最上地域再生可能エネルギー協議会 市民部会 勉強会議事録
■日時：平成２５年３月１日（金）１８：００～２１：００
■場所：日替わりランチ＆カフェ 七いろ
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■オリエンテーション：
□環境省事業について。市民部会について説明。
■自己紹介 ①名前 市町村 何をしているか？本日の会合への期待。③市民×再エネ（期
待）④今日なぜ来たか？
加藤丈晴

庄内櫛引、エネルギーシフト山形、最上地域の若者・女性が楽しくエネルギー
を考える場を作りたい。

井上

亘

金山

子供園園長

ニックネームわたる隊長、子供から老人まで役割と責任を

持ちながら成立する社会を作りたい。
小林 守 最上町 町町議会議員 エネルギーによる自給自足
前保 優子 大田区蒲田 森エネ フリーランス自然エネルギー啓蒙イベント町づくり
女性の就業支援
栗田

哲人

新庄市

花卉園芸生産者

（ミニシクラメン）わたる先生から来いと言われ

てきた

導入におけるコスト、取り入れることから得られるメリットを相互

理解が出来れば
高橋

寛典

新庄市升形

新庄信用金庫総合企画室

再エネ事務局担当フェイスブック１

０００いいねをもらう。
伊藤

正幸

新庄市

ＮＰＯバイオマスもがみ事務局長

ＣＰ会議から刺激を受け→再生

可能エネルぎーみちのく連合を、日本の中の「オーストリア」を作る。
二戸 裕子 最上町 施工管理 目指せ再エネ１００％ 未来に負担をかけない取り組み
山田 則雄 最上町 ＬＬＣモグニ― 山林保護 炭やき どんな人がいるんだろう？小
林さんに誘われてきてみました最終目標の事業化に向けたヒントを得たい。
永井 敏行 新庄市 永井建設 シイタケ栽培
高橋

政幸

新庄市

山形大学国際事業化研究センターコーディネーター

可能エネルギー協議会コーディネーター

事務局

最上地域再生

事業化を！地域に雇用、

産業を創出
菊川

昌典

最上町法田

最上元気研究所

僧以食系男子

尐子高齢化を食い止めたい、

子供が残る街に
吉野 敏充 新庄市 吉野デザイン事務所 あぐりウオーカー きときとマルシェ ツリ
ーデッキ 再エネ協ほーむページ担当。
黒崎 晋司 東京都 市民×再エネ＝自律 （ソフト面）地域づくりのコンサルタント
市民再エネ→自律

楽しい豊かな暮らしが子供たちの代まで続く取り組みを

行う、都会資本がすすめる地域に貢献しない再エネをやめる
田中

康裕

新庄市
の紹介

クリタ園芸で園芸の見習い中

地域の繋がりを持ちたい。栗田哲人

■質疑：
□再生可能エネルギーはどこまで
化石燃料 木質 太陽エネルギー メタンガス、風、波、地熱（温泉）
、雪、小水力 家畜
糞尿（下水汚泥） 環境負荷をあたえないで作り出しす 発電・発熱→最上は発熱
ｒｅｎｅｗａｂｌｅ

ｅｎｅｒｇｙ

もう一回新しくするエネルギー、人間にもあてはめ

る。
□協議会 ＝木質部会、小水力部会、 市民（太陽光）部会で構成
３月４日は小水力発電の勉強会を行う。
小推力のメリット＝発電効率

太陽２０％～２５％

、小水力６０％７０％

何も汚さな

い水が豊富、河川法、水利権、
□市民部会 ミッション 「事業化」全体市民パワーを持って取り組みを支援する団体。
すそ野を広げ理解を深める。
■３つの小グループに分かれてグループディスカッション
テーマ：
「市民部会を、何をしたいか？ どういう雰囲気で運営したいか？」
□キーワード
アグリウオーカーズ、誇り・歴史・エコロジー、多世代があつまる場所
季節ごとに必要なエネルギー、雪の利活用
食とのかかわり、知られざる個人レベルの活動、無知であるがパワーのある市民
可視化が必要、地域にお金が回る→雇用が生まれる
自治体との連携→自治体の事業化 インフラ更新期
地元人材の育成・マーケットの創出、地元の実態調査・情報データーを開示する。
議論＋学習→成功事例の実績づくり、
人のいること集まるところでのみえる化
日分かりやすさ常生活と直結する分かりやすさ市民へのメリット提示
●黒崎晋司氏（ISEP）からコメント
事業化志向と生活文化対立が生まれないように。両方大事。
■事例の共有：
□高橋裕一郎さん：映画「シェーナウの想い」上映会
自然エネルギーを如何に参加者に伝えるか活動している。
三浦先生と南陽市足立市長

引地ガーデンサービスのセッションを行った

多目的広場でのイベント そらべあ
エネルギーは第２の米
今回のイベントでは人が集まらなかった。アンケートをとったら人が集まらないのはおか
しいと回答があり救われた
□吉野プレゼン：Kitokito マルシェ
きときとマルシェが考えている事
３年前に実家の事を思った。
アグリウオーカーとの出会い地元の人に販売したい
目的：新庄最上地区は雪国であることをねっとから
キトキトは葉っぱの上を青虫がきときと歩くから
月末開催５月から１１月まで

□前保優子さん：ゲスト
木質コンサルタントサルタント
山が荒廃しているのは心を痛める、農山村が持続していく仕組みづくり
都会のストレス山の荒廃を一気に解決 たくさんいいものがある
企業の福利厚生、社員教育

山梨県→林業を再生したい

キャンプ場に薪を供給 重油代が村外に流出、
横浜市の水源林横浜市のおじさんが来てくれている。
被災地での活動 まきボイラーでおふろ今でも通っている。蒲田はまち工場のまち
ガンジー：もりが無ければ水が飲めない。
■今日の感想
①名前 ②感想 ③次回まですること
加藤丈晴

みんな熱い良い一歩が踏みだせた。次回開催まで全員がフェイスブックを使え
るように設定する。

田中

康裕

これからどうなるかドキドキします。自分に近いところの地域活性何が出来

るか考えたい。
永井 敏行 話すことはいいものですね！ 自分の仕事の中で考えをまとめていきたい。
山田

則雄

あんな話こんな話の中から何かが見つかりそう。いつまでも残る集落をどう
引き継ぐか考えたい。

二戸 裕子 ＷＡＫＵＷＡＫＵ（わくわくします）
小林 守

ＳＫＥ （再生可能エネルギー）

知恵の集積 アイデアの整理をしてきます。

栗田 哲人 いろいろと共有できたのではないか？

新たな繋がりを探してきます。

伊藤 正幸 市民部会として進む方向が見えた。一人ひとりが成長できる場作りを！
高橋 寛典 キトキトに再エネ協議会で出店したい。ぬいぐるみをきたい
高橋 裕一郎 こういった動きが市民の理解を得広がればいいね
井上 亘

人生は出会いで決まる。具体的なイメージを作り上げていきたい。

山田 幸司

最上は可能性大、市民パワーを拡大、人を誘おう

高橋 政幸 きときとの思いにいいね地域にデザイナーを育てていきたいと考えていた
次回までホームぺジが出来上がっているよう頑張る。
菊川

昌典

今回でた市民部会のセッションに関して、取り組みを進めるのが難しいと感
じた。黒崎氏の事業化と生活文化の両立は非常に重要である。

栗田 晃一 事業家と生活文化の両立に共感 賦存量の把握を行いたいと思います。
吉野

敏充

協議会に参加する幅広いジャンルの人たちの多さに驚きました。ニーズが広
がっていると思いました。自分の再エネの係わりを生活面で探したい。
ホームページ作成も頑張る。

前保

優子

最上新庄の思いに○再生可能エネルギー

もつラーメンもおいしいまた来た

いです
黒崎

晋司

３時間は足りない楽しさ、今度合宿をしましょう！！もがみの方言歴史を勉
強して参加したい。

■次回予定３月２７日１８時～
場所は集まりやすいところで開催する。
今日でたものに対して進め方を検討する。

