
ＧｒｅｅｎＩｎｏｎｏｖａｔｉｏｎ＆Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ 

組 合 事 業 の 案 内 



 ご挨拶 

代表理事 今 村  誠 

サングリーン・エコ事業協同組合は、国策の『Green Innovation』の一つ地球
温暖化対策（CO2削減25％）と林業再生・自然エネルギーの最大活用･産業

廃棄物の低減などを謙虚に捉え、後世に、豊かな資源・環境を残すために
設立されました。 
 
宮崎県・町の誘致企業である、 
ソーラーフロンティアの販売・施工を軸に、それに伴う、省エネ型防水・環境対応型塗装
工事・家計にやさしい電気（ＬＥＤ）工事 
・屋上緑化などの造園工事 
・体にやさしい（断熱・遮熱）内外装工事 
・独立型ソーラー（災害・防犯灯） 
・ほか建設各分野のリニューアル工事に精通した異業種の企業が加盟し、又、太陽電 
 池に関しては、ソーラーフロンティアの製造プロセスを熟知して新たな工法・技術が提  
 案できる様、日々研鑽を重ね、ソーラーフロンティアとの関係を構築しながら、施工工  
 事に突出した組合員各社の育成を目指しています。 
 又 
※宮崎県産の「おび杉」使用した木製架台を導入したり、 
※無人発電所としての保安対策、遠隔監視システムの導入（監視カメラ） 
※集中管理遠隔データ収集装置及び故障表示の導入(集中管理) 
※太陽光パネル（モジュール）の自動洗浄装置を導入（井水利用） 
※地域企業の再生可能エネルギー事業への参入を積極的に支援するために創設した、 
※宮崎銀行の「みやぎん再生可能エネルギー 支援ファンド」を活用。 
※宮崎県信用保証協会制度「創業･新分野進出支援資金」を活用 
※日本政策金融公庫「環境･エネルギー対策資金」宮崎支店 
等の活用事業も積極的に推し進め、自らの得意分野などとの関連性を見ながら、技術
提案ができるように組合「委員会活動」を充実させ、組合員同士の信頼関係を深め『サ
ングリーン・エコ事業協同組合』から地域社会に貢献できる様な体制を作っているところ
です。 
ほか、ビルマンション等の大規模修繕工事、耐震工事、各種改修工事も、是非ご相談く
ださい。 



•当組合の特徴 
 
１． 異業種（各工事分野のプロフェッショナル）の集まりによる合理的で               
   責任ある施工管理体制  
 
２． 組合組織だからできる信頼性の高い品質の確保と保証体制               
            
３． 南九州各地域に密着した組合員による迅速なサービス体制 
 
４.  太陽光発電システム(ソーラーフロンティア製)と雨漏りＳＥＴで10年保証      
  ＋ﾓｼﾞｭｰﾙ出力20年保証 
 
５  発電事業者として、サングリーン･エコ株式会社を５者の株主により設立 
 
６  組合と連携(組合員が工事する)することによって、安定した事業活動が 
   出来ることにより、組合運営が更に良くなる。 

サングリーン･エコ事業協同組合の事業とは 

※宮崎県誘致企業の「ソーラーフロンティア」製太陽光パネル 
※宮崎県産の「おび杉」使用した木製架台を導入したり、 
※無人発電所としての保安対策、遠隔監視システムの導入（監視カメラ） 
※集中管理遠隔データ収集装置及び故障表示の導入(集中管理) 
※太陽光パネル（モジュール）の自動洗浄装置を導入（井水利用） 
※地域企業の再生可能エネルギー事業への参入を積極的に支 
  援するために創設した、宮崎銀行の「みやぎん再生可能エネ 
  ルギー支援ファンド」を活用。 
※宮崎県信用保証協会制度「創業･新分野進出支援資金」 
※日本政策金融公庫「環境エネルギー対策資金」宮崎支店 

いわゆる地産地消「おび杉」をサンエコから発信 



卓越したシンクタンク 

弊社の発電所建設では卓越したシンクタンクにより 

応用技術や適用理論を裏付けております。 

以下の3名の方のご協力を得まして、 

 地域エネルギーとしての観点から諸提言を頂き地域の経済、産業に貢献  

 します。 

①地球温暖化問題、省エネ、創エネ、地域エネルギー活用などの提言 

  （株）住環境計画研究所 会長 工学博士 中上 英俊 様 

   経済産業省 総合資源エネルギー調査会委員 

      環境省 中央環境審議会臨時委員  等 

②自動洗浄設備による費用対効果の検証  （於 稼働中発電所） 

   熊本大学名誉教授 工学博士 石原 修 様 

       日本太陽エネルギー学会 前会長 名誉理事 

   自動洗浄装置運転時、停止時の太陽電池モジュールの洗浄効果、温  

       度と発電量の計測及び分析 

 モジュール表面温度を下げることにより、発電量が１０％程度向上します。 

 モジュール表面の洗浄により、太陽光の透過率が改善され、発電量が増  

  加します。 

③太陽光発電所建設に掛かる基本・実施設計 
   メディオ総合設計 所長 徳永 多知男 様 

   ＮＥＤＯ地域新エネルギー等導入促進事業」に豊富な経験と実績 



国内 
最大級 

太陽と緑の国 宮崎県より全国へ 
太陽光発電のことなら 
サングリーン･エコ事業協同組合へ！！ 

組合独自の新技術施行により１.８メガを２メガに売電量Ｕｐ！ 

西都市サンエコ西都発電所(1.8メガ) 

宮崎市大瀬町発電所(605Ｋｗ) 

西都市サンエコ西都発電所 

経済産業省「再生エネルギー
発電設備設置認定」宮崎県
第１号 

■所在地：西都市大字清水 

■商業運転開始日 
  平成25年4月3日 

■一般家庭年間電力使用量換算 
  約590世帯分(年間213万Kwh) 
  ※1世帯年間平均 
   約3.600Kwhで算出 

■一般住宅木材使用量換算 
  約１６５軒分(大径材使用量) 

宮崎市大瀬町発電所 

■所在地：宮崎市大字大瀬町 

■商業運転開始日 
  平成25年4月20日 

■一般家庭年間電力使用量換算 
  約250世帯分(年間60万Kwh) 
  ※1世帯年間平均 
   約3.600Kwhで算出 

■一般住宅木材使用量換算 
  約２５軒分(大径材使用量) 

太陽電池はソーラーフロンティア製十架台は「おび杉材」 



宮崎市広原㈱ダイニ発電所 

■所在地：宮崎市広原 

■商業運転開始日 
  平成24年11月27日 

■一般家庭年間電力使用量換算 
  約327世帯分(年間118万Kwh) 
  ※1世帯年間平均 
   約3.600Kwhで算出 

■一般住宅木材使用量換算 
  約30軒分(大径材使用量) 

組合独自の新技術施行により0.84メガを1メガに売電量Ｕｐ！ 



組合独自の新技術施行により0.93メガを1メガに売電量Ｕｐ！ 
川南太陽光発電所 

■所在地：児湯郡川南町 

■商業運転開始日 
  平成25年7月20日 

■一般家庭年間電力使用量換算 
  約365世帯分(年間118万Kwh) 
  ※1世帯年間平均 
   約3.600Kwhで算出 

■一般住宅木材使用量換算 
  約35軒分(大径材使用量) 

7月完成 
川南発
電所 



南郷町太陽光発電所 

■所在地：日南市南郷町大字潟上4243 

■商業運転開始日 
  平成25年9月14日 

■一般家庭年間電力使用量換算 
  約367世帯分(年間118万Kwh) 
  ※1世帯年間平均 
   約3.600Kwhで算出 

■一般住宅木材使用量換算 
  約35軒分(大径材使用量) 

組合独自の新技術施行により0.93メガを1メガに売電量Ｕｐ！ 

9月完成 
南郷発
電所 



大重昌子太陽光発電所 

ソーラーフロンティア：96Kw 

■所在地：宮崎市倉岡 

■商業運転開始日 
  平成25年4月18日 

■一般家庭年間電力使用量換算 
  約28世帯分(年間10万Kwh) 
  ※1世帯年間平均 
   約3.600Kwhで算出 

25年４月完成 
大重昌子 
発電所 

       地上設置「小規模太陽光発電所」 

今年度の施
工予定 

今後の施工予定 

 都城市：1メガ  小林市:1メガ 

 福岡県：1メガ  宮崎市2メガ 

サンエコ分譲ソーラー：1.5メガ 

山鹿素幸太陽光発電所 

ソーラーフロンティア：48.5Kw 

■所在地：西都市鹿野田 

■商業運転開始日 
  平成25年9月12日 

■一般家庭年間電力使用量換算 
  約14世帯分(年間5万Kwh) 
  ※1世帯年間平均 
   約3.600Kwhで算出 

25年9月完成 
山鹿素幸 
発電所 



25年2月
県知事 
表彰 

24年12月
実用新案
登録証 

林業再生・ＣＯ２削減に貢献！ 

平成25年2月 
「みやざき木づかい県民会議」より 
県産すぎ材の新規利用分野開拓に貢献
したとして感謝状を 



●分散装置とは 
１）より多くの自然エネルギーの利用が可能になる。  
2)送電ロスが少なく、発電時発生する熱の利用が可能なため、効率が上がる。 
3)家電製品、冷暖房システムも分散型電源同士を結んだ電力ネットワークに合わせた 
 ものに変っていくと考えられる 
4)災害時などの非常用電源としての役割に期待できる。  
5)パワコンの故障、不具合が生じた場合でも1台単位で交換･修理ができ経費の削減が 
 期待できる。 

●地下埋設にした理由 
1）環境配慮型発電所の配慮 

2）事業計画書通りの安定した発電を 

3）発電ロスを無くす 

4）投資シミュレーションを短くするために 

5）いたち等の鳥獣被害から守る 

西都1.8メガでは、 

安川電機社製 

10Kwパワコンを 

88台設地 

パワコンの分散装置とは 

環境配慮型の発電所建設に努めます。 

１）電線材はエコケーブルを採用します。 

2）発電事業終了時の解体、撤去材等の産廃処理に配慮します。 

木製架台 
特許 

地産地消･おび杉 



パワコンの二重構造 

太陽光発電の最大のリスクはパワコンの故障による発電停止です。 
安川電機製パワコンは下図のように、内部構造が二重構造となっており、 
外気の影響によるパワコンの故障を最小限度に抑えております。 

内部冷却部(コンデンサ、ＩＧＢＴ放熱ワイン、リアクトル) ファン(≒１０Ｗ) 

排気 

吸気 

排気□ 

吸気□ 

メッシュ網(２ｍｍﾋﾟｯﾁ) 

10Kパワ

コンの分
散化 

分散装置・10Kwパワコン 
リスク分散を図る設置方法です。 



安全で安心な無人発電所 
「安全で安心な」無人発電所を建設します。 
弊社の全発電所では中央監視所に発電量などの運転状況情報がインターネットを介して
リアルタイムに伝達されてきます。 
また同時にＷＥＶカメラから不審者の侵入を常時監視し「安全で安心な」無人発電所を建
設します。 

異常検出 
 
警報発報 

監視データ保存 

西都発電所 

展望台からの眺め 
(ＷＥＶカメラ映像とほぼ同じ) 

警報受信 
発電監視 

異常検出 

遠隔操作 

発電状況  侵入者 遠隔操作 

 

データセンター(本部） 

集中管理遠隔データ室･収集装置及び故障表示の導入(集中管理) 

●集中管理遠隔データ収集装置及び故障表示の導入(集中管理)とは 
1)パワコンの故障やパネルの不具合が瞬時にわかる。 
2)受変電設備などの機器類の故障も発見できる。 
3）万一のパワコンや受変電設備機器類の修理や交換も数日で可能、 
4)無人発電所でありますので、遠隔データ収集が数分で可能 



自動散水装置 

自動散水装
置の 

特許出願中 

モジュール表面温度を下げることにより、

発電量が１０％程度向上します。 

モジュール表面の洗浄により、 

太陽光の透過率が改善され、 

発電量が増 加します 

●自動洗浄装置を設置した理由 
1）夏場のパネルの表面温度を下げる 

2）ほこり、塵埃、鳥糞の除去 

3）冬場のパネルの氷膜を除去 

4）九電の特定契約の買取拒否が生じない  

  様に 



世界最古の木造建築物であります法隆寺がその最適な例で、 

木材の寿命は長く、 

建立後1300年の歳月を経た現在も颯爽と聳え立っております。 

木は鉄やコンクリートなどより軽く、 

建築材料の強度を比重で割った「比強度」という重さ当たりの強さで比べて

みると。 

「引っ張り」「圧縮」「曲げ」などに対する強さは、鉄の３～４倍にもなります。 

木は軽くて丈夫なのでモジュール架台に適した素材だといえます。 

問題は、木材が湿気を嫌うということです。 

水分が多いと、微生物や白アリが発生して木を腐らせます。 

弊社では、フマキラー社の協力により、防蟻、防腐処理を実施し耐久性を確

保しております。 

 ※ 防腐処理は農林規格のK以上に適合しております。 

製材、加工、薬注（防蟻、防

腐処理）、組立等を一貫して

地元企業に発注し、 

地域産業の活性化に貢献い

たします。 

②環境配慮型の発電所を建設します。 
  使用する電線類はエコケーブルを採用します。 
  発電事業終了時の環境負荷の低減に配慮します。 
  ※太陽光発電所の主要部材であるモジュール及び 
木製架台は 
  再利用（リユース）し環境負荷の低減に努めます。 

木材の耐久性 



経済産業省が推進している「次世代エネルギーパーク」に申請、認定を取得し環境問題
や再生可能エネルギー等についての教育施設として地域に提供する予定です。   

「次世代エネルギーパーク」とは 

再生可能エネルギーについて 

「見て学べる施設」です。 

展望見学場所の建設と 

ハイテクデータ収集室を公開します。 

「西都発電所1. 8MW」は宮崎県環境森林

部から、ご推薦頂き、 
宮崎県初の認定施設として申請・協議中です。 

●監視カメラ 
WEVカメラを設置し 

施設の状況や 

不審者等の進入を 

監視します 

隣接住民に配慮した発電所の建設に努めます。 

次世代エネルギーパーク 

万全な排水計画 

安全、安心の無人発電所です。 

西都発電所 



「次世代エネルギーパーク」の認定施設として申
講します。 
再生可能エネルギーについて 
「見て学べる施設」を提供します。 

西都市清水の1.8メガソーラー 

自動散水装置 

集中管理遠隔データ収集装置及び 
故障表示の導入(集中管理室) 

宮崎銀行の「みやぎん再生可能エネル
ギー支援ファンド」を活用。  

「安川電機」10Ｋｗ分散パワコン181台 



「CIS太陽電池」とは 
                                                                                                  

Cu銅（Copper） 
Inインジウム（Indium） 
Seセレン（Selenium）を使用。  

熱に強い、影にも強い。 
実発電量」で結果を出す、 

｢CIS太陽電池｣ 

       ここがちがう「ソーラーフロンティア」 

ＰＩＤ現象は起きない ポイント４ 



       「ソーラーフロンティア」組合施行事例 



  非常時の備えに 独立電源外灯ソーラー 

柴 塗装㈱0985‐47‐8195 ㈱イマムラテクノ0985-47‐3822 横山貞夫邸 0983-44-3429 

㈱さつき工業 ナビ検索0985-39-7001 戸敷興業0985-74-0210 



サングリーン・エコ事業協同組合 

  カタログ・資料請求は 
  宮崎市大字小松１２７３番地 
      ＴＥＬ（0985）73－9167 
      ＦＡＸ（0985）73－9168 
 

所 在 地 

メール：spt22789@festa.ocn.ne.jp      
担当：池上 靖男 

mailto:spt22789@festa.ocn.ne.jp
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