制度復活の影響
市場が昨年の２倍に膨らんだという良い影響がある一方で、
制度の細かな部分を理解できていない人が
多いためトラブルの元になっている。
分かりにくい補助交付。
ずさんな工事が横行。
→パネル取付業者の育成が間に合わず、ずさんな工事が横行。そのため相談が急増

悪い結果はすぐに出てくるものではない。
そのため消費者が行き場に迷い泣き寝入りなんて事も…。

●消費者の役割
業者を見極める目をもつ。
責任がどこにあるのかを書類で記録を残しておく事が大切！。
・質の向上を期待したい
「ソーラー施行士」認定制度を導入。
リフォーム依頼者は保険に加入している業者が手抜き工事をしても保険でやり直せる
など、まずは情報を集め消費者自身も自分の身を守るよう動いていくことが必要。
・ぶれない政策に期待
せっかく世界を圧倒するスタートを切ったのに中断などスピードを緩めてしまっている。

15:40
●市民立太陽光発電の事例

太陽光発電だけやれるとこを探した。
20年ぐらい住めるということを前提に頼んだ。
２.7キロワットで夏場は賄えている。 大は１２キロワット。
経費の問題はあるけど、
何にお金を使って何を楽しむかというところで
太陽光発電でよかったと思う。曇りでも発電します。
大雨の時は発電しません。
化石燃料とかそういう危険なものを使うのはちょっと・・・
という気持ちをずっと持っていた。
そして太陽光は素晴らしいと思っていた。
資金面で夫ともめたりしたが、またいろいろ問題もありますが、
やはり素晴らしいと思う。
３２０万かかったが新エネルギー財団から６０万からの補助あり。
それによって車庫もフェンスも作れなくなってしまったが。
私は太陽光パネルの設置を選択してよかったと思う。
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●参加者からの感想など

参加者
太陽光発電がすべてが良いとは思わない。
いろいろと限界が見えてきた。
あまり地球温暖化防止とかは考えていないけど、無駄な事はしたくないと思っています。
オール電化のためにガス遮断したが…蓄電池？エコキュート？

組み合わせを考えていくことが大切→ベストミックスを探してみる。

パネリスト
私どももベストミックスの考え方を持っています。
その人（生活スタイル）によって選択は大きく変わってくるのではないか？
よく使い方を考えて使っていってほしい。

大学関係者
エネルギー問題を太陽光発電だけで解決することはできない。
そういった意味で批判的な意見が聞けたことを嬉しく思った。

参加者
蓄電池 PVとバッテリーを組み合わせた技術

夜蓄えた電力の活用など活用方法を考えていくのが大切である。

参加者
実際に国は何をやっているのだろうか？

スタッフ
残念ながら今日は国の方々がきていないので次回、
そういった方々を呼んで改めてできるように働きかけていきたい

まとめ
地球温暖化防止に市民ができることをして欲しい。
太陽光発電設置はたいへん大きな買い物。賢くグリーン購入することが大切。
うまいことPVと付き合っていってほしい。

実際に設置した市民・専門家の人たちの話を聴けるように、来年以降も
こういった会議をやりたいと思っている。よろしくお願いします。

コーディネータ
鶴岡
本日はありがとうございました。

16:03 (終了)
記念撮影
片づけ

市民立太陽光
発電所
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市民立太陽光発電所あいち会議
参加者からの質問

Q：売電振込先を「郵貯」にできないのはどうしてですか？

Q：設置した場合、瓦屋根への影響は？又設置方法の注意点は？

Q：太陽光電池パネルの選択上の注意点は？

Q：オール電化との組み合わせの利害得失は？

Q：太陽光電池パネルの種類について？

Q：太陽光電池パネル設置による雨漏りが心配です？

Q：太陽光電池パネル設置に関する費用は？

Q：太陽光電池パネルは異種メーカで接続しても大丈夫ですか？

Q：契約後(数年後)に系統連携の発電量を増量できますか？

Q：増築により屋根の面積が広くなる、発電パネルの増設はできますか？

Q：太陽光電池パネル１０年後の設置費用は どのくらいになりますか？

Q：太陽光発電のみを蓄電して生活はできますか？

Q：ＪＲ（国交省）がリニア新幹線を建設しますが、その予算を使って
太陽光発電で新幹線を走らせたい。
防音壁や線路の路肩に太陽光電池パネルを設置したら使用電力を
賄えるのではないでしょうか？

＊会議開始前に参加者のみなさんからいただいた質問。
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●記録画像 会場
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●記録画像

●資料提供：愛知県 愛知県地球温暖化防止活動推進センター
中部電力 環境部 東邦ガス リビング企画部 京セラソーラーコーポレーション
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●まちづくりと自然エネルギーパネル展

＊名古屋都市センター11F企画展示コーナー
2010年1月１３日（水）-24日（日）
来場者：360人

来場者からのコメント
B1パネル11枚 B2パネル12枚 B3パネル6枚
パネル協力：環境省EPO中部

経産省中部経済産業局 エネルギー対策課
愛知県地球温暖化対策室

市民・自転車フォーラム （順不同）

市民立太陽光
発電所
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●広報：中日新聞掲載 20091205
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●広報：朝日新聞掲載 20100109



23

●お・わ・り・に

●わたしたちは市民・行政・企業・団体などの協働による
「エネルギーの地産地消」を望んでいます。
そのためにも市民立太陽光発電所の益々の発展を願っています。
今後もこのような会議が開催できるよう関係機関に事業企画提案を
してゆきます。

●この事業は「あいちモリコロ基金」の助成を受けて実施することが
できました。関係者のみなさま、ありがとうございました。
実際に会議会場にご来場いただいた
市民のみなさま、ありがとうございました。

会場使用に関してたいへんお世話になりました。
「名古屋都市センター」スタッフのみなさま、ありがとうございました。
そして、
今回のこの事業に携わったすべてのみなさまに感謝いたします。

ポスター・資料など ご提供いただいた行政・企業・団体のみなさまへ
ありがとうございました。

環境省EPO中部

経産省中部経済産業局 エネルギー対策課
愛知県地球温暖化対策室
愛知県地球温暖化防止活動推進センター
中部電力 環境部
東邦ガス リビング企画部
京セラソーラーコーポレーション
市民・自転車フォーラム

（順不同）

２０１０年 ３月

[環境NGO] 持続可能な豊かな社会をつくるネットワーク
統括責任者 鶴岡 朗
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市民立太陽光発電所あいち会議 参加者アンケート

●本日の情報はどちらで入手しましたか？
□友人知人 □E-mail  □web/blog  □中日新聞 □朝日新聞 □ポスター

33% 16% 33% 9% 9%

●お住まいはどちらですか？
□名古屋市内 □愛知県内（ 碧南市 豊橋市 岡崎市） □三重県 □岐阜県

50% 50%
□その他

●会場までの交通機関は、なにでいらっしゃいましたか？
□徒歩 □自転車 □電車 □バス □自動車

84% 8% バイク 8%

●今後もこのような会議に参加したいですか？
□はい □いいえ

91% 8%

●日頃関心のある環境について（いくつでも）

□エネルギー □住宅 □食物 □飲水 □地球温暖化 □生物多様性

75% 50% 16% 16% 83% 33%
□森 林 □黄砂 □河川 □海 □土壌汚染 □化学物質

70% 25% 41% 16% 33% 25%
□電磁波

8% （湖沼8％）

●自由記述 感想

＊色々勉強になりました。

＊いろいろな意見を聞けて参考になりました。

＊このような会議を開いていただき、有難うございました。

＊次回は国・県・市町村からも今後の太陽光発電について話をききたい。

＊大きな金額の買い物だから真剣に考えています。情報をお願いします。

＊安いだけではなく、メンテナンスのしっかりしている会社を教えてください。

＊自然エネルギー全般について、もっと意見交換をお願いします。

＊市民（設置者）からもっと話を聞きたいです。

＊電気とガスのバランスが良く解りました。ありがとうございました。


