
スウェーデンの少女グレタの呼びかけに応えて、日

本の若者による Fridays for Future が立ち上がり、

全国で気候アクションを呼びかけています。昨年のエ

ネルギー基本計画改定運動での出会いを大切に、私た

ち大人団体も応援します。こだいらソーラーも呼びか

け団体となっています。 

アクションデーは、9 月 23 日。東京では、青山国

連大学前からのパレードが行われました。 

こだいらソーラーは、先立って前日の９月２２日に、

市議会議員有志の皆さんとともに、市役所前でのアク

ションを行いました。 

ようやくコロナも収束のきざしを見せ始め、２年

間まるまるお休みだった屋外イベントが、久しぶり

に再会されはじめました。以下のイベントにエント

リー、参加しました。 

●ごみゼロフリマ  ５月２８日 

●小平環境フェスティバル ９月１０日 

廃食油の回収では、

この機会をまってい

た方々が、ためてく

ださっていた油を

次々に持ち込んでく

ださいました。 

これからの予定 

●元気村祭り 10 月 23 日～30 日 

小平の市民活動団体が一同に会するイベントもコロ

ナの２年間、自粛していました。今年はリアルとオ

ンラインのハイブリッド開催。どちらにもエントリ

ーします。この期間中にオンラインセミナーを開催

予定。https://afesta.net/ 

●中央公民館サークルフェア 11 月 5 日,6 日 

●みたかエコマルシェ 11 月 13 日（日）午後 

みたか南口商店街の歩行者天国を借り切っての稀有

な環境イベント。昨年に引き続き今年も出展予定。 

https://www.mitakahatsuden.org/ 

●第一弾 
「電力が足りないって本当？省エネと再エネこそが

解決策」 

電力逼迫注意報が出るほどの一時的な電力不足は

気候変動がその原因。回避のためには、省エネはもち

ろんのこと、電力を増やす取組は、原発再稼動でも、

石炭火発延命でもなく、さらに再生可能エネルギーへ

のシフトを進めることです。 

つくる市民電力と供給する小売会社と使う消費者

が連携することによって、今こそ、再エネで暮らす未

来をご一緒に。 

お話：吉田明子さん 

（FoE Japan、パワーシフトキャンペーン） 

日時：10 月 30 日（日）14 時～  

●第二弾 

「ゼロカーボンシティ宣言」実現に向けて市民会議 

 地球の平均気温の上昇を 1.5℃に抑えるため、

2050年までにカーボンニュートラルの達成が必要で

す。これに地域から取り組もうという自治体の意思表

示が、ゼロカーボンシティ宣言。小平市は 2022 年２

月に宣言しています。 

宣言にとどまらず実現をめざすため、市民と行政が

連携して取り組むことが必要です。地域のエネルギー

需給状況を点検し、再エネポテンシャルを踏まえた作

戦をご一緒に考えましょう。 

お話：歌川学さん（産業技術総合研究所） 

日時：12 月 4 日（日）14 時～  

いずれもオンラインにて、参加費無料 

申込は、それぞれ２日前までに、 

下記のメールアドレスまたはQRコードにて→

kodaira.solar@gmail.com 

 

 

市民発電所リスタート！ 
～自家消費型で行こう!! 

お話：山﨑求博さん（市民電力連絡会副理事長） 

日時：10 月 28 日（金）19 時～オンラインにて 

参加費：1500 円（市民電力連絡会会員は 1000円、

こだいらソーラー会員も） 

申込：市民電力連絡会公式ウエブサイト掲載の申込

フォームにて 

https://forms.gle/8meJwku4NkvG6kzi8 

 

 

 

 

 

物価高騰、電気料金もうなぎ上りに 

戦争の影響などで、天然ガスをはじめとする化石燃

料価格が高騰し、電気料金が値上がりしています。ロ

シア依存の大きい欧州などではとくに影響は顕著で

すが、我が国も例外ではありません。 

しかし、電気の卸売価格となる電力市場価格の異常

な高騰は、それ以前からのもので、燃料価格の値上げ

分をはるかに超えています。電力不足がその原因とい

われていますが、本当でしょうか。 

しかし、今年 3 月、また 6 月にも見舞われた電力逼

迫の本当の理由は、気候変動にあります。季節はずれ

の寒波や猛暑がエネルギー需給を狂わせた結果なの

です。 

火力発電、ことに石炭は気候変動対策としてもとも

と退潮を余儀なくされているもの。電源確保のために

延命を図るのは本末転倒です。再エネへのシフトを加

速することこそ、電源確保のための解。持続可能な地

球のためのエネルギーは CO2 も放射能も出さない再

エネに他なりません。 

電力自由化で、 

健全な電力市場はできたのか 
電気を仕入れて供給する電力会社は、発電所との直

接取引（相対契約）での仕入れで不足する電力を電力

卸売市場から調達しており、30 分ごとに売りと買い

の見合いで市場価格が約定し、取引が行われます。 

この調達価格＝市場価格が、通常平均 10 円くらい

で推移していたものが、

一昨年の冬に一時は

200 円を超える事態と

なり、その後も日常的な

市場価格高騰が続き、も

うじき 3 回目の冬がめ

ぐってきます。  

電気は、水などと同

様、いのちにかかわる公

共財であり、電力事業者

は足りる量を用意する

責任があるはずで、国も

それを課しています。今

年 3 月や 6 月の異常気

象による逼迫は例外しても、電気は十分足りているは

ずで、市場が電力不足となるのは、電源をほとんど独

占している旧一般電気事業者と地域偏差を調整する

広域機関に大きな責任があると考えます。市場のシス

テム自体が、健全に構築されていないといわざるを得

ません。自由市場だから価格も自由にと放置してよい

問題ではありません。 

ことに再エネ市民電力として許せないことは、FIT

価格で売電している電気が、新電力にわたるときには

市場価格に連動して、同様に高騰してしまうことです。

このことが、再エネ新電力をさらに苦しめているので

す。 

また、あろうことか、政府は電力不足への危機感を

てこに、原発再稼動や、石炭温存をすすめようとして

います。すでに入札が始まった容量市場も、火力発電

や原発の延命策になりかねず、さらにあらたな脱炭素

火力と称する発電（水素やアンモニア混焼など）への

支援策も検討されているのです。 

抜本的な市場高騰対策を求める 

 市民電力がつくった再エネの電気を市民に届ける

ことが、私たち市民電力の願いです。そのために再エ

ネ新電力を応援して、パワーシフトキャンペーンを展

開してきました。 

仕入れ値が売値を超えて逆ザヤになるほどに高騰

して、新電力の経営危機を招いている現状を、市民電

力としても看過できません。 

パワーシフトキャンペーンでは、電力市場高騰への

抜本的な対策を求めて、署名活動を呼びかけています。  

オンライン署名は、こちら（Change.org） 

https://change.org/Save-PowerShift/ 

または同封の署名用紙を送ってください。 
 

消費者にできるささやかな応援は、30 分ごとに約

定価格が変わる市場では朝と夕方の価格が高くなる

ため、その時間帯の節電です。昼間お日様の照ってい

るときに掃除も洗濯もというソーラーライフの基本

とも通じるライフスタイルが、新電力の支援ともなる

のです。 

また、新電力の市場依存を軽減するため、卒 FIT 電

気は、ぜひに新電力にお預けください。 

ＮＰＯ法人こだいらソーラー 
〒187-0022  

東京都小平市上水本町 3-16-55 

メール  kodaira.solar@gmail.com 

ウエブサイト https://kodairasolar.wordpress.com/ 

紹介動画 https://youtu.be/MWAhd4Ycw5M 

気候アクションに参加 
～エネ基改定に一緒に取り組んだ若者たちとともに 

こだいらソーラー連続セミナー 地域の市民発電所 

ＮＯ．19  2022年 10月発行 

http://kodairasolar. wordpress.com/
 

 

イベント再開相次ぐ。こだいらソーラーも出展 

市民電力ゼミナール第 6回(市民電力連絡会主催) 

 

https://www.mitakahatsuden.org/
mailto:kodaira.solar@gmail.com
https://forms.gle/8meJwku4NkvG6kzi8
mailto:kodaira.solar@gmail.com
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7機の発電所がそろい踏みではじめて丸１年稼働し

た一昨年より、秋の号には年間発電量の一覧表を掲載

しています。 

７つの発電所は、多摩北の同じ地域にあるので日照

こそほとんど同じ条件ですが、方位や屋根の形状、陰

になる障害物などによって、発電実績はまちまちです。 

全面南向きの６号みどりがもっとも効率よく発電

しています。次に比較的条件がよいのは１号、２号や

まびこ、３号未来。４号めぐるはほぼフラットの屋根

設置と東の鉄塔の影の影響あり。５号むさしは三分の

一が北向き、７号よつばは西向き設置。それぞれ多少

の日照制約があり、それなりの発電量となっています。 

それぞれの発電量の差異が制約なりになっている

こと、年ごとの発電量の差異が７機ともそろっている

ことも、発電設備の故障などがなく健全であることの

証となります。 

はやいもので、すでに１号設置から９年。来年は最

初に拠出いただいた１号機の資金の返済の年となり

ます。 

それ以降の返済予定は以下の通り。 

帰ってきた資金は、さらに再エネ拡大へご活用くだ

さい。 

2023 年 １号 10 年債（１号完済） 

2024 年 みどり・よつば５年債 

2025 年 やまびこ・未来、めぐる 10 年債 

2026 年 むさし 10 年債 

2029 年 みどり・よつば 10 年債 

2030 年 やまびこ・未来、めぐる 15 年債（やまび

こ・未来、めぐる完済） 

2031 年 むさし 15 年債、みどり・よつば 12 年債

（むさし、みどり・よつば完済） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/23～30 元気村祭り出展、オンライン参加 

10/30  こだいらソーラー連続セミナー第１回 

10/28 市民電力ゼミナール第６回 

11/5,6 中央公民館サークルフェア 

11/13 みたかエコマルシェ 

12/3  小田原かなごてファーム発電所見学 

12/4  こだいらソーラー連続セミナー第２回 

12/18 市民電力交流会 2022 

2023年 2月 こだいらソーラー10周年 

 

 

太陽光を活用するソーラーグッズの普及に取り組

んでいますが、このところはセミナーやイベントが

開けず、出番がありません。そこで、試しに使って

みたい方への貸し出し（レンタル）のご相談に応じ

ます。 

問合わせは、事務局まで 090-8505-4192 

 

独立太陽光発電装置 

 ベランダ等においたパネ

ルで発電した電気をバッ

テリーにため、照明やパソ

コン、スマホの充電などに

使う独立装置。工作セミナ

ーを開催して、自ら組立て

いただいていましたが、こ

の２年は開催を断念。今年

の開催も未定です。 

 再開まで待てない方は

ご利用ください。 

◆貸出料（配送料別） 

5000 円（半年）、 

8000 円（１年） 

 

ソーラークッカーかるぴか 

 太陽熱をパラボラ型のパネ

ルで集熱して、食材を加熱調

理する機器。日照にもよりま

すが、１ℓの水を沸騰させる

のに、約 30～40 分くらい。

汁物、煮物、ご飯も炊けます。 

◆貸出料   

1 か月以内 3000 円（配送料別） 

 （イベントでのデモ使用含む） 
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第２号やまびこ 10.3kW 
2014年 12月発電開始 
NPO 法人地域福祉第２こだま小規模多

機能サービス施設（小平市津田町） 
 

第 5号むさし 13.3kW 
2016年 5月発電開始 
社会福祉法人六三四  

障がい者生活リハビリセンター六三四 

(小平市仲町) 

 

 
第 7号よつば 11.0kW 
2019年４月発電開始 

社会福祉法人未来 施設「ホーム・クロ

ーバー」(小平市花小金井) 
 

 

第３号未来 13.4kW 
2015年 1月発電開始 
社会福祉法人未来 生活介護 

施設「夢風船」（小平市小川町） 

 

 
第 4号めぐる 25.3kW 
2015年 7月発電開始 

㈱千葉企業リサイクルセンター廻

田工場 (東村山市) 

 

 
第６号みどり 16.2kW 
2019年 4月発電開始 

社会福祉法人未来 施設「夢の樹み

どり」(小平市小川町) 

 

こだいらソーラー 

市民発電所 7機 
昨年までの９年間の発電実績 

 

2013年 2月～2021年 12月の発電量 

７機総発電量 675,598 kWh 

 
 

 

発電所名 第 1号 やまびこ 未来 めぐる むさし みどり よつば 

容量 12.0ＫＷ 10.3ＫＷ 13.4ＫＷ 25.3ＫＷ 13.3ＫＷ 16.2ＫＷ 11.0ＫＷ 

 売電量 売電量 売電量 売電量 売電量 売電量 売電量 

2013年 12,835 kWh             

2014年 14,658 kWh             

2015年 13,983 kWh 13,212 kWh 15,974 kWh 12,646 kWh       

2016年 13,381 kWh 12,331 kWh 16,392 kWh 28,376 kWh 7,820 kWh   

2017年 14,312 kWh 12,790 kWh 16,774 kWh 29,770 kWh 15,856 kWh     

2018年 14,046 kWh 12,112 kWh 15,898 kWh 27,544 kWh 14,966 kWh     

2019年 13,459 kWh 11,779 kWh 15,475 kWh 27,817 kWh 14,349 kWh 15,311 kWh 9,092 kWh 

2020年 12,939 kWh 11,197 kWh 14,805 kWh 26,804 kWh 13,568 kWh 22,229 kWh 12,204 kWh 

2021年 13,553 kWh 11,808 kWh 15,581 kWh 28,604 kWh 14,108 kWh 22,921 kWh 12,319 kWh 

 

 

こだいらソーラーリーフレット改定しま

した。イベントなどで配布しています。 

こだいらソーラー活動カレンダー 

ソーラーグッズを使ってみませんか 


