
 

～市民企画支援事業 勉強会～  

「脱炭素社会の構築に向けて」 
と き：2022 年 1 月 23 日（日） 14:00～16:00 

（開場）オンライン、現地参加 共に 13:45～開場 

オンラインセミナーの申し込みは REPT ホームページの「お知らせ」からお申

込みください。（ https://rept.or.jp/ ） 

ところ：下記会場にて現地参加も可能です（先着 30 名まで）。宝

塚市立男女共同参画センター学習交流室 3，4（阪急・Ｊ

Ｒ宝塚下車 ソリオ２ ４階）但し、新型コロナウイルス

感染症の状況等により変更や中止する場合あります。変更や中

止の場合は RＥＰＴのホームページでお知らせします。 

参加費：無料、 共催：宝塚市男女共同参画センターエル 

2021 年 12 月 17 日 

No.3９

月日 

講 師：西田 雄士 さん （環境省 近畿地方環境事務所） 

 
～ 勉強会アジェンダ（予定） ～ 

【前半】 

 脱炭素社会の構築に向けた環境省施策 

 第 6 次エネルギー基本計画、地球温暖化対策計画等 

 地域脱炭素ロードマップ 

 （脱炭素施策に取組み予定の自治体向けの事業や、支援ツールの紹介） 

 

【後半】 

 1 地域循環共生圏×脱炭素 

   - 地域新電力など 

 2 地方創生につながる地域脱炭素（事例紹介） 

   - 環境配慮行動へのポイント 

   - ふるさと納税 

   - ゼロカーボン○○ 

 （地域に利益を生み出すための脱炭素施策・補助事業や事例の紹介） 

https://rept.or.jp/


◆ 勉強会のお知らせ 「脱炭素社会の構築に向けて」 ◆ 

先日、世界気象機関（WMO）がロシア極東サハ共和国のベルホヤンスクで昨年 6 月 20 日に観測

された 38 度を「北極圏の観測史上最高気温と正式に認定」というニュースが報じられました。最

近こういった「危機的」な気候変動のニュースは毎日のように報道されます。 

一方、2021 年 11 月に開催された COP26 では世界全

体で 1.5℃を目指すことが確認されたものの、2030 年ま

での各国目標の引き上げが 22 年末に先送りに。 

痛みを伴う社会システム変革を地球上のすべての国

ですすめる困難さを再確認させられました。 

私達の日本においても 2021 年 4 月に、2030 年度に

おいて温室効果ガス 46%削減（2013 年度比）を目指す

ことが表明されました。この新たな削減目標実現の為に

2021 年 10 月 「地球温暖化対策計画」が閣議決定され

ています。 

皆さんご承知の通り、閣議決定された計画がどれほど立派であっても Co2 排出量を削減するに

は、政府、民間企業、自治体、私たち市民一人ひとりが覚悟を持って痛みを伴う社会変革を乗り越

えて行かなくてはなりません。 

この度、2022 年 1 月 23 日（日）に環境省の西田さまをお招きし「脱炭素社会の構築に向けて」

というテーマの勉強会を企画しました。オンラインの Zoom 会議でも参加可能ですので是非参加く

ださい。痛みを伴う社会変革を一緒に乗り越えていきましょう。       （橋本成隆） 

 

 

☀               ☀               ☀               ☀               ☀               ☀       

◆ 「太陽光パネル無償設置・PPA モデルのご紹介」の報告 ◆ 

先日の 10 月 17 日に「太陽光パネル無償設置・PPA モデルのご紹

介」題とした勉強会を開催しました。勉強会では、第一部に「なぜ、

今 PPA なのか？」、休憩をはさんで第 2 部に具体的な「PPA モデル

について」お話しさせていただきました。 

第一部での「なぜ？」という部分については、今一度私たちの周り

の現状についてしっかりと認識しておく必要があるのではと思い、

少し回り道だったかもしれませんが改めて紹介しました。 

毎日「温暖化防止」という言葉自体を目にしない日がない程、巷に

溢れているためか、その中身について今、一度考える機会が必要で

は時間をいただきました。はじめに 2 つの動画を見ていただきまし

た。 

1 つ目の動画は 1992 年「国連環境開発会議」（地球サミット）に

おけるセヴァーン・スズキ（カナダ）さんによるスピーチです。 

そして 2 本目は多くの方がすでに何度もご覧になったでしょう、

国連気候⾏動サミットにおけるグレタ・トゥーンベリさんのスピー

チ です。 

セヴァーン・スズキさん 

グレタ・トゥーンベリさん 



どちらスピーチもその内容は同じです。 

私たちが今まで排出し続けてきている温暖化ガスの影響により、子供たちの未来が奪われていく

のです。今から 30 年も前に警告を出し、子供たちが訴えてきたことに耳を傾けることをせずに、

同じ訴えを子供たちが私たち大人向かって訴えています。その訴えに私たちは 30 年間もの間、何

も答えずにいたのです。 

自戒の意味を込めて 2 つの動画を見ていただきました。 

 

そのあとに今年 8 月に ICPP

（気候変動に関する政府間パネ

ル）が発表した、すでに待ったな

しの状況をご説明したのちに、

政府が発表した「温暖化ガス排

出量を 2030 年までに 2013 年度

比で 46％削減する」という目標

について検証してみました。 

削減目標 46％のうち基準の

2013 年は東日本大震災直後、原

発が止まり火力発電所を最大限

に使って電力供給をしていた年

ですので、すでに 2019 年にすで

に 14％は削減されています。 

とはいえ、あと 10 年で 30％以上温暖化ガスを削減しなくてはいけませんので 

よほどの画期的？積極的な取組みがなされない限りは絵に描いた餅にしか思えないのが現状だ

という事の説明をさせていただきました。 

 

その後、足元の私たちの街

「宝塚市」の取組みを紹介し

ています。 

すでに宝塚市は「第 2 次宝

塚市地球温暖化対策実行計

画」として今年の 7 月に 2050

年温暖化ガス排出実質ゼロを

目指し「ゼロカーボンシティ」

を表明しました。 

その中にあるチャレンジ

30目標に電気部門②太陽光発

電・蓄電池セット 1,000 件(新

規 )導入という目標を達成す

るために、私たちが何をでき

るかを考えた中で出てきたの

（宝塚市ホームページより） 



が PPA（第 3 者所有モデル）という取組みです。 

私たち「新エネルギーをすすめる宝塚の会」では 2012 年より市民発電所の設置を行い、宝塚市

内ですでに 6 基の発電所を建設しました。 

当初は FIT（固定価格買取制度）を利用し、出資を募った中での建設でしたが電力の買取価格の低

下や法律の改正などがあり、現在はその建設が難しくなっている中、新たな実践モデルとして PPA

を計画し、その説明をさせていただきました。 

太陽光発電ができる建物を所有する方が、設備の設置費用を支払う事の代わりにできた電気を使

って、その電気代を太陽光発電設備の持ち主に支払うというモデルです。 

建物の所有者にとっては無償で太陽光発電設備が設置することで、温暖化ガスを排出しないクリ

ーンな電力を使うことができます。 

また、今回、「新エネルギーをすすめる宝塚の会」ではそこにポータブル蓄電池を設置し、非常時

に電気が利用できる「災害スポット」として利用することを加えて提案しています。  

具体的なプランにつきましてはこれからとなりますが、前述していますように、目標を達成する

ために私たちのできること、単に温暖化防止の手立てというだけでなく、ライフスタイルの変革が

求められているということを PPA の取り組みの中で認識できるようになればと思っています。 

今後は宝塚市との協働を念頭に、コープ電力さんや PPA 事業者など具体的な取組みを進めてい

く予定です。 

 （西田 光彦） 

☀               ☀               ☀               ☀               ☀               ☀       

◆ ソーラーシェアリング市民農園 活動報告会＠コープこうべ ◆ 

～2021 年 11 月 28 日 コープこうべ第一地区本部 ピピアめふにて開催～ 

2021 年度、今年も無事にソーラーシェアリング市民農園でのさつまいも栽培活動が終了しまし

た。さつまいも栽培を通して電気や環境、食べもののことまで考え行動して行く、それがこの活動

電力会社 



の醍醐味です。今年は特に「つくる責任、つかう責任」に重点を置き、ソーラーシェアリングの持

つ意味について説明してきましたが、実践というものの大事さを非常に感じました。その報告会が

11 月の終わりにおこなわれ、会場には多くの写

真が飾られました。去年に続きコロナ禍で限られ

た活動となってしまいましたが、そこには収穫の

喜びに満ちた笑顔がたくさんありました。 

特に大学生は例年になく生き生きとしていて、

自粛生活からいっときでも解き放たれた空間で

身も心も弾けていました。この日の報告会では環

境省にも参加いただき、脱炭素社会の構築につい

てお話しいただいたのですが、私たちのように実

践しているメンバーがいることを見てもらいた

かった、というのが本音です。美しい計画を立て

ても実践する人がいなければ、それはただの絵に

描いた餅。環境問題の解決は、なにごとも実践するしかないのです。地域循環共生圏とは実践の場

そのものなのだということが伝わったと思います。 

畑で採れたさつまいもの一部は、福祉作業所さんに頼んでつくってもらった紫芋パイになり、当

日、会場で販売されました。そして「宝塚芋人」という芋焼酎※も誕生しています。（※銀座ミツバ

チプロジェクトとの共同制作です。） 

以前から、こういうことこそ行政にも共有してもらいたいと訴えてきましたが、今年はこの報告

会に宝塚市役所からも職員の方々に来ていただくことができました。国も県も市町村も、そこに住

まう人々や事業者がどのような地域活動をして

いるのか、どんな思いで参加しているのか、そ

れを知るのはとても大切なことと思います。私

たちは地域の中にある資源に活かし、ソーラー

シェアリングという手法で農地、農業を守ろう

と考えています。ソーラーシェアリングはエネ

ルギーを生むのが目的と思われがちですが、実

は、気候変動の影響を受けることの多い不安定

な農業収入を手助けするものなのです。このこ

とが理解されないと、儲けだけのためにやって

いるという勘違いをされてしまいます。 

つくる人、つかう人、それぞれが責任を持ち、

次の世代に渡せるものを作って行くこと。それがわたしたち大人世代の責任であるとこの日も力説

したのでした。 

折しも九州では「さつまいも貴腐病」が蔓延し、各県をまたいだ対策が取られています。来年の

植え付け時にはウィルスフリーの苗の購買を考えなくてはなりません。あらためて、農業の難しさ

と環境保全について考える機会となっています。来年、ソーラーシェアリング市民農園で多くのみ

なさんと新しい農業スタイルを極めてみませんか？参加、お待ちしています。  

（宝塚すみれ発電 井上保子） 

 



☀               ☀               ☀               ☀               ☀               ☀       

◆ 発電グラフ（２０２１年１１月末日時点） ◆ 

1 号の架台設置工事に伴い 8 月の発電量が大きく落ち込みま

したが、9 月からは元気に発電を再開しています。設置角度を少

し大きくしたことでより発電が効率的になりました。私たちに

とって一番思い入れのある発電所です。残りの 10 年もしっかり

と働いてくれればと思います。 

（井上 正弘） 

 

最新の詳しい発電情報は、宝塚すみれ発電のホームページ（https://sumire.bona.jp/ 

左記 QR コード）にアクセス頂き、上部メニューの「発電所情報」からご確認いた

だけます。 

☀               ☀               ☀               ☀               ☀               ☀       

お知らせ 

●「じぶん発電所」所長の皆さんをサポートする企画計画中 

一昨年に開催した太陽光パネルによる「じぶん発電所」のセミナーで多数の発電所所長さんが誕

生しました。発電所長さんの中には「お蔵入りしている」「活用できてない」「新しいセットが欲し

い」などの声をお聞きしていますので、勉強会等を企画する予定です。こうご期待。 

もしお困りごとや勉強会への要望がありましたら下記メールアドレスにお送りください。 

＜ REPT のメールアドレス：info@rept.or.jp ＞ 

 

最後になりましたが、２０２１年も大変お世話になりました。 

どうぞよいお年をお迎えください。 

そして２０２２年もより良い社会を目指して活動して行きましょう！よろしくお願い致します。 
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