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一般社団法人 日本PVプランナー協会　理念
私たちは、PV プランナー・PV システムインテグレーターの育成をおこない、
太陽光発電の健全な市場発展に努めます。

その為には
1、私たちは「地球環境問題」の解決に取組みます。
1、「販売」は、コンプライアンスを遵守します。
1、「商材説明」は、お客様に正しい知識と情報を提供します。 
1、「施工」は、安全を第一に考え、お客様の家屋を守りながら、適正な発電が行えるよう努力します。
1、「アフターサービス」は、お客様のニーズに応え、素早い対応を心がけます。

以上を行い、私たち・お客様・地球が共に繁栄する「豊かな未来創り」に貢献します。

　2011年、前身団体である日本PVプランナ
ー育成協会は全国7か所の地区会を構築し、
翌年、社団法人化すべく責任者の指名を受
け、社団法人法に適合する定款と組織改編を
行った。
　今ある団体をあてはめ、構築するのに司法
書士の先生とまったくの素人である自分とで
幾度となく組織や活動の説明を行い、何十通
ものメールのやりとりをした記憶が残ってい
る。その後も3年近く内部改革や会費改訂と
改訂に見合う会員向け活動の構築、HPの充
実などを図り、年間60回に及ぶ全国各地での
サポーター会や地区会を行ってきた。
　設立時理事の皆様のご協力と建設的な意見
があってこそ可能だったと思う。

　大阪府茨木市→新横浜→千代田区麹町への
事務局移転、省庁・業界団体との交流から会
員のいる各地の自治体との交流など、今にい
たる怒涛の10年間であった。
　常に、前に前に進もうとする元気な会員企
業の熱意に背中を押された10年でもあった。
　　　　　   常務理事兼事務局長　大槻浩之
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設立１０周年記念式典＆第１０回全国会員大会のお知らせ
　おかげさまで今年10月に日本PVプラン
ナー協会は設立10周年を迎えることができ
ました。
　11月25日には久しぶりに協会員の皆様に
お集りいただき、第10回全国会員大会を開
催いたします。同日には設立10周年記念式
典も執り行います。

日時：2022年11月25日（金）
14:00～ 第10回全国会員大会開会　
17:00～ 設立10周年記念式典開会
会場：原宿・東郷記念館「聚洸・天翔」
（JR原宿駅より徒歩５分）
• 皆様、ぜひご参加ください。

2012年設立記念式典写真

社団法人設立10周年に寄せて
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・設立10周年のご挨拶
 石丸理事長「法人設立10周年を迎えるにあたり」
 太和田監事「協会設立10周年のお祝い」
・（一社）日本PVプランナー協会のあゆみ
・会員企業未来を語る
・Archives～時代を振り返ります～ 
・脱炭素社会の実現に向けた宣言
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「法人設立10周年を迎えるにあたり」

　当協会が一般社団法人にな
って１０周年を迎えることが
できました。
　これは、協会員の皆様方お
よび各関係機関の皆様方のお
力なくしては迎えることので
きないことであります。心より御礼申し上げます。
　私の理事長としての活動が今期で２期目となりま
す。これまでの２年間は新型コロナウイルスの蔓延
で大変な状況下での活動であり、皆様とお会いする
ことが困難な状況でもありました。
　しかしながら、ようやく世の中が平常に戻りつつ
あり、街にも活気が戻りだしているように思いま
す。今期は状況を鑑みながら、できるだけリアルに
地区会等に参加させていただければと思っておりま
すので、よろしくお願い申し上げます。

　これからの太陽光発電の市場は非常に大きなもの
であり、これまで以上に気を引き締めて皆様に慕わ
れる協会としていかなければならないと痛感してお
ります。
　また、太陽光発電以外では、蓄電池、V2Hの市
場の拡大と、それにともなう周辺デバイス等の構築
が日進月歩で開発されることと思います。さらには
安心で安全な運用が行えるように、健全な建設、保
守点検も非常に重要なものであります。
　現在、電力料金の高騰や円安による物価上昇等、
社会を取り巻く環境は厳しい状況ですが、だからこ
そ再生可能エネルギーを代替エネルギーとすること
が重要ではないかと思います。太陽光発電はこの
先、数十年の市場拡大が必至であります。
　今後の協会の取組みといたしまして、脱炭素社会
の実現に向けて太陽光発電のさらなる普及によって
安定した電力の確保が実現できるよう努めてまいり
ます。
　当協会もまだ道半ばであります。今後ともご指
導、ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

「協会設立10周年のお祝い」

　一般社団法人日本PVプラ
ンナー協会が１０周年を迎え
るに際して心からお祝い申し
上げます。
　協会設立３年目に監査役就
任の打診を受けた当時の協会
の評判は必ずしも良いもので
はなく、日本太陽エネルギー学会の会長（当時）に
傷がつくと忠告する人もいて受諾に悩みました。時
まさにFIT制度がスタートして大量の太陽光発電シ
ステム導入が始まり、経験の少ない販売・施工業者
が乱立し始めて、優良な販売・施工事業者の養成が
大きな課題となっておりました。学会でも安全なシ
ステムのセミナー等を開催しておりましたが、協会

の掲げる「PVプランナー・PVシステムインテグ
レーターの育成をおこない、太陽光発電の健全な 
市場発展に努めるという」理念は学会の活動とも一
致します。
　当時の林理事長を信じて監査を引き受け、以来８
年もの間、理事会、地区会・理事会合同会議に出席
して意見を申し上げてきました。協会も会員の研
修、セミナー等を通じて会員のレベルを高めてき
て、事業を管轄する経済産業省・資源エネルギー庁
も一目を置く協会に成長したと思います。歴代理事
長、理事の努力の賜物と思います。
　第６次エネルギー基本計画で太陽光発電を倍増す
る計画が進み、自家消費、PPAがふえて蓄電池の
ニーズが高まり、新たな施工上の問題が予見されま
す。こうした問題にも適切に対応できるようリーダ
ーシップを発揮して、安全で健全な再生可能エネル
ギーの発展に貢献することを期待します。

設立10周年のご挨拶

一般社団法人日本PVプランナー協会
理事長　石丸貴樹

監事 太和田善久
（日本太陽エネルギー学会名誉会長）
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（一社）日本PVプランナー協会のあゆみ（一社）日本PVプランナー協会のあゆみ（1）（1）

法人設立

2012年の設立からこれまでのあゆみを振り返ります2012年の設立からこれまでのあゆみを振り返ります

2012年
10月12日

一般社団法人
日本ＰＶプランナー協会

法人設立

2013年
2月

全国各地でエリア別に
地区会開始

2013年
2月27日

ＰＶ ＥＸＰＯ 2013
第4回太陽光発電
システム施工展に

出展

2014年
2月

ＰＶプランナー販売研
修が大阪府より「職業
訓練・短期過程」に

認定

2015年
2月16日

ＰＶプランナー施工研修
が大阪府より「職業訓

練・短期過程」に
認定

2015年
7月30日

エネルギーマネジメント
アドバイザー

認定公開講座開始

2014年
11月21日

第2回全国会員大会 東
京・渋谷に会場を移し

て開催

2017年
4月3日

ホームページを
新デザインに変更

セミナー映像視聴開始

2017年
4月

保守点検技術者
教育研修開始

2013年
11月22日

第1回全国会員大会
大阪府茨木市で開催

2017年
11月17日

第5回全国会員大会
設立5周年記念

2015年
6月1日

新横浜に事務局が
移転

2016年
1月30日

会報誌「黎明」創刊

法人設立法人設立日本ＰＶプランナー協会

PV EXPO 2013出展PV EXPO 2013出展

第1回全国会員大会第1回全国会員大会

第2回全国会員大会 第2回全国会員大会 
事務局移転事務局移転

保守点検技術者教育研修保守点検技術者教育研修

地区会開始地区会開始

エネルギーマネジメントエネルギーマネジメント
アドバイザーアドバイザー
認定公開講座開始認定公開講座開始
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2018年
5月29日

各種見学会を3回開催、
部会員募集セミナー開催

2019年
3月

2019年
6月5日

協会員専用付帯保険
受付開始

2020年
2月6日

4団体合同で地域に
活かすPVシンポジウムを

開催

2021年
1月

EMA認定者
3000名達成

2021年
3月

2020年
9月8日

2020年浜松市と2021年
豊田市共催ソーラー

シェアリングセミナー
開催

2021年
10月

地域と会員を繋げるため、
省庁地方局および
自治体訪問開始

2022年
3月

環境省：自家消費太陽光
発電ガイドライン納品

2019年
7月9日

岩手県需要家向け
RE100/SDGsセミナー

を主催

2021年
1月12日

事務局移転 新横浜
→東京都千代田区

2021年
4月14日

新型コロナ対策として
ZOOMによるWEBセミ

ナーの開始

飯舘村牧草ソーラーシェアリング見学会飯舘村牧草ソーラーシェアリング見学会

岩手県需要家向けセミナー岩手県需要家向けセミナー

浜松市共催浜松市共催
ソーラーシェアリングセミナー開催ソーラーシェアリングセミナー開催

事務所移転事務所移転

上田市可動式水田上田市可動式水田
ソーラーシェアリング見学会ソーラーシェアリング見学会

4団体共催ＰＶシンポジウム4団体共催ＰＶシンポジウム

SDGs達成貢献団体
宣言

経産省：柵塀調査報告書
納品

2022年
7月14日

協力団体・特別賛助会員
新設

2022年
8月

会員企業向け
社員研修開始

秋
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シ
ェ
ア
リ
ン
グ

見
学
会

見
学
会

豊田市共催豊田市共催
ソーラーシェアリングセミナーソーラーシェアリングセミナー

2018年から現在までのあゆみを振り返ります2018年から現在までのあゆみを振り返ります

SDGs 世界を変えるための17の目標SDGs 世界を変えるための17の目標

協会員専用商品付帯契約協会員専用商品付帯契約
自然災害補償制度が始ま自然災害補償制度が始ま
りました！りました！

2021年WEBセミナー開始2021年WEBセミナー開始

協力団体・特別賛助会員

協力団体協力団体

（一社）日本PVプランナー協会のあゆみ（一社）日本PVプランナー協会のあゆみ（2）（2）
2022年
11月25日

法人設立10周年記念式典
開催
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東北エリア

関東エリア

中部エリア

近畿・北陸エリア

中国・四国エリア

九州エリア

　設立10周年誠におめ
でとうございます。協
会理念の第一に「私た
ちは地球環境問題の解
決に取り組みます」と
定め、これまで経済産
業省、環境省、地方自治体、業界団体、
会員企業等を訪問、太陽光発電の普及拡
大に努めてこられました。また会員企業
の知識向上や役立つ情報発信等多大な貢
献をされてきました。会員企業と致しま
して感謝申し上げます。これからもます
ますのご活躍期待しております。

　設立10周年おめでとうございます。これ
までの10年間は再生可能エネルギー業界に
とって激動でしたが、今後の10年はさらな
る変革が予想されます。未来の世代のため、
さらなる太陽光発電の普及に邁進していき
ます。

　設立10周年おめでとうございます。日本PVプ
ランナー協会と会員の皆様とご一緒に日本の再生
可能エネルギーの代表格である太陽光発電事業
の普及に努めてまいります。

　設立１０周年、誠におめでとうございます。
自治体をはじめ他の業種は太陽光や再エネを
高い優先順位に置いていないのがほとんどで
はないでしょうか。これからはその点を冷静
に判断し、それぞれの方向性をグローバルに
分析しながら提案の方法やタイミングを考え
て事業を進めていかなければいけません。

　今後はこれまで以上に情報交換を活発に行い、会員間の横のつ
ながりを大切にし、さらにはお互いを高めあいながら業界と会員
の皆様の事業発展のために尽力したいと思っております。

　2050年には「カーボンニュートラル」で一切の化石
エネルギーは使わない時代となりました。その中で、弊
社は自家消費発電や営農事業のソーラーシェアリンク、
住宅用太陽光の蓄電池、EVおよびV2H、そして、すべ
て電気が必要とされる水耕栽培を新たなる事業として
地域の啓蒙活動も含め新エネルギーステーションの建

設を進めていく予定です。協会からの情報共有や知識技術をもとに地域
が確かな取組が計れるよう事業を進めたいと考えています。
　再生可能エネルギー業界の指導的協会であるPVプランナー協会が10周
年をお迎えられたことお慶び申し上げます。

　10周年おめでとうございます。こ
れからも協会理念である「太陽光発
電の普及を通して、健全な市場発展
に努めます」に基づき活動を継続し、
カーボンニュートラル達成に貢献し
ていきましょう。今後の協会のます
ますの発展と協会員の皆様のご健勝
を祈念いたします。

会員企業未来を語る会員企業未来を語る
会員様よりメッセージをいただきました。誠にありがとうございます。会員様よりメッセージをいただきました。誠にありがとうございます。

ミナト電気株式会社
佐々木俊輔

株式会社バヤン・ハーン東京
小泉力一郎

松下電建株式会社
松下泰文

株式会社スマイルあわじ
長尾隆之

株式会社エコラボ
加茂也明

株式会社戸上電機製作所
吉冨行雄
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 2012年10月19日に大阪府茨木市にて、法人設立記念式典を開催いたしました！2012年10月19日に大阪府茨木市にて、法人設立記念式典を開催いたしました！
　同年10月12日をもって、任意団体であった日本PVプランナー育成協会から、一般社団法　同年10月12日をもって、任意団体であった日本PVプランナー育成協会から、一般社団法
人日本PVプランナー協会へと移行し、地域の会員同士の交流を深める場として「地区会」人日本PVプランナー協会へと移行し、地域の会員同士の交流を深める場として「地区会」
とともに新たな活動を開始いたしました。とともに新たな活動を開始いたしました。

～時代を振り返ります～～時代を振り返ります～

日本PVプランナー協会は、太陽光発電の普及を通じて脱炭素化社会の実現に
貢献することを宣言します

脱炭素に向けた貢献への宣言

　わが国において2050年までに脱炭素化社会を実現していくという政府方針が示され、社
会全体で脱炭素化に向けた取組みがスタートしています。
　その取組みの中核を担うのは再生可能エネルギーの導入拡大であり、私たちが取り組ん
できた太陽光発電が最も大きなポテンシャルを有しています。
　私たちは、地球上で得られる最大のエネルギー源である太陽エネルギーを活用し、社会
に不可欠な電気を安定的に生み出していくことへの貢献が自らの使命であると考えます。
　1枚の太陽光パネルが、次の世代に豊かな社会を残すことにつながると信じて、私たち
は行動していきます。

▼今後の行動方針
・社会のあらゆる場面における太陽光発電導入の積極的提案
・脱炭素先行地域における太陽光発電を活用した再生可能エネルギー導入の支援
・太陽光発電設備の適切な維持管理を通じた安定的な電力供給の実現
・地域の再生可能エネルギー事業を担う事業者や人材の育成

2022年9月22日（金）リアル＆WEB理事会in東京開催

私たちは、PVプランナー・PVシステムインテグラーの育成を行うとともに脱炭素社
会の実現に貢献するために新しい事業の構築を模索してまいります。
①金融機関による地域脱炭素への投資を促進するための活動
②将来増えるであろうパネル廃棄問題への取組み支援
③住宅用太陽光発電の安全性を高めるための取組み支援
④自家消費太陽光発電・非FIT太陽光発電の普及を推進するための取組み
運営会議・理事会を通じ議論を重ね進めてまいりたいと思います。

2012年2012年 2022年9月22日
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