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宝塚すみれ発電所第２号、完成しました！ 

多くの方の応援を受けて、ようやく 2号が出来上がりまし
た。2013年 11月 7日から売電を開始しています。11月 16
日にはたくさんの方が点灯式においでくださいました。ちょ

うど紅葉の時期でもあり、パネルに木々が映り込んだ様子に

みなさんから「きれいなパネルだ」の声が上がりました。「原

発ゼロ」を謳うゼロノミクマも登場、集合写真にも納まって

います。 
ホールに場所を移して、みんなで「宝塚すみれ発電

所第 2号」の完成をお祝いする会には、中川智子市長
もかけつけて激励のあいさつをいただきました。 
石がたくさん出てきて思いのほか難工事になりま

したが、工事に携わってくれた方たちの思いもひとし

おのようです。違和感がないようにと架台にペンキを

塗ったりと、きめ細かな対応をしてくれた業者の方た

ちにも深く感謝します。このきれいなパネルは毎日とてもよく働いて、どんどん発電しています。

「暑さに強い」といわれるパネル、この夏が本当に楽しみになってきました。なお、発電所の見

学希望の方は HPを通じてお申込みいただくようになっていますので、よろしくお願いします。 

原 発 の 危 険 性 を 考 え る つ ど い 

みんなでなんとか踏ん張って 原発０ へ！
～『カノンだより １』上映とグループ・トーク～

と き：２０１４年３月２日（日）１３：３０～１６：００ 
ところ：宝塚市立男女共同参画センター １ＡＢ （ＪＲ・阪急宝塚ソリオ２ ４Ｆ） 
参加費：５００円（うちＤＶＤ上映費４００円） （保育・要予約：2/22まで 0797-74-6091田中） 
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松下照幸さんの講演報告 再生可能エネルギーの推進と市民参加
前回のREPT学習会（2013年 11月 4日）では、
4月と 9月の 2回ドイツ視察に出かけられた松
下照幸さんの再生可能エネルギー利用に関す

るおみやげ話をたくさん聞くことができまし

た。約 40 人が耳を傾け、質疑応答も活発でし
た。 
美浜で松下さんと初めてお会いしたのは、ま

だ会社勤務しながら反原発活動をしておられ

たころ。あれから苦節ウン十年、町会議員を経

て、今は仲間の石地優さんたちとともに「森で

暮らすどんぐり倶楽部」を運営しておられます。

美浜原発は 1号機・2号機が 40年を超え、3号
機もあと 2 年で 40 年、廃炉を見すえた原発の
ないまちづくりが今の松下さんの課題です。 
再生可能エネルギーの牽引役となっている

ドイツと聞くと、まず福島第一原発事故の後、

メルケル政権が「安全なエネルギー供給に関す

る倫理委員会」を組織し、その提言を採用して

脱原発を打ち出した時の強烈な印象が羨望の

念とともに思い出されます。同じ保守連立政権

なのに経済一辺倒の安倍政権との何たる違

い！ 経済一辺倒には持続可能な社会のイメ

ージも責任の自覚もありません。ドイツはどう

して脱原発の道を選べたのか？ 私たちにと

ってドイツの例は興味津々です。 
松下さんがドイツから学んだこととして挙

げられたのは、①固定価格買取制度に後押しさ

れた、事業への市民参加。共同組合形式の風力

発電、バイオマスの熱利用など。②地域の技術

者たちがつくるネットワークで雇用を生み出

している。それも、たとえば、車の中古エンジ

ンを使ったバッテリーなど。③優れた中小企業

や市民がまちを支えていて、日本の大都市集中

と地方経済の疲弊とは対照的。「ドイツは地方

に行くほど元気です」（ネットワークを組んで

いる立命館大学ラウパッハ教授の弁）、「この地

に過疎問題はありません」（若者が卒業後地域

で働く現地の弁）など、日頃私たちが何とかそ

うなってほ

しいと願っ

ている言葉

が松下さん

の口から飛

び出しまし

た。  
松下さんご自身は多様な事業とともに、林業

復興をベースにした熱エネルギーの開発をし

ておられます。「森と暮らすどんぐり倶楽部」

を訪問してみると若狭の森の豊かさに圧倒さ

れます。森林には、地下水の生産、CO2の固定・

酸素の供給（光合成）、気温の平準化、洪水防

止、材の生産、心の癒しなどの価値があるのに、

現状では山林はほとんど価値を失っていると

松下さんは山林の見直しを訴えます。開発した

「マキキュート」を太陽熱温水器との併用で、

家庭の風呂や大量に湯を使う施設に入れたら

燃料費を大幅に下げることが出来ると「ローコ

ストの提案」を力説されました。 
宝塚ではどうでしょうか？ 宝塚にはドイ

ツとも美浜とも違った宝塚独自の条件があり、

活用できるエネルギーとしては今のところ太

陽光・太陽熱が断然群を抜いています。松下さ

んのお話に導かれ、私たちは宝塚に適した再生

可能エネルギー推進の道を探っていかなけれ

ばなりません。 
当日のお話にはなかったのですが、“美浜を

支援したいなぁ”と思われる方にひとつの方法

を。神戸の「美浜とつながる会」が無農薬のお

米の共同購入を募集しておられます。とっても

おいしい！ みなさんそれぞれにご贔屓のお

米があることと思いますが、今探しておられる

方はどうぞご連絡ください。 
（kein@polka.plala.or.jp／0797-88-1381）  

（なかがわ） 
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宝塚市と甲子園大学の地域連携協定締結記念シンポジウム

2013 年 12 月 4 日、甲子園大学で行われた「地域連携協定締
結記念シンポジウム」にパネリストとして参加しました。地域

の大学と連携して再生可能エネルギーをすすめていくことは

とても大事です。教育関係者にはもっと環境教育に目を向けて

もらいたいと願っているので、こうしたシンポジウムをきっか

けに一歩踏み出してもらえるように、と終了後の懇親会でもお

話ししました。 

県民まちなみ緑化事業で、オタフクナンテンを植えました 
2014年 1月 25日、22人のボランティアの手によって 1020本のオタフクナンテンの木が植えら

れました。最初に見たときは、本当に全部植えられるのだろうかと心配になりましたが、二時間ほ

どですべての植え付けが終わりました。私たちはこの発電所を「緑あふれる発電公園」にしたいと

当初から考えていたので、一歩近づいた気がします。敷地内にはクローバーの種が蒔かれており、

春になれば芽吹いて緑のじゅうたんになってくれることでしょう。楽しみです。 

FM宝塚にも出演しています 
地元のラジオ局、FM 宝塚

に出て「宝塚すみれ発電所」

について語っています。もう

何度も出ているラジオですが、

現地リポートということで、

長浜市からの視察の方たちが

来られる現場でもインタ

ビューを受けました。 

2014年 1月 27日、長浜市から行政と市民の方たちが集って視察に来られました 
宝塚すみれ発電所第 2号に、初めての視察が入りました！14
名の方たちが発電所を見て回り、質問もたくさん出ました。こ

れから市民発電所をやってみたいと思われる市民の方たちで

す。私たちもわからないなりにやってここまで来ました、とい

う説明を 2時間半。市民発電所が市民に与えるメリットは？な
ど、考えながら答える場面が多かったので、私たちにも勉強に

なりました。 （Y.イノウエ） 



お知らせ

＊「宝塚すみれ発電所第２号」見学会 
２月１５日（土）、３月１５日（土）１３：００～１４：３０ 浄土宗大林寺境内駐車場 
（REPTのホームページからお申し込みください！） 

＊環境 NPO・企業と行政の協働セミナー 
２月１８日（火）１３：００～１６：３０ おおさか ATCグリーンエコプラザ 
一般 1000円、会員 500円 NPO法人エコネット近畿（06-6881-1133） 

＊風力発電と地域

２月２６日（水）午前１０：３０～１２：００ 龍谷大学教授 松岡憲司さん  
神戸学生青年センター（078-851-2760）  

＊みんなでなんとか踏ん張って 原発０へ！（表記） 
３月２日（日）１３：３０～１６：００ 

＊再生可能エネルギーをみんなで考える懇談会 
３月９日（日）１４：００～１７：００ 宝塚市立西公民館（予定） 
宝塚市新エネルギー推進課（0797-77-2361） 

＊DVD「シェーナウの想い～自然エネルギー社会を子どもたちに～」上映 お話 中川慶子 
３月１９日（水）１０：００～１２：００ エコネットカフェ・エコネット近畿（06-6881-1133） 

＊あなたも節電と発電の達人に！ 神戸でんでんフェス 
講演 田中優さん（未来バンク理事長）「電力会社に頼らない生活はできる！」 
４月２０日（日）１１：００～１６：００ 神戸市勤労会館７Ｆ大ホール 
（REPTも事例報告、展示に参加します） さよなら原発神戸アクション（090-3652-8652） 
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