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第２回総会が開かれました！ 
2013 年 5 月 19 日（日）、第 2 回総会を開きました。ただいまの会員数 108 名、そのうち総

会に出席された方は 73 名（委任状出席 40 名）です。【議案は全て採択されました】 

昨年の設立総会から一年が過ぎましたが、常に「やらなければならないこと」に追われました。

会議を重ね、事務作業の確認をして連絡を取り合ってきましたが、それでもなおしなければならな

いことは満載でした。その中にあって市民発電所「宝塚すみれ発電所第 1 号」の誕生は、私たちに

とっても大きな励みとなっています。設立総会の時にはまさかこんなに早く市民発電所を作ること

になるとは思いもかけませんでしたが、昨年 7 月の固定価格買取制度ができ、後押ししてくれる方

たちのおかげで実現することができました。全国を見渡しても市民自らによる手作りの発電所とい

うものはありません。話題性と共に徐々にその名が知られるようになって来ています。今年の 1 月

から電気連系が始まったばかりで、現在はまだ半年に満たない実績記録しかありませんが、着実に

その数値が伸びているところを見ると、再生可能エネルギーで自分たちの電気をまかなっている実

感がわきます。こういった市民発電所を今年度はさらに増やしていくこと、また市民に理解の輪を

広げていくことが今後の課題となります。さらに太陽光発電以外の再生可能エネルギーに関しても

研究を続けていく必要性があります。 

また、原発の再稼働が声高に叫ばれている今、なおいっそうの省エネルギーを進めていかねばな

りません。せっかく再生可能エネルギーを普及促進しても、暮らしの中でエネルギーに対する見直

しがなされなければ片手落ちになってしまいます。省エネの実践は大きな柱となっています。 

会場に来られた会員の方からは「小水力発電についても研究を」「宝塚すみれ発電所第 2 号の募

集はいつから、どのような形で？」といった質問も出ました。先に述べたように情報収集と研究は

しなくてはなりません。宝塚すみれ発電所第 2 号に関しては、ようやく形が決まりつつあります。

点燈式を 9 月中には行いたいという目標を立ててやっていきますが、事務作業などの合理化を図る

ため、5 月 1 日に「合同会社宝塚すみれ発電所」を設立しました。今後はこの合同会社が発電所業

務全般を行うことになります。 

原　発　の　危　険　性　を　考　え　る　つ　ど　い
なぜ事故が起こるのか？　―　原発があるから！

今いちど原発事故を見据え、若狭の原発を廃炉へ
と　き：２０１３年７月６日（土）１３：３０～１６：００

ところ：宝塚市立男女共同参画センター１Ａ（阪急・ＪＲ宝塚駅　ソリオ２　４F）

講　師：長沢　啓行さん（若狭連帯行動ネットワーク）

参加費：２００円



公開報告会 

「みんなでつくろう再生可能エネルギー ～宝塚の実践～」 

講師：政処剛史さん（新エネルギー推進課 課長） 

 

 2012 年 4 月に宝塚市に新しく生まれたのが「新エネルギー推進課」です。再生可能エネル

ギーによるまちづくりを目指す私たちは、行政とも新しい形の協働スタイルを共有したいと常に連

絡を取り合ってやってきました。新しくできた課ということで当初は庁内でもけっこうバッシング

があったようです。（これは今でも一部残っている感じ）他でも再生可能エネルギーを推進してい

るところや、モデル都市になっているところもたくさんありますが、宝塚市は国や県からの指導で

始まったわけではないところが大きな違いではないでしょうか。そんな一年間の思いや実践例をお

話しいただきました。私たちからの提案で実践したものや、環境エネルギー政策研究所（ISEP）と

の連携で行ってきた講義など、少ない予算の中で一年間奮闘してきたことが実感できた内容の報告

でした。 

何もない中から形を作って行くのですからそれこそ手探り状態だったと思われます。私たちも当

初は「どんなことをやるつもりなのだろう」と思っていましたから、お互いに最初の出会いは必ず

しも居心地の良いものではなかったと言われて、「やっぱり」と双方苦笑いしてしまいました。それ

でも回を重ねることによって少しずつ歩み寄り、今までにない関係性を構築できたことが大きな成

果になってきています。行政は行政として新しいことをやるときなどは「プレス発表」などを通し

て広く情報提供ができます。そういった強みを生かして「学校発電所」や、再生可能エネルギーを

利用した駐車場のことなどを広く市民に知らせることができます。特に学校発電所などは固定価格

買取制度の恩恵を十分に生かせる施設ですが、行政が率先してやってくれたことは高く評価できる

と思います。私たちの活動を後押ししてくれるように、１月の広報紙に取り上げてくれたこともあ

りがたかったですが、その１月の広報というものが行政にとって一年のうちでどれほど大事なもの

であるかなどは、聞くまで知る由もありませんでした。 

今まではどちらかというと反目しあうことが多かった市民と行政ですが、政処さんが示した言葉

は「対峙から補完の関係へ」でした。足りないものを補い合って支えあってやっていく、これはま

さしく私たち市民運動をやってきた人間としてほしかった言葉です。これからも協働の精神でもた

れあうことなく、再生可能エネルギーでまちづくりを行なっていきたいと思います。 
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来賓　中川智子市長
市長も活動を応援してくれています！



『みんなでつくろう宝塚エネルギー』事業第 1 弾 

～先進地に学ぶ再生可能エネルギー事業の普及～講演会報告 

 

「私のしごとは街づくり。新エネルギーを考える多くの人々とともに・・・。原発を国内外へ売

っていこうとする政治家に宝塚からＮＯの声をとどけたい！ 活動はいつも明るく、そして楽し

く！」と中川市長の開会挨拶でスタート。 

まず 梼原町環境モデル都市推進室 那須氏より ｢自然エネルギーによる町づくり｣ 

梼原町は面積 23,651ha、人口 3,740 人、稜線の続く四国カルスト、森林面積 91%、そして

水量豊富な四万十川。森・水・風・光のエネルギーに恵まれたこの地には日本原風景である千枚田

棚田が広がります。維新脱藩への道やおもてなしの舞台ゆすはら座、茶堂など趣のある小さな山里

の町。６つの村が合併して梼原町に。今も６人の区長からの声を吸い上げ行政に生かすという仕組

みを持ちます。 

過疎と高齢化のすすむ梼原町ですが、鎮守の森づくり条例・自然との共生条例など自然を守り活

かす多くの条例を制定。県や国の助成を活用、大手企業との連携協力も、四国カルスト台地には２

基の風力発電、森林の活用ＦＳＣ認証の取得（森の整備、国産材住宅、木質ペレット）、小水力発電

による街灯、町舎の太陽光発電をはじめ住宅への助成と普及を推進。さまざまな先進的取り組みを

積み上げ、｢環境モデル都市｣として国内だけでなく外国からもエネルギー視察に訪れる地となり、

森・水・風・光の自然エネルギーでの自律を伝えます。 

そして、四国 伊方原発から５０キロ圏内の地より、世界第 3 位の原子力大国である事実と脱原

発をアピール。町のエネルギー自給率は 28.5%。自然エネルギーのスポットとしてこれからも道

先案内人であれ。 

続いて 飯田市おひさま進歩エネルギー株式会社 原氏「再生可能エネルギーは地域のもの」 

1996 年、飯田市での 21 世紀に向けての基本会議（環境文化都市をめざす市民会議）がスター

ト。自然豊かな都市があえて環境モデル都市をめざしました。市民ができること、市民でないとで

きないことがあるはずと 2004 年 4 月ＮＰＯ法人設立。 

まず、ＢＤＦ（廃油プラント）の取り組み。さらに南信州の日照量の多いことを活かし、おひさ

まパワーの利用開始。保育所に寄付型発電所｢さんぽちゃん 1 号｣を設置。子どもたちに見えるしく

み、大人たちに見えるしくみを実践。大切なことは温暖化防止活動“見える化”でそれぞれが影響

しあう意識の共有を。 

そして目的のはっきりしたお金はリターンをもとめないでも集まるはずと、2004 年 10 月に日

本初｢おひさまファンド｣を開始。活動から事業へ。さまざまな力を持ちよるパートナーシップ型環

境公益事業｢おひさま進歩エネルギー｣の設立。自分のお金に意思をもたせ、お金の使われ方を選択

しよう！たとえば、家庭０負担での設置、積極的な設置者ではない人たちを巻き込む｢0 円システ

ム｣。そして、屋根貸し制度、節電で売電の発生もありなどの｢メガさんぽプロジェクト｣。２号ファ

ンドでは目標の２億円、発電量３メガを達成。2009 年に飯田市は環境モデル都市に認定されまし

た。今後は 10 メガをめざして！南信州一帯、天竜川、伊那谷 90％の森林利用、地熱など益々地

域エネルギーの活用へ。 

質疑応答では、設備の老朽化による負担や自然界への負荷などの声もあげられました。負担を考

えるなら人間にはエネルギーを使わない選択もある。（とても難しいけれど）私たちは使っている

事実とともにある。エネルギーを選ぶとしたらどんなエネルギーを選びますか？ そして｢未来を選

ぶこと｣、｢課題を解決できること」が出来るのが人間です。選び、解決していこうと伝える原さん

の丸い笑顔に未来への選択が“見える化”していました。 

二つの環境都市からのメッセージ、梼原町は行政、飯田市は市民からと違った目線でのお話を聞

く機会でした。少し後ろを歩く新エネの会、これからの市民発電所すみれ２号・３号に活かす力と

していきたい。市民と行政が手をつなぐことは必須、そして世代を超えた多様なメンバーのしなや

かな発想力も。                                 お～も  



お知らせ 
■私たちの暮らしと「でんき」 

6 月 22 日（土） 13：30～16：30（受付 13：00～）  大阪歴史博物館 研修室 1 

講師 : 鈴木 靖文さん（ひのでやエコライフ研究所、CASA 理事） 

一般 1000 円  会員・学生 500 円 

主催：地球環境と大気汚染を考える全国市民会議(CASA)  06-6910-6301 

■考えてみませんか エネルギーのこと 

『パワー・トゥ・ザ・ピープル』上映会 + 再生可能エネルギーをみんなで考える懇談会 

6 月 29 日（土）14：00～17：00  宝塚市立西公民館（阪急逆瀬川駅下車５分） 無料 

主催：宝塚市環境部新エネルギー推進課（0797-77-2361） 

■シェール革命とエネルギー情勢の変化 

6 月 29 日（土）13：30～16：30   毎日インテシオ 304 号室（大阪市北区梅田 3-4-5） 

主催：科学技術問題研究会（080-6107-5120） 

■環境先進国ドイツに学ぶ しあわせのヒント 

7 月 17 日（水）10：00～12：00 定員 30 人、参加料 1 回 600 円 

講師：小野田正美さん（消費生活アドバイザー） 

主催・申し込み・問い合わせ：伊丹市立中央公民館（072-784-8001） 

■『さくら隊散る』上映（往年のタカラヅカスター園井恵子ら移動演劇隊「さくら隊」の悲劇の足

跡を進藤監督がドキュメント） + 進藤監督の次男で近代映画協会社長の進藤次郎さんと文化

プロデューサーの河内厚郎さんの映画にまつわるトーク 

7 月 22 日（月）13：30～ 入場無料、先着 300 名 

主催：宝塚市男女共同参画課（0797-77-9100） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

●みなさま、会費のお振込みありがとうございました。有効に使わせていただきます。なお、今号

にも振替用紙を入れさせていただきましたみなさま、振込をよろしくお願いいたします。 

●現在「宝塚すみれ発電所第２号」の準備が着々と進んでおります。ご協力を期待しております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

★詩集『わが涙滂々 原発にふるさとを追われて』小島力 

 フクシマを体験した小島さんが事故について、避難生活について、ふるさとについて喉から血を

流してうたった詩の数々、そして原発労働者の生活と心情を活写した 30 年前の詩も収録されてい

ます。かの有名な No Nukes Singers の「俺は飲む」http://corona-ep.jp/nns/の原詩「原発下

請労働者」も収録されています。（西田書店 1400 円+税）            （なかがわ） 


