
平成 27年度 (2015年度)事業報告書

承芳おひさま発電所が設置 。稼働を始めて 1年が経過 しましたが、今年度は市民共同発電所の新規

設置はなく、出前講座と岡山県地域新エネルギー導入推進事業を中心に幅広いテーマで活動を行つて

きました。

昨年 12月 のCO P21・ パ リ合意を受け、温暖化防止の取 り組みをこれまで以上に加速させる必要

があること、電力小売り自由化が始まったことなどから、取 り組みが不十分だった若者 。おとな向け

の普及啓発が課題 となつています。そんな中で 「エネ ミラ若手の会」力`発足、若い世代中心にエネル

ギー問題への関心を高める活動の実践を始めました。具体的な事業は下記の通 りです。

1.調査研究活動

2015.05.13  地域新エネルギー導入推進事業のための下見 (あ わじ環境未来島構想 )

2.講演会事業

2015.05.24 ①記念講演 自然エネルギー100%を めざす ドイツの戦略

立命館大学経営学部 教授 ラウパッハ=ス ミヤ・ ヨークさん

②事例紹介 行政 。NPO・ 企業が連携 して取 り組む地域協働発電所

津山市低炭素都市推進室室長 飯田早苗さん

2015.2.12 電力小売 り自由化学習会開催

3.倉敷市こどもエコライフチャレンジ事業

2015.07.01

2015.07.02

2015.07.07

2015.07.09

2015.07.10

2015.12.21

前半 本荘小学校

前半  味野小学校

前半 倉敷東小学校

前半 長尾小学校

前半 玉島小学校

水島小学校

2015.10.16  後半

2015.10.08 後半

2015.10.09  後半

2015.10.01 後半

2015.10.06 後半

(自 然エネルギー体験キャラバン)

24名

59名

54名

135了名

70名

24名

4.自 然エネルギー体験キャラバン

2015.05.14

2015,05.28

2015.05.29

2015.07.30

2015.10.14

2015.11.17

岡山市城東台小学校 (5年生 53名 )自 然エネルギー体験キャラバン

真庭市草加部小学校 (3,4年生 37名 )自 然エネルギー体験キャラバン

岡山市第二藤田小学校 (6年生 60名 )自 然エネルギー体験キャラバン

矢掛町三谷小学校のびのびクラブ (保育児童 30名 )出前講座

プログラムは「コンセン トの向こう側」

瀬戸内市行幸小学校 (5年生とその保護者 142名 )自 然エネルギー体験キャラバン

瀬戸内市邑久小学校 (5年生 127名 )な るほどエネルギー体験



5。 その他環境教育・各種イベン トに出展・活動紹介

2015.05.08、 2014.05.15 映画 「シューナウの想い」上映会

2015.06.13 倉敷環境フェスティバル出展

2015.08.02 集まれ ! 市民のエコライフ&テ クノロジー出展 (岡 山大学)

2015.08.06 倉敷エコサマースクールにおいて 「うちわ発電工作Jを実施

2015.08.09 第 3回エデュカーレ inたかはしで 「シェーナウの想い」上映とワークショップ

2015.08.12 第 3回おかやま教育支援活動メニューフェア出展

2015.08.18 かんきょうひろば事業 「環境教育 ミーティング」にブース出展

2015.08.27 インターン受け入れ (9月 4日 までの6日 間)

2015.08.29 西粟倉への若い世代対象エコツアー

2015.09.26 おかやまコープのイベントヘ出展 (コ ンベックスおかやま)

2015.11.11 あいおいニッセイ同和損保岡山支店にてWeb約 款寄付金贈呈式

2015.11.29 京都市内で行われた 「アースパ レー ド2015」 に参加

2015.12.13 STOP温暖化倉敷ミーテ ィングに参加

2015.1/16～ 17 イ オ ンモ ー ル お かや ま で の C00L CHOICE OmYAm(環境省 主催 )に 出展

6.岡 山市市民共同発電事業

通年で維持管理

2015.06.02  福島大学 うつ くしまふ くしま未来支援センター地域復興支援部門産業街づ くり担

当より市民共同発電所に関するヒア リング調査

2015.09.26  企業組合 労協 しまね事業国より市民共同発電所づ くりへの相談・ヒア リング

2016.03.05  「地域未来エネルギー奈良」を建部おひさま発電所へご案内と交流会

7.に しあわ くらおひ さま発電所事業

通年で維持管理

2015.05.10 西粟倉村 「春の温泉まつり」出展

8.児 島おひ さま発電所事業

通年で維持管理

.承芳おひさま発電所事

通年で維持管理

2015.09.15 承芳地区星原粉引き水車へ発電機改造設置

0.岡 山県新エネサポー トコール事業

県民からのエネルギー相談を行つた相談件数 25件 (昨年 39件 )

11.岡 山県地域新エネルギー導入推進事業

2015,05.19 地域新エネルギー導入推進事業・第 1回協議会開催

2015.06.30  地域新エネルギー導入推進事業・第 1回県外視察一淡路島



2015,07.21  地域新エネルギー導入推進事業 。第 2回協議会開催

2015。 10.20 地域新エネルギー導入推進事業 ■第 2回県外視察一尼崎 。水素ステーション等

2015.12.25 地域新エネルギー導入推進事業 。第 3回協議会開催

2015.03.18  地域新エネルギー導入推進事業 。第 4回協議会開催

2.自 然エネルギー機器普及事業

ペ レットを 385袋販売 (昨年度は 524袋 )、 注文が少なかったのは暖冬の影響が考えられます。

3.自 治体 。その他への企画提案関連

かんきょうひろば運営委員会  出席 計 7回

2015.05,25 エコパー トナーシップ交流会総会

2015.09.28 中国地域新エネルギー温暖化対策推進会議に出席 (広島市 )

2015.02.17  エコパー トナーシップ交流会企画運営委員会出席

2015.02.18  岡山県地球温暖化防止プロジェク ト推進会議出席

2015.03.05  岡山市区づ くり推進業審査会出席

2015.03.17  再生可能エネルギー等導入推進基金事業事業評価委員会出席

2015.03.24  岡山市市民協働推進モデル事業ブレゼンテーション

2015.03.31  地球環境基金事業に内定

4.広報及び会員の状況

・エネミラ通信の発行 47号 (4月 )、 48号 (8月 )、 49号 (11月 )、 50号 (2月 )

・会員数  正会員が減少傾向

2015年度末  正会員 (個人)122名   正会員 (団体)0名   賛同会員 (団体)0名
(2014年度末  正会員 (個 人)138名   正会員 (団体)0名  賛同会員  (団体)2名 )

15.総会・理事会開催

2015.5.24 第 13回通常総会開催

2015.08.19 中 。長期のビジョン検討の理事 ミーティング

第 1回 5/24  第 2回 6/3  第 3回 8/19  第 4回 10/7   第 5回 11/2

第 6回 2/3   第 7回 3/2   第 8回 4/6  第 9回

6.各種会議、その他

・環境教育 ミーティング 12回、その他事業の打合せ多数

。「若手の会」発足 (2015.11.15)月 に一回 ミーティング.メ ンバー6名 のエネルギー問題に対する

「思い」の違いを尊重 しながら共通の目標を持つことでまとまり、2016年度は具体的な活動に取

り組む予定。

7.寄付金状況
。一般寄付

。エコポイン ト

。あいおいニ ッセ

355,800円 (お ひさま基金含む)

11,688円

イ同和損害保険株式会社岡山支店  196,750円
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合計  564,238円



8.主な事業の成果と

① 市民共同発電事業

今年度は新規の市民共同発電所設置はなく、1～8号機までの維持管理を行いました。児島・承芳の両

おひさま発電所については 1年が経過 し、年間の発電量の傾向が分かりました。児島については予想よ

りも発電量が多く、承芳については、バネルが南向きだけでなく東西にものっているからか、想定より

少なめでした。2016年度は承芳 。児島地域での普及啓発に努めたいと考えています。

② 環境教育

環境出前授業として主に小学 5。 6年生を対象に小学校へ約 17回出向きました。約 800人に私たち

の想いを伝えることができたと思います。

27年度の特徴の 一つは行幸小学校でのキャラバンです。この学校はPTAの お母さんたちが前面に

出て交渉からすべてを担当されました。学校は後ろから援助という形で した。参観 日を使い、子ども

の隣に保護者 (ほ ぼ同数)が座 り、一緒に温暖化の話を聞き、6コ ーナーの体験 1)一緒にまわつてお

られました。子供のみならず 保護者の方にも地球温暖化の深刻さに気づき、考えてもらえたと思い

ます。家に帰ってから1)共通の話をしてもらえるとうれ しく思いました。このような形が増えればい

いなと1惑 じましたc

倉敷市のこどもエコライフチャレンジでは例年通 り、夏体にエコライフノー トを使つて実際に小学

生にもできる省エネを実践してもらい、休み明けにもう一度まとめの授業をすることで、よリ ー層学

習が深まったと思われます。

③ 新エネサポー トコール

県の委託事業として実施、2013年度から電話や Faxな どを通じて相談業務を行つてきました。太陽

光発電や小水力発電についての疑問や知りたい事項を多くの方が持っているようですが、チラシ配布

等をしたものの身近な市町村への相談するケースが多いように見受けられます。この事業は 2015年度

で終 了しました。

④地域新エネルギー導入推進事業

昨年に続き、県の委託事業 「地域新エネルギー導入推進事業Jを実施 しました。県、複数の自治体、

NPO法 人等が「スマー トシティ構想」をより広げるための取 り組みで、県内外の先進事例を学んだり、

県外への 2回の視察 (淡路島、尼崎市、)懇親会を行いましたc参加 されたみなさまからは意見交流の

機会や先進的な取組事例を知ることができ、よかつたと言っていただけました。2016年度も同様の取 り

組みを実施する予定です。
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