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総会記念講演「食卓から地球を冷やそう、炭で野菜づくり クルベジ®のとりくみ」

（概要報告） 

省エネ・再エネ講演会に 57 名（城陽、宇治、八幡、木津川、亀岡、宇治田原、精華、

京都から）5 月 26 日文化パルクで開催、講師は田中秀門氏（NPO 法人京都もやいなお

しの会理事・亀岡市生涯学習部長） 

   
     講師の田中さん            左の机の上にはクルベジ野菜 

 2013年の内閣府の数値では、城陽市は 1634億円の所得が生成されているが、地域経済循環率は

64.8%、市域外の所得が流れている。亀岡市は 74%。地域の中でどう資金を回すかということもク

ルベジを考える上で大切な視点。 

温室効果ガスの増加で温暖化が促進され、海面上昇・異常気象の増加、乾燥化・感染症の

増加など様々な影響が表れている。その原因が産業革命以降の化石燃料使用で大気中の二酸

化炭素濃度の上昇、それにより地球の熱が放出されにくくなってきている現象だということ

はみなさん良くご存じ。 

亀岡市では環境基本条例に温暖化対策を位置づけ、「カーボンマイナスプロジェクト」のと

りくみを始めた。亀岡市は 225 ㎢、その 7 割が山林、その山林は荒れ放題。何かしようとし

ても山の樹木の利活用はお金がついて行かない。お金を出さずに環境に対して何か簡単に取

り組める方法はないだろうか。中山間地では人がいなくなり、森林による炭素固定は不安定。

社会貢献したいとの思いを持つ企業や生活者を結ぶ仕組みを考えて、生まれたのが環境保全

ブランド”クルベジ®”。豊富な山林資源（バイオマス）と農業をを組み合わせる取り組みが

2008年から亀岡をモデル地域として始まった。 

趣旨に賛同する企業・農業者を募り、研究機関として立命館大学、龍谷大学、京都学園大

学などの参加を得てスタート。販売拠点として地元のスーパー・マツモトもクルベジコーナ

ーの設置を快諾。協賛企業からは広告料として野菜に貼るシール 1枚につき 20円を負担して

もらい、クルベジ運営委員会と農家の収入としている。スーパーには手数料として 15％を支

払うなどのルールを取り決めている。実証的な実験なのでそれぞれの役割を明確にすること

が大切。クルベジ農家でつくるクルベジ育成会は実証圃場の実際の運営管理を、立命館大学・

京都学園大学は炭堆肥づくりなど技術面を、龍谷大学は学校教育を通じた教育などソフト面

の取組みを行うなど。市役所は総合的な調整を行っている。 

具体的には 放置竹林伐採（1 反を機械で半日ほどで刈り取り）➞炭化器で炭にする（切

り取って、少し日を置いて水分を抜いた竹使用）➞2 時間ぐらいで作業終了。水をかけて火
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を消し、雨ざらしにする。➞堆肥に混ぜて使用。 

 竹炭入りの堆肥を入れた圃場で収量や育ち具合の観察結果。 

・ムギ（農林 1号） 炭の使用量が多い区画ほど倒伏が抑えられた。炭の使用量と収 

 穫との相関関係は見られず。 

・キャベツ（恋風） 堆肥だけの区画に比べ、収量の増加が見られた。 

・小豆 炭を入れた区画の根は根粒が非常に多くついていることが観察された。 

炭は肥料ではない。炭の中に細かい穴があいていて、そこに土中の養分や水分・酸素 

などが貯留して作物の生育を助ける土壌改良材の役割を果たしている。また、炭を入れたか

らと言って収量が減ったりすることはない。安心して使える材料と言うことができる。 

クルベジ野菜は学校給食にも利用され、食育教育の一環を担っている。小さい頃から 

ら環境や亀岡の野菜に親しんでもらう、そんな狙いもある。市内のレストランや大学の 

食堂のメニューにも取り入れられている。 

販売拠点は現在 3ヶ所に増え、売り上げは平成 28年度で約 1730万円、右肩上がり。 

販売コーナーに出せば全部売れてしまう。悩みは露地栽培だからどうしても端境期ができて

しまう。この対策としてクルベジで山田錦を栽培してお酒を造るなどの工夫をしている。 

私たちのプロジェクトの新たな展開の一つにソーラーシェアリングがある。70a の農地に

ソーラーパネルを設置。通常のソーラーパネルの支柱より高い 3ｍはあり、大型農業機械が

入る。発電能力は 528kw/日、約 160世帯分の電力を賄うことができる。売電価格は 38円/Kw、

総工費は 1億 5千万円で h28年 8月に稼働。ここで発電しながらシイタケやニンニクを栽培。

お勧めはニンニク。現物を見てください。 

ソーラーシェアリングは農地の一時転用許可が必要になる。以前はかなり、厳しく制限さ

れていたが、今は国が推奨するようになってきたので緩和される方向だ。    

これまでの取り組みが評価されて国内外から視察が増えた。低炭素杯 2013で金賞（環境大

臣賞/地域活動部門）を受賞。高知や千葉、府下の福知山でも同様なプロジェクトが始まって

いる。クルベジで農作物を生産するクルベジ農家は発足当初の 13農家から 30農家に増えた 

がもっと発展させたい。これまでの取り組みから大切なことは次のことだと思う。 

・取り組みを継続させること 

・腹を割った本音の議論ができる環境整備 

・お金の流れを変える（都市から農山村へ中央から地方へ） 

・住んで良かったと思えるまちづくり、自慢できる 

・「地域愛と誇り」を持つこと 

・・・・・・・・・・主な質問等から・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・炭化器価格は？  ⇐12万円くらい（MOKI製作所） 

・竹炭は混ぜるのか、野菜の周りに撒くのか？  ⇐混ぜる。毎年 10a当り 500kg。 

・ソーラーパネルの下では日陰になるが大丈夫？ ⇐トラクターが入る高さがあり、キャベ 

 ツ、ニンニク、シイタケができる。シイタケは日陰向き。 

 ・農業経営として成り立つか ⇐市役所補助金 150万他大学の研究費が使われている。地域 

特性を見極め、参加する団体個人の役割を明確にし、縦、横の連携の下、腹を割った議 

論ができることが成り立つ条件。 

 

＊書籍紹介「カーボンマイナスソサエティ ｸﾙﾍﾞｼﾞでつながる・・」1400 円在庫ｱﾘ
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第６回通常総会報告 

日時 2018年（h30年）5月 26日（土）15時半～16時半 

場所 文化パルク城陽西館第４会議室 

出席 21名（正会員 45名） 

・土居理事長の開会挨拶の後、理事長推薦の杉浦副理事長が議長に選出。 2号議案報告中の山内理事  

・1号議案 29年度活動報告を土居理事長がパワーポイントで説明報告。 

 1号議案 29年度活動計算書他の決算報告を山内理事が説明報告。 

・監査報告では澤江監事が「業務執行及び財産状況が適正に執行処理されている」と報告。 

・2号議案として再エネ発電設備等の設置や再エネ・省エネ啓発活動をひろげるために、30年度 

 活動計画、30年度活動予算を関根理事が提案説明。続いて再エネ発電設備等の借入金を 900万 

 円を上限として設定したい旨、古家野理事が補足説明。 

・3号議案として法改正に基づき、貸借対照表を公告することが義務付けられ、定款第 9章（公 

 告の方法）55条に次の追加文言を入れることを古家野理事が提案説明。 

  追加文言「ただし、法 28条の 2第 1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府 NPO 

  法人ポータルサイト（法人入力情報欄）に掲載して行う。」 

・１～３号議案を一括審議され、可決。 

・４号議案として総会議事経過をまとめるにあたり、古家野理事より関根理事、山内理事を議事 

 録署名人に提案、選任の同意を得た。 

 

2017 年度（h29）活動報告からの紹介 

・法改定により、2012年 7月以降設置の再エネ発電事業者は発電事業計画書を再度、9月 30日ま 

 でに経産省に提出しなければ売電できなくなることになった。1 号機から 10 号機のみならず、 

 会員の発電設備所有者すべてにお知らせして、可能な限りサポートし、メディアにもこの問題 

 を発信。 

・久御山母親大会（10月 28 日久御山、宇治、城陽 32名）に「原発に頼らないエネルギー、私た 

 ちの地域で何が出来るか」をテーマに講演をする機会があった。これが契機になり、宇治市小 

 倉町に 11号機発電所の設置につながった。 

・5月 27日総会の記念講演で「パリ協定って、何？」を開催（城陽、宇治、久御山 40名）。低炭 

 素から脱炭素へ、温暖化対策の新ルールを学んだ。 

・11月 5日「イモで発電！ホントに？」を開催（宇治、城陽 30 名）。燃料作物としてのイモの多 

 大な可能性を学んだ。 

・温暖化防止活動の一環としてエコライフ診断活動に取り組み、19名が参加。 

 

＊ 法人税、事業税、住民税等が 68,400 円より 900 円アップ 

 2013年 8月 27日法人登記以来、2018年 3月決算で初めて事業部門が黒字（42,056円）になり、 

 初めて法人税（6,300円）を納めることになりました。総会後に法人税を納めると細かい税金 

 が様々加算され、当初の想定では総額 68,400円でしたが 900 円アップの 69,300円になりまし 

 た。 

＊2018 年（h30）会費未納の方は年会費 500 円納入をお願いします。 

＊書籍紹介「地球温暖化は解決できるのか パリ協定から未来へ！」900 円在庫ｱﾘ
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個人宅おひさま発電ゼロ円システム 2018 

脱原発、地球温暖化防止のため、再生可能（自然）エネルギーの普及に貢献したいけ

れど、自宅に太陽光発電パネルを設置する初期費用の負担が大きすぎると考えておら

れた方々にはうれしい仕組みです。                          

＊2013年の法人設立以降、11基、累計出力 53.37kwに到達しました。 

 

①一般のご家庭に初期費用０円で太陽光パネルを設置。9年間月次定額料金支払で可能。 

②ご家庭の省エネ努力によって売電を増やせば、月々の負担を減らすことが可能。 

③初年度から太陽光パネルはご自身の所有となる。 

④10年目以降は定額支払もないので発電分すべてが家計に貢献。 

⑤脱原発、地球温暖化防止、エネルギーの地産地消に貢献できる。 

＜個人宅おひさま発電ゼロ円システムのイメージ＞ 

会員 協力金拠出⇒       ⇒パネル設置        ⇒電気代支払 

                     

会員 返 済 ←        ←9年間定額支払  設置者 ←売電料金  

＜２０１８年度の応募概要＞ 

①城陽市及び近隣市町村の会員に募集します。 

 ②会員の自宅で実際に生活されていること。 

 ③屋根材が太陽光パネルの荷重に耐えられ、雨漏り等の恐れがないこと。 

 ④電力会社との受電契約（予定含む）があり、系統連系ができること。 

 ⑤市民発電の会が定める設置費目安前後で設置できること。（建物により、変動あり） 

 ⑥引っ越し予定がなく、９年間継続してお支払できること。  

 

・募集期間 2018年 5月 26日～2019年 1月 31日まで 

・申し込み受付分から、見積もりさせていただきます。 

・安全対策上の足場費用と消費税を含む費用設定です。 

 

・設置費目安（一面設置例） 

A 3.78kw 月額支払 11,929円                    

＊設置面数や瓦種類に  B 4.54kw 月額支払 14,327円      *画像はｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｺｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ様より  

より、変動します。   C 5.29kw 月額支払 15,853円  

                     D  太陽光発電 3.78kw+蓄電池 5.6kw 月額支払 23,584円  

＊二つの設備同時設置の場合は太陽光 1万円/kw上限 4万円、蓄電池 6万円/kwh上限 36万円城陽 

  市の補助金あります。（近隣自治体も同様）、Dプランの蓄電池は単独設置より 18%値引きされ 

 ています。 

・手続きの流れ ①見積申込 → ②設置場所調査 → ③見積説明  → ④契約  

 → ⑤事業計画認定 → ⑥パネル設置 → ⑦送電会社への連系契約 →⑧発電開始 

 ＜2018年 5月 26日 NPO法人市民共同発電をひろげる城陽の会 問合せ先 0774-55-4190＞    
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