
公開講演会

エネルギーの選択権を市民の手に！

ここまで来ている再生可能エネルギー
周回遅れの日本は今が頑張り時

日時： 年５月１７日（日） ： ～ ：

場所：宝塚市立男女共同参画センター １ＡＢ
（阪急・ＪＲ宝塚駅下車すぐ ソリオ２・４階）

講師：豊田陽介さん（気候ネットワーク主任研究員）

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

世界各地で異常気象が発生し、日本でも洪水、土砂

災害、どか雪などの被害が続出しています。

また 年に起きた福島原発事故はいまだに収束

の目途が立たず、被災者の“こころ・からだ・くら

し”を傷つけ壊し続けています。放射線被曝がどこま

でもついて回る原発が人間の手に負えない技術である

ことは誰の目にもはっきりしてきました。

多くの心ある市民は脱原発を願い代替のエネルギーを求めています。

今回は目覚ましい進展をみせる世界の再生可能エネルギー事情と、周回遅れで後を追っ

ている日本の事情、市民発電所や省エネルギー・再生可能エネルギーの技術や実例につい

て、『市民・地域共同発電所のつくり方』.の共著者、豊田陽介さんにお話いただき、市民
ができることを考えてゆきたいと思います。

関心をお持ちの友人・知人お誘いあわせの上、多数ご参加ください！

■参加費： 円、予約不要

■公開講演会です。どなたでもご参加いただけます！

■会場の後ろに子どもコーナーを設けます。ママ・パパもどうぞ！

■主 催： 法人新エネルギーをすすめる宝塚の会（ ）

： から第４回通常総会を開催します。ご予定ください。（議案書後送）

エネルギーを
NPO法人

すすめる宝塚の会

No.12
2015年 4月22日発行
理事長：中川慶子
〒665-0875
宝塚市中筋山手3-2-10
（TEL/FAX0797-88-1381）
http://rept.or.jp

エネルギーを
NPO法人

すすめる宝塚の会

Vol.7
2014年 2月3日発行
理事長：中川慶子
〒665-0875
宝塚市中筋山手3-2-10
（TEL/FAX0797-88-1381）
http://rept.or.jp

阪急宝塚駅
ソリオ２

ワシン
　　トンH

花のみち
商店街

至西宮北口

宝
塚

大
劇
場

武庫川

ソリオ１

ソリオホール

JR宝塚駅
至大阪・梅田

宝
塚
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
・
エ
ル



宝塚すみれ発電所 第３号 が出来ました！

宝塚市との市民発電所設置モデル事業でもある、宝塚すみれ発電所第 号ができあがりました。

系統連系もおわり、 月 日から全量売電しています。発電出力 ｋＷの、規模としては決

して大きくない発電所ですが、これで市内には市民発電所が カ所に増えたことになります。こち

らにもむろん、非常用電源をつけています。発電所内の整備はまだできていませんが、これから

号と同じように植栽を行なっていく予定です。

今年の春は思いのほか雨が多くて、すっきりと

晴れた日が少なく発電量が気になりますが、

号のある山手台地域は日当たりがよいせいかと

ても良く発電しています。

これから 年間、山手台という土地で発電

し続ける「宝塚すみれ発電所第 号」を、あた

たかく見守り育ててほしいと願っています。

 

「宝塚すみれハート 」募集を開始しています

今回できた「宝塚すみれ発電所第 号」の資金調達の方法ですが、兵庫県温暖化対策課が作った

「地域主導型再生可能エネルギー導入促進事業」に採択され、 万円を無利子で借りることが

出来ました。これは 年に温暖化対策課の方と出会って、積み上げてきた話し合いの中から

生まれた支援策です。金融機関からお金を借りにくい非営利の団体や自治会が、市民発電所を作る

ときに資金調達の方法として活用できるように、との思いで作られました。補助金ではなく、借り

ることによって責任を持ち、事業を継続していくことに重きを置いています。私たちの思いに県が

応えてくれたと感謝しています。宝塚市の再生可能エネルギー基金も一部使わせていただきました。

そして、市民のみなさんにこの発電所を支えてもらえるように生み出したのが、「宝塚すみれハー

ト 」です。これは、市民発電所の建設資金を集める、という目的だけに特化したもので、配

当はつきません。寄付ではなく、お預かりしたお金はお返しします。配当をつけなければ、お借り

したお金も早く返すことが出来ます。

売電で得たお金を積み立てて、皆さ

んにお借りしたお金を返すという仕

組みは今までの 号、 号の時と同

じです。しかし、多くの出資者の方か

ら言われた「配当を当てにしてお金を

出したのではない」という言葉から、

未来へかける意思の表れなのだとい

う「志」を感じました。今回は「志」

を重視した資金募集です。どうぞご理

解いただき、少しでも多くの方にご協

力いただきますようお願いいたしま

す。 （イノウエヤスコ）



電力の自由化に向けて安穏とはしていられない

年から始まった電力小売り自由化は、右図

のように、来年度、家庭・商店などが自由化されると

自由化度 になります。電気を選べるようにな

れば再生可能エネルギーを買いたいと思っておられ

る方はたくさんいらっしゃるでしょうね。そのよう

な市民の願いを受けて“ デンキエラ

ベル ”（ ）というサ

イトが立ち上がりました。ご覧ください。

自由化の結果、 年には、四国・沖縄を除く

８電力の合計で原発３基に当たる 万 が新電力に移ったそうです。関電の場合も

値上げするごとに契約が新電力に流れ、累計 万 になっているとか（

讀賣新聞）。

一方業界も黙ってはいません。原発は安いというコスト神話が崩れた現在、経産省に数

多くの委員会が設置され、次々に原発優遇策が検討されているそうです。 月 日の「電

力自由化と脱原発を考えるつどい」で長沢啓行さんの総合的かつ綿密なお話を聞いて、こ

れは熾烈な戦いだ、やられたら大変だ、と実感しました。

政府は 年にエネルギー基本計画を閣議決定し、それまでの「脱原発依存」を無効

にして、原発を「重要なベースロード電源」と位置付けました。昨年の再生可能エネルギー

買い取り拒否から始まった一連の動きは記憶に新しいところですが、それも原発ありきの

計算から始まっています。

経産省は、原子力・石炭火力・水力・地熱をベースロード電源とし、その比率を現行の

％から、 年の ％に戻そうとしています。国際的には下げる傾向にあり、ヨー

ロッパでは再生可能エネルギーがベースロード電源だと考えられています。最新技術を駆

使して需給調整すればベースロード電源という考え方そのものが時代遅れだとの意見もあ

るくらいです。日本は完全に逆行しています。しかも、温暖化対策として を減らそ

うとすれば原子力を増やさなければならないような仕掛けを作っているのです。

ドイツでは固定価格買い取り制度のせいで電気代が上がったと日本で宣伝されています

が、実はドイツ（買い取り価格が日本の２倍）では 年にピークになりましたが、そ

の後電気代は下がっています。太陽光発電システムの設置費用が下がって自立してきたわ

けです。

現在経産省が「長期エネルギー受給見通し（エネルギーミックス）」に関する意見を募集

しています。みなさま、意見を出しませんか？私たちの声を政府に届けましょう！

原発のない、再生可能エネルギーの未来こそが日本を救います。 （なかがわ）



お知らせ

■連続市民講座 第 期 地球環境大学 ５月スタート

テーマ「地球温暖化、エネルギーの未来を考える」 地球環境大学

第 回 「肌で感じる温暖化、科学の視点から見ると」

５月１８日（月） ： ～ ： 大阪歴史博物館第一研修室

参加費 会員 円、一般 円

要申込

御礼

「宝塚すみれ発電所第４号」建設のため「共感寄付第一期」にご協力くださいまして

まことにありがとうございました。二千円から十万円まで、たくさんのお心こもった振

込を頂戴いたしました。感謝感激、心より御礼申し上げます。

引き続き「共感寄付第二期」にも採択されました。「宝塚すみれ発電所第４号」は今

夏建設予定です。次号ニュースに振込案内を同封いたしますので、みなさま、今後とも

市民発電所の建設にご協力のほど、よろしくお願い申し上げます！ （なかがわ）
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 宝塚すみれ発電所 第１号 発電実績

 宝塚すみれ発電所 第 2 号 発電実績

出力容量：単結晶 5.40kW
　　　　　多結晶 5.76kW
　（2013年 1月は 16～ 31日）

出力容量：薄膜シリコン
　　　　　47.88kW
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 宝塚すみれ発電所 第 3 号 発電実績

出力容量：薄膜シリコン
　　　　　　　45.6kW
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