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宝塚市は、次のような再生可能エネルギーの普及を目指した目標を掲げています。 

宝塚エネルギー2050 ビジョン 

① 2050 年までに家庭用の電力及び熱利用 

再エネ自給率 50％  熱利用再エネ自給率 50％ 

② 2050 年までに家庭・業務・産業用の電力及び熱利用 

再エネ活用率 100％  熱利用再エネ活用率 100％ 

③ 2050 年までに多くの市民が交通分野の再エネを利用 

宝塚市民のみなさ～ん、「宝塚エネルギー2050 ビジョン」ご存知でしたか？  

温暖化防止のためには、妥当な目標設定ですね。これを実現しないと、将来住みよい環境を

維持できないのですから、頑張るしかない訳です。でも、この数値を達成するには、大胆な施

策と緻密な計画が必要と思われます。市は 2014 年度より取り組んできていますが、現在ど

の程度の成果を上げ、今後の見通しはどうなっているか、市民としては気になるところです。 

現状は思うに任せぬ進捗状況で、地域エネルギー課では苦慮していると審議会の報告などで

聞いています。ここはやはり、市民も共に苦吟するべきと考え、環境部地域エネルギー課職員

を招いて、現状の報告を受け、市民の疑問を明らかにし、意見を交わし、市民感覚に基づいた

提案をしたいと考えています。こういうのを市民協働と言うのでしょうね。 

宝塚以外にお住まいの方も、自分の住む所はどうなのかと考えながら、宝塚市を例として 

自治体の再エネ推進の取組みや市民協働を検討する機会にしていただければと思っています。

地域エネルギービジョンには市民の意見が重要です。奮ってご参加ください！ （たなか） 
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第 8回総会報告 

 ５月１９日（日）に「ＮＰＯ法人新エネルギーをすすめる宝塚の会」の総会を開きました。 

 正会員１０７名のところ、出席６３名（内委任状出席４１名）で総会成立。 

 開会に際し、前理事長中川慶子さんのご逝去を悼み、出席者一同黙祷を捧げました。 

 議事は、１８年度の活動報告・決算報告・会計監査、１９年度の活動計画・予算、いずれも承

認を得ました。ご出席くださった会員のみなさま、ありがとうございました。 

 まだまだ、引継ぎが不十分な部分を確かめながらの手探りですが、出来るだけの活動をして

いく所存です。今後とも、ご支援ご協力よろしくお願いいたします。 

  

≪市民の力でエネルギー転換を！≫   

総会終了後、ミニ講演会と映画上映を行いました。このイベントには、サポーター会員や 

ＧＥＮＫＩ会員、一般市民も合わせて６０人が参加くださいました。 

 

『ベランダ発電ってどんなのもの？』 

（株）宝塚すみれ発電が、店頭展示に利用した太陽光パネル（新古品）を譲り受けました。

このパネルを使って、例えばベランダに置いて「じぶん発電所」を作ってみよう！という提案

です。実際に製作する時に講師をしてくださる平田さん（豊中市民エネルギーの会）から、お

話を伺いました。日常的にスマホの充電などにも利用でき節電効果が期待できます。なにより

大災害にあった場合、最低限の電源として役に立つ「じぶん発電所」には、防災グッズとして

多くの方が関心を示されました。 

宝塚では９月に製作講習を行うと予告しましたが、 

１１月２４日（日）１４：００ ピピアめふ５階会議室での開催と変更させていただきます。 

次号ニュースで詳細を案内します。ご予定ください。 

 

映画『モルゲン、明日』 

 次に、坂田雅子監督が、ドイツ各地で活動のキーパーソンにインタビューし、反原発運動や

再エネ推進の実態を探り、「過去に学び、未来を拓く。ドイツ市民のエネルギー革命」「問われ

ているのは私たちの現在」が描かれた映像作品『モルゲン、明日』を観ました。  

上映に当たって、映写スクリーンの高さの設定や座席の並べ方などに配慮が欠け

ており、後の方は字幕が読みづらいという不備がありました。お詫びいたします。 

感想 

この映画を見て一番の衝撃は、ドイツの原発反対運動をしている市民の活動をはじめたきっ

かけが「日本での福島原発事故」というコメントでした。 

 映画の中で、なぜドイツが原発廃止の意思決定ができて日本では進まないのかという疑問を

ドイツ市民にぶつけたインタビューで見えてきたのは、第二次世界大戦前にナチスを政党とし

て選び政策を任せたことに対する市民自身に反省があること。一方、私もそうですが、日本で

は太平洋戦争に進んだ原因が市民にあるとの考えはなく、市民をだました一部の暴走した軍閥

政治が原因と思っています。 

 この第二次世界大戦への反省の違いが、重要な政策を国や政府に任せるか自ら選択するかの

違いにつながっているように感じました。 



 では、日本でのエネルギー施策を市民自ら選択できないのか？というとそんなことはないと

信じています。事実、東日本大震災後に電力・ガスの小売り自由化、ＩＣＴやエネルギー技術

の進歩と並行して多く市民発電所ができはじめエネルギーの地産地消が進んでいます。 

 私もこれらのエネルギー施策を国や政府に任せない活動を進めたいと改めて思いました。 

                                ・・・橋本成隆・・・ 

 

福島の原発事故を経験して、脱原発・再エネへ転換を決め、推進しているドイツ。脱原発と

言いながら満足な検証もしないから反省もない日本は原発再稼働に軸足を置き、そのために事

故の影響を過小評価することに注力しています。 

 欧米では何の支障もなく活用できている既存の送電線が、日本では「満杯で再エネ発電所か

らの電力は接続できない」という恥ずかしいごまかしを、やっと「99％は余裕がある」と認め

た日本の電力会社。 

 世界一と威張っていたのに、取り残されつつある今の日本。先行きを変えるのは私達だと気

付かせる映画でした。                       ・・馬場滋夫・・・ 

          

この映画を見たことがきっかけで、ドイツの対気候変動施策を調べてみました。 

メルケル政権は、温暖化ガスの排出量を 2030 年までに 1990 年比で 55％、2050 年ま

でに 80～95％減らす目標を持っています。このために再生可能エネルギーが電力消費量に占

める比率を 2030 年までに 65％、2050 年までに 80％まで高めることを法律に明記してい

ます。今年 1 月、ドイツ政府の「脱石炭委員会」が 2038 年末までに褐炭・石炭火力発電所を

全廃するという答申書を政府に提出しました。業界団体・労働組合側も合意したそうです。 

 ドイツの 2013 年の発電比率のうち 45.5％は褐炭・石炭が占めており、その比率は前年比

1.5 ポイントの上昇。そのまま続くと、1990 年と比べたドイツの CO2排出量削減率は 32～

35％にとどまると予想されていました。よって経済省が検討を開始した訳です。 

 これにより、すでに 2022 年までの脱原発を打ち出しているドイツ政府は、脱石炭火力をも

国家目標に掲げました。石炭に代わる電源バックアップについては天然ガスとする考えです。 

 ドイツは国内で産出する褐炭が主ですが、今年の EU 加盟国の石炭（一般炭）輸入量・石炭

火力発電量とも、既に大きく縮小しているとのことです。 

 それに比べて日本の対気候変動施策は？                ・・橘里子・・ 

 

 私たちが知りたい、知ってもらいたいドイツの活動を手際よく紹介してくれた映画でした 

でも、「そうなんだ。こんな風にやったらいいんだ」と共感しそうになり、あわてて彼我の違

いに愕然とする… 映画を見ながら、正直何度も落ち込みました。 

特に印象に残ったのは、作家グードルン・パウゼヴァング（「見えない雲」作者）の言葉です。 

「政治に関与しないことが間違いと気づくのに何年も時間がかかりました。そして我々ドイ

ツ人が民主主義者になるまでに何年もかかりました。自分で考えて行動し、世界への責任を持

つと理解するのに時間がかかりました」 時間をかけることを忌避している昨今の自分は？ 

もうひとつ、これまで気づいてなかった視点から、コミュニティのあり方を考えさせられま

した。ヨーロッパではまだ教会が一定役割を果たしていて、「人類の危機」に際して、具体的な

行動を起こしているという事実。これも彼我の違いではある訳ですが… ・田中章子・・ 



「北摂里山地域循環共生圏」プラットフォーム事業がスタートしています 

阪神北県民局の呼びかけから始まった資源循環検討分科会が、公益財団法人地球環境戦略研究機

関（IGES）の助けを借りて出来上がった北摂里山地域循環共生圏プラットフォーム事業ですが、無

事に環境省の採択を得られ事業スタートを切っています。西谷、中谷、東谷、この地域を北摂里山

地域と定め、そこにある資源（人、もの、エネルギーなど）すべてを循環させること。 

中でも、宝塚すみれ発電は再エネ発電部門において実業を営んでおり、これをベースに今後バイ

オマス事業への展開を考えてきたことが、この事業の核となっていると言われています。 

夢を描くだけではなく事業を興すこと。これは常日頃から再エネ推進の世界で言われていること

です。今回、やっと事業を通じてつながる相手がはっきりと見えてきました。共生圏事業でタイア

ップしてゆく関係者が一気に増えました。それとともに発信力も今までとは桁違いになってきてい

ます。具体的に何をやっていくのか、どこをめざすのかをはっきりとお知らせするために、現在こ

の事業のホームページを立ち上げる準備を進めています。（９月中に公開予定） 

このページを見れば、事業関係者などの顔が一気に見えてくる仕掛けとなっています。宝塚すみ

れ発電が地道に続けてきたことが無駄でなかったと安心するとともに、これから始まる事業展開に

向けて多くの方々と協議を続けているところです。今年度いっぱいはシンポジウムの開催や、各方

面との協議、視察などでかなりの動きが出てきています。すでに７月には神戸新聞社主催、IGES主

催のシンポジウムへの登壇がありました。（下記レポート参照） 

宝塚市をはじめ、兵庫県、環境省とも連携を図りながら、未来エネルギーの構築に向けて走りま

すので、ご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。  （株）宝塚すみれ発電 井上保子 

 

IGES 主催：ISAP2019 参加レポート 

７月 30日、持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム（ISAP：International forum for 

Sustainable Asia and the Pacific）に参加しました。第一線で活躍する専門家、国際機関、政府、

企業、NGO 関係者が集い、アジア太平洋の持続可能な開発に関する多様な議論を行う場です。主催

機関である（公財）地球環境戦略研究機関（IGES）および国連大学サスティナビリティ高等研究所

（UNU-IAS）が関与している国際的なネットワークと協力しつつ、関係者間の情報共有の促進や連

携強化を図ることを目的として毎年、日本で開催しています。 

 

この日のセッションでは、兵庫県北摂地域の事業について中心的な役割を担ってきた兵庫県およ

び非営利型株式会社宝塚すみれ発電が、都市部と農村・山間部の近接性を活かした地域のエネルギ

ー管理やバイオマス資源の活用、さらに里山保全と体験型観光を組み合わせた取り組みの特色を紹

介しました。あわせて兵庫県阪神北県民局の推進する「北摂里山博物館」構想にも触れ、北摂地域

での里山を中心とした地域循環共生圏の形成が地方自治体、民間企業、市民団体等と連携して進ん

でいることがよくわかりました。 

すみれ発電の最大の魅力は、目的がはっきりしていてブレないこと。安心で安全な食べ物を守る

ために、農地を守る！酪農家を守る！放射能から守る！すべてがシンプルにそこに繋がる。だから、

地域に住む人の心を動かし、行動を促すことになったのでしょう。まさしく地域循環共生圏の誕生

です。いろいろな思惑を持った人間が利益を求めてエネルギーに群がってきても、すみれ発電には

勝てないだろう。そんなオーラが広い会場内を包んでいました。          井上正弘 



高校生も真剣に考えたーこれからのこと  －ピースマーケットのせに参加して  

5/26 に能勢の浄るりシアターで開催された≪PEACE MARKET のせ≫ に REPT からも

参加した。このイベントは「持続可能な地域づくりをめざして！」をテーマに、広場や小ホー

ルで発表・ライブ・カフェ・フリーマーケットが行われ、一日楽しめる盛り沢山な内容だった。  

その中で、地元の能勢高校の生徒による「ドイツのシュタットベルケに学ぶ持続可能な地域

づくり」、「モンゴル国の現状と問題」という２つの発表があった。シュタットベルケとは電気、

ガス、水道、交通などの公共インフラを整備・運営する自治体所有の公益事業（公社）を意味

するドイツ語で、直訳すると「町の事業」。これを実際に日本でも取り入れている福岡県みやま

市の「みやまスマートエネルギー」の人から状況を学び、能勢でも取り入れられないかと考え

たと発表。また、モンゴルに関しては、去年実際にモンゴルに行った高校生が、首都ウランバ

ートルに人口が集中し、貧困問題や格差の問題が起こっている現状を発表した。ドイツに関し

ては、シュタットベルケを実際に行っているブリロン市に今年の 9 月に高校生が行く予定で、

これに向けての勉強を今行っている。これらの高校生の発表の後、私達 REPT を含む市民グル

ープ（市民発電所みのお、豊中市民エネルギーの会、縮小社会研究会）の紹介と発表があった。  

今回、このイベントに参加して、高校生が実際にモンゴルやドイツに行って考えるという活

動が学校の授業として行われていることそのものに驚き、先生に聞いてみると、これは文科省

が 2014 年から始めたスーパーグローバルハイスクール（SGH）という制度で、国際感覚に

優れた人材の教育に力を入れている高校に 5 年間 1600 万円を上限に補助金を支給するとの

こと。能勢高校も応募して選ばれたので、補助金で今までマレーシアやモンゴルなどに行くこ

とが出来たが、5 年が終わったため、今年のドイツには補助金が出ないので、生徒は自費で行

かなければならないそうだ。引き続き応募すればと聞くと、この制度が去年で終わったとのこ

と。また、文科省はこれの成果をはっきりとした数字で示せというらしく（TOEIC の点数な

ど）、能勢高校の生徒は、この制度で外国に行くことで大きく成長するが、それは数字では表し

にくい。担当の先生は文科省のそういう態度には疑問を感じると言っていた。1 校 1600 万円

の補助でグローバルな生徒が育つことは大変価値あることなのに、この制度はなくなってしま

った。国が 1 機 100 億円のＦ35 戦闘機を 105 機も買うお金をこちらに回せないものか。 

この日発表した高校生が市民グループと懇談して、そこから学ぶこととして最後にまた発表

があったのだが、その懇談の時に、REPT の説明もさることながら、高校生と話す機会などな

いので、選挙権が 18 才になり、早ければ高３で選挙に行くけど、その時に何を決め手にする？

と聞いてみたら、親が選挙に行く時どの人に入れたのか、なんでその人に入れたかとかの話を

するので、それを参考にするという返事の子もいて、なるほどと思いつつも、先日の映画「モ

ルゲン」の、ドイツ国民は以前はヒットラーを盲目的に支持したため、あのような結果となっ

たが、その後、民主主義を学び、民主主義を実践する国民に変化した。そのことが今の脱原発

を選ぶ結果となった。だから、私達も私達の国がどんな方向に行くか、それを指し示す手段は

選挙での投票だと話をしたら、最後の発表の時に「僕が今日学んだことはちゃんと考えること

と選挙の大切さです」と言ってくれた生徒がいたのは嬉しかった。エネルギーも環境問題も地

道な市民運動が大きな力となるけど、それと並行して、国がどんなビジョンを持つかを考えら

れる政治家を選ぶこと、私と話した 3 人の高校生は「なんや、このおばさんは」と思っただろ

うけど、少しでも伝わったことが、次の世代がいい時代になることにつながっていってくれる

のではと思った。頑張れ！能勢高校生！とエールを送りたい。       （辰野純子） 



訃報 

当会の監事大森美子さんが、ご病気再発のため５月に入院、治療に努めておられました

が、７月２０日に逝去されました。ご冥福をお祈りいたします。 

 悲しいことが続きますが、大森さんも高いところから私たちを見守っていてくださるも

のと信じ、これからも活動に頑張っていきたいと、スタッフ一同思いを強くしています。 

 

 

 

お 知 ら せ 

☆ グローバル気候マーチ  

～スウェーデンの若者から世界中に広がった「大切な地球を守ろう」と呼びかける運動～ 

大阪   ９／20（金） 16:30 中之島公会堂前集合 

               17:00 マーチスタート 西梅田公園まで  

神戸   ９／20（金） 17:00～ みなとのもり公園芝生広場集合 スピーチ   

17:30～ マーチスタート フラワーロード 

開催情報：ＦＣ/Fridays for Future Osaka  ＦＣ/Fridays for Future Kobe 

0

5000

10000

15000

20000

25000

発電電力量

宝塚すみれ発電所１号 宝塚すみれ発電所２号 宝塚すみれ発電所３号

宝塚すみれ発電所４号 宝塚すみれ発電所５号 宝塚すみれ発電所６号

（kWh）


