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【4⽉13⽇】環境省の地球温暖化対策案への意⾒を
送付
意⾒募集要項そのものは、https://www.env.go.jp/press/102259.html でご確認ください。

左のアイコンをクリックしてください。
当会はこの2016年、パブリックコメントの提出など政策対応に⼒を注いでいます。そ
の成果として、4⽉13⽇に表題のとおりパブリックコメントを提出しました。PDFをダ
ウンロードのうえご確認ください。
地球温暖化対策計画案への意⾒.pdf
PDFファイル [133.8 KB]

ダウンロード

【3⽉7⽇】パブリックコメントを送付しました
左のアイコンをクリックしてください。
経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー対策課 再⽣
可能エネルギー推進室宛に「再⽣可能エネルギー固定価格買取制度における平成28年
度新規参⼊者向け調達価格」に対する意⾒書（パブリックコメント）を提出しまし
た。内容は、PDFダウンロードのうえご覧ください。
201603_FIT調達価格算定委案への意⾒.pdf
PDFファイル [113.1 KB]

https://peoplespowernetwork.jimdo.com/app/download/10631467479/%E5%9C%B0%E7%90%83%E6%B8%A9%E6%9A%96%E5%8C%96%E5%AF%BE%E7%AD%96%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%A1%88%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%A6%8B.pdf?t=1544316221
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/app/download/10631466479/201603_FIT%E8%AA%BF%E9%81%94%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E7%AE%97%E5%AE%9A%E5%A7%94%E6%A1%88%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%A6%8B.pdf?t=1544316221
https://www.env.go.jp/press/102259.html
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/app/download/10631467479/%E5%9C%B0%E7%90%83%E6%B8%A9%E6%9A%96%E5%8C%96%E5%AF%BE%E7%AD%96%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%A1%88%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%A6%8B.pdf?t=1544316221
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/


ダウンロード

【2⽉26⽇】「パワーシフトキャンペーン」に引続
き賛同します！
市⺠電⼒連絡会は、2016年度の活動として、引続き「デンキエラベル2016パワーシフトキャン
ペーン」に賛同し、運営委員団体として、参加してまいります。個々の団体への賛同、賛同⾦
（寄付）が募られていますので、下記HPをご覧の上、ご参加をご検討ください。

パワーシフトキャンペーン  http://power-shift.org/ 
賛同団体募集サイト  http://power-shift.org/collect/

【2⽉26⽇】年次総会にて年度⽅針が採択されまし
た

左のアイコンをクリックしてください。
市⺠電⼒連絡会は2⽉26⽇「エコギャラリー新宿」にて、2016年総会を開催し、会員
により当年度の活動⽅針が採択されました。内容は、PDFをダウンロードしてご確認
ください。
市⺠電⼒連絡会2016年活動⽅針.pdf
PDFファイル [323.8 KB]

ダウンロード

【2⽉16⽇】プレスリリースを報道各社へ発信しま
した

「市⺠発電所台帳2016」の公表について
2015年の9⽉から12⽉にかけて調査を実施した「市⺠発電所台帳」の集計結果につい
て、当会から⼤⼿マスコミにプレスリリースをFAXしました。リリース⽂にもあると
おり、2⽉26⽇には当会の 2周年⾏事において、解説を加えながら同台帳の内容につい
て発表を⾏います。ご参加希望の⽅は、当サイトの「イベント」欄をクリックして、
必要事項⼊⼒のうえお申込みください。

https://peoplespowernetwork.jimdo.com/app/download/10631463179/%E5%B8%82%E6%B0%91%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E9%80%A3%E7%B5%A1%E4%BC%9A2016%E5%B9%B4%E6%B4%BB%E5%8B%95%E6%96%B9%E9%87%9D.pdf?t=1544316221
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/app/download/10631461479/20160216_%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9.pdf?t=1544316221
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/app/download/10631466479/201603_FIT%E8%AA%BF%E9%81%94%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E7%AE%97%E5%AE%9A%E5%A7%94%E6%A1%88%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%A6%8B.pdf?t=1544316221
http://power-shift.org/
http://power-shift.org/collect/
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/app/download/10631463179/%E5%B8%82%E6%B0%91%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E9%80%A3%E7%B5%A1%E4%BC%9A2016%E5%B9%B4%E6%B4%BB%E5%8B%95%E6%96%B9%E9%87%9D.pdf?t=1544316221


20160216_プレスリリース.pdf
PDFファイル [50.2 KB]

ダウンロード

【1⽉15⽇】再エネ改⾰⼩委員会への意⾒書を提出
しました
電⼒⾃由化元年の2016年がスタートしました。本年も市⺠電⼒連絡会をよろしくお願い申上げ
ます。 
経済産業省が前年12⽉15⽇に公⽰した、資源エネルギー庁 総合資源エネルギー調査会 基本政策
分科会の「再⽣可能エネルギー導⼊促進関連制度改⾰⼩委員会 報告書（案）」に対し、以下
の意⾒書を提出しました。

再⽣エネルギー改⾰⼩委員会報告書（案）への意⾒書
下記リンク⾏をダウンロードのうえご参照ください。なお、⾔及している報告書
（案）そのものについては、上記のリンク⾏をクリックしてご確認ください。
再エネ導⼊促進関連制度改⾰⼩委報告書案への意⾒書_20160115.pdf
PDFファイル [158.2 KB]

ダウンロード

2015年

【12⽉10⽇－12⽇】エコプロダクツ2015に出展
東京ビッグサイト（江東区有明）にて開催さ
れた「⽇経エコプロダクツ2015」にブース出
展。おなじみ⾸都圏市⺠電⼒マップのほか、
11⽉に集計した「市⺠発電所台帳」のダイジ
ェスト版も公開。パワーシフトキャンペーン
への賛同を求める「パワーシフト宣⾔」活動
もビッグサイトでは初実施。当会にとって 2
回⽬のエコプロ展だったことも快挙ながら、
4⽉のアースデイ東京、6⽉のエコライフ・フ
ェアに次ぐ “三⼤エコイベント” 2年連続フル
出場という記念すべき出展にもなり、のべ約
16万9000⼈もの来場者に⾃然エネルギーによ
り地域変⾰の⼒を伸ばす市⺠電⼒活動の存在をアピールできました。

https://peoplespowernetwork.jimdo.com/app/download/10509445579/%E5%86%8D%E3%82%A8%E3%83%8D%E5%B0%8E%E5%85%A5%E4%BF%83%E9%80%B2%E9%96%A2%E9%80%A3%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E9%9D%A9%E5%B0%8F%E5%A7%94%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E6%A1%88%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8_20160115.pdf?t=1544316221
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/app/download/10631461479/20160216_%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9.pdf?t=1544316221
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000137113
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/app/download/10509445579/%E5%86%8D%E3%82%A8%E3%83%8D%E5%B0%8E%E5%85%A5%E4%BF%83%E9%80%B2%E9%96%A2%E9%80%A3%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E9%9D%A9%E5%B0%8F%E5%A7%94%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E6%A1%88%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8_20160115.pdf?t=1544316221


【10⽉25⽇】⽵村会⻑が託送料⾦についてのパブ
コメ意⾒を掲載
当会の⽵村会⻑が、⾃⾝のブログに、10⽉30⽇に締切りとなる、「託送料⾦に対するパブリッ
クコメント募集」に対しての意⾒を掲載しました。下記のリンク先をお読みのうえ、みなさま
にもパブリックコメント提出のご協⼒をお願い申上げます。
http://blog.goo.ne.jp/h-take888/e/61da11958fd196df5e2dd009840436e0

javascript:
javascript:
http://blog.goo.ne.jp/h-take888/e/61da11958fd196df5e2dd009840436e0


【6⽉30⽇】⻑期エネ需給⾒通しへの「パブリック
コメント」を提出

エネ庁「⻑期エネルギー需給⾒通し」へのパブリックコメント
5⽉12⽇の「ご意⾒箱」への意⾒提出につづき、資源エネルギー庁による「⻑期エネ
ルギー需給⾒通し」に対するパブリックコメントを提出しました。下記リンクから閲
覧していただけます。
20150630_エネミックスパブコメ.pdf
PDFファイル [94.5 KB]

ダウンロード

【6⽉30⽇】⾃然エネルギーで豊かな⽇本を創ろ
う！アクションの件

 東⽇本⼤震災以降、エネルギー政策のあり⽅が問い直される中で、FIT（固定価格買取制度）
は、⾃然エネルギー普及の強⼒な推進⼒となってきました。電⼒ビジネスに異業種からの参⼊
が進むとともに、地域の企業・団体や住⺠が中⼼となって⾃然エネルギー発電を進める事業が
全国各地で活発になっています。多くの地⽅⾃治体も、積極的な⾃然エネルギーの導⼊計画を
つくり事業を開始しています。 
 こうした中で、電⼒会社が開始した電⼒系統への「接続申込みに対する回答保留」措置は、
⾃然エネルギー拡⼤の動きに冷や⽔を浴びせかけました。⽇本では、太陽光発電以外の⾃然エ
ネルギーは、いまだ本格的な導⼊が始まっておらず、海外の先進国・地域と⽐べれば⼤きく⽴
ち後れた状況です。 
 ⾃然エネルギーは、⽇本が持つ唯⼀の純国産エネルギー資源であり、まちや村など暮らしの
場を豊かにする地域エネルギーです。いまこそ、全国各地で、さまざまな⽴場から⾃然エネル
ギーの拡⼤に取り組んできた⼈々が、声を⼀つにして、⽇本における⾃然エネルギーの未来を
切り開くための⾏動を起こすことが必要と考えます。 
 市⺠電⼒連絡会は、⾃然エネルギーについての正しい情報を伝え、多くの⼈々が豊かで安⼼
な暮らしをおくることのできる、⾃然エネルギーを基礎とした豊かな⽇本社会の創造のため
「⾃然エネルギーで豊かな⽇本を創ろう！アクション」への賛同と、各種活動へのご参加を呼

https://peoplespowernetwork.jimdo.com/app/download/10382032979/20150630_%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%8F%E3%82%9A%E3%83%95%E3%82%99%E3%82%B3%E3%83%A1.pdf?t=1544316221
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/app/download/10382032979/20150630_%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%8F%E3%82%9A%E3%83%95%E3%82%99%E3%82%B3%E3%83%A1.pdf?t=1544316221


びかけます。当アクションの呼びかけ団体は、下記リンク先をご覧ください。 
 http://shizen-ene.blog.jp/archives/1017625803.html 
 
 みなさんも下記リンク先の Webページを参考に、⻑期エネルギー需給⾒通しのパブリックコ
メントを提出しましょう！ 
 http://shizen-ene.blog.jp/archives/1030480690.html 
 
 当アクションの公式サイトへのリンクは、こちらです（クリック）

【6⽉6⽇・7⽇】環境省「エコライフ・フェア」に
参加
昨年に続き、東京都⽴代々⽊公園で開催された「エコライフ・フェア2015」（主催・環境省）
に参加。今年はブース出展だけでなく、渋⾕公園通りにも近い「ウェルカム・ステージ」に
て、森のシンガーソングライターこと⼭⽥証（やまだあかし）さん、原発ゼロノミクマ、⽵村
会⻑の3名による、パワーシフト・キャンペーンのトーク＆コンサートも実現。イベント企画⼒
にさらに磨きをかけることができました。

http://shizen-ene.blog.jp/archives/1017625803.html
http://shizen-ene.blog.jp/archives/1030480690.html
http://shizen-ene.blog.jp/


【5⽉12⽇】⻑期エネルギー需給⾒通しへの意⾒を
提出しました

javascript:
javascript:


エネ庁「⻑期エネルギー需給⾒通し」への意⾒
資源エネルギー庁が「⻑期エネルギー需給⾒通し」について「ご意⾒箱」で市⺠の意
⾒を募集しており、当会では「持続可能で責任ある『⻑期エネルギー需給⾒通し』と
『エネルギーミックス』を設定すべき」の表題で提出しました。下記リンクから閲覧
していただけます。
エネ庁⻑期エネ需給⾒通しへの意⾒.pdf
PDFファイル [114.3 KB]

ダウンロード

【4⽉18⽇・19⽇】アースデイ東京2015に出展
市⺠開催では⽇本最⼤級となる環境イベント
「アースデイ東京」（東京・代々⽊公園）に
今年も出展。2度⽬となる今回の⽬⽟は「パ
ワーシフト宣⾔」の署名活動。⼤成功のうち
に、翌年の電⼒⾃由化において⾃然エネルギ
ーを選ぶことの重要性をアピールできまし
た。写真はいずれも2⽇⽬、4⽉19⽇のもの。
パワーシフトキャンペーンについては、新着
情報欄の4⽉1⽇付をご覧ください。

https://peoplespowernetwork.jimdo.com/app/download/10324283879/%E3%82%A8%E3%83%8D%E5%BA%81%E9%95%B7%E6%9C%9F%E3%82%A8%E3%83%8D%E9%9C%80%E7%B5%A6%E8%A6%8B%E9%80%9A%E3%81%97%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%A6%8B.pdf?t=1544316221
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/app/download/10324283879/%E3%82%A8%E3%83%8D%E5%BA%81%E9%95%B7%E6%9C%9F%E3%82%A8%E3%83%8D%E9%9C%80%E7%B5%A6%E8%A6%8B%E9%80%9A%E3%81%97%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%84%8F%E8%A6%8B.pdf?t=1544316221


【4⽉1⽇】「パワーシフトキャンペーン」に賛同し
ます！
市⺠電⼒連絡会は、2015年度の活動として、デンキエラベル2016パワーシフトキャンペーンに
賛同し、運営委員団体として、参加しています。個々の団体への賛同、賛同⾦（寄付）が募ら
れていますので、下記HPをご覧の上、ご参加をご検討ください。 
パワーシフトキャンペーン  http://power-shift.org/ 
賛同団体募集サイト  http://power-shift.org/collect/ 
*☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆ 
 デンキエラベル2016 「パワーシフト」キャンペーンスタート 
 ⾃然エネルギーの電⼒会社を選ぼう 〜 電⼒・⼩売全⾯⾃由化に向けて 
 まずは「パワーシフト宣⾔」を→     http://power-shift.org/ 
*☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆**☆ 
パワーシフトとは、⾃然エネルギー社会に向けて電⼒（パワー）のあり⽅を変えていくこと。 
しかし、私たちが⾃然エネルギーによる地産地消の電気を使えるようになるには、まだまだ多
くのハードルがあります。 
そこで、2016年に向けて、「⾃然エネルギーの電⼒会社や市⺠電⼒を選びたい」という市⺠の
声を、制度設計議論にも届け、また⼤きく広げていくために、様々な団体やネットワークの連
携で⾏うキャンペーンが「パワーシフト」です。 
まずは、「パワーシフト宣⾔」をあつめ、消費者・市⺠の声を可視化します。 
そして2015年後半からは、具体的な⾃然エネルギー電⼒会社の紹介を⽬指しています。 
●⽬的 
１）電⼒⼩売⾃由化に向けて、⾃然エネルギーによる電⼒の供給が促進されるような制度設計
を求める。 
 ・電源構成や環境負荷、費⽤内訳について消費者への説明や表⽰義務 
 ・⾃然エネルギー導⼊を促進する（妨げない）しくみ 
２）「⾃然エネルギーの電⼒会社や市⺠電⼒を選びたい」という市⺠の声を可視化し、⼤きく
広げる。 

http://power-shift.org/
http://power-shift.org/collect/
http://power-shift.org/


 ・⼩売⾃由化の意味の普及啓発 
 ・⼩売事業者選択の際のガイドラインの提⽰ 
 ・実際の切り替えの促進 
●「⾃然エネルギーを中⼼とする電⼒会社」について注⽬する点 
 ・⾃然エネルギーの発電施設からの電⼒購⼊を中⼼とする 
 ・市⺠や地域主体の発電設備からの購⼊を重視する 
 ・情報公開（電源構成、環境負荷、費⽤内訳など） 
 ・⼤⼿電⼒会社の⼦会社などでない 
※詳細な基準について、今後「検討会」を開催して評価・検討を⾏う。 
 まずは「パワーシフト宣⾔」を→ http://power-shift.org/ 
●キャンペーン運営団体 
 こちらをご覧ください（クリック） 
●キャンペーン賛同団体 
 こちらをご覧ください（クリック） 
全国から募集中です！ → http://power-shift.org/collect/ 
●事務局・連絡先 
 こちらをご覧ください（クリック）

【3⽉19⽇】１周年記念シンポジウムの動画がアッ
プされました！
2⽉27⽇に開催された1周年記念シンポジウム＝佐藤彌右衛⾨さん講演の動画をご本⼈から「公
開OK」のご了解をいただきましたので、当サイトで紹介します。

【前半概要】本業は酒造。福島原発事故後の3⽉15⽇に、放射能に汚染された飯舘村へ救援の⽔
を送った。飯舘村とは「おこし酒」を通じて昭和63年以来のつきあい。村⻑から観光⼤使のよ
うな「までい⼤使」の⼀⼈にも選ばれていたが、とくに何かをしたわけではなかった。原発事
故後に情報発信をしなくてはと、2011年の11⽉に⾚坂憲雄さんたちと「ふくしま会議」を開
催。気づいたのは、会津にはダムもあり、会津の電気で福島県はゆうゆう間に合うというこ
と。
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http://power-shift.org/
http://power-shift.org/organizer/
http://power-shift.org/organizer/
http://power-shift.org/collect/
http://power-shift.org/contact/
https://www.youtube.com/watch?v=YeyacBCs2oM
https://www.youtube.com/channel/UCOfgWG2EmGQGpc4A6BxTyXA


【後半概要】「電⼒会社に⽂句をいう前に、俺たちにも原発を⾒逃していた責任がある」と、
次世代のため「会津電⼒」を2013年に⽴ち上げた。今はダムこそ電⼒会社に取られているが、
⾵⼒・地熱・バイオマス・太陽光、会津の再⽣可能エネルギーだけで、原発・化⽯燃料に依存
せずに⼗分やっていける。今まで出て⾏っていたお⾦が留まり、地域が⾃⽴できる。上場して
配当を出せば、株主にも還元できる。グーグルもアマゾンも来てほしい。電気⾃動⾞だって組
み⽴てられる。

【2⽉27⽇】2015年総会にて年度⽅針が採択されま
した
設⽴後1年、市⺠電⼒連絡会は2⽉27⽇「エコギャラリー新宿」にて、2015年総会を開催し、会
員により当年度の活動⽅針が採択されました。

1、2015年度連続講座を開催する 
以下のとおり、5⽉から10⽉まで昨年同様連続6回の講座を開催する。 
今年度のテーマは「2016年電⼒⾃由化に向けて、再⽣可能エネルギーで暮らす未来をつくるた
めに」とする。 
＜2015年連続講座企画＞ 
１）再⽣可能エネルギー市⺠発電所を増やす 
第１回（5⽉22⽇） 
●欧州FITと⽇本のFIT、どうなる、どうする 
再⽣可能エネルギーを普及させ⼗分に役割を果たしたドイツの FIT、再エネ率まだ2％で「限界」とし
て再エネにブレーキをかける⽇本。とくに違法性すらはらむ、無制限無保証を認めた「指定電気事業
者」制度の問題など。 
講師：⼿塚智⼦さん（市⺠エネルギーとっとり）／江⼝智⼦さん（弁護⼠） 
第２回（6⽉19⽇） 
●バイオマス、⼩⽔⼒の市⺠事業の可能性 
太陽光発電の FIT価格が劇的に下がる中、今後の⼩規模再⽣可能エネルギーの可能性は⼩⽔⼒発電とバ
イオマス。⼩⽔⼒発電の先⾏事例に詳しい全国⼩⽔⼒利⽤推進協議会と、ドイツ⽊質⼩型ガス化炉
（コジェネ）を導⼊し、群⾺県上野村での実践に挑戦中のバイオマス産業社会ネットワークのお⼆⼈
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https://www.youtube.com/watch?v=-YvEF_AKeQI
https://www.youtube.com/channel/UCOfgWG2EmGQGpc4A6BxTyXA


からお話をうかがう。 
講師：中島⼤さん（全国⼩⽔⼒利⽤推進協議会）／⽵林征雄さん（NPO法⼈バイオマス産業社会ネッ
トワーク理事） 
第３回（7⽉17⽇） 
●ソーラーシェアリング〜農地を守りながら電気をつくる 
営農の継続が⼤前提。千葉や茨城でのソーラーシェアリング実践事例と、それを開発した⻑島さんの
「めざすもの」を聞く。これから、拡⼤して⾏くための課題そして克服の道を⼀緒に考える。 
⻑島彬さん（ CHO技術研究所／ソーラーシェアリング発案者） 
２）再⽣可能エネルギー市⺠発電所を守る 
第４回（8⽉21⽇） 
●市⺠発電所に必要な「電気の基礎知識」と「メンテナンス知識」 
コンセントの向こう側の話。三相三線と単相三線、変圧するとは、電信柱のトランスの役割は、配電
網と送電網、変電所の役割、超⾼圧送電線の問題、送電ロスとは……。そして、太陽光発電にはどんな
メンテナンスが必要か。 
話し⼿：宮下洋⼀郎さん（エコテック） 
聞き⼿：奈良由貴さん（⾜下から地球温暖化を考える市⺠ネットえどがわ） 
３）再⽣可能エネルギーが発電した電気を活⽤できるようにする 
第５回（9⽉18⽇） 
●再⽣可能エネルギーにとっての電⼒広域運⽤の現状と課題 
4⽉からはじまる広域系統運⽤。既存電⼒会社のエリアを超えて弾⼒的な運⽤が⾏われるはずで、再エ
ネにもプラスになる運⽤となるはず。広域的運営機関の運⽤において⽤いられるシステム製作を担当
するのが⽇⽴製作所。そこで、直接「⽇⽴の電⼒系統関係技術者」に聞く。 
講師：相原孝志さん（⽇⽴製作所）
【1⾏追記：4⽉11⽇】安⽥陽さん（関⻄⼤学准教授＝系統⼯学） 
４）再⽣可能エネルギーが発電した電気を売る・買う 
第６回（10⽉16⽇） 
●再エネ連合構想とパワーシフト（消費者による電⼒会社選択） 
2016年からスタートする⼩売り全⾯⾃由化。私たちは再⽣可能エネルギーの電気を作るだけ 
じゃなく、その電気を売りたい、消費者に供給したい。私たち⾃⾝が使うためにも、そして電気 
の誕⽣から消費までを、市⺠の⼿に取り戻すために。 
対談：渡部健さん（湘南電⼒取締役）／⽵村英明さん（エナジーグリーン副社⻑）
 
２、市⺠・地域共同発電所全国フォーラムへの協⼒ 
昨年は⾦沢で市⺠・地域共同発電所全国フォーラムが開かれたが、今年は神奈川県⼩⽥原市で
の開催が決まった。 
開催⽇時：11⽉13⽇（⾦）、14⽇（⼟） 
13⽇が分科会となり、14⽇が基調講演、全体シンポジウムとなる。このうち分科会⼀つの運営
を含め、全体的な事務局として市⺠電⼒連絡会が参加、協⼒する。
 
３、市⺠電⼒発電所台帳の作成 
調達価格等算定委員会や新エネルギー⼩委員会などへの提⾔をまとめるためにも、より正確な
現場実態の把握をしたい。発電所名、設備規模、発電実績、設置業者、設置コスト、設置⼯
法、パネルやパワコンの製品名・仕様など、かなり詳細な実態調査。



 
４、⼩⽔⼒、バイオマスなどの太陽光発電以外の事例視察 
連続講座での中島⼤さんや⽵林征雄さんのお話しを受けて、秋頃に実戦例の⾒学ツアーを企画
する。
 
５、⾃然エネルギーで豊かな⽇本を創ろう！アクションへの参加、協⼒ 
⾃然エネルギー財団や⽇本⽣活協同組合連合会などの消費者団体が加わるキャンペーン。再⽣
可能エネルギーの発電事業者の団体として、このキャンペーンの幹事会に加わり、キャンペー
ンの成功のために協⼒する。
 
６、パワーシフトキャンペーンへの参加、協⼒ 
消費者による電⼒会社および電⼒種別の選択を積極的にPR するパワーシフトキャンペーン。こ
の趣旨に賛同し、市⺠電⼒連絡会として、運営団体として参加し、積極的にキャンペーンを進
める。
 
７、さまざまなイベントへの出展・参加 
アースデイ2015 をはじめ、エコプロ展など、外部団体の主催によるイベントに積極的に出展、
参加する。
 
８、電⼒システム改⾰関連「スペイン・ドイツのスタディツアー」を企画 
2015 年度から⽇本でも送電網の広域運⽤がはじまる。いち早く広域運⽤が実践され、再⽣可能
エネルギーの全電⼒供給への⽐率を通常でも30％、⾼いときには60％を超えるほどに⾼めてい
る、スペインやドイツの実例に学ぶツアーを企画する。

 
以上

【2⽉23⽇】調達価格等算定委員会への要望書を提
出しました

資源エネルギー庁「調達価格等算定委員会」に提出された、FIT買取価格等に関する要
望書です。
FIT＝固定価格買取制度における調達価格について、NPO法⼈や個⼈事業のネットワー
クである市⺠電⼒連絡会の⽴場から、⼩規模事業者への配慮を求める要望書を提出し
ました。
150223_FIT要望書.pdf
PDFファイル [188.1 KB]

ダウンロード

https://peoplespowernetwork.jimdo.com/app/download/10094392179/150223_FIT%E8%A6%81%E6%9C%9B%E6%9B%B8.pdf?t=1544316221
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/app/download/10094392179/150223_FIT%E8%A6%81%E6%9C%9B%E6%9B%B8.pdf?t=1544316221


2014年

【11⽉9⽇】市⺠電⼒の集いを共同開催
11⽉9⽇(⽇)、市⺠電⼒連絡会、全国ご当地
エネルギー協会、PV-Net東京の三者共催
で、⾸都圏で都市型の市⺠ソーラー事業に取
り組んでいる団体・個⼈が⼀同に会する「⾸
都圏市⺠電⼒の集い」を開催しました。（会
場：調布市⽂化会館たづくり）

【11⽉9⽇】太陽光の発電設備を⾒学
秋の散策を兼ねて、11⽉9⽇(⽇)、調布にあ
る調布ヶ丘地域福祉センターへ太陽光発電設
備を⾒学に⾏きました。⾒学会の開催は、当
会が本年度受けることになった⻄武信⽤⾦庫
様の環境助成⾦を使って運営させてもらいま
した。

【11⽉5⽇】⾼橋真樹さんの記事が掲載されまし
た！

環境ジャーナリスト・⾼橋真樹さんに市⺠電
⼒連絡会を取り上げていただきました。 
独⾃インタビューもたくさん、濃厚な記事で
す。 
ぜひ、ご覧下さい。 

http://ameblo.jp/enekeireport/entry-11948435792.html

【6⽉12⽇】適格機関投資家など特例業務の規制変
更にたいする意⾒書を提出しました。

http://ameblo.jp/enekeireport/entry-11948435792.html


市⺠電⼒連絡会により⾦融庁に提出された、適格機関投資家などの特例業務に関して
の意⾒書です。
適特⾦融庁意⾒書_市⺠電⼒連絡会.pdf
PDFファイル [107.9 KB]

ダウンロード

【2⽉21⽇】「市⺠電⼒連絡会」発⾜記念フォーラ
ム

 ２⽉２１⽇に、エコギャラリー新宿で開催
された「市⺠電⼒連絡会」発⾜記念フォーラ
ムには、北海道や⻑野県上⽥、静岡など遠⽅
からの参加者を含め、１００名近い参加者が
あり、会場は満席に。講演いただいた和⽥武
さんは、⼤企業によるもうけ主義のメガソー

ラーのために私たちが電気料⾦を負担するのはおかしい、市⺠・地域主導の再⽣可能エネルギ
ー発電によって地域を豊かにすることができる、未来世代のために取り組み、声をあげていこ
うと訴え、その⾔葉に参加者は熱⼼に⽿を傾けていました。なお、当⽇の様⼦はユーストリー
ム中継され、以下のリンクから⾒ることができます。
http://www.youtube.com/watch?v=P6tqXe8LMaY
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https://peoplespowernetwork.jimdo.com/app/download/10094386879/%E9%81%A9%E7%89%B9%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%BA%81%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8_%E5%B8%82%E6%B0%91%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E9%80%A3%E7%B5%A1%E4%BC%9A.pdf?t=1544316221
https://peoplespowernetwork.jimdo.com/app/download/10094386879/%E9%81%A9%E7%89%B9%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%BA%81%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8_%E5%B8%82%E6%B0%91%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E9%80%A3%E7%B5%A1%E4%BC%9A.pdf?t=1544316221
http://www.youtube.com/watch?v=P6tqXe8LMaY
https://www.youtube.com/watch?v=P6tqXe8LMaY
https://www.youtube.com/channel/UCB0fZZl_WpQjEKfbfHQG9Kw

