
やちよ自然エネルギー市民協議会
総会

2018年10月28日(日)14:00
１．開会
２．議事

１） 2017年度 事業報告
２） 2017年度 会計決算報告
３） 会計監査報告
４）2018年度 事業計画案・会計予算案
５）その他

３．閉会
４．意見交換



 市民と行政や地域の関係団体が協議できる場づくりとして、原則とし
て月1回の幹事会を開催し、合わせて隔月での勉強会や現場見学を開催
することで、地域での自然エネルギーの活用や普及拡大を進めるとと
もに、行政や市内外の団体・企業との情報交換を積極的に行った。

 自然エネルギーによる地域事業として、地域主体の太陽光発電事業の
実現について事業化検討チームにおいて検討を進め、事業主体の設立
や事業化計画の策定を支援した。その結果、2018年1月に一般社団法
人やちよ未来エネルギーが設立され、市民発電所1号の太陽光発電事
業が進められた。

 自然エネルギーなどに関する様々な情報を市内外と共有し、発信する
ために、ホームページやSNS(ソーシャルネットワークサービス)などを
活用し、周辺地域の市民や行政、市内外の団体との連携を進めた。生
協コープみらいの活動助成を受け、八千代市市民活動団体支援金交付
制度に登録して支援を頂いた。市内外の自然エネルギーに関連する
ネットワークとして市民電力連絡会およびリネットちばに参加し、情
報の共有を行った。自然エネルギー100%プラットフォームに賛同し、
映画「おだやかな革命」の広報協力をした。

事業報告



事業報告～主なイベント～

• 2017年10月14日：設立総会・設立記念シンポジウム開催
• 2018年1月11日：一般社団法人やちよ未来エネルギー設立
• 2018円1月27日：第1回みんなで学ぶ会「ただものじゃない！風が人と地球
を繋ぐ！」

• 2018年3月10日：第2回みんなで学ぶ会「自然エネルギー100%を目指す～
ドイツ・デンマークに学ぶ」

• 2018年5月6日：水田ソーラーシェアリング見学会
2018年5月19日：第3回みんなで学ぶ会「私たちのエネルギーの未来を考え
る～「エネルギー基本計画」とは？」

• 2018年8月4日・11日：共催イベント「夏休み親子科学工作・論文教室」

※原則として月1回 幹事会を開催

 NPO法人市民電力連絡会に加盟
自然エネルギーを広めるネットワークちば(リネットちば)加盟
「自然エネルギー100%プラットフォーム」への賛同
映画「おだやかな革命」サポータークラブ
生協コープみらい活動助成
八千代市市民活動団体支援制度に登録



設立記念シンポジウム
2017年10月14日



一般社団法人やちよ未来エネルギー
設立(2018年1月11日)



第1回みんなで学ぶ会
『ただものじゃない！風が人と地域を繋ぐ！

～秋田県にかほ市から八千代市へ～』
日時：2018年1月27日(土)13:30-15:30
会場：八千代市市民会館 第2会議室
内容：
①「みんなで学ぼう」

船水香さん『にかほ市『夢風事業』』の
お話し・映像視聴・プチ体験
②「みんなで知ろう」

やちエネ＆やちよ未来『市民発電所事
業』のお話し
③「みんなで語ろう」
参加者みんなでの意見交換



第2回みんなで学ぶ会
「自然エネルギー100%を目指す～ドイツ・デン
マークに学ぶ」
日時：2018年3月10日(土)13:30-15:30
会場：八千代市総合生涯学習プラザ第1研修室
第1部：話題提供「自然エネルギー100%を目指す
世界～ドイツ・デンマークの最新事情から」ワー
クショップ「私たちにできる地域からの取組み」
第2部：事業提案「市民発電所協働事業の提案」
一般社団法人やちよ未来エネルギー
・学生発表『八千代市の３０年後の未来ビジョ
ン』～自然エネルギーのまち・やちよ～
・質疑応答＆意見交換『八千代での自然エネル
ギーを活用した未来ビジョンを考える



水田ソーラーシェアリング見学会



第3回みんなで学ぶ会
「私たちのエネルギーの未来を考える
～「エネルギー基本計画」とは？」
日時：2018年5月19日(土)13:00-15:30
会場：八千代市市民会館 第5会議室
• 話題提供「「エネルギー基本計画」見直
しの考え方と課題」

• 日本の「エネルギー基本計画」見直しの
現状と課題

• ワークショップ「エネルギー基本計画か
ら考える私たちのエネルギー」

• 提案「やちよ未来市民発電所1号」



自然エネルギー100%プラットフォーム
国内キャンペーン
日本語Webサイト http://go100re.jp/

1
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世界100%自然エネルギープラット
フォームと連携して、
日本国内での自然エネルギー100%プ
ラットフォームは、CAN-Japanが運営
(事務局：環境エネルギー政策研究所・
気候ネットワーク)

参加方法：
• 自然エネルギー100%を宣言する

• 自然エネルギー100%に取り組む団
体(自治体、企業、NGO、教育機関
等)

• 登録の審査項目(目標年、対象分野、
範囲、方法、進捗把握)

• 賛同団体になる
• 活動を支持する団体を登録

• まわりに広める
• 勉強会をひらく
• 上映会をひらく
• 視察する

100%RE宣言団体(2017年11月現在)：
自治体：福島県、長野県、宝塚市
教育機関：千葉商科大学
ほか

http://go100re.jp/


自然エネルギーを広めるネットワークちば
(リネットちば)

■NPO法人 太陽光発電所ネットワーク千葉地域交流会
■市民エネルギーちば合同会社
■NPO法人 自然エネルギー千葉の会
■自給エネルギーの会
■一般社団法人ちば耕援隊
■合同会社アイケイプランニング
■NPO法人 非電化地域の人々に蓄電池をおくる会
■ＮＰＯ法人 いちかわ電力コミュニティ
■再エネ研究倶楽部 ＨＯＫＵＳＯ
■やちよ自然エネルギー市民協議会
■パルシステム千葉
■生活クラブ生協虹の街

千葉県内の市民発電所

リネットちば会員(2018年10月現在)



首都圏を中心とした市民発電所のネットワーク
NPO法人：市民電力連絡会

12

首都圏市民電力マップ(Ver.6)
• 2014年に発足し、2017年NPO法人化
• 市民・地域主導による市民電力事業を指向す
る個人および団体(会員数138)

• 連続講座の開催、市民発電所台帳2018等

出所：NPO法人 市民電力連絡会
http://peoplespowernetwork.jimdo.com/

http://peoplespowernetwork.jimdo.com/
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映画「おだやかな革命」
～自然エネルギーによる地域再生の物語

秋田県にかほ市

福島県会津・飯館村

岐阜県郡上市

岡山県西粟倉村

サポーターズクラブ



やちよ自然エネルギー市民協議会
2018年度 事業計画案
時期 項目 内容

2018年
10月28日 総会・設立1周年記念イベント 講演会・ワークショップ、事業紹介、

交流会
11月17日 協力イベント 首都圏市民電力交流会(千葉市)
2019年
1月 第1回勉強会 みんなで創る市民発電所
2月 協力イベント やちよ未来市民発電所ワークショップ
3月 シンポジウム(第2回勉強会) ご当地エネルギー講演会・上映会など
4月 協力イベント やちよ未来市民発電所1号記念シンポジ

ウム等
5月 第3回勉強会 ソーラーシェアリング事業検討
6月 見学会 市民発電所・ソーラーシェアリング見

学
7月 第4回勉強会 講演会・ワークショップ
8月 協力イベント 夏休み親子教室など



協力イベント：
首都圏市民電力交流会
日時：2018年11月17日(土)10:30～(見学会) 
13:30～17:00 (交流会) 17:20～19:00(懇親会)
2018年11月18日(日)10:00～
匝瑳ソーラーシェアリング見学会・収穫祭
会場：「パルひろば☆ちば」千葉市中央区新
町18-10 千葉第一生命ビルディング（1F）
交流会プログラム：
13:30☆基調セッション(100%REや電力自由化
などの最新動向)コーディネーター：松原弘直
(環境エネルギー政策研究所)
14:40☆パネル討論1「千葉県内の市民電力パ
ワーアップ大作戦」千葉県内の市民電力への取
り組みをさらにパワーアップするための作戦会
議。コーディネーター：森田一成(自然エネル
ギー千葉の会)
15:50☆パネル討論2「市民電力とソーラーシェ
アリングの未来」コーディネーター：馬上丈司
(ソーラーシェアリング推進連盟)首都圏の市民
電力、ソーラーシェアリング関係者ほか
17:20 懇親会：パルひろば☆ちば



やちよ未来市民発電所1号
(一般社団法人やちよ未来エネルギー)



やちよ自然エネルギー市民協議会
設立1周年記念イベント

2018年10月28日(日)15:00-18:30
共催：一般社団法人やちよ未来エネルギー

協力：エコライフやちよ、八千代環境市民連絡会
後援：八千代市、八千代商工会議所

15:00 開会
15:10 基調講演「地域の環境資源は地域の発展のために使う」

講師：倉阪秀史(千葉大学教授)
16:00 休憩
16:10 自然エネルギー100%未来ワークショップ
17:00 事業説明「やちよ未来市民発電所1号」

一般社団法人やちよ未来エネルギー
17:30 交流会
18:30 閉会



基調講演
「地域の環境資源は地域の発展のために使う」
講師：倉阪秀史(千葉大学教授)
プロフィール：
千葉大学 法政経学部 教授
政治学・政策学コース／大学院人文公共学府公共・社会科学専攻
専門分野は環境政策論、エコロジカル経済学、政策・合意形成論
研究・活動分野は永続地帯、再生可能エネルギー、設計者責任、
サービサイズ、共益状態、ファシリテータ、法案作成講座、学生主
体の環境マネジメント、ウルトラマラソン、伊賀忍者、ねこ、未来
カルテ、未来ワークショップなど多岐に渡る
主な著書に『環境持続可能な経済システム』（勁草書房）『政
策・合意形成入門』（勁草書房）『地域主導のエネルギー革命』
（編著）（本の泉社）など。

自然エネルギー100%未来ワークショップ
ファシリテータ
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