
 
 
 
 
 

スマートカントリーへ！   
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」から早いもので４年が過ぎました。瓦礫の

処理や幹線道路などのインフラ整備は、大きく進んでいるようですが、

住宅の整備、個人の生活は、まだまだ道は長く仮設住居の生活を続け

ている人が、今尚、９万人がおり、その生活は長引くようで、個人の

生活の復興はまだまだ道半ばといった状況のようです。せめて被災の

記憶を風化させる事ないようにと思うばかりです。また、阪神淡路大震災から 20 年。あらため

て、重ね合わせて考えると、日本は、四季折々の自然豊かな国であるとともに、常に、自然災害

と隣り合わせの国である事が感じられます。 

今年度（平成２７年度）の買取

単価が発表されました。昨年度

（平成２６年度）に比べ、10ｋ

ｗ以上が 27＋税円/kwh(20年間)、

10ｋｗ未満が 33 円/Kwh(10 年

間)と決定しました。特措法によ

る 3 年余りのプレミアム期間は

終了しましたが、10kw 以上、10kw

未満ともに、ほぼ想定内の買取

価格だったのではないでしょう

か？太陽光発電も一つの区切り、

普及期からやらなければいけな

いゼロエネルギー住宅【ＺＥＨ】

を迎えました。 

さて、この時期、昨年度の補正予算による蓄電池は別として、国や県市町村の各自治体の補助

金制度の概要が順次発表されます。統一地方選挙の影響か？例年に比べ、発表が遅いようです。

住宅用太陽光発電の補助制度が終了し、県や市町村も太陽光発電ではなく【蓄電池】や【ＨＥ

ＭＳ（ホームエネルギーマネージメントシステム）】などが主流となり、特に、【蓄電池】をメ

インとした補助金が主流となっているようです。（詳細は次頁を参照下さい。） 

「阪神淡路大震災」「3.11・東日本大震災」を経験した天然資源の無い日本は、自然の脅威に

立ち向かうのではなく、自然と共生すべく、太陽光を始めとした再生

可能エネルギーの普及を図るとともに、蓄電池やＨＥＭＳなどを活用

する事で、エネルギーを効率よく、賢く使うスマートハウス、スマー

トシティーそして“スマートカントリー”へ向けて、歩み始めたよう

です。 

（文章：高橋義則） 
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【平成２７年度ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰの設置に対する補助金制度について】 

●国の補助金（定置用リチウムイオン蓄電池導入促進対策事

業費補助金） （平成 26 年度補正予算） 
・蓄電システム購入金額と、機器毎に定められた目標価格と

の差額の 2/3 以内。 
●神奈川県の補助金（住宅用ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰ設備導入費補助金）  
・平成 27 年 5 月 15 日現在 未発表 
●東京都の補助金（家庭用蓄電池、燃料電池（エネファーム）

等に対する補助金）  
・HEMS 設置導入を条件に、①蓄電池システム、②ガスコー

ジェネレーション（エネファーム）、③ガスエンジンコージェ

ネレーションシステム、④ビークル・トゥ・ホームシステム

のいずれかを設置すると補助金があります。 
さらに太陽光発電に対しても補助金があります。 
●神奈川県の市町村の補助金（個人住宅用） 

太陽光 蓄電池 HEMS
補助金額 補助金額 補助金額

横浜市 無

川崎市 有 平成27年4月1日-平成28年2月15日 1kW当たり2.5万円（上限8.7万円） 一律　3万円
新築・建売住宅はHEMS設置が

条件

相模原市 有 平成27年4月1日-平成28年3月15日 一律3万円 一律　5万円 一律　1万円 HEMSは他設備設置が条件

横須賀市 有 平成27年5月11日-平成28年2月5日
よこすかエコポイント（5千円～8

千円相当）

平塚市 無
鎌倉市 有 　　　　　　　　　　-平成28年3月31日 1kW当たり1万円（上限3万円） 上限　4万円 上限　5千円 HEMS設置が条件

藤沢市 未発表
小田原市 未発表
茅ヶ崎市 有 平成27年4月1日-平成28年2月29日 1kWあたり1万円(上限4万円)
逗子市 実施予定 上限　5万円 上限　1万円

三浦市 無
秦野市 有 平成26年4月13日- 1kWあたり1.5万円(上限3.5万円) 一律　5万円 一律　1万円 HEMSは他設備設置が条件

厚木市 有 平成27年4月15日-平成28年3月15日 1kW当たり1万円（上限3万円） 一律　5万円 一律　1万円
太陽光、HEMS、蓄電池同時+5

万円

大和市 有 平成26年4月1日- 1kW当たり1.2万円（上限4.8万円） 一律　5万円 一律　1万円

伊勢原市 無
海老名市 有 平成27年4月1日-平成28年2月12日 1kWあたり2万円(上限20万円) 一律　5万円

座間市 有 平成26年4月16日- 1kW当たり1.2万円（上限4万円） 一律　4万円 一律　8千円

南足柄市 無
綾瀬市 有 平成27年4月1日-平成28年3月15日 1kWあたり1.5万円（上限5万円） 一律　5万円 一律　1万円

葉山町 有 平成27年4月1日- 1kWあたり1.5万円（上限5万円） 一律　5万円

寒川町 有 平成27年5月12日- 1kWあたり1.5万円（上限5万円）
大磯町 有 平成27年4月1日-平成28年3月31日 1kWあたり1.5万円（上限5.2万円） 上限　5万円 一律　1万円 HEMS設置が条件

二宮町 有 平成27年4月1日- 1kWあたり1.5万円（上限5.2万円） 一律　5万円 一律　1万円

中井町 有 平成27年4月1日-平成28年3月20日 1kWあたり1.5万円（上限5.2万円） 一律　5万円 一律　1万円

なかいエコモニター（環境家計

簿モニター）に申し込みをし、１

年分の報告書の提出

大井町 有 平成27年4月1日- 1kWあたり1.1万円（上限3.7万円） 一律　5万円 一律　1万円

松田町 有 平成27年4月1日- 1kWあたり1万円（上限4万円） HEMS設置が条件

山北町 無
開成町 有 平成27年4月1日-平成28年2月12日 1kWあたり1.5万円（上限3万円） 上限　5万円 HEMS設置が条件

箱根町 有 平成27年4月1日-平成28年2月12日 1kWあたり1万円（上限3.5万円）
真鶴町 有 平成27年4月1日- 1kWあたり1万円（上限3.5万円）
湯河原町 有 平成27年4月1日- 1kWあたり1.5万円（上限5.2万円）
愛川町 有 平成27年4月1日- 1kWあたり1.5万円（上限5.2万円）
清川村 有 平成27年4月1日- 購入費用（税抜）の10%（上限5万円）

市町村名
補助金
制度

備考受付期間（予定を含む）

 
※ 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。 

例）シャープ 4.8kWh 蓄電池 
JH-WBP17 
機器費（税抜）¥1,072,000-  
（他 工事費等かかります。） 

とすると 
補助金額は ￥３９７，３３３円 

SII（国から補助されます。） 
 

東京都ならば、さらに補助金額 

￥１３８，０００円 

 



【ソフトバンクグループの電力買取サービス】 

 ソフトバンクグループから国が定めた固定買取価格制度の買取価格より１円/kWh 高く電気

を買い取りするサービスが開始します。 
お申込をするだけの簡単な切り替えで、工事不要、切替費用等の初期費用、月額費用等も一切

無しのお得なサービスです。詳細は別紙にて添付いたしますが、今回のエコライフ通信に記載し

ます第８回スカイテック友の会においてもご

説明、申込手続き受付させて頂きます。 
これから電力自由化に向けて他にもこのよ

うなサービスが、いろいろとでてくるのではな

いかと思います。選択ができる分、情報を集め、

なぜ？を解消し、お客様の賢い選択のお手伝い

をさせていただければと考えております。 
※但し、平成 21～25 年度の太陽電池設置者が対象となっております。 

 

【蓄電池でパワコン・リプレース】 

皆さんは蓄電池をご存知ですか？ 
蓄電池は電気料金が安い夜の時間帯に蓄電し、朝夕の料金が高く、発電量が少ない時間の電気

を補い、割高な電力の購入を抑えることを目的としています。現状、太陽光発電を設置している

方は昼間発電した電気を使いながら、余った電気売っていると思います。しかし、朝夕などの発

電量が少ない時間帯などでは、太陽光の発電だけでは賄えない場合もあるでしょう？そこで蓄電

池が活躍します。もちろん、災害時など万が一の停電時にも、電気を使える暮らしをサポートし

てくれます。非常時も、平常時も太陽光発電、蓄電池が活用できるのも魅力の一つです。 
さらに年数がたって機器として故障が多くな

るのがパワーコンディショナ。蓄電池を設置し、

シャープの蓄電池と太陽光のハイブリッドパワ

ーコンディショナへ既存の太陽光パワーコンデ

ィショナからリプレースする事で、蓄電池設置か

ら１０年間保証されるとなります。 
前述にもある通り、いまは国の補助金がありま

すので増税前にご検討しては如何ですか？ 
 

【お年玉プレゼントクイズ 正解発表！】 

 
いう問題でしたが、今年度余剰買取価格は東京電力は 33 円・九州電力 35 円ということで 
正解は B の「37 円より下がる」 ！ でした。 
正解者は、１名です。エコライフを応援するプレゼントをお送りさせていただきます。 
みなさん、ご応募ありがとうございました。 

Q．平成 26 年度余剰買取単価は 37 円（税込）でした。さて来年度の余剰買取価格はいく

らとなるでしょうか？ A.変わらず 37 円のまま B.37 円より下がる C.37 円より上がる 
 



【イベント】第 8 回スカイテック友の会 ＆ シャープ主催夏特チャンスフェア 

 蓄電池の補助制度をメインとした説明会と太陽光、蓄電池はもちろん最新生活家電品をご紹

介させて頂きます。（特価品もございます） 
特に、設置年数が 10 年前後の方々、蓄電池に合わせた、ＰＣＳの 
リプレースは如何でしょうか？ 
ご来場記念品のご用意もございますので、是非、

お誘い合わせのうえ、ご来場下さい。ご来場お待

ちしております。 
 
日時：6 月 6 日(土)   10 時 ～ 17 時 
      6 月 7 日(日)   10 時 ～ 16 時 

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 
住所：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 

ご参加を希望される方は、 
①お名前 ②住所 ③連絡先 ④参加人数 
⑤交通手段（お車ご利用のみご連絡下さい） 
を メール：ecolife@skytech.co.jp  
又は Fax：045-933-2722 までご連絡下さい。 

◎ 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。 

【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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