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ソーラーパワー診断

マップで調べてみて 
3 月 25 日(金)名古屋市環境局がソー

ラーパワー診断マップを公開しました。 

あなたのご自宅や事業所の屋根が、何

kW の発電能力があるか、周辺のビルの

日影や屋根の角度などをもとに算出し

たデータを見ることができます。 

スマートフォンやパソコンで「ナゴヤ

ネ」で検索す

れば見られ

ます。ぜひご

利用くださ

い 

試しに当事

務所で調べ

てみたところ以下の結果（太陽光・太陽

熱ともに「適」）が表示されました。 

日当たりの良さ 

年間日射量 1,082 kWh/m2・年 

太陽光発電設備（推定値） 
適合度 適 

設置可能な設備容量 2.2 kW 

余った電力の 

売電収入① 

3,623 円/月 

43,476 円/年 

電気料金の 

節約額② 

1,480 円/月 

17,760 円/年 

①+②の合計 
5,103 円/月 

61,236 円/年 

発電量 
167 kWh/月 

2,004 kWh/年 

一般家庭 0.6世帯分の消費電力に相

当します 

CO2削減量 
0.08 t-CO2/月 

0.96 t-CO2/年 

スギの木約 109本の二酸化炭素吸収

量に相当します 

太陽熱利用設備（推定値） 
適合度 適 

設置可能な集熱面積 10 m2 

ガス料金の節約額 
5,477 円/月 

65,724 円/年 

集熱量 
1,298 MJ/月 

15,576 MJ/年 

ガスの節約量 
36.1 m3/月 

433.2 m3/年 

一般家庭 1.2世帯分のガス使用料に相

当します 

CO2削減量 
0.08 t-CO2/月 

0.96 t-CO2/年 

スギの木約 109本の二酸化炭素吸収量

に相当します 

補助金 
太陽光の補助金 

（既存住宅のみ） 
最大 125,000 円 

太陽熱の補助金 最大 200,000 円 

当事務所は賃貸契約のため、大家さ

んの同意が要りますし、建物の強度の

問題などクリアしなければならない課

題がありますので簡単には行きません

が、仮に太陽光発電パネルを屋根に設

置したとすると、年間 6 万円余の節約

になりそうです。 

昭和区はこのマップで見ると「最適」

を表す赤色が、非常に沢山あります。ち

なみに、私の自宅のマンションの場合、

太陽光発電は「適」で、42.4kW の太陽

光発電ができ、年間およそ 129 万円弱

の節約ができるとか。30 戸の集合住宅

なので 1 戸あたりは 4.3 万円になって

しまいますが、日当たりと面積で意外

なほど大きな金額になりますね。 

CO2排出量を削減するとともに原子力

発電のような危険なエネルギーに依存

しない社会を作るためにも、あなたの

家の太陽光・太陽熱の適合度を調べて

みてください。詳しくは環境局環境企

画部環境企画課 Tel:972-2681 まで。 

資源・ごみ分別アプリ「さん

あ～る(3R)」が多言語対応 
昨年の 7月から公開されていた、資源・

ごみ分別のアドバイスをしてくれるス

マートフォン用アプリ「さんあ～る

(3R)」が、3 月 22 日(火)に多言語対応

にバージョンアップしました。 

ご近所の外国人留学生など、ゴミの分

別などをうまく伝えられなくてお困り

のかたは、ぜひこのアプリをおすすめ

して下さい。英語、中国語、ハングル、

ポルトガル語、スペイン語に対応しま

した。また、今年度中にフィリピノ語、

ベトナム語にも対応予定です。 

また、ご家庭で、お子さんなどとゴミ
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の分別を楽しく行ったり、粗大ゴミや

家電など、どうすればいいかわからな

くなった時にもご利用いただけるアプ

リです。 

資源・ごみの分別ガイド、物の名前で

分別の仕方を検索できる分別検索、住

所を登録しておけば、今日は◯◯の日、

と教えてくれる収集日カレンダー、環

境クイズなどから構成されています。

クイズはなかなか面白いですよ。 

iOSの場合「App Store」で、Android

の場合「Google Play」で、「さんあーる」

で検索して無料でインストールしてい

ただけます。ぜひお試し下さい。 

現在利用者数は 17,112名(3/16現在)

とのことです。 

詳 し く は 環 境 局 事 業 部 作 業 課 

Tel:972-2385 Fax:972-4133。通訳が必

要なときは、通訳者を通じて問い合わ

せを行える、名古屋国際センタートリ

オフォン（三者通話）Tel:052-581-6112 

をご利用下さい。 

3 月 29 日(火)安

保法制（戦争法）が

施行されました。こ

の日の 18時～栄で

行われた、安保法制

施行に反対する

3.29 あいち緊急行

動には、市民 800人

が集まり、スカイル

前の宣伝、栄ひろば

での集会、大津通～

久屋大通のデモ行

進と、2時間以上に

わたって市民にア

ピールしました。 

翌日の朝日新聞 1

面に掲載された写

真には柴田議員も

小さく写っていま

した。 

7 月の選挙で勝利

を！ 

第 11 回：アンタレスと火星が接近  
4月下旬、夜の 10時過ぎ（中旬ではもう

少し遅く）に東の空を見ると明るい３つの

星が光っているのが見えるでしょう。5月 31

日に地球と最接近する火星と、さそり座の 1

等星アンタレス、少し離れて土星です。25日

には月も加わって大賑わいになります。 

アンタレスはギリシャ神話の火星に宿る

戦の神アレスに対抗するとの意味アンチ・

アレスから名付けられました。火星はアレ

スに相当するローマ神話の戦の神マルスか

ら Marsとなりました。 

この二つの星が近づいているのは、星占

い的には政変や戦争を予感させる不吉な配

置ということになるのでしょうが、私たち

は平和運動の力で安倍政権を打倒し、世界

から戦争とテロを無くして行きましょう。 

市会議員柴田民雄活動日誌 
● 29(火)：安保法制施行に反対する3.29あ

いち緊急行動 

● 30(水)：生活相談対応 

● 31(木)：集団的自衛権の行使に反対する

昭和区の会 

● 2(土)：瑞穂の街ウォッチング 

● 3(日)：党昭和区後援会総会&お花見 

● 5(火)：定例朝宣伝[いりなか駅] 

上を向いて歩こう 

3/30朝日朝刊 1面 

3/

29安保法制(
戦争

法 )施行に反対するあいち緊急行動に800人 

月 
火星 

土星 

さそり座 

4月 25日 22:30の南東の空 


