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東京都が太陽熱利用システムに高額補助開始 

               省エネと温暖化対策で最大２４万円 
 

太陽光発電システムの買取り制度ＦＩＴが縮小する 東京都補助金の内容 
なか太陽熱利用のソーラーシステムが注目されている。   事業名   家庭におけるエネルギー利用 
３０年前、オイルショックで脚光を浴び 年間 100 万台                          高度化推進事業 
を超える普及があったが、近年は余剰電力買取り制度   対 象  太陽熱利用システム 対象機器  太陽熱利用システム 
により太陽光発電に押され気味で実績は停滞していた。  助成金  導入金額の 1/3 上限 24万円 
しかし、省エネや地球温暖化の危機回避で太陽熱利用     期 間   平成 32年 3月 3日まで 助成金額 導入費用の 1/3 上限 24万円 
システムの普及が急務として公的補助制度が決まった。    申請先    東京都地球温暖化防止活動 

  (FIT=Feed-in Tariff =エネルギーの買取り価格（タリフ）を法律で定める方式)              推進センター(クールネット東京) 

)
  申請時期 購入後 6ヶ月以内に申請 

千
                                     千円 

太陽熱温水器が全盛だった時の製品に比べ、最新   特別推進価格は長府製作所のソーラーシステム  11    東京地区                                
の太陽熱利用ソーラーシステムは、高効率の集熱器  ＳＷ９－２００タイプ本体価格と標準部材工事費  10    都市ガス                                 
と温水タンクが分割されていて屋根の荷重や美観が  で合計６５０，０００円を４９５，０００円にて    9     家族 4人 
大幅に改善されている。また、温水タンクも高断熱  提供するもの。この金額の１／３が東京都から補    8    
の保温構造になっているため長時間冷めない。    助されるため、実質の負担金は３３万円となる。    7 70% 70% 

稲城市で３０年以前から販売施工をしている長府多  システムの耐用年数は１５～２０年。７年前後で 6                         60% 
摩サービスは、東京都の補助金事業に賛同するため  投資金額が回収できる。銀行金利が超低利の時代    5   80% 
特別推進価格を打ち出している。不安定なエネルギ  最高の利回りとも評価される。このシステムは、    4 
―情勢と温暖化阻止への一助、そして震災時のガス  ガスや石油などの全自動風呂機能付のタイプにも  3                         
供給停止時でも給湯が確保されることから家庭や事  接続ができる。工事期間は 1～２日間。             
業所施設における貢献度と経済効果は大きい。            （価格に消費税は含まれない。） 春  夏  秋  冬 
 
   
 
 
  
Q 引っ越しの際はどこまであいさつするの?            住宅の寿命を大きく左右し住む人の 
A  今まで住んでいた家と新居のご近所両方にするの   健康を蝕む結露やカビ、断熱環境そし 健康に深刻                                          
 が望ましい。タイミングは引っ越し前がベスト。 て発見しにくい雨漏れの現状と原因を 結露とカビ 
Q  あいさつするお宅は?        専門の診断士が徹底的に調査診断を行  
A  戸建てなら向かい 3軒と両隣、集合住宅なら上下 い的確な対策を提案します。 

階 2軒と両隣になります。 貸主さんや管理人が  現象が出たら早めの対策が、被害を最小                                              
  いる場合は、忘れずに挨拶をしましょう。     限にとどめます。                                                      
Q  あいさつでは何か持って行くの?                                                

A  お返しを気にせずに受け取ってもらえる 500 円～  
  1,000 円程度の品物をあいさつと共に贈ります。                                  雨漏れに             
 入居の際は、相手                                            よる天井シミ 
  方の状況が解らな                                                                          

いので日用消耗品                          調査後１週間以内に診断書と対策提案                     
やお菓子類がお勧                を提出することで問題を解決します。                                              
めです。    フロッシュキッチン  ペスカロロフェース    戸建て、集合住宅で多くの物件、事例  

        洗剤ギフト 500 円  タオルセット 700 円  を解決したプロ診断士が担当します。 
野村産業ビル 1階シャディ・サラダ館で販売中   (税別)           

    
                               

 
                     
  
東京直下地震と南海トラフ大地震は、いつ起きて 地震時にガラスが室内に 

もおかしくない状況です。過去の阪神淡路大震災と   飛散して怪我や避難がで   
直近の熊本大地震では、家屋の倒壊や家具の下敷き  きなかったという事例が    
のため多くの人命が犠牲になりました。発生時間に                     多くあるようです。内窓       
よっては調理中のガスや暖房器具からの出火、火傷                     やペアガラス、真空窓ガ   

が心配されます。初期消火も大切です。電気の復旧 ラスは飛散リスクが倍増  
時に多発する電気火災も心配です。また、地震発生 するという指摘もあります。 
後 3～4日間は救援物資が届かない恐れがあります。   地震対策がわからない、できない方に 窓の断熱と結露に効果がありガラス飛散も 
飲料水、非常食、医薬品、ラジオや乾電池と手回し  アドバイスと本棚や家具固定、火災防止 防止するという特許取得の窓対策があります。 
発電機、現金等を常に準備して置きたいものです。   器具などの取り付けを行っています。    「まどりーど」は、樹脂ポリカを窓ガラスの  
「備えあれば憂いなし」ともいいます。早めの対策   また、防災備蓄品の定期お届けと管理    内側に特殊クリップで固定,化粧テープで仕上 
をお勧めします。地震対策小冊子を差し上げます。    もお受けしています。                げます。大地震で安心な窓対策にお勧めです。 

遠赤外線温水式床暖房   

     ゆかだんパオ 
㈱エコミナミ 東京都稲城市東長沼 349   
 

 

 

ガス代の節約金額は、一般家庭で年間 5万円前後    

地震対策できていますか？ 地震で窓ガラスが凶器に 

基本料金 12,000円(税別)  

調査時間は２時間前後で実施します。 

東京直下地震＆南海トラフ大地震の発生確率が上昇 政府中央防災会議 

長府製作所 SW9-200 

 

熊本地震 

引っ越しでのマナー Q&A 

給湯貢献率 
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https://www.photolibrary.jp/img209/51901_1440996.html
https://sozai-good.com/archives/19196


こんなやり方の床暖房があったなんて！ 驚き床下工法 
   

 

   
 
 
       頭寒足熱で快適 
 温風や音が無いので 
 空気がきれい 
 新築では、健康と快適生活で増えている床暖房だが、 工事を行う床下工法。工事では、床材はそのま 
リフォームとなると話は別で、普及率では５％未満と  まで家具の移動も不要という。10畳から 14畳 
まだまだ低いのが実情。しかし、主婦の欲しい設備の  の居間と食堂なら１～２日の工事で完了する。 

ベスト３に入っているのも事実。なぜリフォームで困  また、燃費が安い温水式というのも嬉しい。 
難なのかというと既存床材の撤去や新しい床張り工事  床暖房のメーカー㈱エコミナミでは、新開発の 
で、費用と工事期間がかかる事。また、家具の移動も  床下工法用パネルによるモニター工事を募集中。 
大変ということで二の足を踏む人がほとんど。床上に  床暖房工事＋ガス熱源機＋必要部材工事合計で 
重ねて工事する床暖房もあるが、段差が気になるとい  (10～14 畳)モニター特価５５０，０００円（税別） 
うことと耐久性に不安がある。そこで、登場したのが 都市ガスの月燃料費は、6,500～8,500円／月 
床下のある建物なら、その空間を利用して、床暖房の  設備保証は 10年、耐久年数は 30年以上という。 
 
建築から 10年以上経過したら 

                           

 東京消防庁発表では、家庭電気製品の火災発生原因は電気ス 

トーブが 79 件、差込みプラグのトラッキング現象による火災 

建物の外壁劣化は、住宅寿命に大きく影響します。  86 件、電気コードが 49 件(平成 25 年度)となっている。電気ス 

雨漏れや木部の腐れ、カビや藻の発生などの原因にな    トーブは炎が無いため安全と思えるが、シーツや燃えやすい物 

ります。外壁の状態をご自身でチェックしましょう。  があると引火の恐れがある。就寝中は電源を切る事が大切。 

準備するものは、双眼鏡とカメラです。梯子や脚立は   また、差込みプラグやコンセントはトラッキング現象や差込み 

安全の範囲内で使用します。             プラグ内部の緩みによる発熱で火災になることがあるという。 

（トラッキング現象=プラグとコンセント間に埃がたまり湿気でショート発火する現象） 

また、タコ足配線や電気コードが損傷して発生する 

1, 塗装表面の艶(つや)、変色、退色                                      火災も増加している。電気コードは、束ねたり、扉 

目視にて観察、艶が無く部分的に                          などの開口部を通している場合にも加熱したり被覆 
変色、退色しているかを確認  の損傷により発火する場合が多い。漏電遮断器は、 

2, 藻やカビの繁殖、汚れ、汚染状況                           作動しないので注意。電気火災は不在中や夜に発生 
 目視で観察、緑色は藻で黒色はカビ することが多く、普段の安全点検が欠かせない。 

です。大気汚染物質も影響します。 
3, チョーキング現象（白亜化） 
        外壁を手で擦ると白チョークのよう 

 な粉が付きます。紫外線や雨水の影 温泉施設や健康ランドでの岩盤浴 
響で塗装表面が劣化しています。    人気は衰えることを知らない。特に 

             4, ひび割れ（クラック）症状      女性には HSP(ヒートショックプロティン） 
              小さいひび割れは塗装面の劣化です。  効果やデトックスで冷え症、ダイエ 

大きいひび割れは雨漏れの原因にな。   ットに効果が実感できるという。 
 になります。急ぎ止水処置が必要。 しかし、不特定の男女ごろ寝状態の 
        5, 塗膜の剥がれ、フクレ         岩盤浴には不満も多い。そこで登場 
              小さいハンマーで軽く打音します。     したのが、家庭で何時でも岩盤浴が 

剥がれは下地素材からの劣化です。   できる「ガンバンエース」である。 

                落下の危険性もあります。             入浴できない要介護の方にも負担な   価格は電気温水器付属で 600,000 円 
高耐久外壁塗装、遮熱塗装、防水工事の無料見積を く利用でき愛好者が増えている。      特別提供価格４２０，０００円(税別) 
 お受けしています。他社比較見積もりも歓迎です。     ・温水式 AC100V電源使用 ・電気料金は 1,200円前後/月 ・専用エアマット付属 
 
 
                   
       
 床暖房・まどりーどメーカー      ソーラーシステム・システムバス 

  住まいや暮らしでお困りのこと、改善したいことをご相談下さい。    株式会社 エコミナミ      長府多摩サービス 
経験豊富で多岐にわたるグループ専門スタッフがコンシェルジュ 防災備蓄サービス・防犯・通信設備   結露・断熱・雨漏れ診断、改修施工 

の精神で親身に対応します。 ㈱スカイテクノサービス    (有)システック・シマ 
    ご相談の事例 ガス給湯器、リフォーム・水回り設備  外壁塗装、遮熱塗装、屋上防水 

    〇 住宅の設備機器のトラブルや改善に関して 野村産業㈱住宅機器課      塗 装 の サ カ イ 
     〇 燃費や電気料金の削減など省エネ対策 
    〇 住まいの結露、カビ、断熱、雨漏れの調査対策 

〇 地震対策での耐震診断や家具の固定、電気火災の対策 お問い合わせ、お申込みは、 
    〇 増築、改築、水回りの改修リフォーム相談 
    〇 外壁塗装、防水、屋根の調査診断対策                        ＪｕＫｅｎサービス 電話番号０４２（３７９）９４４４ 
       〇 雨水利用施設の改修、新設の相談                                  

〇 防災備蓄、防犯カメラ、通信設備、                                                  F A X  ０４２（３７９）９４４５ 
〇 介護用品、介護機器、見守りシステム E-mail   ju.ken.1212@gmail.com 

http:     www.juken.or.jp 

       その他ご用命を頂けば対応いたします。 一般社団法人住環境創造研究所 

206-0812東京都稲城市矢野口 786-1 
健康 環境 省エネ              野村産業ビル 301 

 

日本初！床下からの床暖房工事だけで見事完成  
温水式だから健康暖房、省エネ運転 

家庭でできるプライベート岩盤浴 

住宅コンシェルジュを目指すＪｕＫｅｎサービス 

岩盤温熱ベッド 

サイズ：1,950×900×60 ㎜ 
重 量： 40kg（岩盤石除く） 

岩盤石 

サイズ：350×350×18

㎜ 

ダークブラウン 

ナチュラル 

JuKen パートナーズグループ 

岩盤温熱ベッド 

サイズ：1,950×900×60 ㎜ 
重 量： 40kg（岩盤石除く） 

岩盤石 

サイズ：350×350×18

㎜ 

ダークブラウン 

ナチュラル 

緊急報告＝電気火災が増えている。その対策とは 

チェックポイントは、5つです。  

外壁劣化症状の自己診断ポイント 
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