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 記念講演 

「 災害に備えようソーラーパネル  

― スマホぐらいは、じぶん電気で充電だ！― 」と総会を開催 

        ５月２５日（土） 文化パルク城陽にて 

 日々のニュースでは地球温暖化の進行がさかんに報道され、台風の強大化や強雨の発生など災 

害が多発しています。昨年は大阪府北部地震、や関西に上陸した台風も多く、台風２１号は京都 

府を直撃しました。また、同じく北海道胆振東部での大地震は記憶に新しいところです。 

北海道の地震では全島停電・ブラックアウトによりテレビなど電化製品が使えなくなりました。 

特にスマートホン＝スマホが使えなくなり、充電できる場所で行列を作る人々のニュースをご

覧になった方も多いのではないでしょうか。 

日頃から使える、イザというとき役に立つ！こんなとき、じぶん電気、身近で簡単にできるソ

ーラー発電、手回し発電などちょっとした備えが暮らしを支えてくれると思いませんか？“自分

で発電！”のワークショップをたくさん手掛けてこられた山見 拓（やまみ ひらく）さんにベラ

ンダ発電の事例やじぶん電気を経験することにより、何気なく使っていたエネルギー・電気を考

える機会になり、エコな暮らしに気づくこともお話しいただきます。  ご一緒に学びませんか。  

入場無料・事前申込不要・先着６０名  城陽市後援 

 

☆日時    ５月２５日（土）午後１時から    

         （ 1時開場 1時半開会 ） 

 

☆場所    文化パルク城陽西館 第３会議室    

         （近鉄寺田駅 南へ約 10分） 

 

☆タイトル  災害に備えようソーラーパネル 

―スマホぐらいは、じぶん電気で充電だ！― 

 

☆講師  山見 拓 氏 

  有限会社ひのでやエコライフ研究所主任研究員 

 

             自転車発電機や手回し発電機などの展示も！ 

 

  記念講演終了後、同じ会場で市民発電・城陽の総会を行います。 

城陽おひさまプロジェクトnews  

第 34 号 2019 年 5 月 6 日 NPO 法人市民共同発電をひろげる城陽の会   

                        ( 0774-55-4190 http://jyoyonokai.sakura.ne.jp) 

http://jyoyonokai.sakura.ne.jp/
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ＮＰＯ法人 市民共同発電をひろげる城陽の会 第７回総会 

        ５月２５日（土） 記念講演終了後 文化パルク城陽 

 ４月２２日、ぱれっとＪＯＹＯにて理事会を開催、理事・監事全員の出席のもと、５月２５日に第

７回通常総会の開催を決定しました。会員のみなさんのご参加をお願いします。 

 日程  ５月２５日（土）３時１０分より 

 場所  文化パルク城陽西館第４会議室 

 議題  1号議案 30年度事業報告 決算報告 

     2号議案 31年度事業計画 事業予算 

     3号議案 役員改選 

     4号議案 議事録署名人選任 

     その他 

 昨年度は、春のクルベジ講演で炭を使った地球温暖化防止活動と美味しい野菜つくりのジョイ

ントを亀岡の田中さんにお話しいただき約６０名が参加。秋には原発ゼロの会と共催で城南信用

金庫・顧問の吉原毅さんに「協同組合の理念とエネルギー問題 原発ゼロで日本経済は再生する」

を開催、約１５０名の参加で原発ゼロ・再生エネルギー普及促進を大きく訴えることが出来まし

た。残念ながら再生エネルギーの普及については見積もり段階までに終わり、２０１８年度の新

規設置はありませんでした。今年度の大きな課題です。 

 会員の皆さんのたくさんの論議で活動の幅を広げ、深い分析を行ってより良い運営にしていき

たいと思います。記念講演・総会へのこぞってのご参加をお願いします。 

 

卒フィットは再生エネ「主力電源」化へのチャンス 

固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）が２００９年１１月に始まり、１０年後の今年１１月に最初

のＦＩＴが終了します。保証期間の終了、つまりＦＩＴ卒業、卒フィットです。期間後の電気の

取り扱いなど政府情報が少なく、４月になってようやく関電など大手電力会社が８円/ｋｗを提

示しました。 

いわゆる「２０１９年問題」について、私たちは政府に対してきちんと対応するように求めて

います。ソーラーでつくられた電力は燃料費ゼロ、その上二酸化炭素排出ゼロの環境価値があり

ます。政府は、その電気を集めてビジネスを展開する新買取業者（アグリケーター）が活動しや

すい環境を整えるなど発電意欲を支え、新規事業を起こし、再生エネルギーが本当に「主力電源」

となるように政策誘導すべきです。 

ＦＩＴ期間が終わってもパネルは太陽の光を浴びて発電していきます。「問題」はチャンスに

変わります。皆さんもいろいろなご意見や情報をお寄せください。 

 

電力切替（パワーシフト）昨年末で 1000万件超を達成 

 ２０１６年４月に始まった電力小売の自由化は満３年を経過、昨年１２月集計で１０００万件

を超えました。毎月３０万件もの新電力への切替が行われたことになります。今年になってから

もその勢いは衰えず、昨年末から３月末までの切替数は１２２万件にもなっています。再生エネ

100％の電力を商品として開発している法人も出てきています。パリ協定で脱炭素社会が世界の

合意となり、暮らしの中から「2℃以下、出来れば 1.5℃以下」をめざす人々の消費行動が大きな

うねりとなってきています。 
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☆新電力切替件数表  

     
      （単位：千件） 2016/12/末 2017/12/末 2018/12/末 2019/03/末 

エリア ｽｲｯﾁﾝｸﾞ件数 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ件数 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ件数 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ件数 

北海道電力株式会社 129.2  307.9  465.9  507.3 

東北電力株式会社 84.7  234.0  446.1  503.5  

東京電力ＰＧ株式会社 1443.8  3035.1  4947.8  5588.8  

中部電力株式会社 202.8  610.0  1024.5  1133.1  

北陸電力株式会社 12.3  38.9  62.1  71.1  

関西電力株式会社 517.9  1275.5  2071.5  2296.6  

中国電力株式会社 16.6  109.1  199.8  241.9  

四国電力株式会社 21.0  82.9  157.1  177.3  

九州電力株式会社 146.2  416.1  684.3  760.0  

沖縄電力株式会社 0.0  0.1  4.5  6.6  

       計 2574.5  6109.6  10063.6  11286.2  

対前年末増減数 0.0  3535.1  3954.0  1222.6  

     

ｽｲｯﾁﾝｸﾞ件数はシステム運用開始 2016年 3月 1日 13時からの累計値 

電力広域的運営推進機関の公表（プレスリリース）による 

 

 地球温暖化防止活動推進員に今年も応募  

４月６日（土）午後１時３０分から北山駅近くにある京都学・歴彩館（旧名称 京都府総合資

料館）において第９期京都府地球温暖化防止活動推進員委嘱式が行われました。  

今期の推進員は３１５名、城陽からは土居理事長始め多くの方が応募され、委嘱を受けました。

第９期の委嘱期間は１９・２０年度の２ケ年です。これから各推進員さんにより京都府内様々な

地域で小学校の行事やゴーヤの栽培、エコライフ診断、太陽光発電の普及など多様な温暖化対策

の活動が展開されます。 

委嘱式には１１２名の方々

が参加され、引き続いて行わ

れた第１回研修会では国立環

境研究所の副センター長・江

守正多氏より「気候変動リス

クと「卒炭素」への道」とい

うタイトルで講演が行われま

した。２０５０年秋の天気予

報の仮想実況中継など面白い

企画で環境問題を学び、人類

が化石燃料文明を卒業しよう

としていることをとても分か

りやすくお話しされました。 

委嘱式の後の記念撮影（温暖化防止活動推進センターｈｐより）  
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あなたの屋根におひさま発電を！初期費用ゼロで！燃料費ゼロで、 

                                         温暖化効果ガス排出ゼロで！ 

エネルギーの地産・地消、地球と地域にそして家計に温かいソーラーパネルを 

個人宅おひさま発電ゼロ円システム 2019まもなく募集開始 

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量を増やせば、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活用可能。 

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  

＜２０１９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。 

 ③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。 

 ④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 2019 年 5 月 25 日~2019 年 11 月 30 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。 

・安全対策上の経費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 11,930 円                 

 ＊設置面数や瓦種類に    B 4.54kw 月額支払 14,330 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 15,860 円  

                  D  太陽光発電 3.78kw+蓄電池 5.6kw 月額支払 26660 円～27710 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 4 万円/kwh 上限 24 

万円の城陽市補助金制度があります（近隣自治体もほぼ同様、詳細は要問合せ）。 

 

・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 

 

＜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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