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基本理念の実現のため、やちよ自然エネルギー市民協議会を発足し、以下の基本方針
に沿って活動します。

1. 市民と行政や地域の関係団体が協働できる場づくりを通じて、この地域で自然エネル
ギーの活用や普及拡大を進め、農業などの地域経済の活性化や防災対策にも貢献
することを目指します。

2. 地域が主体となって自然エネルギーへの転換を推進する取り組みとして、持続可能な
自然エネルギーによる地域事業(地域主体の太陽光発電事業など)を実現していきま
す。

3. 地球温暖化対策の重要性や持続可能な自然エネルギーに関する意識の向上を図り、
様々な取り組みを進めるために、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、発信していきます。

やちよ自然エネルギー市民協議会
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基本方針

私たちの暮らす八千代市で持続可能な社会の実現のために、地球温暖化対策として
省エネルギーと共に、持続可能な自然エネルギーの活用が重要です。市民が様々な主
体と連携しながら、福島第一原発事故で様々なリスクが明らかになった原子力発電か
ら脱却し、地球温暖化の原因となる石炭などの化石燃料から自然エネルギーへ転換す
る取り組みを地域が主体となって推進し、次世代に継承していきます。

基本理念http://yachiyorecc.net/

http://yachiyorecc.net/


やちよ自然エネルギー市民協議会(やちエネ)
2020年～2021年 活動紹介 http://yachiyorecc.net 
/時期 項目 内容

2020年
1月26日 第6回みんなで学ぶ会 みんなでパワーシフトをしよう！
6月21日 やちよの未来をみんなで考える会 共催:市庁舎・学校・まりの在り方を考える
8月10日 協力イベント(リネットちば) オンライントークセッション＆上映会
9月19日 第7回みんなで学ぶ会(オンライン) 気候非常事態宣言・ゼロカーボンシティを目

指す！講師：田中信一郎(千葉商科大)
11月22日 総会・設立3周年記念イベント

(オンライン)
「気候危機！八千代市から目指す自然エネル
ギー100%の未来」報告「地域から考える気
候危機とゼロカーボンシティへの道」「八千
代市の環境政策と自然エネルギーへの取組
み」、情報共有「自治体の気候非常事態宣
言・ゼロカーボンシティ表明」、座談会「地
域は気候危機にどう立ち向かうのか？」

2021年
2月7日 やちエネ・オンライン座談会 ゼロカーボンシティに向けて

5月29日 第8回みんなで学ぶ会(オンライン) 自然エネルギー100%で目指すゼロカーボン
シティ
講師：松原弘直(環境エネルギー政策研究所)

8月1日 第9回みんなで学ぶ会(オンライン) 地域の未来を拓くソーラーシェアリング
講師：馬上丈司(千葉エコ・エネルギー)

10月9日 第2回みんなで考える会(オンライン) ゼロカーボンシティを実現するまちづくり
※定例幹事会を毎月開催
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第7回みんなで学ぶ会「気候非常事態宣
言・ゼロカーボンシティを目指す！」
日時：2020年9月19日(土)14:00-16:00
会場：オンライン(Zoomミーティング) 
参加費：無料

主催：やちよ自然エネルギー市民協議会(やちエネ)
共催：一般社団法人 やちよ未来エネルギー、エコ
ライフやちよ、八千代環境市民連絡会

プログラム
14:00 開会挨拶
◯講演「持続可能な地域に向けた計画はこうつくる」
田中信一郎 千葉商科大学基盤教育機構 准教授)

◯座談会「八千代市の環境政策とまちづくりを考える」
◯情報共有
16:00 閉会

【講師】
田中信一郎（たなかしんいちろう）

千葉商科大学 基盤教育機構 准教授
一般社団法人 地域政策デザインオフィス代表理事
博士（政治学）

国（内閣・国会）と県
（長野県）、市（横浜
市）のすべてで政策企
画の経験を持ち、国で
は行政府と立法府の両
方で政策企画に携わっ
た。また、有識者とし
て国や自治体で審議会
委員等の経験も有する。



やちエネ設立3周年記念イベント
「気候危機！八千代市から目指す自然エネルギー100%の未来」
日時：2020年11月22日(日)14:30-16:30
会場：オンライン(Zoomミーティング) 
参加費：無料

詳細：http://yachiyorecc.net/archives/661

主催：やちよ自然エネルギー市民協議会(やちエネ)
共催：一般社団法人 やちよ未来エネルギー、

エコライフやちよ、八千代環境市民連絡会

プログラム
14:30 開会挨拶
 報告1「地域から考える気候危機とゼロカーボンシティへの道」
松原弘直(認定NPO法人環境エネルギー政策研究所主席研究員 工学博士)

 報告2「八千代市の環境政策と自然エネルギーへの取組み」(仮)
高山敏朗(やちよ未来エネルギー代表理事、八千代市議会議員)

 情報共有「自治体の気候非常事態宣言・ゼロカーボンシティ宣言」
 オンライン座談会「地域は気候危機にどう立ち向かうのか？」
16:30 閉会

http://yachiyorecc.net/archives/661


やちエネ・オンライン座談会～ゼロカーボンシティに向けて

日時：2021年2月7日(日)14:00-16:00
会場：オンライン(Zoomミーティング) 
参加費：無料

主催：やちよ自然エネルギー市民協議会(やちエネ)
共催：一般社団法人 やちよ未来エネルギー、

エコライフやちよ、八千代環境市民連絡会

八千代市では昨年12月にゼロカーボンシティ宣言を行い2050年までにCO2排出
実質ゼロを目指すことになりました。しかしながら、そのための計画作りや具
体的な取り組みはこれからです。今こそ市民と共に考えていく必要があると思
います。現在、八千代市では、環境保全計画の見直しを行っており、その意見
募集(パブコメ)が近々行われる予定です。そこで、やちエネとして、このカー
ボンゼロシティに向けて環境保全計画の見直しや様々な地域主体の取組みにつ
いて議論していきたいと思います。そのための意見交換をオンラインで行いま
す。



第8回みんなで学ぶ会
「自然エネルギー100%
で目指すゼロカーボン
シティ」

日時：2021年5月29日(土)14:00-15:30
会場：オンライン(Zoomミーティング) 
参加費：無料

詳細： http://yachiyorecc.net/archives/709

主催：やちよ自然エネルギー市民協議会(やちエネ)
共催：一般社団法人 やちよ未来エネルギー、エコライフ
やちよ、八千代環境市民連絡会

プログラム
14:00 開会挨拶
◯講演「自然エネルギーの国内外の現状と展望」
松原弘直 (認定NPO法人環境エネルギー政策研究所 理事)

◯座談会「ゼロカーボンシティへの取り組みとは」
15:30 閉会

【講師】
松原弘直（まつばら ひろなお）

認定NPO法人 環境エネルギー政策研究所 理事・主席
研究員。工学博士。やちよ自然エネルギー市民協議会
代表、自然エネルギーを広げるネットワークちば代表、
千葉県地球温暖化防止活動推進員、環境プランナー
ERO。千葉県出身。

詳細はこちら

http://yachiyorecc.net/archives/709
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第2回みんなで考える会
「ゼロカーボンシティを実現するまちづくり」オンライン・ワークショップ

10

4グループに分かれて、ゼロカーボンシティを実現するための取り組みのアイデアを考えました。

誰が 何を どうする

八千代市 市庁舎の建て替え、ZEBではないが高コスト(問題) ZEBに計画を見直す(市民への啓蒙活動も含む)

八千代市 集中購買スキーム（アイチューザー等）＋可能なら補助金 太陽光発電を住宅に安価に設置するためのスキーム検討

学校関係者 子供向けの環境教育（再エネの意義⇒家の実践） 環境教育をする

八千代市 市民に開かれたアイデア交換の場 市民からのアイデア吸い上げの場

八千代市 市の車 市の車をEVに先ず変えていく

八千代市 EV購入に補助する 制度を作る

八千代市 民間の施設を使用する人が利用できる循環バス とりまとめ

千葉県 EVに対して 割引（有料道路）やガソリン車への課金など

八千代市 清掃センター ゴミ発電・安定電力

八千代市・民間 自治体新電力 安定電源と再エネ、蓄電池組合せ

八千代市 公共施設・屋根 太陽光発電を積極的に載せる

学校 学校のプール上など 太陽光発電を、０円ソーラー、ＢＣＰ、防災対策

八千代市 現状把握のため 産業連関表の作成

八千代市・農家 休耕田 ソーラーシェアリング

八千代市 計画・PDCA 可視化

八千代市・農家 木や植物(吸収源)、有機農業 大切にして、木を植える。有機野菜を増やす



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/

11

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：
• 賛同団体になる
• 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

https://saiene.jp/

http://there100.org/

自然エネルギー大学リーグ
https://www.re-u-league.org/

• 自然エネルギー100%を宣言する

http://go100re.jp/
https://saiene.jp/
http://there100.org/
https://www.re-u-league.org/


パワーシフト・キャンペーン

パワーシフトとは、
自然エネルギーが中心となった持続可
能なエネルギー社会にむけて、電力
（パワー）のあり方を、変えていくこ
とです。

※2019年9月に賛同団体になりました。
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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株式会社
■NPO法人自然エネルギー千葉の会
■自給エネルギーの会
■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
■やちよ自然エネルギー市民協議会
■日本労働協同組合センター事業団芝山地域福祉事業所あぐり～ん
■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マップ

リネットちば会員団体(2020年3月現在) 10団体

従来型のエネルギー＝火力・原子力エネルギーか
ら、新しいエネルギー＝再生可能エネルギーへの
シフトをめざして、千葉県内の市民団体や生活協
同組合などが自主的に集まってできたネットワー
ク(2013年9月設立)。

URL: https://www.renet-chiba.net/
会員募集中！

https://www.renet-chiba.net/


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(※団体会員)
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• 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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