27.9万ｋＷ

太陽光（非住宅）

約90万ｋＷ

70.6万ｋＷ

96.1万ｋＷ

約260万ｋＷ

6.3万ｋＷ

0.2万ｋＷ

（1000ｋＷ以上）

約940万ｋＷ

0.1万ｋＷ

0.0万ｋＷ

（1000ｋＷ未満）

約20万ｋＷ

0.3万ｋＷ

0.0万ｋＷ

バ イ オ マ ス

約230万ｋＷ

3.6万ｋＷ

3.8万ｋＷ
中 小 水 力

経済産業省

■太陽光発電の設備容量の推移

2012年度中に 2013年度5月まで
再生エネルギー 2012年度以前の 運転開始した
運転開始した
発電設備
累積導入量
設備容量
設備容量

36

地

熱

約50万ｋＷ

0.1万ｋＷ

0.0万ｋＷ

合

計

約2000万ｋＷ

207.9万ｋＷ

128.0万ｋＷ

住宅は躯体構造が最も大事、エアコン 1台のシンプルな姿をご覧下さい。

3

電力会社の受け入れ体制
が整っていない︒
メガソーラー︵大規模太陽光
発電所︶の稼働で問題となるの
は︑電力会社の受け入れ体制で
すが︑メガソーラーが我が国の
計画容量の ％も集中している
北海道電力の場合は︑メガソー
ラー申請分の 分の について
送電網の容量不足を理由にして
接続を拒否している状況です︒
ここにもまた発送電分離など
の明確な方針を打ち出すことも
なく︑性急に﹁固定価格買い取
り制度﹂を決めてしまった前政
権の不備があるようです︒
北海道電力に次いでメガソー
ラーの設置計画の多い九州電力
もまた変電所の容量オーバーを
理由に︑メガソーラーの買電を
拒む姿勢を示しています︒
東日本大震災と原発事故の教
訓から︑再生エネルギー普及の
必要性で始まった制度ですが︑
原発の再始動に向けた動きが活
発化する中で︑現政権のエネル
ギー政策の方向性も定まってお
15

4
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0120-079-089

らず︑今後のエネルギー政策を
どの様に推進していくのか発送
電の分離を含めた早期の方向性
の提示が求められています︒
現状の原子力発電を再稼働す
▼鹿児島の多くの道は︑山間
るのであれば︑安全対策を万全
部を通り抜ける山道が主要道路
にし︑耐用年数が来たら廃炉に
になっていますが︑この道には
する︒その後は原子力発電は行
山道ならで
わない︒など説得性のある議論
はの思いが
が必要ではないかと思います︒
けない美し
再生可能エネルギーの推進に
い花が咲い
ついても太陽光だけに偏重しな
ています︒
いように適量を見極めて︑地熱
今の時期は
発電やバイオマス発電など長期
春に咲くテッ
的なスパンで考えられる再生可
ポウユリに似たタカサゴユリが
能エネルギーの開発や振り分け
純白の花を付けて咲いています︒
が必要ではないかと思われます︒
タカサゴユリの花言葉は︑威
厳・純潔・無垢というように花
大震災に甘えるだけの
を見れば納得できる花言葉です︒
どうして山中の崖に咲いている
日本ではいけない︒
のかと思うのですが︑真夏の日
射を避けるように日陰の崖に健
気に美しく咲いていました︒
▼アベノミクスで株価と輸出
産業は円安の影響を受け好調の
ようですが︑円安のあおりを受
けてガソリンを始めとする物価
は急上昇しています︒
消費税の値上げを控えて︑こ
の先どの様に推移するのか先が
見えない分︑不安な気がします︒
▼前回の﹁ひこうき雲﹂でも
記事にしたように︑長期金利の
動向が気になります︒短期金利
は日銀の資金供給が続いており︑
資金のだぶつきでメガバンクの
めまぐるしい金利競争が始まっ
ていますが︑惑わされずに長期
的な計画をたてて︑無理のない
資金計画を立ててください︒
▼住宅は省エネ・高性能・高
耐久性を基本に選択してくださ
い︒消費税が上がっても︑それ
に対応する緩和措置も有ります
から︑お気軽に松下孝建設のア
ドバイザーにご相談ください︒
東 日 本 大 震 災 以 来 ︑ 再生可能
エネルギーや省エネルギー設備︑
燃料電池や蓄電池︑ＥＶ︵電気
自動車︶など様々な関連産業が
産声を上げて新しい産業も芽生
えつつあります︒
このような流れを消さないた
めにも︑再生可能エネルギーの
流れを止める訳にはいきません︒
また2020年までの温室効
果ガスの自主的な削減目標を掲
げて本年 月にポーランドで開
催されるＣＯＰ ︵気候変動枠
組み条約第 回締結国会議︶に
向けて各国の削減目標が出揃っ
ているにもかかわらず︑我が国
だけは原子力発電稼働の将来見
通しが立たないことから削減目
標の表明が出来ない状況です︒
環境省の幹部ですら﹁このよ
うな白紙状態の長期化で信用失
墜すれば﹃国益﹄を損なう﹂と
言うほどです︒もう大震災に甘
えることは止めて明確な答えを
出すべき時が来ているようです︒

焼肉なべしま
ファミリーマート

松下孝建設の川内展示場は総2階
の高性能住宅展示場です。
夏も冬もエ
アコン1台で快適に生活することが
出来ます。松下孝建設の住宅は、省エ
ネルギーの高性能住宅として定評が
あるだけでなく、
デザイン的にも優れ
ておりご好評を頂いておりますので
様々な見どころがあります。
計算値以上の創エネ設備
（太陽光発
電など）を搭載することで「プラス・エ
ネルギー・ハウス」の実現も可能にな
ります。
高性能住宅とはどんな住宅な
のか是非、
川内展示場で体感して下さ
いますようご案内申し上げます。
川内モデル
薩摩川内市東小路町899-2

一発ゴー！
検索
松下孝建設

Google・Yahoo!・infoseek・Excite・その他
一発ゴー！

ダイニングからリビングを望む

２

パネルなどの設備が高価な内は
設置を見送り︑値下がりを待っ
て購入 稼
･ 働を目指すなど︑利
益を不当にふくらませようとい
う動きや︑中には設置認定その
ものの売買など︑
ブローカー行為を
目的に認定を受け
ている場合もある
など︑様々な問題
を含んでいる様で
す︒経済産業省で
は実態調査を行っ
て悪質な場合には︑
認定の取り消しを
行う姿勢を示して
います︒
買い取り価格が
高い初年度３月ま
での非住宅用太陽
光発電の設備認定
だけでも７６６万
９千ｋＷもあり︑
これは原子力発電
７基分という膨大
な量で︑再生エネ
ルギー全体の ％
にものぼります︒

126.9万ｋＷ

力

9

70

□住宅に関する資料等もフリーダイヤルにてご請求下さい。
資料等をお送り致します。

●

経済産業省は2012年度の再生エネルギー導入実績を公表しました︒

21

再生エネルギー導入︑
原発 基分︒

12

検索

川内展示場公開中!
自立循環型住宅

南日本
新聞販売

〒891-0108
鹿児島市中山1丁目14-29
TEL 099 - 267 - 7594
0120-079-089

2012年７月から開始された
﹁固定価格買い取り制度﹂
の開始で太陽光発電の導入が一挙に加速！

星ヶ峯展示場ＯＰＥＮ 公開中！
12

松下孝建設

自立循環型｢プラス・エネルギー・ハウス｣展示場公開中！
太陽光発電がリードする
も相当しています︒
設置認定と実際の稼働設備の
再生可能エネルギー発電︒
差は﹁固定価格買い取り制度﹂
が認定時点での買い取り価格の
2012年度と本年５月まで
維持を認めているため︑太陽光
に新たに発電を始めた太陽光や
風力発電などの再生可能エネル
ギーの設備能力が207万 千
ｋＷだったことが経済産業省か
ら発表されました︒これは︑原
子力発電２基分に相当するもの
で︑そのほとんどが太陽光発電
によるものでした︒
当初の予測では 年度までに
２５０万ｋＷの設置が見込まれ
ていましたが︑太陽光パネルの
納入が間に合わないなどの理由
で予測値には届きませんでした
が︑順調な伸びであることが経
済産業省から公表されています︒
太陽光発電の内訳は︑住宅設
置分が１２６万９千ｋＷ︑メガ
ソーラーなどの事業者分が 万
６千ｋＷとなっています︒
ただ︑買い取り義務の対象に
認定されている設備の総量は制
度開始から 年度末までで︑合
計２千１０９万ｋＷにものぼり
この数量は原子力発電 基分に
約440万ｋＷ

中 小 水 力

Google・Yahoo!・infoseek・Excite・その他

社
■本

●星ヶ峯交番
●松山クリニック
●
グランデ ●星の子保育園
●
コーアガス
日本

外観

星ヶ峯みなみ台モデル
鹿児島県鹿児島市星ヶ峯6丁目36-2

ウッドデッキ
ダイニング・和室

太 陽 光（ 住 宅 ）

風

19

齋 藤 恭 誠

2020年の省エネルギー義務化を前に、星ヶ峯に出店している各社
とも高性能住宅を建てて競っています。この機会をお見逃し無く各社
の住宅を体感し、比較してご覧になることをお勧め致します。住宅の
性能は体感することで初めて分かります。これから夏を迎えますが、
エアコンの効き具合や空気質の体感など、様々な部分に気づかれる事
があると思います。冷たすぎず爽やかな感じのする空調であれば合格
点が上げられます。是非、体感して比較してみて下さい。

松 下 孝 行
編集責任

他社の住宅と、
是非比較してご覧下さい。違いが分かります！
発 行 人
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