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皆さん、こんにちは。
カノウヤ住宅事業部“夢工房”（太陽光発電
事業部・屋根事業部）の代表の樋口です。
いや～寒い日が続いていますね～。皆さ
ん、風邪などひいていないですか？
私も数年前までは、屋根工事部の職人さんと
一緒に、屋根に上がって作業をしていまし
た。
今の時期は、寒くて体が硬くなっていますし、
屋根の上はすべり易いしで、外で作業をする
には、厳しい季節です。
この季節に外で作業をして頂いている、職人
さんに感謝です。
殺虫剤入りの冷凍餃子は困ったものです

さて、最近、連日のように中国製の冷凍餃
子を食べた数人が嘔吐や下痢症状で重症及
び重体というニュースが報じられています。
最初は千葉と兵庫でしたが、私たちの住む福
島県内のお店でも発見された様ですね。
こんなに身近なところでも、事件に巻き込ま
れている人がいた事は、驚きです。
数年前には中国での「ダンボール入り肉ま
ん」や「毒入りインスタントラーメン」の話もあ
りました。
ここまで来ると食品によるテロですね。
本当に怖い話ですし、決して他人事ではない
話です。
被害にあわれた方には、お見舞い申し上げ
ます。
早い時期に問題が解決することを、期待した
いですね。
ただ、あの事件があった後に、私の家の食卓
に餃子が並ぶ機会が増えたのは気のせいで
しょうか。（売れ残りが安かった？もちろんＪＴ
フーズではないメーカーでした）

太陽光発電三割普及へ

昨年の年末の新聞記事に、政府方針が発
表されていました。以下文面を紹介いたしま
す。
「政府は三十日地球温暖化対策の一環として
太陽光発電の普及を進めるため、一般住宅
への太陽光パネル設置を現在の約40万戸か
ら、2030年までに全世帯の約３割に当たる
1400万戸に拡大する方針を明らかにした。こ
の目標に盛り込んだ｢エネルギー改革技術計
画｣をまとめ、来年の主要国首脳会議（北海道
洞爺湖サミット）で表明する。」
自動車でも、家電製品で
も普及率が１０％を越えると爆発的に普及す
ると言う話を聞いたことがありますので、数年
後にはすごいことになってゆく期待が持てま
すね。
日本の世帯数を調べま
したら、4900万戸ですの
で、現在が40万戸と言う
ことはまだ、１％セントに
も満たない数なんですね
～。
ま た 、 隣 の 記 事が 家庭
の省エネ支援強化として
経済産業省で断熱改修
補助や出前講座を実施
している内容が載ってい
ました。
こちらの記事も紹介いた
します。

新聞にはこのように掲
載されていました。

「経済産業省は地球温暖化防止に向けて、
家庭部門の省エネ支援を強化している。断熱
改修と高効率な空調の導入を同時に行った
住宅を対象としに費用の３分の１を補助。（中
略）約2,500の家庭に平均50万円を補助す
る。」
いよいよ国も本腰を上げて、地球温暖化対策
に取り組むようです。
福島県太陽エネルギー
普及研究会が発足しました

1月の中旬に福島県庁の方から電話が入り
ました。
「福島県に太陽光エネルギー利用の飛躍的
な普及拡大するために、話し合う場を持ちた
い」との意向でした。
２月4日に本庁の会議室にて第一回目の会
議が開かれました。
県庁のエネルギーグループの方５人と建築
市会事務局、また太陽光発電の販売施工を
している会社が私のところを入れて４社。そ
れから太陽熱温水器の販売施工をしている
会社は埼玉県から１社。それからオブザー
バーとして、東京から、太陽光と熱の協会か
ら２名の参加で行われました。

自己紹介の後、主な論点としまして。
１）普及を妨げている要因は何か？
２）その要因を解決するための方法は？
３）産学民官連係による普及促進策はなに
か？
の内容に沿って会議が進みました。
いろんな話題が出ました。
県のエネルギーグループの方が言われてい
た事は。
今後県内で、太陽光発電を普及させていくに
は、どのようにすればいいのか？
県民に啓蒙普及するには・・・。国や環境庁の
方針が・・・・。
私が質問しました。
”本日お集まりの県庁の方で、太陽光発電を
設置されている方は、何人いらっしゃいます
か？”
・・・ゼロでした。
続いて、
”ではなぜ、現在設置していないか理由を教
えていただけますか？”
ある主幹の方が答えました。

太陽光発電に関しての知識がまだ無い事。
太陽後発電は金額が高いと思っていた事。
う～ん。このような方たちが、県民に対し
て、私たちの計画を達成するために普及を進
めて行きましょう！
と言われている事に、ちょっとだけ（？）違和
感を感じてしまいました。
その後に、
”では今まで設置された方は、なぜ設置され
たかと思いますか？”と質問しようとも思いま
したが、
第一回目から会の中で浮いてしまっても（す
でに浮いていたりして・・）、まずいかな、と思
いそこまでにしておきました。
私としては、普及が進まない一番のポイント
は、正しい情報が正しく伝わっていないことが
原因だと思います。
正しい発電量。正しい導入メリット。正しい販
売価格（これは各販社の内容によって変わっ
てきますが、ＮＥＦで発表していた平均Ｋｗ価
格 （ 67.7 万 円 ） よ り 大 幅 に高 い価 格は やは
り？ですね）。
先日も大阪の方から、メールで相談を受けま
した。
工事代をサービスして機器代だけの金額で
太陽光発電をつけます・・・。2.92Ｋｗで1ヶ月
12,000円の電気代が削減出来ます・・・・・。
と言われているという事でした。
詳しくメールで話をお聞きしてみると？？？。
かなりの部分で、真実と相違あることが分か
りましたのでその旨お伝えしました。
一度契約をされていたのですが、解約し白紙
に戻して考え直してみるとの報告を頂きほっ
としました。
想像してみて下さい。
あなたが、太陽光発電は地球環境にも良い
物だし、営業マンが言うように、すごく大きく光
熱費を削減 でき るの だろ うと 思っ て設 置し
た･･･。と、します。
1年経って発電量・削減量を集計します。
その時初めて最初に聞いていた程に効果が
無い事が分かり、騙された！と気が付いたと
したら、良い気持ちはしないですよね。
太陽光発電はまだ世に出たばかりの商品で
す。正しい情報が正しく伝わっていません。
他の方の話を聞かれて疑問に思ったときに
は、太陽光のセカンドオピニオンとしてすぐに
私に御相談下さいね。
太陽光の話題が長くなってしまいました。

恒例の蔵王温泉スキーツアー
に行ってきました

お正月休みの後半、いつもの友達家族と蔵
王温泉スキーツアーに行ってきました。
昨年までは、宮城蔵王のえぼしスキー場でし
たが、今年は山形蔵王に場所を移しました。
以下は蔵王温泉の説明です。
「蔵王温泉は蔵王連峰の西側、標高880メー
トルの高地に有り、奥州三高湯の一つにも数
えられる歴史ある湯治場です。
温泉の泉質は、身体に刺激に強い強酸性泉
であり、さらに高原性の気候風土もあり、虚
弱体質の改善などに利用されてきました。
温泉の湧出量は15000L/分で、泉質は酸性
泉でありPH1.3と全国でも2番目に酸の強い
温泉です。この酸性の強さは、湯船にタオル
を入れると2、3日でぼろぼろになることでもわ
かります。
ちなみに、1回入ると硫黄のにおいがプンプン
してきます。
またスキンケアに関しても「美人の湯」をう
たっているだけあって、スベスベの美肌にな
ることで有名です。
源泉は平均45度。入浴温度としては、ちょう
ど良い湯加減です。」
と言うことで、またまた初日は温泉につかりな
がら、友人と焼酎を飲み、トランプゲームで大
ハシャギの子供たちを見ながらのんびり過ご
しました（と言うより途中で眠りこけてしまって
いました）。

２日目は、小学４年生の下の子がスキー初デ
ビューしました。
リフトで上まで上がってしまうと、降りてこられ
なくなってしまうので、スキーを履いたまま
で、斜面をカニ歩きで登りました。
子供と一緒に滑ったり・転んだりで、

かなり雪が降っていたのにもかかわらず、
ウェアーの下は汗だくになりました。最初は、
おっかなびっくり滑っていた子供も、「重心と
膝の位置に気をつけて滑ってみて」、とアドバ
イスすると、なんとかスピードをコントロールし
て滑ることが出来るようになりました。つくづく
子供の成長は、早いものだと感心しました。

数年後には、私が追いつけないようなスピー
ドであざやかに滑る事が出来るようになって
いるのだろうな、なんて思うとちょっと寂しい
気もします。
冷静に考えてみますと、私が子供に敵わない
モノが段々増えてきています。もちろんＴＶ
ゲームは相手になりません。この前は野球
ゲームのパワプロで対戦しましたら、一球も
バットに当てることが出来ませんでした。100
ます計算も小学４年生にも負けますし、水泳
もスイミングスクールで基本を学んだ子供た
ちには敵いません。
以前聞いたセミナーの中で、ある方が言って
いた言葉を思い出しました。「大人になったと
言っても、小学校で学んだ内容が殆んどで、
その後の知識は、たいした事ではないん
だ。」
本を読む。字を書く。歌を歌う。絵を描く。走
る。泳ぐ。競走する。球技をする。友達と遊
ぶ。けんかする。年上年下と接する。・・・・
確かにその通りですね～。
もう一度小学校に戻って、しっかり勉強をした
い・・とは、やっぱり思いませんし、出来ない
でしょうね。

八 ： そうです。残念ながらその家具屋は、私
が独立をした４年後に倒産してしまいました。
私は20年間その家具屋で働いていました。
当時は結婚した時にはタンスや家具を嫁入り
道具として持って嫁ぐのが当たり前の時代で
したので、タンスや家具がバンバン売れまし
た。しかしそういった時代から徐々に住宅の
つくりが変わっていって、始めから家具を作り
付けにするケースが増えて来たのです。

私 ：今は、クロゼットやウォークインクロゼット
は最初から計画しますからね～
八：これからは家具だけではまずいと言うこと
で、新規事業としてカーテン部門を私が責任
者になって立ち上げたんです。初めの頃は、
他にカーテンを展示して販売している所が無
かったので、珍しがられて、これまた流行りま
した。
私：では、独立したきっかけは？
八 ：自分の力を試したかったから、と言ったら
カッコ良いのかも知れませんが、サラリーマン
に飽きていたのかもしれませんね。
私：一国一城の主？かっこいいですね～
では、八巻社長の趣味は何ですか？
八：景気の良いときにはじめたゴルフくらいで
すかね～。今では、年間２回くらいしか行って
いません。
私：スコアは？
八：９０～100位です。
私：それは、すごい！（ちなみに私はもう10年
くらいやっていませんがベストが99でした）お
もしろいエピソードは無いですか？
八：何年も前になりますが、ゴルフ仲間と泊ま
りの予定で栃木のゴルフ場に出かけた事が
あるのですが、雪でクローズになり、結局戻っ
てきて霊山のパーシモンでゴルフをしたこと
がありました。帰るに帰れず（？）福島のビジ
ネスホテルに泊まりました。
私 ： では、最後にこれから家を建てられる方
に一言お願いします。
八 ：カーテンで、お住まいの雰囲気がガラット
変わります。カーテンにも流行色があります。
風水で流行った黄色とか、ある時はヒョウ柄
（！）が流行った時代もありました。
しかし、最後には御自分の好みの色の空間
にいるときが一番落ち着きます。流行に左右
されず、長い目で考えて選ぶことが大切だと
思います。
カノウヤ夢工房さんは、私が直接お施主さん
と話させてもらえる機会を持って頂けますの
で、今までの経験と知識とセンスで、値段的
にもお買い得なカーテンをお勧めして行きた
いと思っています。
私 ： 今日はありがとうございました。これから
も、夢工房の家をよろしくお願いしますね。

―（株）カノウヤの
カノウヤのミッション ―

―ご意見・
意見・ご感想はこちらまで
感想はこちらまで―
はこちらまで―

職人さんこんにちは。
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名前：アルファインテリア(有) 代表取締役、
八巻孝男（やまきたかお）さん
生年月日：Ｓ29年１月27日 （誕生日を迎えた
ばかりの54歳）
血液型：Ａ型
職種：カーテン工事
この仕事を始めて何年：１３年
趣味：景気の良い時に始めたゴルフ
今回が第二回目の”職人さんこんにちは！”
になります。今回ご紹介しますのは、私の会
社の近所でカーテン店を経営されているアル
ファインテリアの八巻社長さんです。
私 ： いつも夢工房の仕事をしていただいて、
ありがとうございます。
何点か質問をさせて頂きますので、よろしくお
願いします。
御自分で始められる前は、大手の家具屋さ
んでお仕事をされていたんですよね。

１．太陽光発電システムを通じて、皆様の環境保全活
動と資産保全のお手伝いをさせていただき、クリー
ンな自家発電の感動をお伝えする。
２．素晴らしい方々との出会いを大切にして、その
方々に役立つ情報を惜しみなく提供する。

〒960-0684
福島県伊達市保原町字万所26
（株）カノウヤ ニュースレター係
TEL 024-575-2308
FAX 024-575-2204

漆 山 様 発

電 所 ご

紹

介

～ 訪問インタビュー
訪問インタビュー ～
山形県 サンヨー 2．28kWシステム
2004年１月 連係
“結局、
結局、家計に
家計に優しいものが、
しいものが、
地球環境にも
にも優
地球環境
にも優しいんだよね“
しいんだよね“
＊漆山様ご夫婦
＊

＊太陽光発電を設置された物置
＊

今回は、５年前にサンヨー製の太陽光発電シ
ステム（２．２８Kw）とIHクッキングヒーター・エ
コキュートを導入された、山形県の白鷹町に
お住まいの漆山さんのお宅を訪問いたしまし
た。
私 ：漆山さん、こんにちは。早いもので、設置
されて、丸4年が経ちましたね。
漆山様：
漆山様：そうですね～。あっという間ですね。
私 ：今回4年分の発電データの集計が出来ま
したが、ご覧になっていかがですか？
漆 山 様 ：こうやって集計してみると、年ごとの
気候が分かって、面白いね～。
それにしても、サンヨーの発電量はすごい
ね。
シミュレーションを出してもらった時の予想発
電量を全て上回っているね。
私 ：そうですね。2年前だけが、予想発電量と
ほぼ同じだったのを除けば、なんと１５～２
０％も発電量が多く出ていますね。
漆 山 様 ：これは、サンヨー製の太陽電池の発
電効率が高いからなんだろうね。
私：サンヨーのシミュレーションソフトで発電量
を出しますと、他のシリコン系の太陽電池より
も、約１０％くらいは発電量が多く出るんです
ね。
ただ、価格もそれくらい高くなってきますの
で、他社さんと比較しますと微妙な判断に
なってきます。ただ、漆山さんの設置された
物置のように屋根が小さい場合は、ダントツ

でサンヨー製がお勧めになっています。
でも、さらに１５～２０％の発電量があるとした
ら、“絶対、サンヨーがお勧め！”になってきま
すね。
それから今回漆山さんにご紹介頂きました、
お客様のお宅でもサンヨー製の太陽光発電
（２．５２Ｋｗシステム）を設置させていただくこ
とが決まりました。
ありがとうございます。
漆山様：樋口さん、サンヨーは効率も高くて良
い太陽電池だから、どんどん勧めていってく
ださいね。
私 ： はい、がんばって多くの方へお勧めして
いきます。
今回で、丸4年間経ちましたが、トラブルはあ
りませんでしたか？
漆山様：
漆山様：機械自体は、全て好調だよ。
ただ、つけてもらった次の年に、大雪が降っ
て、立ち木の雪がエコキュートの上に落ちて、
天板がちょっとへこんだ事があったね。
その時に、自分で単管パイプを使って専用の
ひさしをつけてみたんだ。（写真参）
私 ：漆山さんは、以前建設会社さんにお勤め
でしたので、これくらいは朝飯前でしたか
（笑）。
奥様はいかがですか？
奥 様：そうですね、こまめに電気を消すように
なりましたね。
それまでだったら、あまり意識してなかったと
思うんですが、太陽光発電をつけてからは、

はっきりと節電意識が出てきました。
“ウチの太陽光発電で発電した電気なんだか
ら大切に使おう！”と家族全員で意識じてい
ます。
それから今回、夜の10時から朝の8時までの
10時間の時間帯が安くなるに電力の契約に
変更してもらいました。どちらにしても電気を
使わなくてはならない、洗濯・掃除・炊飯・料
理、もちろん給湯もその時間帯に使うようにタ
イマーを使ったりして工夫しています。
それから、家計を預かる主婦としては、灯油
の値上がりに影響が最小限で済んでいること
は、有難い事ですね。

御自分で作られた、エコキュート用ひさし。
（すごい！）

私 ： そうですよね、これだけ灯油の値段が上
がってしまうと、今まで使っていた灯油機器の
メリットが、まったく無くなっちゃいますよね。
今までは、灯油のエネルギーコストが安かっ
たので、車にポリ管をつんでホームセンター
に行き、重い思い（シャレ？）をして運ぶ事も
我慢できていましたが、これだけ上がってしま
うと（現在98円！）灯油機器のメリットがなに
も無くなってしまいましたね。
私の家でも、灯油の給湯器を昨年修理した
ばかりでしたが、いよいよエコキュートを入れ
ることにしました。
漆 山 様 ： 結局、家計に優しいものが、地球環
境にも良いんだね。
これだけ、温暖化が騒がれているんだから、
みんなで太陽光発電とか効率の高い電化機
器をつければいいのにね。
樋口さん、これからも、地球環境を守るため
にも、太陽光発電の普及にがんばってくださ
いね。知り合いで興味のある人がいたら、ど
んどん紹介していくよ。

漆山さんは、アイディアマンです。沢から流れてくる水
を利用して、融雪装置を作っていました。周りはドッサ
リ雪が積もっても、漆山さん宅の玄関と駐車場はすっ
かり雪が融けていました。

私 ：ありがとうございます。これからも、よろし
くお願いします。

積もった雪を
下ろしておい
て頂きました。

フィルターつきの沢水取入れ口。

