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住宅市場ニュース住宅市場ニュース Housing News

平成24年7月の住宅着工戸数は75,421戸（前年同月比9.6％減）です。しかし好調だった春
期の73,647戸に比べて戸数自体は増えており、季節調整済年率換算値では87.0万戸（前月
比4.0％増）となっています。前年同月は、住宅エコポイントの終了前に駆け込み需要があった
ための数字なので、決して落ち込んでいるわけではありません。
　「持家」の着工戸数で見ると、前年同月比12.5％減（季節調整値の前月比5.8％増）で、4ヵ月
ぶりの減少。「貸家」は前年同月比14.7％減（季節調整値の前月比4.8％減）と、7ヵ月ぶりの減
少です。とはいえ「分譲住宅」は、2ヵ月ぶりに前年同月比1.2％増（季節調整値の前月比17.3
％増）、内「分譲マンション」は前年同月比1.4％増と、好調な傾向が見られます。京阪神において
は軒並み前年度比が落ちていますが、兵庫県だけは分譲住宅・分譲マンションの新設が好調で、
下降率を食い止めています。

■ 7月の住宅着工は分譲住宅・マンションが増加。しかし持家と貸家が減って全体の数値が減少。

※国土交通省「住宅着工統計」より作成
（注）・持家とは建築主が自分で居住する目的で建築するもの。 ・貸家とは建築主が賃貸する目的で建築するもの。 ・給与住宅とは会社、官公署、学校等がその社員、職員、教員等を居住させる目的で建築するもの。 ・分譲住宅とは建て売り又は分譲の目的で建築するもの。
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高効率ガス給湯器へのシフトで更なるCO2削減を目指す

● エネルギーの自立性向上と多様化への貢献

エコジョーズ化宣言の背景とエネルギー生産のこれから
標準化に
向けた
取組み

　2013年3月末までに、戸建住宅
および新築マンションに新たに設置
されるガス給湯器をエコジョーズな
どの「高効率ガス給湯器」にデファク
トスタンダード化（標準化）すること
を目標として「エコジョーズ化宣言2013」が表明されました。
 2010年10月の表明時には160万台だったエコジョーズの普及台
数を、2015年には1100万台、そして2020年には2000万台へと
拡大していくことを目指し、日本ガス体エネルギー普及推進協議会
（通称：コラボ）と一般社団法人日本ガス石油機器工業会が中心となり、
ガス業界全体で「エコジョーズ」の普及を推進しています。

　CO2削減と併せて重視されている省エネですが、電力供給
不安が続き、分散型発電システムや再生可能エネルギー、節電
への関心が高まる中、政府が推進する住宅のゼロ・エネルギー
化事業におけるバックアップもあり、家庭への太陽光発電や太
陽熱利用システムの普及が加速しています。

　８月に発売となった㈱ノーリツの「ダブルソーラー」は、太陽光発
電システム「ＰＶＭＤシリーズ」と太陽熱利用システム「ＸＦシリーズ
」を併せて設置できるように、太陽電池モジュールと、太陽熱利用
システムの集熱器を一体化。給湯・暖房・発電機能を搭載している
ので、昼に太陽光発電で電気を作り、夜間には昼間に太陽熱で沸
かしたお湯を使用できます。またエコジョーズと組み合わせること
で、曇りの日や夜間の使用でバックアップが必要な際も、ガスの使
用量を抑えることができ、リモコン表示で電気やガス、お湯の使用
状況をリアルタイムで確認できるので、電気料金や水道、ガス料金
の節約と、余った電気は売電できるというメリットもあります。　日本は低炭素社会の実現に向け、CO2排出量を2020年までに

1990年比で25％削減するという目標を掲げました。しかし、日本の
CO2排出量は減るどころか増え続けており、特に増加が著しい「家庭部
門」でのCO2削減が目標達成への重要な鍵となっています。「エコジョー
ズ」は、従来は捨てていた排熱中の潜熱を回収して再利用することによ
り、熱効率95％を達成した、省エネルギー性・環境性に優れた高効率給
湯器で、CO2排出量を従来の給湯器に比べ13％削減することができる
ため、「家庭部門」でのエネルギー消費の約3分の1を占める「給湯」によ
るエネルギー消費を減らすために、必要不可欠な要素であると言えます。

● なぜ「ECOジョーズ」なのか

● 太陽のエネルギー × 「ECOジョーズ」

※参考資料  高効率ガス給湯器デファクト化研究会 ホームページ

※潜熱回収型ガス給湯器の
　ＣＯ２削減効果を約２２２．６ｋｇ 
　－ＣＯ２／世帯・年として算定

約４４５万ｔ※のＣＯ２削減
効果を見込んでいます。

ノーリツ
ダブルソーラー

パネルはスリムな一体
化デザインで屋根の
外観もスッキリ

■ キャンペーン期間2012年7/1（日）～2013年2/28（木）

詳しくはこちらから　http://www.eco-cp.com/pc/

インターネット応募は、締め切り当日15時00分まで受付分有効
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水風インテリア 開運

水をたくさん使うお風呂は、健康や人の縁をつかさどる「水」の気を持っています。水の気が強すぎると、さまざま
な厄災におぼれる可能性を高めるので、いつも掃除して窓を開けるか換気扇を回し、からりとさせておきましょう。
気の流れが良くなり、運気も向上します。

明るい雰囲気に変える良い香りで運気アップ体の不調は充実したバスタイムで改善
お風呂の照明が暗かったり、モノトーンで統一して
いると、運気がダウンします。照明を明るいものに
取り替え、できるだけ明るい雰囲気で水の気を抑え
ましょう。バスグッズは明るい色にして、暖かみのあ
る清潔感を漂わせます。毎日忙しく、疲れが取れな
いようなら、窓辺に小さな観葉植物を置いてみま
しょう。気の流れが良くなって、リラックスできます。
お風呂が南や西南にある場合は、バスタブにお湯
を溜めないように。北や北東にある場合は、入浴後
は毎回、掃除して換気し、特に清浄を保ってくださ
い。トイレと一緒になったユニットバスなら、どの方
位にあっても水の気の悪影響が強く出るので、掃
除と換気は怠らないようにしましょう。使用後は窓
を開放するか換気扇を1時間ほど回しましょう。

石けんやシャンプー類は交際運を高める大切なア
イテムですから、粗悪な品を使わず香りの良いもの
をセレクトしましょう。ボディシャンプーではなく、固
形石けんがおすすめです。人間関係に悩んでいた
ら、花や果物の香りがする石けんを。上質な石けん
を選べば、交友関係もレベルアップします。
シャンプー・コンディショナーや入浴剤も、香りの良
いものにしましょう。良い香りが満ちていると、良い
運気がめぐるようになります。気に入った香りならな
んでもいいのですが、特にバラ系の
香りは女性らしい美しさに磨きをか
けてくれます。恋愛運や家族の愛情
に自信が持てなければ、ボトル・小物
類を愛らしいものやピンク色に変え
てみましょう。

家族に体の不調を訴える人がいたら、排水を点検しま
しょう。パイプが詰まっていたり、排水口が汚れている
と、家の悪い気が集中してここに溜まります（キッチン
やトイレの排水口も同様です）。パイプの汚れを溶か
す洗剤を注ぎ、排水がスムーズに流れるようにしてお
きましょう。排水口のネットも汚れがこびりつかないよ
うに磨き、髪の毛や石けんカスを溜めないようにしま
す。冷え症で悩んでいたら、体を内側から温めるショ
ウガ・ネギ・ニンニクなどを食事に取り入れ、外からはお
風呂で温めます。陽の気を持つ赤・ピンク・オレンジ系
のバスグッズを揃え、半身浴でゆっくり入浴します。
防水ラジオで音楽を聴くのも効果
的。これらの陽の気で体を温める
パワーがいっそうアップして、冷え
症を改善しやすくなります。

運気のマイナスをプラスに変える＜風呂＞
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小豆あんより、やさしくまろやかな口当たり
1．

2．

3．

4．

サツマイモは輪切りして塩水に５分ほどさらし、
アクを抜きます。水気をきり、電子レンジで８分
ほど加熱。イモがやわらかくなれば、皮をむい
てつぶします。
イモの半量を鍋に入れて牛乳・砂糖・塩一つまみ
を加え、弱火で練ります。もう半量には水大さじ
１・黒砂糖・塩一つまみを加え、同様に練ります。
もち米をといで1.1合の水に１時間以上ひたし、
そのまま炊き上げます。塩小さじ1/4を加え、濡
らしたすりこぎで半分ぐらいつぶして８等分し、
塩水を手につけながら丸めます。
（２）を各4等分して丸め、手の平でたいらにの
ばして(３)を包み、形を整えます。

いもおはぎ

サツマイモ…100ｇ／板チョコ…20ｇ／練乳…小さじ１
ココア、粉砂糖…各適量／塩…少々

材料（4人分）

もち米…１合／サツマイモ…中１本（約350g）
砂糖…25g／黒砂糖…30g／牛乳…大さじ１／塩…少々

材料（８個分）

見た目チョコ、中身はスイートポテト
1．

2．

3．

サツマイモを輪切りして塩水に10分ほどさらし
ます。水気をきり、電子レンジで５分ほど加熱。イ
モがやわらかくなれば、皮をむいてつぶします。
イモが熱いうちに練乳と細かく刻んだ板チョコ
を混ぜこみ、一口大に丸めます。
丸めたイモが冷めたら、半量にココアをまぶし
ます。もう半量には粉砂糖をまぶします。アルミ
または紙のカップに１個ずつ盛ります。

いもトリュフ

※砂糖の量は、お好みやイモの甘さ
　によって増減してください。
　口当たりをなめらかにしたい時は、
　イモを練ってから裏ごししましょう。

※トリュフの大きさはお好みで加減してください。この分量で８～12個分です。

再生エネルギー全量買取制度

全量買取制度とは

　いつもお世話になります。このMIZMIZが皆さまのお手元に届くころには
暑さも和らぎ過ごしやすい季節になっていることと思います。

　今年の夏も暑かったですね。温暖化の影響か、暑さも年々ひどくなっているのと同時に、ゲリラ
豪雨や竜巻など、自然災害の発生も頻繁になっているようにも思えます。直接的に私たちが感じ
ることは少ないかもしれませんが、着々と地球温暖化が進んでいるのではないでしょうか。その
ような中、今回は本年7月より施行された再生エネルギー全量買取制度について取り上げたいと
思います。弊社が発行しているメールマガジンでは先立って8月に配信いたしましたが、個人的
な見解も含めて記事にさせていただきます。

　正式には「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に
関する特別措置法案」で、平成23年3月11日午前に閣議決定、8月
26日に法案成立しました。平成24年6月18日、買取価格：42円・
買取期間：20年間で法令が公布され7月より施行されています。
　再生可能エネルギーで発電した電力を、電力会社が固定の価格
で買い取ることを義務付ける制度のことで、一定の条件を満たす場
合に、発電した電力の全量を一定の期間・価格で買い取るため、全
量買取制度と呼ばれます。対象となる再生可能エネルギーは、太陽
光発電、風力発電、地熱発電、中小水力発電と、バイオマス発電の5
種類で、このうち太陽光発電に関しては、10kW未満の（いわゆる
住宅用）の場合、現状と同じ余剰電力の買い取りが適用されます。
事業所などの非住宅に太陽光発電システムを導入し発電した場合
は、電力の全てを電力会社が一定の価格で買い取ることが義務付
けられてます。
　また、太陽光発電の買取制度というと、ソーラー・パネルを設置し
た人だけに関係することと思いがちですが、買取に使われるお金の
原資には、「賦課金」として電気の使用量に応じ、電気料金に加算し
て全国民から徴収したお金が使われます。つまり、太陽光発電を利
用する人はもちろん、しない人も買取のための資金を支払っている
わけです。全量買取制度では、太陽光発電だけでなく、風力発電や
地熱発電などの再生可能エネルギー由来の電気が幅広く買取対象
となったため、名称が「再生可能エネルギー発電促進賦課金」と変
わりました。省略して「再エネ賦課金」と呼ばれています。国産エネ
ルギーの確保は国民全体の問題とはいえ、電気料金の値上がり負
担がどれくらいになるのか、生活者としては気になるところです。

採算性は？
　大手企業や外資系企業などが、これまでとはケタ違いの発電容
量を有する太陽光発電（メガソーラー）を各地で設置する動きが活
発化しています。余剰電力買取制度とは違い、収支を計算するわけ
ではありませんので、単純に１kwあたり４２円を乗じただけの計算
になります。ということは容量が大きければ大きいほど収入が得ら
れるということですので、「メガ」と呼ばれるレベルの太陽光発電を
設置すると、初期投資が莫大になるものの採算が取れると判断して
のことだと言えます。
具体的に、全量買取制度によってどの程度の収入が得られるので
しょうか。

　ここでは、決定価格の『42円・20年』という設定で、49kWの容
量を設置した場合の売電額シミュレーションを示しています。
　上記の図では約８年で投資金額を回収し、残りの約１２年は収入
となるという内容です。設置場所の条件や、パネルの性能などで数
値は変わりますので、あくまでも目安としてお考えください。
　また、これ以外にも税制優遇や設置補助金などの制度がありま
すので、初期投資の回収に関しても制度の活用によって、メリットが
得られるようになっています。

　現在、お客様へ太陽光発電の設置の提案をするということでは
なく、自社設置を検討しています。個人的には、15kw以上の設置
が可能であれば、全量買取制度の活用は収益性があると判断して
います。容量が小さければ、得られる収入も低くなることは言うま
でもありませんが、長い目で見ると制度開始から2、3年以内に設
置することが最大限にメリットを得られると考えています。固定買
取金額や固定買取期間は普及が進むにつれて見直しが入り、ス
タート時ほどのメリットを得ることは難しいと予想されるため、お客
様に対して「是非導入を！」とまでは言えませんが、弊社としては、
「地球温暖化防止への貢献」という視点を持ち合わせた収益事業
として、取り組んでいきたいと考えています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

弊社の取り組み

【シュミレーション例】

49kwの場合の売電シミュレーション
測定地域：大阪府　取付場所：屋根設置　設置容量：49.35kw　年間予想発電量：52800kWh/年

※NEDOの全国日照関連データマップの日射量データより1995年～2005年の平均を用いて算出。
　記載の数値はあくまで推定値（概算）であり、実際の数値とは異なりますのでご了承ください。

年間予想発電量

予想発電量から算出した、年間に売電で得られる収入金額です

設置にかかった費用を売電収入で償却できる期間です

買取価格
■年間予想売電収入 52,800kWh/年×42円 ＝   2,217,600円

年間予想売電収入

売電収入年数 年間予想売電収入

売電収入期間をもとに最終的にお客様の収入となる金額です

売電収入総額

設備導入費用 年間予想売電収入 償却年数

売電した収入がそのままお客様の収入になる期間です

買取期間 償却年数

■償却年数 180,000,000円÷2,217,600円 ＝  8.1年

■売電収入年数 20年ー8.1年 ＝  11.9年
売電収入年数

■売電収入総額 11.9年×2,217,600円 ＝  26,389,440円

紅葉と秋祭りを楽しむ
城下町・ 亀岡

ポコロコ紀行  　たまには旅しましょ




