
◎前回の提言後の変化

• １．社会（・経済）： 人口減少社会が進行

• ２．エネルギー： 電力市場自由化・FIT導入

• ３．環境： 福島原発事故、気候危機

中身： 原発・化石資源 ⇒ 再生可能なエネルギー

しくみ： 大規模集中 ⇒ 小規模・地域分散

関わり： おまかせ ⇒ 参加、地域の自立

持続可能で平和な社会を目指して

手塚 智子
市民エネルギーとっとり

2020/8/17 原水禁エネルギープロジェクト
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日本・地域が直面している課題＝人口の急増・急減

← いま

←2050年
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エネルギー多消費社会・文明からのシフト
⇒ 大量生産・輸送（ロス）・消費・廃棄 → 化石資源・原発依存
⇒ 行き過ぎたグローバリゼーション・資本主義経済・・・ →コロナ禍

どんな未来を残す？

気候変動の危機

⇒ 自然＝生存基盤の激変
（災害・産業・くらし・いのち）

⇒ 資源の有限性
⇒ 偏在する資源をめぐる

紛争、リスク
⇒ 格差、農村・都市の疲弊

出典：資源エネルギー庁
『エネルギー白書2013』
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巨大インフラ・技術・環境汚染設備（例：原発、石炭火力）の維持は困難、
未来に負の遺産を残すことに。

←2050年

人口≒1965年

高齢人口 ４割



一次エネルギー国内供給の推移・減少傾向

出典：資源エネルギー庁
『エネルギー白書2017』



地域エネルギーと持続可能な地域づくり

• 気候変動の問題
• さらなる気候の凶暴化を回避するためには大幅削減が必要。

• 人がおこした問題 ⇒ 緊急な対策が不可欠

• 原子力発電の危険性、民意を顧みない政策の限界
• 未だ収束しない原発事故の影響

• すでに大量の核廃棄物、引き受け手・場所の不在⇒やめ方の提示

• 地域経済の好循環、エネルギー自立の地域づくり
• 地域の外に流出している資源・お金・人の流れを変える

• 中央集権システムからの脱却・分散型社会へのシフト

• 市民・地域が“ 決定権 ”を取り戻す ⇔ エネルギーは国策？

• 枯渇資源「使い捨て社会」⇒「自然と共生する持続可能社会」へ

• 地域住民の参画による資源利用が不可欠 ⇔ 資源搾取的な開発
t.tezuka



2012年夏 「国民的な議論」を経て、
「革新的エネルギー・環境戦略」閣議決定（2012年9/14）

①第一の柱 「原発に依存しない社会の一日も早い実現」
「2030年代に原発稼働ゼロを可能とするよ
う、あらゆる政策資源を投入する」

⇒①脱原発

②第二の柱 「グリーンエネルギー革命の実現」 ⇒②再エネ・省エネ

⇒  FIT

③第三の柱 「エネルギーの安定供給」

④ 三本柱を実現するため

「電力システム改革」を断行
⇒③電力市場自由化

⑤ 同時に「地球温暖化対策」の着実な実施

• きっかけ ⇒ 東日本大震災、東京電力・福島第一原発事故

(2011年6月～2012年10月 エネルギー・環境会議）

• いかに ⇒ 「国民的な議論」を通じて

• 何を ⇒ 今後20年間の日本のエネルギー･環境･原子力政策を定める

誰もが自由に
電力を選べるように？

⇒  パワーシフト！



日本でも分権化の動き、ネットワークの形成

• 2011年3月の東京電力福島第一原発事故、2012年7月の再生可能エネルギー
法施行を契機に、コミュニティパワー、ご当地電力、市民電力といった、市民主
体の地域のエネルギー事業体が続々と誕生。

• 2014年1月： 市民・地域共同発電所全国連絡会

（市民共同発電所全国フォーラム実行委員会を解散し連絡会として継続）

• 2014年2月： 市民電力連絡会、同年 5月： 全国ご当地エネルギー協会発足

• 今後、2016年の電力小売全面自由化に向けて、市民・地域主導の電力小売事
業の活発化を期待。

発電分野の分権化

ネットワーク形成

電力小売分野の分権化に期待

・エネルギー事業の担い手の多様化
・エネルギーシステムの上流から下流まで ⇒誰もがステークホルダー、当事者に
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1994年市民団体「太陽光発電トラスト」が、宮崎県串間市に､市民共同発電所
「ひむか1号」を建設 したことが始まり。→串間原発反対運動が発端

このほかに住宅用の太陽光発電は約200万軒

住宅用太陽光
発電（PV）設置
補助事業開始

住宅用PVのみ
FIT開始

再生可能エネル
ギーFIT開始

市民・地域共同発電所の導入実績（累積・件数）

出所：気候ネットワーク



市民発電所台帳（2016年～）

出所：市民電力連絡会



デンキを選べば社会が変わる！

http://power-shift.org 11

パワーシフトキャンペーン
パワーシフトとは、自然エネルギー社会に向けて電力（パワー）のあり方
を変えていくこと。

あなたは、どんな電力会社を選びますか？ ＝未来の選択



出所：パワーシフト・キャンペーン



自由化の現状：大手電力会社の巻き返しの壁

• 新電力のシェア（全体）は約16.2％（2019年12月）

• 老舗や優良企業はピンポイントで取り戻される

• 主要な自治体の入札で、価格面等で太刀打ちできない場合がある

• RE100を目指す企業に既存水力プランで取戻し

13
出所（図）：資源エネルギー庁「電力・ガス小売全面自由化の進捗状況について」



例）神奈川県の電力調達状況
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施設 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

本庁庁舎ほか10施設 東電 V-Power 丸紅新電力 東電EP

座間警察署ほか25施設 F-Power 東電EP 丸紅新電力 東電EP

温泉地学研究所ほか19施設 V-Power 東電EP 丸紅新電力 東電EP

平塚保健福祉事務所ほか14施設 V-Power エネット 丸紅新電力 東電EP

東武総合職業技術校ほか31施設 V-Power 東電EP 東電EP 東電EP

横須賀土木事務所ほか10施設 V-Power 丸紅新電力 東電EP 東電EP

県立図書館ほか11施設 V-Power 東電EP 丸紅新電力 東電EP

音楽センターほか21施設 F-Power 東電EP 丸紅新電力 東電EP

神奈川工業高校・神奈川総合高
校

V-Power サミットエナ
ジー

F-Power 東電EP

警察本部庁舎 V-Power サミットエナ
ジー

丸紅新電力 東電EP

相模原水道営業所ほか9施設 F-Power V-Power 東電EP 東電EP

県立学校169校 新電力 東電EP 東電EP 東電EP

出所：パワーシフトキャンペーン



大手電力と新電力の間にある不均衡
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出所：パワーシフト・キャンペーン
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公営電気事業
明治24年京都市で運転開始した「蹴上発電所」が始まり

出典：『公営電気事業 自然の恵みをエネルギーに』公営電気事業経営者会議

既設発電所合計

地点数 307地点

最大出力 約246万kW

水力
約240万kW

廃棄物
約3.7万kW

風力
約3.6万kW

太陽光
約3万kW（建設中）
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自治体×総務省

• 「地域の元気創造プラン」の一環

－2013年度31自治体が予備調査
－2014年度 ↓

＜マスタープラン策定地域＞
・北海道石狩市・下川町
・青森県弘前市、

・岩手県八幡平市、
・山形県、

・栃木県、
・群馬県中之条町、
・静岡県富士市、

・大阪府四条畷市、
・兵庫県淡路市、

・鳥取県鳥取市・米子市、
・長崎県対馬市、
・鹿児島県いちき串木野市



t.tezuka 18

「地域の元気創造プラン」による地域からの成長戦略（総務省 2014年）

⇒ 民間活力の土台となる地域活性化インフラプロジェクト 全国100箇所程度に整備



戦前の電気事業者数（全国・鳥取）の推移
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中国地方電気事業史、鳥取県史等から作成

大正末期には700を超えた地域の電燈会社
元来、電力(電燈）会社は地域のものだった。



t.tezuka

東京府における電気供給区域(1938年、自由競争下)

出典『東京の電気事業と電源開発』西野寿章

1883年～ 東京電燈（株）

1933年時点 最多の818社

うち公営120社（町村営100社）

→1938年国家総動員法

日本発送電と9配電会社体制へ



21
出所：環境省

誰が？自治体も



非化石電源44％ ⇒再エネで44%以上に

出所：電力基本政策小委員会（第3回）資料

非化石電源：原発＋再エネ



ポイント１．太陽光発電、家庭用電力グリッドパリティに
＠ドイツ 2010-2011年に、

2012-13年に産業用電力、火力原子力発電原価も

23
出典： フラウンホーファー・太陽エネルギー研究センター



ポイント２．日本でも自治体×新電力
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ポイント３ 100％再生可能エネルギー地域プロジェクト

800名を超える会議参加者たち

2013年9月24日、25日 全国会議
場所：カッセル（ドイツ）
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100％再生可能エネルギー地域・プロジェクト

◎ 概要
-地域のエネルギー供給を、短中期的に再生可能エネルギーで１

00％まかなうことを目指し、目標達成に向けた実質的な対策を
提示する自治体・地域・都市をネットワーク化。

-先進事例等の知見の発信、ネットワーキングサービスを通して、
地域の多様な主体をサポート。

-運営主体：IdE（分散型エネルギー技術研究所）

-138の郡・市町村・広域自治体連合が認定済み

⇒人口の約1/4（2160万人）、

国土の約1/3（約11万平方km）をカバー

・100％再エネ地域：76 ・スタータ地域：59 ・都市部：3

-連邦環境省が支援

2007-10年：地域の多様な主体に関する知見の集積、

2013年まで：知見の発信とネットワーキングに重点。

-国際ネットワークへと拡がりつつある

出所：http://www.100-ee.de/
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ドイツの電源構成

2000年、ドイツで最初の脱原発合意。当時の原発比率は31％

⇒ 日本の原発比率、2010年31%、2012年度1.7％

太陽光太陽光太陽光太陽光

天然ガ
ス

褐炭

石炭

原子力

再生可能
エネ

太陽光
その
他

水力

バイオマ
ス

風力

ドイツ

電源構成

再エネ

原発

2000年 6.4％ 31％

2010年 17％ 24％

2011年 20％ 18％

2012年 22％ 16％

◎発電電力量の構成 2012年



倫理的な判断＋公開の議論：倫理委員会

• 正式名：安全なエネルギー供給に関する倫理委員会(2011.4～5)

• 報告書：「ドイツのエネルギー転換～未来のための共同事業」 (5/30)

• ⇒6/6 2022年までの原発廃止を閣議決定

• メンバー：学識者、宗教界、社会学者、政治学者、経済学者、実業界、消費者団体、
• プロセス：集中的な討議、意見聴取、テレビ中継による公開の議論
• 問題意識：日本のような技術立国でさえ現実に起きた「制御不可能な原発の大事故
が原理的に発生しうるのであれば、そのリスクにどう対処すべきか」

⇒ 社会的倫理的な判断が必要

⇒ 徹底的な議論を通じて合意を形成すること

⇒ 責任ある社会的決定と提案を行うこと

○現在と未来の自然と人類に対する（持続可能性）、責任感。

例）核廃棄物の問題

○原発を代替できる技術がある。

○原発は民主主義的でない。コスト的な負担も。

同時並行で、

原子炉安全委員会が
安全評価を実施

⇒航空機墜落をのぞく
高い耐久性ありと評価
（5/16）
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再エネ普及の鍵 「EEG（再生可能エネルギー優先法）」
：その変遷

◎ポイント： 再エネの優先接続・給電、系統増強義務・費用を送配電事業者が負う、

抑制はあくまで特例、抑制による損失の補償あり

[前身] 1991年

電力供給法制定
・再エネ電力の「買取義務を電力供給事業者に課す」

・買取価格は小売価格の変動に連動＝不安定

2000年：EEG
施行

・固定価格買取補償

・設置規模に上限 （例．PV：建物５MW,そのほか100kW）

2004年法：

・PV拡充、PVも規模別買取価格導入

：PV買取量上限（1,000MW）を撤廃

・各電源とも小規模設備の調達価格を優遇

・エネルギー多消費産業の賦課金軽減策の拡大

・調達価格を、導入量に応じて年々逓減するしくみ導入

2009年法/ 
2010年改正

：PV補償金額引下げ、逓減率5％→9％引上げ
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再エネ普及のカギ：再生可能エネルギー法（EEG）

改正 2000年施行12条 2004年 21条 2009年66条 2012年

再エネ

導入目標

（総エネ消費）

～2010年10％

（電力供給）

～2010年12.5％

～2020年20％

（電力供給）

～2020年

30％

～2020年35％

～2030年50％

～2050年80％

接続,送電
買取補償

・義務者： 送電系統運用者

・再エネを優先的に、接続し、送電し、買取り補償する義務を負う

系統接続費
用負担

・系統の拡張、最適化に必要な費用は、拡張を必要とする配電事業者
が負担する（系統運用者は、遅滞なく系統を最適化・増強化する義務：9条）

抑制補償
（系統運用者が9条に違反した場合） 説明責任

損害の補償を求めることが可能：10条

2004年：技術的な設備の必要

2009年：100kW～遠隔制御設備

2012年：原則、太陽光はすべて

買取価格、

調整ﾒｶﾆｽﾞﾑ

・電源別に設定 ・買取価格＆逓減率と買取期間を設定

・出力ごとの買取価格設定：大規模（経済的に有利）＜小規模

・買取対象の出力上限 （例．当初 PV野立ては 100kW未満）

ポイント：再エネ事業の確実性、予見性を担保。進化する法律。
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EEG電力の市場への統合措置

・2012年法① ：市場への適合措置を具体化

・2012年法② ：太陽光発電の逓減率をさらに引き上げ

①再エネ電力を電力市場やシステムに統合していくための措置

（背景）再エネによる電力供給量増

⇒賦課金による消費者の負担増への対応 ＋ 需給バランス促進

：2012年法で「第3a章 直接販売」を追加

・電力市場で売電・相対取引（市場価格が高いときなどｊ選択）

・自家消費

・自家供給：発電施設に近接した場所で電力を消費する第三者に対して発電
電力を供給 ･･2009年法で30kW ⇒ 500kWまで可能に

・市場プレミアム（市場へ「直接販売」時に買取価格との差額を請求）導入

・フレキシビリティ･プレミアム（需要に応じたバイオマス設備からの電力供給、
暦年で計算）導入

・容量の制限（平地設置10MW：2km以内かつ同一自治体内の設置上限）
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市民・地域主導ですすむ再エネ事業
⇒発電事業の分権化

出典：Trend Research 『 ドイツにおける市民エネルギーの市場分析』 (2017.12)

●ドイツで導入された再エネ設備の所有者 ～2017年

（設置設備容量に占める出資者の割合）



進む発電事業の分権化(ドイツ)

4大電力による発電割合
自然エネによる発電割合

2000年 FIT法

1998年 電力市場自由化

4大電力
合併期

自然エネルギーによる電力の増加と4大電力の市場占有割合の減少
（消費電力に占める割合）
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自分でできる、脱原発！
：20以上の自然保護・環境・消費者団体によるアクション

• その１：省エネする

＝原発・化石資源への依存を減らす

• その２：電力会社を替える、選ぶ

＝エコ電力会社４社をオススメ

• その３：再生可能エネルギーで発電する

http://www.atomausstieg-selber-machen.de/stromwechsel/oekostrom-anbieter/ews.html
http://www.atomausstieg-selber-machen.de/stromwechsel/oekostromanbieter/naturstrom.html
http://www.atomausstieg-selber-machen.de/stromwechsel/oekostromanbieter/lichtblick.html
http://www.greenpeace-energy.de/index.html
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電力システム改革(ドイツ）
市場占有状況の推移

時期 1997 1999 2004 2013

発電 8大電力：79％

地域経営及び

都市事業体

：21％

6大電力：73.8％

地域経営･都市事
業体･新規参入

：26.2％

4大電力：95.6％

地域経営･都市事
業体･新規参入

：4.4％

4大電力：68%（発電端74％）

その他 ：32%（発電端26％）

2010年

（EEG以外）4電力46.9％、他 11.9%

（産業用発電）6％、（EEG）35%

送電 8大電力

：100％

6大電力(送電会
社) ：100％

4大電力(送電子会

社 ：100％
4大電力(送電会社）

：100％

配電 地域経営：80社

都市事業体

：900社

－ 地域経営：80社

都市事業体

：900社

4大電力子会社･地域経営･都
市事業体･新規

：804社

小売 大手5社：51-
59％

地域経営＋都市
事業体：約4割

6大電力：61.6％

地域経営＋都市
事業体：38.4％

4大電力：72.8％

地域経営＋都市事
業体 ：27.2％

(2009年）4大電力：48.5％

地域経営＋都市事業体、新
規：51.5％

・再エネ電力供給量増加
・8,400MWの原発停止
・E.on 4,800MW発電設備売却
・中欧エリアの電力取引活発化

連邦ネットワーク庁、Nagel, Brandt等文献より作成



4大電力の現状：
「再エネか原発・化石燃料か」⇒「再エネをどう導入するか」 脱・大規模集中・巨大型

36

4大電力

RWE 分社した“innogy社”が再エネ、配電、小売事業を担い、広告を大々的に
展開。

EnBW ・2011年3月の州議会 選挙で、保守党が守ってきた第一党の座を緑の
党が獲得。
・2012年末に経営改革を打ち出し、2020年までにEnBW社のエネルギー
事業の再エネ比率を12%⇒40％に挙げる方針

E.on 原発・化石燃料事業を本体から２年かけ切り離し分社化。この９月に子
会社を株式市場に上場。

Vattenfall 国内（スウェーデン）から撤退を望む声、石炭・原発の増設困難



全国規模の新たなネットワーク
「市民エネルギー連合」 Bündnis Bürger Enerige

• 背景：2013年9月に行われた連邦議会選挙キャンペーン

⇒エネルギー大転換の争点化、再エネ派議員の見える化（リストアップ）

⇐12月新政権： “中央集権的なエネルギー転換”へ政策転換

• 目的：“分権的なエネルギー転換“を推進するため既存のネットワークが
連携、新たな全国規模の大ネットワークを2014年1月結成

・活動：ロビイングの強化、政策提言や全国キャンペーンを活発に実施

t.tezuka
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⇐発起団体：ネットワーク、財団等

・社会的・環境分野の財団、

・GLS銀行（社会的・市民参加型投資）

・再生可能エネルギー事務所

・再エネ業界団体（全再エネ種別含む）

・エネルギー協同組合ネットワーク、

・グリーン電力小売会社（シェーナウ電力、
環境団体による自然電力）など

業界団体、財団、金融機関の関与



◎発信
：プランディング、全国への展開、キャンペーン

ツール（ロゴ、バッジ、シール）
：報告書、提言、意見書・・・

報告書「市民エネルギーのいま」 プレスリリース

◎市民エネルギー全体のボトムアップ
：全国大会、オンラインセミナー、コンペ

◎2017年度連邦議会総選挙（9月）に向け
：政治家と対話、働きかけ

12月~「市民エネルギー派政治家を探せ！」
各地域で選挙区の議員・政治家に直接働きか
け・・・ローカル×ネットワーク力、波及力
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地域エネルギー事務所
：再生可能エネルギー事務所（AEE）

• 2005年 赤緑連合時代に設立

：環境大臣テプファー 「ドイツには無限のエネルギーがある」

• 目的： 足元にある無限の再エネによって持続可能な未来を可能
にすること。

• 支援体制： 省庁や各種団体、事業者、州地域エネ事務所

• 情報発信基地
（0）再エネ情報、分野別、発信ツール（グラフィック、レポート、冊子、動画、写真、報告書等）

（１）州レベルの再エネ情報 http://www.foederal-erneuerbar.de/startseite

（２）調査・研究に関する情報 http://www.forschungsradar.de/startseite.html

（３）自治体向け 再エネ情報

http://www.kommunal-erneuerbar.de/de/startseite.html



自治体向け 再エネ情報

• エネルギー自治体 ・地域アドバイザー ・価値創造シミュレータ

• 専門知識・手続 ・エネルギー協同組合 ・ニュースレター





セクターカップリング
：電気×熱×交通

変動するエネルギー源
×

蓄エネルギー
×

調整可能なエネルギー源

⇒組み合わせと制御で
需給のバランスをとる

背景のひとつ
：2014年FIT法改正@ドイツ
(2009年、2012年に一部開始）

⇒市場取引推進
全量買取から直接販売とFIPへ
（フィード・イン・プレミアム）

⇒アグリゲータ・VPPの必要性、
すすむデジタル化 t.tezuka



エネルギーのシェア・分かち合う時代へ
：ソーラーコミュニティ

出所：Sonnen社
https://sonnen.de/

80%まで自立
＋余剰電力を
逆潮流

エネルギー会社に依存
-> 使う人が創る 自立・自由

ﾐｭﾝﾍﾝ在住ﾍﾟｰﾀｰ エネルギー会社 ﾌﾚﾝｽﾌﾞﾙｸ在住パウル

ﾐｭﾝﾍﾝのﾍﾟｰﾀｰ ﾌﾚﾝｽﾌﾞﾙｸのﾊﾟｳﾙ ﾗｲﾌﾟﾁｯﾋのマルタ ﾊﾝﾌﾞﾙｸのマグダ

電気を
分かち
合う

t.tezuka
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2.1.エネルギー自治に向けた州レベルの動き

（１）目標設定 （例）電力供給／需要に占める再生可能エネ割合

・ブランデンブルク州、ニーダーザクセン州2020年までに90％

・ラインラント・プファルツ州2030年までに100％（2007年に12.6％）

・シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州300－400％（2009年に49％）主に風力

（２）各連邦州に存在するエネルギー事務所（ニーダーザクセン州除く）

１）役割：州のエネルギーコンセプトを実現するために必要な事業を実施

①情報発信（再エネ・省エネ・エネルギー効率向上、補助金情報など）、人材育成、コン
サルティング

②州内自治体、中小企業、住民、教育機関、教会など

あらゆる機関が事業対象

③州内の多様な主体のネットワークを構築

２）主体：100％州出資機関、地域の市民団体、州の投資銀行など

３）職員：数名～50名程度



例）ラインラント・プファルツ州

◎組織体制

●再生可能エネルギー供給システム

（１）エネルギーマネージメント

（２）再生可能エネルギー

（３）スマートエネルギー構想

（４）スマートグリッド

（５）エネルギー法

●エネルギー効率＆モニタリング

（１）事業者のエネルギー効率

（２）建造物のエネルギー効率

（３）ノウハウ発信

（４）エネルギー転換モニタリング

（５）エネルギーアトラス

（６）EU／助成制度

●地域事務所 （州内8か所）



例）ハノーファー

エネルギー供給
（電力、ガス）

ProKima基金：
省エネ改修等への補助

情報提供、省エネアドバイス

モビリティ・地域交通事業者





主体的に未来を選択
ゴアレーベン：原発・貯蔵・輸送デモ ⇒ 再エネ100％へ

2012年 ゴアレーベン 線路座り込み

ゴアレーベン：キャスク中間貯蔵施設
上：1996年 輸送経路バリケード
下：2010年 反キャスク輸送デモ

1980年 自由ヴェントラント共和国設立
（自然調和なエコビレッジ）

：シンボル（紋章）とパスポート

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Wendlandpass2.jpg


カルカー高速増殖炉 ⇒ 遊園地
「ワンダーランド・カルカー」原発跡地に開業

○1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故を
きっかけに稼働寸前で廃炉決定
（それまでの反対運動が拡大、州が許可取消）

○オランダの投資家に買収後、遊園地に。

○冷却塔外壁⇒クライミングウォール
中央制御室⇒レストラン、タービン室⇒トイレ、
消防隊室⇒ボウリング場、原子炉建屋⇒ホテ
ルに改装、原子炉自体も、「原子炉内探検ツ
アー」が体験できる

出所：ワンダーランド・カルカー
https://www.wunderlandkalkar.eu/nl
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市民の市民による市民のための100％再エネ電力供給

産直：市民電力協同組合：発電組合が連合し小売事業



代替案を具体化する：自分たちの電力会社
：Greenpeaceから生まれた電力小売会社

◎1999年協同組合Greenpeace Energy e.G設立

＝パイオニア： エコ電力小売会社、エネルギー協同組合

＜経緯＞
・1998年電力自由化後、“グリーン電力に切替えよう”キャンペーンを実施

・1万人規模のニーズに対し基準を満たす電力会社がなく自ら設立

・発電から供給まで、既存の電力業界から独立した経営

＜目的＞
● グリーン電力 の供給

・温暖化防止、化石資源・原発に頼らない未来を実現

●協同組合方式で顧客が会社を所有 ⇒形態：参加型

・安定、フェアな価格設定、・利潤追求に走らない運営

●硬直化した電力市場の改革 ⇒方針：社会変革型

・グリーン電力の供給量を確実に増やすため、

再生可能エネ発電設備設置に投資

http://www.greenpeace-energy.de/index.html


代替案を具体化する
：シェーナウ電力

• シェーナウ：ドイツ南西部、黒い森にある2,500人の町

• 1986年：きっかけはチェルノブイリ原発事故
⇒「原発のない未来のための親の会」結成

－省エネ(省エネ大会）、被爆した子どもたちの保養など

－電力会社へ改善提案：再生エネの導入など

• 1990年：有限会社を設立

⇒地域分散型の発電設備建設

• 1997年：シェーナウ電力設立
市民750名が出資

http://www.atomausstieg-selber-machen.de/stromwechsel/oekostrom-anbieter/ews.html


エネルギー自治を牽引

• ２：供給事業を拡大

－ 周辺自治体と電力供給・ガス供給契約を締結。

－ 2013年からはさらに3地域増え、合計9地域へと拡大

－ 事業経営の面から、託送料収入も重要

• ３：地域エネルギー事業の再建、市民参加型を
支援

・・・例① 隣町ティティゼー・ノイシュタット

：有限会社」として公社を再建。

設立資本の60％を自治体が、40％をシェーナウ電力が出
資し、シェーナウ電力は10％を、住民が新たに作った協同
組合に売却

・・・例② シュトゥットゥガルト市

：公社のエネルギー小売事業を再建。公社が60％、
シェーナウ電力が40％出資

• １：エネルギー自治の先進モデル
－ 電力市場自由化前に、住民主導の電力供給を実現したシェーナウ。市民エネルギー・ベル
リンをはじめ、全土で起きている同様の活動の指針であり、アドバイザー。

シェーナウ電力による
エネルギー供給事業エリア



進むエネルギー事業再公営化
(シュタットヴェルケ再建など）

◎地域に多様なプラス影響（民営化の失敗）

政策実行、地域経済、雇用、内部相互補助

◎クラスターの形成
－ハンブルク・シュレスビッヒ地方

－ハノーファー広域圏

－ヴォルフスブルク地方

－東部ヴェストファレン・ミュンスター地方

－ラインラント

－シュツッツガルト・ネッカー地方

－シュヴァルツヴァルト（黒い森）地方

－ボーデン湖地方 －ミュンヘン地方

◎パイオニアの存在

シェーナウ電力、アルプ電力協同組合など

◎ポジティブな経験が周辺地域へ波及

54
2005年以降に新設された都市公社（概要）

出典：ヴッパタール研究所



ドイツにおける地域公社 概要

• 事業分野：エネルギー（電気・ガス・熱）、上下水道、交通、廃棄物、清掃など

• 沿革：－19世紀半ば、主に都市部でネットワーク型インフラ整備（ガス、水道、電
灯、路面電車など）の必要が生じ、自治体営、公営企業が民間企業と併存。

－戦中～戦後、分散型に（日本と異なる路線）

―1990年代に東西ドイツの統一化の構造変革、世界的な民営化が進行。

－20世紀末～エネルギー市場自由化の中で、生き残り戦略が求められた。

• 社会的側面：障害者雇用、若者や難民の就労・就労支援、職業訓練生受入れも積極
的

●VKU：自治体企業（地域公社）連合会（Verband kommunaler Unternehmen ）

• 概要：1949年設立。自治体企業（地域公社）のロビー団体。政策決定過程に関与。

• 会員：1452社 ・ 売上高：約1,120億ユーロ ・ 投資額：約94億ユーロ

• 雇用（全会員企業計）：約26万人

• 事業：ロビイング、研修、コンサルティング、データ収集・統計、調査など

t.tezuka
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出典：VKU HP、”Zahlen ,Daten,Fakten 2016”ほか



地域公社（シュタットヴェルケ）の概要

t.tezuka 56

電気事業

ガス

熱供給

水道

下水道

●分野別、市場に占める
VKU会員企業の割合

出典：VKU HP、”Zahlen ,Daten,Fakten 2016”

電力

ガス

熱

水道

下水道

廃棄物

ﾌﾞﾛｰﾄ
ﾊﾞﾝﾄﾞ

交通

その他

●分野別投資状況 単位：百万€
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地域（公社）×住民×まちづくり
エネルギー、くらしの基本を、地域の手に取り戻す

➡ 地域経済、環境エネルギー・地域政策において

地域、自治体が裁量権、決定権をもつ

➡ 地域の復元力、内発的な強化

• エネルギー小売／供給網事業からの利益が、地域、自治体の収益に

• 事業・税収入を、他の公共サービス事業に活用・・・交通、文化、福祉など

• 雇用を生み、委託や投資を地域の企業に優先的に行える。

• 気候変動対策、資源制約への対応、ブロートバンド敷設等、自治体の目的を戦略的に
実現するために公社と協調が可能。

◎エネルギー自治を通して・・・
→ 価値を地域で生み、地域で活用し、地域・住民による持続可能なまちづくり

• 化石資源･原子力は有限。経済的な化石資源・エネルギーはない。

• 輸入資源、不安定な資源投機からの自立／非依存

• 再生可能エネと省エネ分野の技術開発が世界的に進行、ノウハウも蓄積され経済的に
もチャンス

• 都市、農村地域の構造転換：地域の資源活用⇒地域経済の活性化、

• 地域の未来に対する合意形成
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「エネルギー目標設定 サークル」

価値の創出

空間デザイン
・計画

エネルギーの
転換

電力利用の
ネットワーキング

共に成し遂げる



適切な制度設計

・中長期目標、ロードマップ

・再エネ優先接続、利用

・送配電網設計：広域、公正

・事業性担保

市場の努力

・技術開発

・ビジネスモデル開発

・流通構造

社会的受容性

・地域・市民主導

・住民・消費者目線

・民主主義、当事者化

共通課題：持続可能な社会への転換（分権化・分散化）

◎手段としてのエネルギー大転換

⇒再エネ・省エネ、電力システム改革

⇒横断的な取り組み・事業の必要

⇒事業主体の多様化 ・自治体/地域事業

・卒FIT事業

・地域・自治体新電力

・地域エネルギー条例

・住民債の活用

・市民電力、エネルギー協同組合

・産消連携 ・コスト・質の見える化 ・キャンペーン
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【地域】・協働、戦略
・パートナーシップ

・ネットワーク


