
これからの
自然の恵みをいかした住まい
～再生可能エネルギーのある家～

快適に、すこやかに暮らしながら、

地球の未来にもいいことを̶

太陽光発電・太陽熱温水器・

薪ストーブ・ペレットストーブなど、

「再生可能エネルギー」を取り入れて

暮らす人たちの声を紹介します。

再エネ導入は
京都再エネ

コンシェルジュに
おまかせください！
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　ゼロ・エネルギー・ハウス（Z
ゼ ッ チ
EH）とは、年間のエネルギー収支がゼロになる家のことです。地球温暖化対策のため、国

は 2020 年までに標準的な新築住宅のZEH化を目指しています。※ P14 参照。

　ZEHに住むと、冬冷えにくく、夏熱くなりにくいため、快適で健康に暮らせます。また、省エネの機器を導入するため、月々

の節約ができます。さらには、太陽や木などの自然の力を利用して家でエネルギーを作るので、停電などの時にもエネルギー

を使うことができます。

住まいは今
ゼロ・エネルギー・

ハウスへ
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　太陽や、風、水、木など、くり返し使い続けることができるエネルギーを「再生可能エネルギー」といいます。再生可能エ

ネルギーは、なくなることがなく、地球温暖化の最大の原因である二酸化炭素をほとんど排出しません。子どもたちが暮ら

す未来のために、異常気象を防ぎ、災害にも強い、自然の恵みをいかしたエネルギー自給生活を始めませんか。

再エネで
快適に暮らし
未来を創る
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2011年以降、新築戸建て住宅の3割以上に設置されています。※1

　太陽光発電は、太陽のエネルギーから電気を作ります。
電気は、明かりや、テレビなどの家電、給湯や冷暖房など
さまざまな形で利用できる便利なエネルギーです。太陽光
発電を導入すれば、自宅の屋根が小さな発電所になり、日
中は家庭内のさまざまな家電製品に電気を使うことがで
きます。
　また、家庭で使う電気の一部を自給しながら、余った電
気を電力会社に売ることができるので、右図のように電気
代の支出が減り、売電収入を得ることもできます。

太陽光発電

太陽の恵みで、
明るく、夏涼しく、
冬暖かく。

※1　環境省 2016「家庭からの二酸化炭素排出量の推計に係る実態調査 全国試験調査」より

※2　環境省 2016「家庭からの二酸化炭素排出量の推計に係る実態調査 全国試験調査」戸建住宅の年間電気代平均より

※3　経済産業省 調達価格等算定委員会「平成30年以降の調達価格等に関する意見」等を参考に、システム容量5kW、設置10年目までの太陽光売電価格を28円/kWh、

 運転維持費を年間15,000円、設備利用率13.4%、余剰売電比率70%、買電価格27円/kWh、戸建年間消費電力量5,617kWhとして、太陽光発電設置後10年までの電気代をシュミレート。

年間の電気代等シュミレーション（戸建住宅）

0円 50,000円 100,000円 150,000円

太陽光発電あり
4,006円※3

太陽光発電なし
142,300円※2

●太陽光発電を導入すると、保守代金を含めても年間14万円ほどお得になります。
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災害時の安心にも。

　気候変動により、大型台風やゲリラ豪雨などの災害が増えると予想されています。災害に伴う停電などの際に、自宅の
屋根で発電し、電気を自給自足することは、災害への備えになります。
　停電していても昼間で天気がよければ、「自立運転機能」を活用することにより、自宅で電気を使うことができます。ス
マートフォンやノートパソコンの充電など、さまざまな用途に使用可能です。
　また、蓄電池を併設すれば、昼間に貯めた電気を夜間に使用することができます。停電時でも一日中電気を使うことが
できるため、情報収集や安否確認はもちろん、最低限の家電製品を使うことができ、大きな安心が得られます。

●ゲリラ豪雨に注意
2017年8月、舞鶴市の集中豪
雨の様子。気候変動の影響で
異常気象の多発が心配されて
います。

●自立運転で安心
発電している電気を停電中に
使うには、パワーコンディショ
ナーを「自立運転モード」に
切り替え、「自立運転用コン
セント」に使いたい機器を接
続する必要があります。

　2011年秋に太陽光発電システムを設置したIさんご夫妻、導入のきっかけは、同年3月に起
こった東日本大震災でした。「災害が起こってライフラインが切断されても、太陽光発電があ
れば、日中は電気が使えますよね。それに、できるだけ環境を汚染しないエネルギーを使いた
いという思いがありました。」と語るIさん。
　システムの規模は4.2kW、年間合計発電量は約5,000kWhになるそうです。太陽光発電を
付けて一番メリットを感じるのは、夏の日中なのだそうです。「以前冷房を我慢していたら、

私が熱中症になってしまったんです。それ以来無理をしないようにしているのですが、夏の晴れた日はエアコンの消費電力以
上に発電してくれるので、電気代を心配せず快適に過ごせるのがいいですね。」とは奥様の弁。リビングのモニターで発電量
と家全体の消費電力量が一目でわかるので、「エアコンの設定温度を1℃控えめにするだけで、消費電力が大幅に減るので驚
きました。」と、思わぬ省エネ効果も得られたそうです。

光熱費が格段に安く！太陽光発電体験談：Iさんご夫妻（京都市在住）
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熱は熱のまま使うのが、いちばん効率的。

　太陽熱温水器は、太陽のエネルギーで水をお湯に変え
ます。冬の晴れた日で40℃、夏には70～80℃のお湯を作
ることができます。
　太陽の熱を直接使うため効率がよく、小さな面積でも設
置できます。シンプルな作りであまり費用がかからないもの
もあるので、設置しやすいです。
　家庭のエネルギー消費の30%が「給湯」に使われてい
るため、お湯を効率よく作ることは、たいへん効果があり
ます。※

　自宅に太陽熱利用システムを設置すれば、効率的に太陽
のエネルギーを活用して、給湯にかかる光熱費を節約することができます。さらに、地球温暖化防止にもなります。

太陽熱温水器

※LPガスは　767円/㎥、都市ガスは　184円/㎥、灯油は　84円/Lとして計算
（2017ソーラーシステム・データブックより）

太陽熱利用システムによる年間節約金額
6㎥300L のシステムを設置した場合

0円
LPガス

2万円

4万円

6万円

8万円

10万円

12万円

14万円

都市ガス 灯油

120,500円分

75,100円分

37,600円分

日差しの温もり、
そのままお風呂に、
キッチンに。

※　環境省2016 「家庭からの二酸化炭素排出量の推計に係る実態調査 全国試験調査」戸建住宅の年間用途別エネルギー消費量割合より
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安価で停電時も使える
「自然循環型」

デザインすっきり
「強制循環型」

　屋根にタンク（貯湯部）とパネル（集熱部）の両方を載せる
タイプです。パネル内部で温められた水が、自然に上部の
タンクに上がって貯まっていくので、電気が必要ないシン
プルな構造で、価格も安価で済みます。屋根への荷重は
平均80㎏～120㎏程度です。

　パネルだけ屋根の上に載せ、タンクは地上に設置する
タイプです。屋根と地上の間で熱を循環させるために、電
動ポンプを利用します。タンクを屋根に載せないので、デ
ザインがすっきりしており、屋根への負荷が少ないといっ
たメリットがあります。ただし価格は上がります。

給水給湯

集熱部

貯湯部
　（中に断熱材にくるまれた貯湯部がある）

集熱部で温められたお湯は自然に
上方の貯湯部へ移動する

湯

集熱部
（屋根の上）

ポンプ

不
凍
液

給水

貯湯槽内の水を熱交換して温める

温度が足りない
場合に使用

湯
給湯

貯湯槽
（地上） 補助

熱源
機器

　マイホームを新築する際に、太陽熱温水器を設置されたNさん。無垢の地元産木材をふんだんに
使った、心地よいお住まいが完成しました。太陽光発電システムよりエネルギー変換効率の高い太
陽熱温水器を選んだのは、Nさんの発案です。
　強制循環方式なので、屋根の外観はすっきり。屋根には2㎡の集熱パネルが3枚、地上（浴室に隣接す
る屋外）に200Lの貯湯タンクと補助熱源機器（ガス給湯器）が設置されています。
　お湯の温度は、キッチンにあるリモコン表示モニターで調整できます。温水システムは水道管とガ

ス給湯器に接続されているので、貯湯タンクのお湯の温度が高いときには加水、低いときには追い炊きと、自動的に温度調
整が行われます。浴槽の自動お湯はり機能にも対応しています。
　夏の天気のよい日には、貯湯タンクのお湯の温度が70～80℃にもなり、ご家族だけでは使いきれないため、お隣にお住ま
いのご両親にもお風呂に入っていただき、和やかであたたかいエコライフを送っておられます。

夏は70～80℃のお湯がたっぷり！太陽熱温水器体験談：Nさん（京都市在住）
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　薪ストーブやペレットストーブは、太陽のエネルギーを
光合成で貯えた「木」を使った暖房です。炎のゆらめき
で、じんわりと身体をあたためてくれます。
　薪ストーブは、電気を使わずに、高い煙突を設置するこ
とで排気を行うシンプルな作りになっています。また、木
の調達や薪割り、料理、コーヒーを淹れたりといったこと
も魅力になります。
　ペレットストーブは、気楽に火のある生活をしたい場合
におすすめです。電気を使って排気を行うため、背の高い
煙突を設置する必要がありません。また、木の粉を円筒状
に圧縮成型した木質ペレットを燃料にするため、薪よりも
取扱いがしやすくなります。

火のある暮らしを現代に。ポイントは「燃料調達」

薪・ペレットストーブ

ゆらめく炎を
楽しみながら、
森の恵みと
暮らす。

上／薪を購入することもできますが、自然の中で薪割りをしてみるのも魅力です。
下／ペレットは、木の間伐材などから作られます。
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家全体が暖まり、人の輪もひろがる薪ストーブ体験談：Oさんご夫妻（京都市在住）

薪・ペレットで、地球温暖化防止。

　薪や木質ペレットは、森林の成長とバランスのとれた利
用をする限りでは、持続可能な資源です。燃焼により発生
した二酸化炭素は、樹木の成長により吸収されることか
ら、プラスマイナスゼロといえます。これを「カーボン・ニュ
ートラル」と呼びます。
　また、地域の森林資源（間伐材など）を有効に利用するこ
とで、森林保全に役立ち、さらに海外の化石燃料の購入
に使ってきたお金を、国内の地域の活性化に使えること 
になります。

「クリーンで吹き抜けの空間に合う暖房を」と導入されました。使い始めてみると家全体が暖まり、
今では薪ストーブが貴重な家族の一員となっています。
　Oさんは里山に入り、生木を伐採し、薪割りをした後、1～2年乾燥させています。安全に使うため
に年に1度の煙突掃除は欠かせません。業者に頼む方法もありますが、Oさんは道具だけ業者に有償
で借りて、自前で行っています。
　気軽な趣味感覚では失敗しがちなので、最初に薪の調達方法をしっかり考えておく必要があるそ
うです。「手間はかかりますが、人の輪が広がり、楽しみが増えます」とはOさんの声です。

　ご主人は地元産木材の家具職人。京都産の木材が原料のペレット『森の力』に興味を持
ち、ペレットストーブを導入されました。賃貸マンションなので、エアコンと同様、給排気口の
工事が必要です。「理解のある大家さんだったので了解を得られたけど、普通は大変かも」と
のことです。ベランダに向かって突き出した給排気口は、煙が洗濯物にかからないよう、高い
位置に出してありました。
　冬は、燃焼室の灰の掃除が毎日必要です。これは専用掃除機で簡単に済ませ、年1回冬が

終わると、給排気口を自分たちで掃除されています。
　無垢の杉板のフローリング、ご主人の手づくり家具の空間で、癒しの炎がゆらめいています。

CO2

焼却・エネルギー利用

排出

燃料化

C（カーボン）が
循環！

吸収

光合成

京都産燃料で、賃貸物件を快適暖房ペレットストーブ体験談：Mさんご夫妻（京都市在住）

左：薪ストーブでは、料理をすることも
できます。
右：ペレットストーブは、火のある暮ら
しが気楽にできます。
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太陽光発電Q&A
　家庭用の太陽光発電では、昼に発電した電気をまず家で使います。余った電
気は、電力会社に、10年間決まった価格で売ることができます（固定価格買取制
度）。現在では、平成31年度まで買取価格が決定しています。

　平均的な5kWのシステムを設置すると、おおよそ年間で5,900kWh※2ほど
発電します。これは、一般的な家庭の戸建て住宅の消費量(5,617kWh)※3ほどに
なるので、実質的には年間の消費電力量をまかなえることになります。

※2　設備利用率13.4％として計算

※3　環境省 2016「家庭からの二酸化炭素排出量の推計に係る実態調査 全国試験調査」戸建住宅の年間電気使用量平均より

※１ 経済産業省調達価格等算定委員会

「平成30年度以降の調達価格等に関する

意見」より

　2017年の太陽光発電システム費用（太陽電池パネル、パワーコンディショナー、架
台、工事費）は36.2万円/kWになっています。また、平均で5kW設置されている
ので、その場合おおよそ180万円ほどかかることになります。※1

　実際に設置する場合、機種や家によって大きな差がありますので、業者に見
積りをとりましょう。また、設置した後も発電量の維持や安全性確保の観点か
ら３～４年ごとに1回程度の定期点検が推奨されており、1回当たりの定期点検

費用の相場は概ね2万円程
度必要です。※1

買取価格表
（住宅向け太陽光・出力制限なし）

平成29年度

平成30年度

平成31年度

28円/kWh

26円/kWh

24円/kWh

年度 買取価格
太陽光発電電力

売る電力

買う電力買う電力

朝 昼 夜

太陽光発電で
賄う電力

時間帯別の売電と買電のイメージ

消費電力

●太陽光発電は、昼に発電し、夜は発電しません。昼に発電して余った電気を売り、夜は電気を買う
ことになります。

住宅用太陽光発電システムの価格推移
（万円/kW）

2009
20

2011 2013 2015 2017 2019

25

30

35

40

45

50

●kWあたりの単価は安くなってきています。

●太陽光発電で余った電気は、10年間上記の値段で売ることができます。

おひさまから電気を作ろう！

©京都府まゆまろ 2866007

余った電気を
売れる？

太陽光発電で、
家の電気を
まかなえる？

いくらくらいで
設置できる？
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　北部でもしっかりと発電してい
ます。
　太陽光発電の発電量は、設備容量
が同じ場合、おおよそ日射量に比例
しています。京都府下での各地点の
日射量は右の図の通りになります。
また、京丹後市市民発電所での実
際の発電量を見ても1kWあたり年間
1,000kWhほど発電しています。

　傾斜角（数字が大きいほど垂直に近い）については、よっぽど極端なものでない限
り、年間日射量にはほとんど差が出ません。なお、雪の降る地域では、ある程
度の角度があるほうが雪は落ちやすく、発電にとっては有利です。
　方角については、東や西は、南に比べて約85％の日射量です。ただ、東西流
れの屋根の場合には、東西両面に設置できるため、合計発電量が多くなり、
コスト面でのメリットが大きくなることもあります。「屋根が南向きではない」と
あきらめないで、まずは設置業者にシミュレーションを依頼してみましょう。な
お、北向きへの設置はおすすめしません。

間人  94%間人  94%
宮津  92%宮津  92%

舞鶴  91%舞鶴  91%

福知山  90%福知山  90%
美山  88%美山  88%

園部  94%園部  94%
京都  100%京都  100%

京田辺  105%京田辺  105%
※　NEDO（国立研究開発法人新エネルギー
・産業技術総合開発機構）の年間月別日射量
データベース「MONSOLA-11」より作成

傾斜角による日射量の違い

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

96.5%

10度

99.2%

20度

100%

30度

98.7%

40度

方角による日射量の違い

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

東 南東 南 南西 西 北

85.6%
96.0% 100.0% 96.0%

85.6%
67.6%

※　NEDO日射量データベースより作成。いずれも、京都市の南向き傾斜角30度を100％としたときの値

京都の北部でも
発電する？

パネルの角度に
よって日射量は
どれくらい違う？

もっと詳しく知りたい方へ
参考：一般社団法人太陽光発電協会のQ＆A　http://www.jpea.gr.jp/inquiry/q_a/
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太陽熱温水器Q&A
　自然循環型は約30万円、強制循環型は約55万円ほどで設置できます。（一般
社団法人ソーラーシステム振興協会の試算による）太陽光発電に比べ価格が安く、設置
する面積が少なくてよいのが特徴です。
　設置をすることで給湯にかかる光熱費を大幅に節約することができ、家庭か
らの二酸化炭素の排出量も減らすことができます。費用は設置する機種によっ
て大きく異なり、これよりかなり低価格で導入できる場合もありますので、まず
は業者から見積もりをとってみましょう。

●集熱パネルの掃除は必要？
　屋根の上の集熱パネルに付くホコリなどは、雨によって洗い流されますの
で、通常は掃除の必要はありません。

●凍結の心配は？
　凍結が心配される地域では、不凍液を使用する強制循環型をおすすめしま
す。自然循環型の場合は、設置業者と相談の上、水抜きなどの対策をしましょう。

●定期点検の必要は？
　何年ごとに定期点検が必要かは、設置する機種によって異なります。メンテナンス計画について、設置前に業者に相談
しておきましょう。強制循環型の場合、不凍液の交換が必要となります。以前は数年での交換が必要といわれていました
が、近年では10年程度使用可能な不凍液もあります。7～8年経過したところで、必要に応じて交換や補充をしてもらうこ
とをおすすめします。

●機器の寿命は？
　定期点検をしながら使えば、15～20年程度は使用可能といわれています。

もっと詳しく知りたい方へ
参考：一般社団法人ソーラーシステム振興協会のQ＆A　http://www.ssda.or.jp/qa/

試算条件

・各種機器の燃焼効率：80%

・ソーラーシステムの運転動力は含まず

・年間集熱面日射量5,442MJ/㎡・年

・集熱効率は40%と仮定

・その他条件は「2017ソーラーシステム・データブッ

ク」（一社ソーラーシステム振興協会）より

●普段どんな燃料を使っているかで、節約額が異なり
ます。

いくらくらいで
設置できるの？

メンテナンスは
必要？
寿命はどれくらい？

太陽熱利用機器

ソーラーシステム
集熱面積６㎡
設置コスト90万円

太陽熱温水器
集熱面積 3㎡
設置コスト30万円

年間集熱量
燃料種別年間節約額、CO2 削減

LPガス 都市ガス 灯油 深夜電気

太陽熱利用機器 1台あたりの年間節約額及び CO2 削減効果

13,061MJ

6,530MJ

120,500円
979kg-CO2

60,200円
489kg-CO2

75,100円
908kg-CO2

37,500円
454kg-CO2

37,600円
1,114kg-CO2

18,800円
557kg-CO2

79,200円
2,662kg-CO2

39,600円
1,331kg-CO2

©京都府まゆまろ 2866007

太陽
熱

（そら
エネ）

を

有効に
使おう
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　薪ストーブは、きれいに燃やすことができる二次燃焼ストーブや二重煙突を
設置していても、煙や匂いはあります。ペレットストーブは、薪ストーブに比べて
煙はあまり出ませんが、着火や消化の5分ほどは煙が見えます。共に、設置業者
さんと相談して、ご近所への配慮を忘れずにしましょう。

薪・ペレットストーブQ&A
　薪ストーブは、二次燃焼のしっかりできるものになると設置費用も含めて80
万円～100万円ほどします。設置の際は、耐火工事や煙突の設置が必要になりま
す。設置する際は、業者の方としっかりと相談しましょう。
　ペレットストーブは、設置費用を含めると40万～65万円ほどします。吸排気
筒を設置することが主な工事のため、それほど大掛かりな工事にはなりません。

　薪を自分で買う場合、1日あたり500円～1,500円ほどかかります。木を入手
し、自分で薪割り・乾燥ができれば、燃料費がかからずに暖をとることができ
ます。薪を入手するために、薪集めのサークルに入る人もいます。
　ペレットは、機種によりますが、1時間あたり約1kg使います。長い時間使う家
庭なら1日あたり約10kgほど使うことになります。
　なお、京都市内では京都産木材100％のペレットが製造され、市内20ヶ所以
上で販売されています（全木ペレット税込540円/10kg）。

●薪ストーブ
　日常的には、灰をかき出したり、ハケで灰を払ったり、扉のガラス部分を水
拭きするなどの掃除を行います。年に１回は煙突掃除が必要ですが、自分でや
るのは大変なので、業者に依頼することが多いです。手入れや機種によります
が、10～20年ほど持つようです。

●ペレットストーブ
　日常のメンテナンスは薪ストーブと大差ありません。燃焼ポットの灰落としは
毎日行い、トレイにたまる灰は週に１回程度捨てます。ペレットタンクにたまる
ペレットの細かい粉は、たまに掃除機で吸います。熱交換器に灰が付着すると
効率が悪くなるので、時々はらいましょう。年に１回は排気筒の掃除が必要です
が、比較的簡単に外して掃除できるので、ユーザー自身で行うことが多いです。
手入れや機種、部品交換などによりますが、7～10年以上持つようです。

薪やペレットのある場所は下記のサイトを参考にしてください。
参考：京都再エネポータルサイト　https://kyoto-saiene.net/place_buy/

参考：ペレットストーブおそうじガイド（京都ペレット町家ヒノコ）
http://www.hibana.co.jp/topics/_src/7046/pelletstove_start.pdf

いくらくらいで設置
できる？

燃料は
いくらくらい？
どれくらい使う？

メンテナンスは
大変？

煙はでる？

●煙突掃除は業者に頼むことが多いです。

©京都府まゆまろ 2866007

火のある暮らしを楽しもう！
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高断熱で
エネルギーを
極力必要としない
（夏は涼しく、
冬は暖かい住宅）

エネルギーを
創る

資源エネルギー庁ウェブサイト「ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）に関する情報公開について」より

給湯

照明

暖房

換気
冷房

給湯

照明

暖房

換気
冷房

削減

給湯

高性能設備で
エネルギーを
上手に使う

Z
ゼ ッ チ

EHQ&A
ZEHとは、「快適な室内環境」と、「エネルギーを使う量 エネルギーを創る量」を同時に実現する住宅です。

●快適な暮らしに
　断熱がされているため、冬は寒くなりにくく、夏は熱くなりにくくなり、健康で
快適に暮らすことができます。

●月 の々節約に
　快適に暮らしながら少ないエネルギーで暮らし、再生可能エネルギーを使え
ば、電気代やガス代を減らすことができます。

　●もしもの時も
　化石燃料は海外からの輸入が大半のため、国際情勢による価格変動などが
心配されます。一方、再生可能エネルギーは、安定して使うことができます。
　災害などによる停電の時も、寒くなりにくく、熱くなりやすいため、エネルギ
ーをあまり使うことがありません。また、エネルギーを創りだすこともできるた
め、安心して暮らすことができます。

●地球温暖化防止に貢献
　エネルギー使用時に大気中の二酸化炭素を実質的に増やしません。

ZEHにすると
なにがいい？
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京都再エネコンシェルジュQ&A
　太陽光発電や、太陽熱温水器、薪・ペレットストーブを導入する際には多くの疑問がでてきます。そこで、それらの疑
問に対応し、あなたの家にぴったりの再エネ設備を提案してくれるのが、京都府が認証する京都再エネコンシェルジュ
です。

●どんな人がいるの？
　京都府内各地の工務店さんや、電器屋さん、ストーブ屋をはじめとする人たち
が京都再エネコンシェルジュとして研修を受け、認証されています。平成30年3
月現在、250人を超える方が認証され、府内各地で活躍しています。

●どうやって探したらいいの？
自分の家のそばの京都再エネコンシェルジュは、京都再エネポータルサイト
https://kyoto-saiene.net/ から調べることができます。

●疑問に思った時の問い合わせ先は？
　京都再エネコンシェルジュ認証制度についての意見・疑問点がございまし
たら、京都府専用電話 075-411-0011 まで（平日9時から17時まで）ご連絡く
ださい。

　京都再エネコンシェルジュを探すとき、補助金について知りたいとき、薪やペレットの購入場
所を調べるとき、京都府内での実際の発電量を知りたいとき、京都再エネコンシェルジュにつ
いて知らせたいとき、疑問があるとき、京都再エネポータルサイトをご活用ください。

あなたの家にぴったりの再エネ設備をご提案します。

京都再エネポータル  Webサイト

わたしたちに
おまかせ
ください！

https://kyoto-saiene.net/

補助金情報
あります
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