
 

 

 

 

 

次の 10 年に向けて！   

 例年よりかなり早い桜の開花を過ぎ、春本番となりましたが、皆様は如何お

過ごしでしょうか？ 

「3.11・東日本大震災」から２年が過ぎ、被災地はもとより各地で様々な

催しものが行われましたが、被災地の復興は遅々として進んでいないようです。

それどころか、忘れさられないようにと躍起になっているのが現状ようで、寂

しい限りです。 

さて、この時期は、国や県市町村の各自治体の補助金制度の概要が発表されます。次頁以降にあ

りますように、今年度からは【ＨＥＭＳ（ホームエネルギーマネージメントシステム）】や【蓄電

池】などの設置が必須となっているようです。また、買取単価も発表され、昨年度に比べ約１割程

度下がり、10ｋｗ以上が 37.8 円/kwh、10ｋｗ未満が 38 円/Kwh と決定しました。（詳細には次頁を

参照下さい。） 

ところで、昨年度（平成 24年度）は当社にとりまして、創業 50年、ソーラー事業部 10年の節目

の年となっており、年度末のお忙しい中でしたが急遽「１０周年感謝の集い」を開催させて頂きま

した。ごく一部の皆様、お取引関係の方々のみの連絡で申し訳ありませんでしたが、節目の年を機

に、更に尚一層の努力、精進してまいりますので、引き続きのご支援、ご協力の程宜しくお願いし

ます。 

そして、以前よりご連絡の「１５年保証への切替のご案内」がシャープエンジニアリング㈱様よ

り皆様のお手もとに届いている頃かと思います。案内に従い手続きをすすめて頂ければと思います。

念のためご不明な点など直接質問出来る機会として無料相談会を、４月、５月の第３土曜日に設け

ましたので、ご利用頂ければと思っております。 

 

春は新しいスタートの季節です。被災地を始め元気な日々が取り戻せるようお祈りしております。 

（文章：高橋義則） 

 

【2013年 お年玉プレゼントクイズ 正解発表】 

かわさきメガソーラー浮島太陽光発電所の太陽電池パネルは何

枚使われてるでしょうか？ 

正解は ① 37,926枚 でした♪ 

１４名の方が正解いたしました。 

お年玉プレゼントの発送をもって、 

正解者発表とかえさせていただきます。 

ご応募ありがとうございました。 
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【住宅用太陽光発電の設置に対する国からの補助一覧】 

平成 25 年度の住宅用太陽光発電システム導入支援補助金の概要が発表されました。 

1.補助対象となるシステムの上限金額と補助金単価の２段階化について 

補助金額は１kw 当たりのシステム価格（税抜き）に応じて、下記２種類どちらかの補助単価

で申請することになります。 

□１kw 当たりシステム価格が４１万円以下のもの   ２.０万円/kw を補助 

□１kw 当たりシステム価格が５０万円以下のもの   １.５万円/kw を補助 

（備考）１kw 当たりのシステム価格＝補助対象経費÷太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値。 

１kw当たりのシステム価格の算出における太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値の上限は 9.99kwと

します。 

2.補助対象システムの出力上限の考え方 

太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値、またはパワーコンディショナーの定格出力の

合計値のいずれかが、１０ｋｗ未満であることとします。 

3.申込期間 

平成２４年４月１７日～    ※詳細については、別途お問い合わせ下さい。 

 

【住宅用太陽光発電の設置に対する神奈川県内自治体からの補助一覧】 

【神奈川県】 

太陽光発電設備： 

１.５万円/kw（上限 5 万円）を補助（補

助件数：3,000 件） 

但し、ＨＥＭＳ機器を設置する事が必

須条件となっています。 

 

HEMS に関しましては、国からも一律

10 万円の補助金（4 月 10 日現在）が出

ます。 

他、地方自治体でも補助事業となって

いる所もあるようです。 

とくに横浜市では YSCP（横浜スマー

トシティプロジェクト）の一環として、

HEMS（機種限定有り）を導入し「省エ

ネ行動実験」に参加することで更に導入

費用の一部を補助する制度もございます。 

 

当社も YSCP モデル事業実施事業者と

して登録させて頂いております。 

 

↑平成 25 年 4 月 8 日現在発表の神奈川県市町村の補助金一覧 

※ 他都道府県、市町村自治体ついては、直接お問い合わせ下さい。 

市町村
kW単価

横浜市 定額5.0万円 5.0万円 平成25年4月4日-平成26年1月31日 先着 約2000件
川崎市 2.5万円 8.7万円 平成25年4月1日-平成26年2月17日 先着 約1300件

相模原市 1.5万円 5.2万円 平成25年4月1日-平成26年2月14日 先着 約900件

太陽光発電システムとセットで家庭用燃料電
池システム（エネファーム）、定置型リチウム
イオン蓄電池を設置する場合は、太陽光発電
システムへの補助金に追加して、1種類につ
き10万円を補助

横須賀市 定額1万円 1万円 平成25年4月17日-平成26年2月14日 先着 約120件 HEMS設置が必須（HEMS補助額1万円）

平塚市 定額3.0万円 3.0万円 平成25年4月1日-平成26年2月28日 先着

鎌倉市 1.0万円 4.0万円 平成25年4月15日-平成25年5月15日
予算を超え
た場合抽選

約100件

藤沢市 1.5万円 5.0万円 － － －
小田原市 1.0万円 4.0万円 平成25年4月1日-平成26年2月28日 先着 約500件
茅ヶ崎市 1.0万円 4.0万円 平成25年4月1日-平成26年2月28日 先着 約350件
逗子市 1.5万円 5.0万円 平成25年4月8日- 先着 約50件
三浦市 － － － － －
秦野市 1.5万円 3.5万円 － － －
厚木市 1.0万円 4.0万円 平成25年4月1日-平成26年3月15日 先着 約450件
大和市 1.5万円 5.2万円 平成25年4月15日-平成26年2月14日 先着 約350件
伊勢原市 － － － － －
海老名市 2.0万円 20.0万円 平成25年4月1日-平成26年2月14日 先着 約300件
座間市 1.5万円 5.0万円 － － －
南足柄市 0.8万円 2.8万円 平成25年4月16日-平成26年2月28日 先着 約100件
綾瀬市 1.5万円 5.0万円 － － －
葉山町 1.5万円 5.2万円 -平成26年2月28日 先着 約60件
寒川町 1.5万円 5.0万円 － － －
大磯町 － － － － －
二宮町 － － － － －
中井町 1.5万円 5.2万円 -平成26年3月20日 先着 約20件
大井町 1.1万円 3.7万円 平成25年4月1日- 先着 約50件
松田町 － － － － －
山北町 2.0万円 6.0万円 平成25年4月22日- 先着 約20件
開成町 1.5万円 5.2万円 平成25年4月1日-平成26年2月14日 先着 約50件
箱根町 1.5万円 5.2万円 平成25年4月1日-平成26年2月14日 先着
真鶴町 1.0万円 3.5万円 － － －
湯河原町 1.5万円 5.2万円 先着 －
愛川町 1.5万円 5.2万円 先着 －
清川村 1.5万円 5.2万円 平成25年4月1日- 先着 －

備考市町村名 上限 受付期間（予定を含む） 受付方法 件数



平成 25 年度・売電単価が決定！  

□１0kw 未満の住宅用        ３８円/kwh（内税） 

□１0kw以上の住宅用及び非住宅   ３７.８円/kwｈ（内税）※ダブル発電の場合などは除く。 

 

  「ソーラー事業部 １０周年感謝の集い」 

平成 24 年度は、当社にとって節目の年と

なっておりました（創業５０年、ソーラー事

業部１０年）。皆様に感謝の気持ちを！と、

お取引の企業の皆様を始め、友の会等に多数

ご参加頂いている個人のお客様にお声掛け

させて頂き、3 月 30 日（土）11:30～14:00

に横浜駅近くの崎陽軒にて「10 周年感謝の

集い」を開催させて頂きました。 

年度末のお忙しい中、また、突然の案内に

も関わらず大勢の方々にご出席頂きありが

とうございます。 

前日までの雨の予報に気を揉んでいたのですが、当日の朝早くには雨も上がり、社員一同ほっと

いたしました。集いでは、設置者を代表して豊泉幼稚園の佐藤園長様、またメーカーを代表してシ

ャープアメニティシステム㈱首都圏営業部の中尾部長様よりご挨拶頂き、横須賀地域の設計事務所

集団のミーズ設計連合協同組合の古谷理事長からの乾杯のご発声で祝宴となりました。祝宴では、

東京電力㈱鶴見支社様、エンドユーザーの金井様、京急不動産様、大津幼稚園様から、それぞれの

活動の発表をして頂き、また、ビンゴゲームなども行い大いに盛り上がりました。 

20 年、30 年と月日を重ねられよう頑張っていきたい思いますので、今後とも宜しくお願いしま

す。また、友の会を継続して開催出来れば思っておりますので、皆様よりのご紹介、ご協力を引き

続きお願い致します。（竹山 毅） 

【イベントのお知らせ】シャープ製太陽光発電システム設置のお客様 

１５年保証への切替のご相談会   

日時：4 月 20 日(土)、5 月 18 日(土)、 

      午前の部：10 時 30 分～12 時 

午後の部：13 時 30 分～15 時を予定。 

会場：シャープエンジニアリング横浜センター 

●会場アクセス 

シャープエンジニアリング株式会社 

横浜市磯子区中原 1-2-23 

JR「新杉田駅」/京浜急行「屏風浦駅」、徒歩 10 分 国道 16 号線沿い 

相談会参加ご希望の方は添付の別紙をご参照の上お申込下さい。 

無料 



５月だヨ！売電集合 サンビスタ売電コンテストのご案内  添付別紙を参照 

シャープ製太陽光発電システムを設置のユーザー様を対象として、シャープ主催「売電コンテス

ト」が開催されます。節電の効果、発電量をご確認できるチャンスです。 

北海道から九州まで 10 エリアに分けて審査、上位 10 名までの方に入賞賞品もございます。 

 

 ★参加資格：ご自宅で余剰電力の売電をされてる方（集合住宅、店舗、オフィスは除く） 

★エントリー期間 2013 年 4 月 1 日～5 月 15 日まで申込 

★検針表回収期間 2013 年 5 月 25 日～6 月 10 日まで 5 月分検針表（買電+売電）を提出 

★審査方法 下記の計算式より算出した設置容量 1kw･1 日当たりの売電量にて審査 

コンテストする売電量＝５月分売電量（kWh）÷設置容量（kW）÷検針日数 

ぜひ、入賞を目指して節電、ご参加お願いします！ 

参加ご希望の方は、5 月 15 日〆切までに 

① お名前 

② ご住所 

③ ご連絡先 電話番号又は E メールアドレス 

④ 発電所名 

(お好きな発電所名で結構です。例：ニコニコ発電所等) 

⑤ ご家族の人数 

をメール：ecolife@skytech.co.jp 又は Fax：045-933-2722 でご連絡下さい。 

当社にて参加手続きを致します。                       （漆原） 

◎ 今後、本通信を定期的に皆様に送付させて頂きますが、本通信のご不要の方はご連絡ください。 

◎ ご意見、ご質問や情報の掲載を希望される方は是非ご連絡ください。 

◎ 設置宅紹介コーナーは、今後も続けていきますので皆様のご協力をお願いします。 

発行 株式会社 スカイテック ソーラー事業部 

神奈川県横浜市都筑区池辺町４１７２－３ 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-25-3317 URL http:www//skytech.co.jp 

発行日 平成 25 年 4 月１日 

【エコライフ通信のメール配信化をめざして】 

エコライフ通信は、インターネットによる電子メール（e‐mail）化を目指します。これは、

情報処理化やペーパーレスを目的としています。順次、色々な情報を配信していきたいと思い

ますので、よろしければメールアドレスを教えて頂ければと思います。もちろん、メールアド

レスがない方は今まで通りの郵送とします。（電子メール版は、フルカラーです。） 

メールアドレスの連絡先  ecolife@skytech.co.jp 
※携帯電話の方は、ご遠慮下さい。※メールアドレスは弊社内のみにて使用致します。 
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