◎エネルギーミックスと整合的なものとなるよう、技術的制約、
コスト面の課題などを十分に
考慮した裏付けのある対策・施策や技術の積み上げによる実現可能な削減目標。
2013年比
（2005年度比）
エネルギー起源ＣＯ2

▲21.9％（20.9％）

その他、
温室効果ガス

（非エネルギー起源ＣＯ２、
メタン、
一酸化二窒素、
ＨＦＣ等

4ガス）

吸収減対策

21

▲1.5％（▲1.8％）
▲2.6％（▲2.6％）

温室効果ガス削減量

▲26.0％（▲25.4％）

表・２

部門別のエネルギー起源ＣＯ２削減目標

エネルギー起源CO2のうち、環境省が中心となって対策を進める業務その他部門、家庭部門
においては、
２０１３年度比約４０％減と大幅に削減することが必要。

21

▲6.5％

▲27.4％
▲29.7％

業務その他部門

40％減

▲29.4％
▲27.5％
家庭部門

39％減

３５

大気中の温室効果ガス ※の濃度を安定化させ、地球温暖化を防止することが“人類共通の課題”
地球温暖化対策計画の策定（政府の地球温暖化対策推進本部を経て閣議決定）
社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出の抑制等を促進するための措置
等により地球温暖化対策の推進を図る。
※CO2、メタンなど7種類

１．温室効果ガスの排出の抑制等のための施策
排出抑制等指針

政府・地方公共団体実行計画
 国・自治体がその事務・事業に関して行う排出削減
等の計画
 都道府県・指定都市・中核市は、自然エネルギー利用
促進、公共交通機関の利便増進等、区域の自然的社会
的条件に応じた施策を位置づけ
 都市計画、農村振興地域整備計画等は地方公共
団体実行計画と連携

この2つの努力義務に関して、適切かつ有効な実施を
図るため必要な 指針を公表

 事業者、フランチャイズチェーン単位での報告

 京都メカニズムの取引制度（割当量口座簿等）
 森林等による吸収作用の保全等
 温室効果ガスの排出がより少ない日常生活用製品等の普及促進等

表・４

地球温暖化対策のための税について

○全化石燃料に対してCO2排出量に応じた税率（289円/CO2トン）を上乗せ
○平成24年10月から施行し、3年半かけて税率を段階的に引上げ(平成26年４月から２段階目の引上げ）
○石油石炭税の特例として、歳入をエネルギー特会に繰り入れ、我が国の温室効果ガスの9割を占めるエネル
ギー起源CO2排出抑制対策に充当
CO2排出量１トン当たりの税率

289 円 「地球温暖化対策のための課税の特例」
石油石炭税

石油・石油製品
779 円

段階施行

（LPG・LNG）

原油・石油製品

（2,040円）

ガス状炭化水素
石炭

[1t当たり]
[1t当たり]

400 円

H24年10 /1〜

石炭
310 円

※
（）
は石油石炭税の税率

H26年4 /1〜

H28年4 /1〜

+250円
（2、290円）

+250円
（2、540円）

+250円
（2、290円）

（1,080円）

+260円
（1、340円）

+260円
（1、600円）

+260円
（1、860円）

（700円）

+220円
（920円）

+220円
（1、140円）

+230円
（1、370円）

（注）例えば、ガソリンの増税分760円を１ℓあたりで換算すると0.76円相当（平成28年４月〜）となる。

断熱性能（UA値［Ｗ/m2・Ｋ］）

エネルギー消費性能

1地域 2地域 3地域 4地域 5地域 6地域 7地域 8地域
0.46

0.46

0.56

0.75

0.87

0.87

※基準との比較

0.87

長期優良住宅

0.46

0.46

0.56

0.75

0.87

0.87

性能向上計画認定住宅

0.46

0.46

0.56

0.75

0.87

0.87

0.87

認定低炭素住宅

0.46

0.46

0.56

0.75

0.87

0.87

0.87

-10％

ZEH(一般型)
（国交省補助対象）

0.46

0.46

0.56

0.75

0.87

0.87

0.87

-100％

0.4

0.4

0.5

0.6

0.6

0.6

0.6

ZEH(外皮強化型)
（経産省省補助対象）
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建昌小学校
姶良市役所
●

セブン
イレブン

帖佐駅
●

●

ローソン

松原なぎさ小学校

松原
たいこ公園

●

至 運転免許
試験場

外観

郵便局

ムダを排除して生活のし易さだけを追求すると、ただ広
い住宅よりも機能的になります。リビングは吹きぬけに
なっていますが、冬暖かく､夏涼しい省エネ住宅です。
その秘密は、住宅性能の高さにあります。「ハウス・オ
ブ・ザ・イヤー2013」の大賞受賞を始め優秀賞・優秀
企業賞を連続受賞を続けている住宅の快適性が、この小
家族タイプの住宅では、とても良く理解できると思いま
すので是非、ご家族おそろいでご見学ください。松下孝
建設では、住宅はシンプルであることが最も省エネル
ギーになるという哲学がありますが、その理想的な温熱
環境をこの機会に確かめてください。ご来場をお待ち申
し上げております。

リビングとダイニング

発 行 人

松 下 孝 行

編集責任

齋 藤 恭 誠

■本

松下孝建設の最新空調システム
「エアコン 1 台、全室低温空調暖冷房」

社

キッチンとダイニング

鹿児島展示場 公開中！
鹿児島市中山町2341 付近 鹿児島モデル

替え玉屋
ジョイフル●

削減

ぎょうざの丸岡

家庭用消費

田の神
（滝の下）

●

エネルギー

CO2
外観

中山
小学校
●●
■

中山交番●
●

ほりのうち内科

CO2

40%

リビング

ホンダ

●
●焼肉の白川

ヤマト とりいち ローソン
●運輸
● ●
●

セブンイレブン

松下孝建設の暖冷房方式は、通常、壁掛式エアコン1台
に、補助暖冷房用1台の基本的には、2台のエアコンに
よる暖冷房を推奨しています。これは、壁･床･天井の断
熱性能が良い場合、シンプルで交換可能な設備が最も効
率的だからです。今後もこの様なシンプルなシステムを
踏襲して参りますが、この度、エアコン1台による配管
式「全室低温空調暖冷房」のプロットタイプを公開する
ことになりました。エアコン1台の全室暖房にも様々な
システムがありますが、構造躯体の中を安易に空気を通
すシステム等もあり、構造躯体を循環する空気の危険性
も指摘されています。是非一度、松下孝建設の最新技術
をご覧ください。

CO2

表・４
の様に︑
環境対策
のための
税制は平
成 年か
ら既に開
始されて
います︒
表・５
は国のイ
ン セ ン
ティブが
ついてい
る住宅基
準です︒
松下孝建
設の住宅
性能は︑
これらの基準の1地
域基準の性能で施工
されています︒
松下孝建設では︑
2030年の基準つ
まり︑今から 年後
でも全く性能的には
古くならないように
施工しているからで
す︒7地域基準の最
高値では︑全く足り
ないからです︒
住宅建築をこれか
ら考えるのであれば︑
高性能住宅であるこ
とが家族の幸せに繋
がります︒

H25年度：約900億円 / H26・H27年度： 約1、
700億円 / H28年度以降：約2600億円

省エネルギー基準

至 イオン

CO2

◆各種基準の断熱性能比較
（表・5）
高性能住宅基準
の種類

姶良展示場 公開中！
姶良市松原町2丁目20-5 付近 姶良モデル

0.87

-10％

-100％

省エネ含まず：-20％

２５

底的に行い︑基準に満たない住
宅には︑環境税やイギリスなど
のように一定性能を満たすため
の﹁断熱改修の義務化﹂などの
ような︑強制力を持った対策も
検討されているようです︒

本則税率

本則税率

ハイブリッド・エコ・ハート Q
「エアコン 1 台、全室低温空調暖冷房」

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

環境税・炭素税は既に
始まっている！

課税物件
[1kℓ当たり]

税 収

ガス状石炭水素

上乗せ税率

エネルギーの見える化による徹
底したエネルギーマネージメン
トを掲げています︒これは︑政
府の﹁日本再生戦略﹂に沿った
もので高価格の次世代自動車を
購入する者へのインセンティブ
︵便益︶として︑補助金の支給
や充填インフラを整えるなど︑
徹底した差別化を図って拡大を
推進しているように︑住宅に於
いても︑高性能住宅の支援を徹

 全国センター（環境大臣）
一般社団法人地球温暖化防止全国ネットを指定
 地域センター（都道府県知事等）
47都道府県＋８市が指定（27年8月現在）
 温暖化防止活動推進員を都道府県知事等が委嘱

 一定以上の温室効果ガスを排出する事業者に対し、
当該排出量を算定し、国に報告することを義務付け
国がデータを集計・公表

２．その他

 事業活動に伴う排出抑制（高効率設備の導入、冷暖
房抑制、オフィス機器の使用合理化 等）
 日常生活における排出抑制（製品等に関するCO2見
える化推進、３Rの促進）

地球温暖化防止活動推進センター等

温室効果ガス算定報告公表制度

エネルギー起源の二酸化炭素対
策は︑最も重要な位置を占め︑
経済産業省は︑徹底した省エネ
で石油危機後に実施したエネル
ギー効率 ％改善と共に︑再生
可能エネルギーの現状の２倍へ
の拡大など２０３０年に向けた
エネルギーミックスを策定して
います︒家庭用部門では
HEMS︵家庭用エネルギー管
理システム︶の導入を通じて︑

表・３

地球温暖化対策の推進に関する法律

2016年（平成28年）7月7日（木曜日）（4）

第0085号

40

％削減が国の方針です！

ました︒これによって我が国で
は︑﹁炭素社会実行計画﹂を柱
に徹底した省エネ対策と国民運
動の推進による家庭部門の取組
の強化が盛り込まれています︒
左表１から４は︑その骨子とな
る﹁COP 合意を受けた日本
の今後の地球温暖化対策﹂につ
いて︑環境省・地球環境局・地
球温暖化対策課の行動計画です︒
温室効果ガスの約９割を占める

※ＪＣＭ及びその他の国際貢献について
○二国間クレジット制度（ＪＣＭ）
については、削減目標積み上げの基礎とはしないものの、民間ベースの事業に
よる貢献分とは別に、毎年度の予算の範囲内で行う日本政府の事業により2030年度までの累積で5、000万
から1億ｔ、
ＣＯ2の国際的な排出削減・吸収量が見込まれる。
○国際貢献として、
ＪＣＭの他、産業界による取組を通じた優れた技術の普及等により2030年度に全世界で
少なくとも10億ｔ、
ＣＯ2の排出削減ポテンシャルが見込まれる。

２６

第0085号

現在︑住宅で使用しているエネルギーの

◎国内の排出削減・吸収量の確保により、2030年度に2013年度比▲26.0％2005年度比
▲25.4％の水準（約10億4,200万t - CO2）
にする。

温室効果ガス ％削減
の為に必要なこと！

表・１

昨年末︑フランスのパリで開
催されたCOP では︑２０２
０年以降の新たな枠組みとして︑
先進国と途上国が立場の違いを
乗り越えて︑全ての国が参加す
る公平で実効的な枠組みを創る
ことで﹁パリ協定﹂が合意され

日本の約束草案（2030年度の温室効果ガス削減目標）のポイント

地球温暖化は︑
低性能住宅に環境税という更に重い負担を強いる︒

今︑
高性能住宅が必要な訳は︑
これ！

（1）2016年（平成28年）7月7日（木曜日）

吹抜

ハウス・オブ・ザ・イヤー･イン･エナジー2013
大賞仕様住宅

和室

リビング

川 内 展 示 場 購入予 約 受 付 中!
薩摩川内市東大小路町42-27 川内モデル

▼ナツツバキ︵夏椿︑沙羅落
は︑ツバキ科ナツツバキ属の落
葉高木で別名はシャラノキ︵娑
羅樹︶︒夏にツバキのような気
品のある白い花を付ける︒次々
と花を咲かせるが︑花の命は一
日と短く︑仏教の聖樹フタバガ
キ科の娑羅
樹とは異
な り 樹
皮 は 帯
紅 色 で
ツ ル ツ
ル し て
お
り
﹁サルス
ベリ﹂の別
名もある︒平地では 月から咲
くが霧島山中では︑7月から8
月初めにかけて咲く︒花びらの
縁にある微細な鋸歯や裏の白い
絹毛により︑美しさに満ちてい
る︒樹皮が特徴で︑他の木と見
分けがつきやすく霧島山中では
至る所で見られる︒
▼本編に掲げました表・5に
ついて補足しておきますと︑鹿
児島は﹁省エネ基準﹂の地域区
分では7地域に分類されます︒
大手は︑この基準の0.87で
最高基準と説明すると思います
が︑それは基準の解説としては
間違いではありません︒しかし
この基準は︑平均気温から計算
された数字で︑鹿児島の場合は
冬季にはしばしば雪が降ります︒
気温もマイナスを記録しますが︑
この短期間の寒さが脳血管疾患
や心臓病の原因になるのです︒
これを防ぐためには︑最低気温
で住宅を建てなければなりませ
ん︒無暖房でも室温が最低 ℃
以下にしないためで︑それが家
族の健康を守る為に必要です︒

焼肉なべしま
ファミリーマート
●

●

川内署
お
れ
●
ん
じ
鉄
道

外観

6

松下孝建設

検索

リビング

□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。

10

Google・Yahoo!・infoseek・Excite・その他

●

具志ひふ科

済生会川内病院

一発ゴー！

九
州
新
幹
線

●

川
内
川

天大橋

本展示場は【ハウス・オブ・ザ・
イヤー・イン・エナジー2013】大
賞受賞工法の展示場です。エアコ
ン一台程度で冬も夏も快適な暖冷
房を可能とした省エネルギー、超
高性能住宅です。新展示場の建築
により本展示場を売却することに
なりました。ご希望の方は、早め
にご連絡ください。なお応募多数
の場合は、抽選の場合もございま
すので、ご了承願います。

0120-079-089

Google・Yahoo!・infoseek・Excite・その他

松下孝建設

検索

一発ゴー！

（3）2016年（平成28年）7月7日（木曜日）

第0085号

2016年（平成28年）7月7日（木曜日）（2）

のお施主様にお聞きしました︒
お施主様ご訪問 ﹁松下孝建設﹂

お元気ですか�

「特別優秀賞」
・
「優秀企業賞」W受賞!！

ハイブリッド・エコ・ハートＱ

「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー」主催(財)日本地域開発センター[主務官庁：国土交通省]において、松下孝
建設のハイブリッド・エコ・ハートＱが、
「特別優秀賞」及び「優秀企業賞」を受賞しました。
「ハウス・オブ・ザ・イヤー・
イン・エナジー」に変更になって以来、2013年度の大賞を含め連続4度のダブル受賞となりました。
偏にお施主様のご協力の賜と深く感謝申し上げております。
「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー」は｢ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリック｣を継承した国土交通省の外郭団体である
（一般財）地域開発センターが主催する住宅のエネルギー消費削減を目指した住宅性能に関する審査会です。

賢い住まいづくりセミナー 2016
《松下孝建設・受賞

記念講演会》

ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2013年 大賞受賞

6 月 5 日「かごしま環境未来館」で
東京大学大学院の前真之准教授を迎
えて「エコハウス」のウソ？につい
て、講演が行われました。当日参加
できなかった皆様に対し、紙上にて
概要をお伝え致します。次回の講演
企画にも、是非ご参加くださいます
ようご案内申し上げます。

ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2015年 特別優秀賞・優秀企業賞

講師
講演
内容

東京大学大学院 工学系研究科
建築学専攻准教授

前 真之 先生

快適・健康・省エネがずっと続くエコハウス
安心して建てられる地元のスーパー工務店を見つけよう

＜講演内容のご紹介＞

快適だと言われ続けてきた｢エコハウス」のウソ？

お住まいになって︑何か
問題点はありませんか？

﹁冬の乾燥が気になりましたが︑
以前は結露とカビで苦労しまし
たから︑全く逆になってしまい
ました︒点検に来られた工務の
方にお聞きすると︑多湿よりも
乾燥の方が対処出来る事︑どう
しても気になるときは︑加湿器
で最も最適だと思う湿度まで湿
度調整をしてください︒湿度を
下げるよりも湿度を上げる方が
結露やカビのコントロールが可
能なことを教えてもらいました︒
室内の湿度は︑相対湿度でこ

吹抜け横の勉強コーナー

キッチン

3

人家族︶
︻建設地 鹿児島県日置市伊集院町︼

方にその旨を伝えると︑改めて
施工現場に案内され︑性能の大
切さや︑高性能にした場合のメ
リット︑特に省エネルギーにつ
いて説明していただきました︒
あと一月で 年を迎えますが︑
夏どの様に成るのか今から楽し
みです︒﹂とご主人︒
1

Ｓ

邸︵

Ｓ邸全景

お施主様

8

もうすぐ1年経過するＳ邸は︑植栽も根付き落ち着きのある住宅でした︒

﹁以前の住宅では︑冬になると
結露とカビで悩まされてきまし
もうすぐ一年になる住宅
たが︑全く結露とカビの心配が
についてお尋ねすると︒
無いので︑驚いています︒それ
に︑エアコンの暖房は経験がな
かったものですから︑寒さと電
平成 年 月にご入居された
気料金が気になっていたのです
鹿児島県日置市伊集院町のＳ邸
が︑それも全く心配ありません
をお尋ねして︑ご主人と奥様に
でした︒住宅全体がエアコン1
お話を伺ってまいりました︒
台で暖かく︑子供の勉強机を2
Ｓ邸は小学生のお嬢様とご夫
婦の3人に猫一匹の住宅でした︒ 階の間仕切りの無い︑吹きぬけ
の脇に設置しているので︑寒
﹁今のところは︑なんの問題も
かったらどうしようと心配して
ありません︒静かな環境で︑満
いたのですが︑全く問題ありま
足しています︒﹂とご主人︒
せんでした︒﹂と奥様︒
以前は︑集合住宅でお暮らし
﹁心配していた光熱費も︑集合
とのことで︑その違いについて
住宅で暮らしていたときよりも
奥様にお聞きすると︑
大幅に安くなってい
ます︒住宅性能の事
など全く考えていな
かったのですが︑松
下孝建設を選択して
本当に良かったと
思っています︒松下
孝建設については︑
何も知らないで星ヶ
峯の鹿児島の地元建
設会社が合同で建て
た展示場を見学に
行ったのですが︑他
社と比較すると︑何
かが違うような感じ
がしましたが︑それ
が肌感覚で感じた性
能の違いだったのか
も知れません︒建て
るなら松下孝建設し
かない︑と直感的に
思ってしまいました︒
妻と娘の印象も良
かったもので営業の
27
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●エコハウスとして紹介される住宅は巷にあふれており、

込みます。その一方で快晴の昼間に日が差し込むと、室

多くは建築雑誌のグラビアを飾るような美しく開放的な

温は一気に跳ね上がり、真冬でも35℃を超えるようなオ

住まいです。

ーバーヒートが頻繁に起こります。本物の住宅性能とは

●明るい光が差し込む大窓や、爽やかな吹き抜けの大空間
はエコハウスの定石とさえいえるでしょう。写真映えを
考え抜いた設計において、こうした目を楽しませる高い

何か、安心して建てられる地元のスーパー工務店を見つ
けることです。
●東京大学大学院・前真之准教授のお話は現在発売中の｢エ
コハウスのウソ」増補版をベースにして、熱（赤外線）

デザイン性は「定番」です。
●忘れてならないのが、これらの「エコハウス」が実質的
に地球環境に優しく、快適な住み心地を実現するとは限
らないということです。

カメラのふんだんな映像で、通常では目に出来ない住宅
性能の真実を解明して頂きました。その内容を抜粋して
裏面を構成致しましたので、ご覧頂ければ幸いです。

●建築環境の研究者として、全国各地でさまざまな住宅の
エネルギー調査を進めてくるなかで多く出会ったのは、

ダイニング・キッチン

和室と猫ハウス

の住宅は︑第3種換気
ですから︑外の湿度と
内部の湿度が数値は異
なっても同じであるこ
とが分かりました︒
つまり︑外の湿度が
低温で高くても︑室内
の高温で低湿度とイコ
ールであることが分か
りました︒何でも疑問
があったら聞いてくだ
さい︒ひょっとしたら
欠陥の場合も有りま
すから早期発見のた
めにも︑その方が助
かります︒という工
務の方の言葉で大変
楽になりました︒﹂
と奥様︒

Ｓ邸のご家族

コハウス」でした。
●窓からの熱損失は壁・天井・床などに比べて非常に大き
く、大開口がある室内は冬場の夜間など、とにかく冷え

講演風景

会場風景

■快適性は、体感温度で決まる。低温で快適な体感温度は、必然的に省エネの実現になる（内容例）！
体感温度の計算式

表面温度＋室温
体感温度≒
2

ります。

暖房温度
800℃ 12

体感温度

（室温28℃でも体感温度は20℃以下）

22℃
暖房

排気配管

排気口

●ハイブリッド･エコ･ハートＱの場合
体感温度

21℃+23℃
＝ 22℃
2

エアコン

（低温空調暖房で全館に温度差なし！）
24℃

室 温よりも1℃ 高 い

外気の影響を受けた冷たい壁や窓に体温が奪

24℃の暖房は体温よ

われ室温を28℃に高くしても、ようやく暖房側

りも温度が低いので

の体温が20℃に感じられますが、
暖房の無い背
面は20℃以下で寒さを感じます。

外断熱

は壁の温度が無暖房でも、
生活熱等で高くな

20℃

体感温度

室温 23℃

12℃+28℃
＝ 20℃
体感温度
2

階間等

表面温度21℃
給気口からの気流

吹き出し口に手をか
ざせば 、暖 房なのに

室温 23℃

吹き出し温度 24℃

冷たく感じます。

天井･床の上下温度差が無くなると、エアコン暖房も抵抗なく下まで降りて来ます。これが、断熱･気密･換気性能の成果です。夏もエアコンの冷房が効果的に効きます。

「賢い住まいづくりセミナー 2016」資料のご請求は 0120-079-089

ＨＰ 松下孝建設

検索

これで暖房？

簡単に計算することが出来ます。
高断熱住宅

室温 28℃

吹抜天井等

不思議体験？

体感温度は、
壁の表面温度と室温が分かれば

●断熱不良の住宅の体感温度

冷輻射熱

表面温度 ℃

これからお建てになる
方に何かアドバイスを？

﹁先見性が大切だと思います︒
住宅は一生一度の大きな買い物
と言われますが︽住宅は3度建
て無ければ本物には当たらな
い︾という諺もあります︒
一般の庶民には3度は無理で
すから︑徹底的に調べることが
必要だと思います︒新築すれば︑
最新の住宅だから︑全てお任せ
でも︑素晴らしい住宅が建つも
のと信じていましたが︑住宅は
住宅会社によって全く性能も寿
命も異なることを知らされまし
た︒松下孝建設の住宅は︑
100年の寿命で建てていると
聞きしました︒地球温暖化の今
日では︑まだまだ住宅の性能は
上がっていき︑今年からはＺＥ
Ｈ︻ゼッチ︵ゼロ・エネルギ
ー・ハウス︶︼も開始され︑
2050年までには︑新築住宅
の半分以上がＺＥＨになるそう
です︒我が家も太陽光発電の搭
載も考えましたが︑
﹃2009年
の余剰電力買取り制度も2年後
には︑家庭用の買い取りが終了
し︑順次 年の期限が切れます︒
それと共に機材も安くなり︑
性能も良くなるはずです︒いま
無理して安くしか買い取って貰
えない電気を造るよりも︑自家
消費できる︑適切なＷ数の太陽
光発電装置を選択した方が良い
と思います︒そのために屋根だ
けは︑太陽光を載せられるよう
に南面に傾斜させたらどうです
か？松下孝建設の住宅は︑北海
道基準の住宅性能で建てられて
いますから︑太陽光発電を載せ
れば︑いつでもＺＥＨになりま
す︒﹄という営業の方の提案を
受けて︑屋根を南傾斜にしまし
た︒この様な将来に対する︑有
意義な提案ができる建設会社を
選ぶべきだと思います︒﹂とご
主人︒
ありがとうございました︒
10

快適性とはかけ離れた人が住むのにあまりに不便な「エ

