
 
じぶん発電所をつくろう 🌞 

11 月 24 日（日）14:00～16:00  

ピピア pipiaめふ ５Ｆ 会議室Ａ 

（阪急宝塚線売布神社駅南・有料駐車場あり） 

講習・組立指導：平田賀彦さん 

      （NPO 法人豊中市民エネルギーの会） 

定 員 ① 講習＋発電キット組立：20 人  ② 講習＋組立見学：10 人 

参加費 ① 講習＋材料費：13,000 円    ② 講習＋見学：500 円 

要予約：11 月 5 日～17 日 （先着順） 期間内に予約連絡お願いします。 

TEL：0797-74-6091 Email：a.tanaka@rept.or.jp 

後 援：宝塚市  🌞 🌤 🌞 🌅  🌞 🌤 🌞 🌅  🌞 🌤 🌞  🌤 🌞 🌅 

 昔、台風は二百十日(立春から 210 日目、９月１日)頃に来ると言われていましたが、近年、台風の到

来期間が長く、しかも巨大化しています。何度もやって来る台風が大雨を降らせ、各地で河川の氾

濫や土砂崩れを引き起こし、強風による建造物の破壊も重なって、インフラ設備が多大な被害を受

け、生活の基盤が危機に瀕する事態が頻発しています。千葉県の大停電も記憶に新しいところです。

インフラ整備の基準が緩いのと保全管理が不十分だったせいか、復旧に時間がかかりました。 

報道を見て、自分ごととして「さて… どうしたものか？」と考えた方も多いと思われます。 

そこで、日常生活にも災害時の非常用電源としても使え、自宅またはマンションの限られたスペ

ースに置けるポータブル太陽光パネルで「じぶん発電所」を作ってみたいと思います。 

太陽光パネル（宝塚すみれ発電に譲渡されたもの）と必要部品一式（ただしバッテリーは使用法に合わ

せて後日各自で購入ください）を用意します。その場で組立て、持って帰っていただきます。 

 みんなが自宅に「発電所」を作って「発電所長」になると、防災意識も高まり、節電・省エネに

努める気持ちも強くなりそうです。こぞって ご参加ください！！     
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～ふれあいトーク～  みんなでつくろう宝塚エネルギー 

台風が過ぎ去り朝晩が肌寒く感じられはじめた 10 月 5 日午後、宝塚市立男女共同参画センター 

エルで、宝塚市地域エネルギー課（以下、地エネ課）の古南課長と福本さんにお越しいただき、「み

んなでつくろう宝塚エネルギー」と題した宝塚市民のふれあいトークを開催しました。会員や他市

の新エネの会のスタッフの参加も得て、2 時間ではとても足りない沢山の質問、意見、要望が話さ

れ、活発なふれあいトークになりました。以下に主な内容を報告いたします。 

まず地エネ課より、「宝塚エネルギー2050 ビジ

ョン」の進捗状況と今後の見通しについての報告。

ビジョン策定以前、すでに市民の活動が長い歴史を

刻んでいたことを前置きした上で、2012 年に新

エネルギー推進課ができて以降これまでの活動を

簡単に紹介してくださいました。 

「2050 年までに家庭用の電力再エネ自給率

50％、熱利用再エネ自給率 50％」というチャレン

ジングな目標に対してはまだまだゴールは遠く、市

内の家庭における電力の再エネ自給率は、2017年

度実績で 3.4％、再エネ活用率目標 100％に対し、2017 年度実績で 13.1％という状況」「今後

も継続して市の需要をまとめて再エネ由来の電力に切り替えるという選択や、市民にインセンティ

ブをあたえる施策も進めていきたい」との考えでした。 

また、今年度の新たな取り組み「バイオガス発電の調査事業」の説明もありました。この調査事

業は一般社団法人「地域循環共生社会連携協会」とリンクする事業で、地エネ課が申請し認定をさ

れています。申請には宝塚すみれ発電の井上さんも協力し、無事認定されたとのこと。すでに市議

会でも承認され、10 月中には調査業者を選定し、調査を開始する予定。 

他にも兵庫県阪神北県民局や川西市、猪名川町とも連携していくこと、ソーラーシェアリング、

市民の省エネチャレンジも進めていきたいとのお話でした。 

この後、ＲＥＰＴが準備したテーマに沿って意見交換。市民と行政の間で、質問や意見が活発に

交わされました。主なやり取りを Q（市民）、A（地エネ課）として以下に紹介します。 

Q：地エネ課以外の部署の職員も 2050 ビジョンを知っているか？ 意識は浸透しているか？ 

A：会議などで話題にしているので、課長以上には知られている。若い職員同士でも、ある程度の

話はしている。が、十分に意識化されているというには程遠い。 

Ｑ：家庭の再エネ率自給率。活用率について 

A：自給率は自宅発電（ｐｖ、エネファーム）することで向上させることを想定。活用には新電力

（コープこうべ等）に切り替えるというのも含んでいる。 

家庭も市の公共施設も再エネ活用電力に切り替える活動に力を入れていきたい。 

Q：宝塚市公共施設の電気はどの電力会社と契約をしているのか？ 

A：各所属で契約している状況。低圧電力は新電力が入札に入ってこない。 

高圧電力は、競争入札に新電力も参入しており関電率は６～７割程度にとどまっている。入札

条件として CO２係数とコストを設定しているので原発由来電源を持つ関電も採用されているが、

今後は再生可能エネルギー率を組み入れることも検討。（再エネ審議会でも提案） 

Q：家畜糞尿を活用した「バイオガス発電事業」について、畜産農家に量的な限界があるはず。現



実的に可能なのか？ 

A：西谷の酪農で糞尿 9000 トンあるが、全酪農家の参加は未確定。糞尿以外の食物残渣も活用し

たい。発電以外の利用も調査。発電事業としてだけでなく酪農の存続という意味が重要と考える。 

Q：西谷森林資源の利用についてはどのように考えているか？ 

A：平成 29 年度に兵庫県と宝塚市で賦存量を調査している。現在は西谷地区の自治振興活動とし

て「西谷仕事人プロジェクト」があるが、担い手が少なく事業継続性が課題。宝塚市では中央公民

館にペレットストーブを入れている。今後も給湯、暖房にチップボイラー、ペレットボイラーの導

入可能性を検討したい。 

（補足）日本では地域熱供給は配管設備新設が必要。ドイツ等はすでに熱供給管が存在するので普

及が容易。日本では隣接する数軒でつないでの利用や、老人健康施設での活用が現実的。 

Q：西谷でソーラーシェアリングを始めて、現在８基できたが、FIT の売電価格が今年は 14 円で

採算限界。宝塚市の固定資産税５年間減免措置があったが、打ち切られダブルパンチ。  

四国の株式会社フィットが提供するスキームで進めようとチラシを作って配布したが、誰も手を

あげない。市民農園での利用を考えているので、地エネ課と農政課とが連携してほしい。  

A：市民農園でのソーラーシェアリングの話は今初めて聞いたので農政課にも話をしてみたい。ソ

ーラーシェアリングは営農施策の一つと認識している。モデル事業にできるかを検討。 

Ｑ：再生可能エネルギー基金の使途は？ これからの活用は？ 

Ａ：市の施設の太陽光時計設置などに利用した。福祉施設の熱利用の補助などに利用したいと考え

ている。蓄電池の補助案も出たが費用対効果が不明確な支出には疑問。卒 FIT への継続した啓発活

動・市民学習・非常用電源への活用等々の意見が出ている。基金には学校などの太陽光発電の余剰

売電からも入ってきているので、今後必要となる補修費分は残しておく。慎重に議論したうえで利

用方法は研究していきたい。 

Q：日頃地球温暖化に無関心な市民を、自分の問題としてとらえるような仕掛けを作れないか。 

A：親子で参加できるイベントには関心が高い。お楽しみ理科実験や、プラネタリウム、エコバッ

ク作りなどをしてきた。今年取り組んだのは、「省エネチャレンジ 2019」。賞品を出したので参加

者は多かった。その後の宝塚市からの情報提供に対する希望率は低いが継続していきたい。市民の

意識を変えるのは大変難しいと感じている。 

Q：イベントの企画については NPO に知見がある場合もあるのでうまく活用してほしい。 

例えば、防災イベントで、市民発電所の非常用のコンセントの存在や、省エネについて話している。

コミュニティ単位の防災イベントが一つねらい目ではないか？ 

A：まちづくり協議会には環境部会や防災担当があるので市民コミュニティ課と情報連携してエネ

ルギーに関するイベントの機会の創出をしたい。 

 まだまだ市への質問、提案は数多くあり、参加者から「2050 年には宝塚市に電力会社ができて

いたらいいね」という発言も飛び出し、協働に向けて次の機会を待ちたいと思いました。（橋本な） 

 

９．２０ グローバル気候マーチに参加して 

9 月 20 日の世界一斉グローバル気候マーチ、日本では 27 カ所のイベントに約 5000 人(東京 2500 人他)

が参加したが、世界では 185 カ国 4500 カ所 760 万人が参加した。人口比で見ると日本は 0.004％、世界は

0.104％となり、日本の関心の低さが際立っている。都市別ではベルリン、ローマが約 7％、アテネ、ハンブルグ、

ケルン、モントリオールが 3％以上で東京の 0.03％と２桁以上の差がある。 

私は娘や小学生の孫とともに参加した。大阪中之島公園には 300 名余りの老若男女が集まり、気候危



機に対する若者たちの熱いスピーチのあと、西梅田公園まで思い思いのプラカードを掲げて行進した。あいにく

の天気で沿道を歩く人も多くはなかったが、先頭の若者集団に続く外国人も含む子供から高齢者までの多様

な集団は、目を引いたようだ。翌日にかけてテレビや新聞などにも取り上げられたので、世界一斉行動の一端

であることも以前に比べ多くの人が知ることになったと思われる。 

昨年８月スウェ－デンのグレタ・トゥンベリさん（当時中学生）が、地球温暖化問題に対する政府の施策や大

人たちの行動があまりに不充分であることに抗議して一人で始めたストライキが、ネットを通じて若者ばかりか多

くの科学者や知識人の共感を得て世界中に広まっている。今回の世界一斉行動は、グテーレス国連事務総

長の呼びかけで開催された「国連気候行動サミット 2019」に合わせて、若者が全世代に呼びかけて行われた。 

私は会社生活を離れて以来、以前より気になっていた温暖化問題に関する情報を集め、できる範囲で自

分の生活を変え、いくつかの活動に参加して、豊かな生活を求めて温室効果ガスを大量に排出してきた埋め

合わせをしているつもりだった。しかしこの春、ふとしたことでグレタさんの動画を見て、単純明快に現在の状況に

おける政治家や大人たちの不作為を責める論理に胸を衝かれた。彼女の抗議を要約すると「このまま地球温

暖化が進むと今世紀後半には危機的状況になることが科学的に明らかであり、これを避けるため世界はパリ

協定に合意したのに、政府はその目標達成に必要な政策に取り組んでいない」「大人たちは『子供は大切な

宝だ』と言いながら、子供たちの未来を破壊するような生活を改めようとしてない」ということである。 

一部にはグレタさんが子供であること（学業を優先すべし）、アスペルガー症候群（自閉症の一種）と診断されて

いること、などを理由に、彼女や同調者を誹謗する人がいるが、発言者が誰であろうと彼女が指摘していること

は否定できない事実である。これらの事実に対する認識や理解の程度は人により異なるのは当然だが、先進

国の中でも特に日本社会は今世紀後半に予測されている危機に対し鈍感すぎるように見える。 

温暖化による悪影響は世界各地で頻繁に見られるようになり、特に温室効果ガスをあまり出していない貧

困国に大きい被害が出ている。昨今は日本でも酷暑や気象災害が激化し、防災策強化の必要が叫ばれて

いる。今後も進む温暖化の影響を見越した備えを急ぐことは必要だが、温暖化にブレーキをかけない限り防災

策の上積みは無限に続くばかりか、いずれ不可能になる。 

地球温暖化を止めるための政策も国により異なるが、世界で最も進んでいるとみられるスウェーデンでさえ、

グレタさんが指摘するように充分ではない。これまで大量生産大量消費をよしとし多くの温室効果ガスを出して

きた日本は率先して温室効果ガス排出削減に取り組むべき立場にある。温暖化問題は全人類の行動と地

球全体にかかわる問題であり、温暖化に国境はない。自分または自国の経済や利益を優先し、対策を後回

しにしていては事態は悪くなるばかりである。率先して良い見本を作り、他がそれに追従せざるを得ないようにす

ることが真に世界をリードすることである。 

しかし、日本の政治家は口では「環境問題で世界をリードする」と言いながら、政策は世界の顰蹙を買うほ

どお粗末なことを、国民はどれほど承知しているだろうか？ これは政治家や担当官僚の仕事を責めれば済む

話ではなく、私たち国民の多くが身近間近のことに目を奪われ、将来世界については「お上任せ」にしていること

にも責任がある。地球温暖化にブレーキをかけるために今すぐ行動しても効果は数十年後というタイムラグを考

えれば、世界人の一員として全日本国民が協力することが急務である。今後 10 年が勝負だと言われている

今、多くの国民が事実を正しく認識し、自らの生活を見直すと共に政治を動かすことが求められている。 

次のグローバル気候マーチは 11 月 29 日、関西では大阪、神戸、京都で若者が主催し全世代に呼びかけ

る形で行われるので、温暖化問題を我がことと思い声を上げる人が格段に増えることを期待したい。 

気候マーチに関する最新情報は主催する各地の FFF（Fridays for Future）のフェイスブック上に更新される。 

FFF-Osaka<https://www.facebook.com/Fridays-for-Future-Osaka-606313396544785/> 

FFF-Kobe<https://www.facebook.com/Fridays-For-Future-Kobe-100426211317449/> 

FFF-Kyoto<https://www.facebook.com/fridaysforfuturekyoto/>           （喜多康夫） 

https://www.facebook.com/fridaysforfuturekyoto/


木質バイオマスボイラー研修 in オーストリア ～9/20～9/28～ 

再生可能エネルギー、ともすれば話題は発電に偏りがちだけれど本当は熱エネルギーの利活用が

とても大きなウエイトを占めている。化石燃料に頼った発電や熱利用を、それ以外の再エネ由来の

ものに変えていくことが実は喫緊の課題であるといえる。以前からそう思いつつ熱利用の現場など

を視察させてもらってきた。そんな折、一般社団法人徳島地域エネルギーからお声掛けいただき、

バイオマスボイラーを作っているオーストリアの会社での研修を受けることになった。 

研修はリンツという町の ETA 社で 4 日間にわたって行われた。基本 9 時～17 時の研修は何度も

コーヒーブレイクをはさみながら、ボイラーの実機を実際に稼動させるところからスタート。ボイ

ラーの構造から運用にいたるまでみっちりと詰まった講義内容。講義は英語で、通訳が入るとはい

え中身が機械の取り扱いに関することでもあり、非常に高度な内容である。ただ、ここの機械はと

てもシンプルな構造で誰でも扱え、運用が容易だということは理解できた。 

講義を担当してくれた Elmar。38 歳の技術営業部長。非常に聞き取り

やすい英語で丁寧に 4 日間の講義をしてくれた。ETA 社は 230 名の社員

に対して福利厚生もしっかりとしている。ランチルームの食事は契約農

家から仕入れた肉や野菜が、毎日日替わりメニュー、バイキング形式で

提供される。なんとビーガン対応もしているのだから驚きである。飲み

物には Bio マーク（有機栽培）が付いているし、トレーニングルームや

サウナまである会社というのは羨ましいを通り越して嫉妬すら感じた。   

さて、この ETA社の技術は本当に優れているのだが、それは「シンプルでなければ各地で運用でき

ないから」という確固たる信念の元に築かれている。80カ国、年間 1万台も輸出する会社に急成長

したのはそれだけ認められているということだ。熱利用に関しては非常に遅れている日本。何がそ

んなに邪魔をしているのかと頭を傾げてしまう。今回参加したのは私を含めて 10 名。その中に某

有名メーカーを退職し、バイオマス技術の会社を立ち上げた方がいた。日本に入っているのは、高

くて壊れやすく運用しにくいものが多く成功事例が少ない。こ

れはなぜか？ 元凶は補助金にある、とその人は言う。私もバイ

オマスボイラーの話をするたびに、「高いんでしょ？」と聞かれ

ることが多い。補助金目当てにコンサルに言われるがままに入

れた結果、動かないけれど「ま、いっか。事例は作ったし」と

いうのが今までのやり方だ。これでは普及のしようがない。す

べてにおいてそうであるが、どこでどのように使って行きたい

のか、それがはっきりしないことには設備導入などできるはずがない。

すでに出来上がった優秀なシステムがあるのだから、それをどのように

アレンジして持ってくるかをもっと真剣に考えなくてはならない。また

燃料についても、何でも燃やして良いというものではなく、それは Elmar

の答え方に現れていた。「良くない燃料を燃やせばそれだけ運用コストが

上がるけど？それでもいいの？」。こういったシンプルな考え方をしてい

くとおのずと選ぶものは限られる。同じく研修を受けていた煙突掃除の

会社の方々も言っていた。「なんで ETA社を選ぶのかって？ここのが一番

灰が詰まらないからさ。」みんなが認める ETA社のボイラー、日本でも導

入が進んできていますよ。   宝塚すみれ発電 井上保子 



ソーラーシェアリングの下で育ったサツマイモの収穫と計量と試食 

10 月 26 日、西谷ソーラーシェアリング市民農

園で「芋ほり」をしました。コープこうべの組合員

親子、甲子園大学、宝塚すみれ発電、西谷ソーラー

シェリング協会、ＲＥＰＴの合同イベントで約６０

人の方が参加され、大盛況でした。 

午前中に芋ほりを行い、宝塚少年自然の家に移動、

計量後、お弁当を食べ

ながら掘ったばかりの

芋をかまどで焼いて試

食しました。ソーラーシェアリング地主の古家さんは「芋は掘って

からしばらく寝かした方が甘みが出る」と言われましたが、一仕事

の後の焼き芋は、薪の香りも香ばしくとてもおいしかったです。 

お腹が落ち着いた後には勉強会も開催。宝塚すみれ発電の井上

社長から、このソーラーシェアリングの下で芋を育てている意味

や、宝塚「西谷」だけでなく猪名川町の「中谷」と川西市の「東谷」

も一緒になった北摂の地域資源を活用したエネルギーの循環を目指した活動の紹介。体も頭も

使う楽しいイベントでした。さらには収穫したさつまいもを使ったレシピ対決（甲子園大学の

学生 vs コープこうべ組合員）が 12 月に予定されています。私としては、どう考えても経験豊

かなコープこうべのお母さんのレシピの方が食べたいような・・・ こうご期待！ （橋本な） 
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