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平山奈央子（滋賀県立大学環境科学部） 

 

 現在、琵琶湖の総合保全計画が見直しの時期を迎えています。この計画に基づき、進めら

れている行政施策や市民活動の結果、琵琶湖流域の環境はどのように改善したのでしょうか。

これらについて、主に行政や専門家で議論されていますが、住民、一次産業従事者、事業者、

NPO など多様な主体が評価プロセスに参加する必要があると筆者は考えています。ここでは、

琵琶湖流域評価への住民参加について考えるための参考資料として、住民と行政における評

価の差異について調査した結果をご紹介します。 

 

琵琶湖は、水資源としてだけでなく豊かな

生態系を育み、流域に住む人々によって固有

の文化や景観が形成されるなど、多様な価値

を持っています。しかし、1960 年代以降の

琵琶湖では流域内の様々な活動が複雑に関

係し、水質やアオコ、外来生物などの課題が

顕在化してきました。そこで、河川管理者で

ある滋賀県は琵琶湖総合保全整備計画（マザ

ーレイク 21 計画、以下「ML21 計画」）を 2000

年に策定し、琵琶湖の保全を進めています。

同計画は 2010 年までを第１期、2020 年まで

を第 2 期とし、第 1 期計画 1）では「水質保

全」「水源かん養」「自然的環境・景観保全」

の 3 つの柱を掲げ政策や施策を進めてきま
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した。2008 年から第 2 期計画 2）の策定準備

が始まり、その一環として琵琶湖流域の将来

像を住民参画の下で作成するため、5 回の市

民ワークショップが実施されました。その結

果、「暮らしと湖の関わりの再生」について

重点的に議論され、その結果が第 2 期計画に

反映されました。また、計画の実施において

は、滋賀県行政だけではなく県民、NPO、事

業者、市町等の多様な主体がそれぞれの役割

を果たすこととされ、計画の実施のみならず

進行管理および評価・提言を行う場としてマ

ザーレイクフォーラム 3）が 2012 年から活動

しています。 

また、計画の評価については、施策の進捗

状況を示すアウトプット指標と環境や社会

の状況を示すアウトカム指標が計画中で明

示されています。これら個々の指標について

『琵琶湖総合保全学術委員会』の場で議論さ

れると共に、琵琶湖と暮らしの健全性を評価

するうえで鍵となる指標を選定し、『琵琶湖

とくらし』4）において評価結果を毎年公表し

ています。これらの評価は、水質測定データ

や漁獲量、ヨシ面積、農業・林業の就業者数

や産出額などのデータを基に決定されてい

ます。一方、住民評価の視点は、数値として

の環境だけではなく、生物多様性や湖との関

わりの深さ、地域への愛着など、個人によっ

て異なることが考えられます。また、それら

住民の評価や日常的な感覚が科学的データ

や行政による評価の結果と一致しない場合

があるのではないかと考えます。 

 そこで、流域の現状に対して、住民と行政

による評価の差異を確認するためにアンケ

ート調査を実施しました。 

 

今回の調査では、琵琶湖流域の中で最も流

域面積が広く、琵琶湖からの距離に応じて同

規模の調査が可能である野洲川流域の住民

を対象としました。調査は、2018 年 8 月 6

日から 8 月 31 日に行い、野洲川河口から中

流（甲賀市水口付近）までを、琵琶湖からの

距離によって 4 地域に分け、全 2806 戸を対

象に配布、558 件の回答を得ました（回収率

19.9%）。 

琵琶湖流域の「現状評価」について、水質

や一次産業、生態系など 28 項目についてど

の程度良い/悪いと思うか、また、水草や外

来生物等 6 項目についてどの程度多い/少な

いと感じるか、を尋ねました。集計結果のう

ち、評価スケールが「大変良い」～「大変悪

い」の質問項目について図 1 に示します。 

比較的良い評価は「北湖の水質」「自宅近

くの景観」「自宅近くの河川の水質」「琵琶湖

と人々のつながり」で、「大変良い」「良い」

「どちらかというと良い」を回答した人の割

合がそれぞれ、79.4%、71.1%、59.0%、57.9%

でした。一方で、比較的悪い評価は「南湖の

水質」「貝類の漁獲量」「魚類等の漁獲量」「漁

業」「南湖の湖底」「獣害の発生状況」「在来

魚種」などで、「大変悪い」「悪い」「どちら

かというと悪い」と回答した人の割合がそれ

ぞれ 67.9%、66.7%、64.8%、64.8%、62.3%、

61.6%、60.1%でした。琵琶湖の北湖や河川

の水質については良い評価が多い一方で、南

湖の水質については悪い評価が多いこと、ま

た、景観や湖と人のつながりが評価されてい

る一方で、漁業や獣害については悪い評価が

多いことが分かります。さらに、一次産業の

評価では「漁業」と「林業」については、「大

変悪い」「悪い」「どちらかというと悪い」の

合計がそれぞれ 64.8%、59.6%と、「農業」の

41.7%に比べ、悪い評価となっています。最

後に、「希少野生植物種」「希少野生動物種」

「県産材の素材生産量」「希少魚種」の評価

では「わからない」と回答した人の割合が、

それぞれ 49.4%、49.3%、40.7%、40.2%とこ 
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北湖の水質 

南湖の水質 

自宅近くの河川の水質 

滋賀県全体の河川の水質 

内湖の水質 

北湖の湖底 

南湖の湖底 

希少魚種 

在来魚種 

希少野生動物種 

希少野生植物種 

琵琶湖のヨシ 

魚類等の漁獲量 

貝類の漁獲量 

森林の木や土壌の状態 

自宅近くの生物多様性 

農業 

林業 

漁業 

「環境に配慮した農業」の取り組み状況 

森林の管理・整備のされ方 

獣害の発生状況 

県産材の素材生産量 

自宅近くの景観 

保全活動の実施状況 

琵琶湖と人々のつながり 

行政による管理・整備方法 

大変良い 良い どちらかというと良い どちらかというと悪い 悪い 大変悪い わからない 

人
々
の
暮
ら
し 

自
然
環
境 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

北湖の水草 

南湖の水草 

外来植物種 

アオコの発生日数 

赤潮の発生日数 

外来魚 

とても多い 多い どちらかというと多い 

どちらかというと少ない 少ない とても少ない 

図 1 琵琶湖流域の現状評価①（有効回答数：555） 

図 2 琵琶湖流域の現状評価②（有効回答数：534） 
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れらの指標については、馴染みがない人が多

いことが分かります。 

 次に、評価スケールが「とても多い」～「と

ても少ない」の質問項目の集計結果を図 2 に

示します。 

 これら 6 つの指標はいずれも悪い評価が

多いことが分かります。特に「外来魚」につ

いては、「とても多い」「多い」「どちらかと

いうと多い」の回答者が 80.2%と多くの回答

者が琵琶湖の外来魚は多いという認識であ

ると言えます。また、「外来植物種」「アオコ

の発生日数」「赤潮の発生日数」では「わか

らない」と回答した人の割合がそれぞれ

41.7%、41.5%、40.8%と比較的多く、これら

の指標については、現状を把握できていない、

または単語を知らない人が多いことが考え

られます。 

 

琵琶湖流域の現状に対する住民評価の一

部を、びわ湖と暮らし 20174)に記載されてい

る行政による評価結果と合わせて表 1 に示

します。なお、表中の「住民評価」の「良い

/悪い」の数値は先に紹介した調査結果のう

ちそれぞれ「大変良い」「良い」「どちらかと

いうと良い」および「大変悪い」「悪い」「ど

ちらかというと悪い」と回答した人の合計人

数を示しています。また、表中の灰色のセル

は行政と異なる評価をしている人が比較的

多い指標であることを示しています。 

 

住民と行政による評価結果を比較したと

ころ、「南湖の水質」「琵琶湖の植物プラン

クトン」「琵琶湖のヨシ」「畑作・稲作」「森

林の状況」において差異があることを確認し

ました。特に「南湖の水質」「琵琶湖の植物

プランクトン」「森林の状況」では、悪いと

回答した人数は良い評価の 2 倍以上で、行政

の評価よりも悪い評価が顕著に多いことが

分かります。評価結果の違いを具体的に見て

いくと、まず水質に関する行政の評価では、

透明度や COD、全窒素、全リン、流入汚濁

負荷推定量の経年変化を基に「悪くはない」

という結果でした。一方、住民はゴミや水草

繁茂などによる匂いや見た目、独自に水質調

査をした結果、過去の状態からの変化等によ

って悪い印象があることが考えられます。次

に植物プランクトンに関する行政の評価で

は、アオコの発生日数・水域数、淡水赤潮の

発生日数・水域数、珪藻網

が優先する比率の経年変

化を基に「悪くはない」と

いう結果でした。それに対

して、住民はアオコの発生

やそれに付随する景観の

悪さなどが評価に影響し

ていることが考えられま

す。その他、赤潮に関する

評価結果と関連して、琵琶

湖では 2010 年以降赤潮は

発生していませんが、住民

評価では 33.3％が「とても

多い」「多い」「どちらかと

良い悪い 状態 傾向
北湖 433 42
南湖 124 374

100 209 悪くはない ―――
50 356 悪い 悪化

北湖 295 94 ――― 変わらない
南湖 66 343 ――― 悪化
北湖 166 174 ――― ―――
南湖 117 275 悪い 悪化

181 242 悪くはない 改善
33 365 悪い 悪化
68 281 悪い 悪化
284 185 悪くはない 改善

畑作
稲作

245 227

林業 72 319
漁業 47 350

270 158 悪くはない 改善
112 304 悪くはない ―――

悪化

分類 指標（カテゴリー）
住民評価 行政評価(2017)

湖
内

琵琶湖の水質 悪くはない 改善

琵琶湖の植物プランクトン
琵琶湖漁業の漁獲量（魚類等）

琵琶湖の底質

湖
辺
域

琵琶湖の水草（主に沈水植物）

琵琶湖のヨシ
琵琶湖漁業の漁獲量（貝類）

集
水
域
・

暮
ら
し

河川の水質

一次産業（就業者数・生産額） 悪い

環境と調和した農業
森林の状況

希少野生生物種

表 1 住民と行政による評価結果の比較 
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いうと多い」と回答しており、植物プランク

トンについて正しく理解されていない可能

性も考えられます。最後に森林の状況に関す

る行政の評価では、除間伐を必要とする人工

林に対する整備割合、森林づくり活動を実践

している市民活動団体等の数、森林づくり活

動をＰＲする森づくり団体数、地域の森林づ

くりを推進する集落数、シカによる林業被害

面積、ナラ枯れ被害面積の経年変化を基に

「悪くはない」という結果でした。しかし、

住民は身近な獣害の現状や林業従事者の少

なさ、山林が放置されている状況などから悪

い評価であることなどが考えられます。この

様に、住民と行政の評価は必ずしも一致せず、

評価に大きく差がある指標については住民

も交えた多様な主体で議論する必要がある

と考えます。 

 

今回の調査では琵琶湖流域の一部として、

野洲川流域の現状評価について把握しまし

た。当然のことながら、琵琶湖流域の中でも

地域によって現状が異なるため、今後、その

他の地域においても同様に把握する必要が

あると考えています。 

今後の琵琶湖の保全では、流域の特徴や利

用方法、地域住民の価値観を考慮した上で目

指すべき姿やそれに対する政策を掲げ、それ

らに基づき実行した結果を多角的な視点か

ら評価する必要があるのではないかと考え

ます。政策に対する住民参加の観点から、ま

ずは住民評価を把握し、利害関係者間におい

て議論・調整が必要な項目（論点）や計画に

反映すべき地域課題、住民に正しく認知され

ていない項目などを整理することが求めら

れます。特に議論や歩み寄りが必要な項目に

ついては、それについて関心のある住民が参

加するための意見聴取や議論の場を設ける

ことが、その後の計画の運用に大きく影響す

るものと考えられます。 

 

＜謝辞＞ 

本調査では、甲賀市、湖南市、守山市、野

洲市の多くの皆様にご回答いただきました。

調査へのご理解とご協力に感謝申し上げま

す。また、回答者個人の皆様に調査結果をご

報告することが難しいため、今後、様々な紙

面や発表の場を借りて報告したいと思いま

す。 

 

1) 滋賀県（2000）琵琶湖総合保全整備計画，

滋賀県． 

2) 滋賀県（2010）琵琶湖総合保全整備計画

＜第 2 期改訂版＞，滋賀県． 

3) マザーレイクフォーラム（2015）マザー

レイクフォーラムとは         

＜http://mlf.shiga.jp/about＞. 

4) 滋賀県（2017）琵琶湖と暮らし 2017 指

標で見る過去と現在，滋賀県． 

 

 

自治体研究社の新刊 

 二つの新刊の紹介で
す。  
二つとも、税抜き価

格の 1200 円でお届け
します。申し込みは滋
賀自治体問題研究所ま
で申し込んでください。 
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はじめに 

 湖南市では、1997 年に市民共同発電所（て

んとうむし 1 号機）が設置され、全国に先駆

けて電力供給小売り事業が始められている。

その後 2016年から固定価格買取制度を活か

した事業を行うため、新たに株式会社が設立

され、再生可能エネルギーによるエネルギー

と経済の地域循環政策が推進されている。11

月 21 日、滋賀自治体問題研究所と福井原発

訴訟（滋賀）を支える会のメンバー6 人で同

市において説明を聞き、現地見学を行ったの

でその概要を報告したい。 

 

１．コナン市民共同発電事業の概要 

 市民共同発電といっても、発電の仕組みそ

のものは一般家庭の屋根に設置されている

太陽光パネルと同じであるが、設置に必要な

資金の調達を市民に求め、電力を地域で使用

するとともに得られる収益を地域で消費す

るというエネルギーの地産地消と地域にお

ける経済の循環を図ろうとするものである。

その仕組みは図 1 に示すとおりであるが、要

点を整理すると次のとおりである。 

① 太陽光発電設置資金を市民に募り、その

資金で太陽光発電施設を設置する。 

② 発電した電力を市内の公共施設、企業な

どに供給する。 

③ 回収した電力料金により施設の運営を行

うとともに出資者に地域商品券による配

当を行う。 

 

２．市民共同発電所の経緯 

(1) 最初の市民共同発電所 

1997年に旧石部町で事業性をもった市民

共同発電所として「てんとうむし 1 号」

（4.35kW）と名付けられた太陽光発電施設

が設置された。設備費用 400 万円の内 360

万円を一口 20 万円の出資を募る形で集めら

れている。 

出資者には金銭的なメリットはほとんど

図１ 湖南市の市民共同発電の仕組み 
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ないものの、COP3 開催を目前に控え地球温

暖化防止や固定価格買取制度の成立を求め

る運動として理解を集めた。その後 2002 年

には、「てんとうむし 2 号」（5.4kW）が、1

号と同様に一口 10 万円で出資を募り湖南市

内の施設の屋根に設置されている。なお、2

号機には 36 口の出資が行われている。 

 

(2) コナン市民共同発電事業 

その後、固定価格買取制度（FIT）を活か

した事業をすすめるため、2012 年に「一般

社団法人コナン市民共同発電プロジェクト」

が設立された。同プロジェクトでは、地域内

の公共施設や民間施設の屋根に太陽光発電

パネルを設置し、そのための資金は最初の取

り組みと同様、市民からの出資によって調達

し、配当を地域商品券によって行うことによ

り地域内経済循環に寄与することが目指さ

れている。2013 年 2 月に初号機となるバン

バン市民発電所（20.88kW）を、社会福祉法

人「オープンスペース れがーと」および「バ

ンバン作業所」の施設に設置した。その資金

調達にあたっては、信託株式会社を通じて一

口 10 万円で 80 口、出資者には地域商品券

により、元金に対して 2%の利率により 20

年で返済するという条件（10 万円の出資に

対して 20 年間で約 12 万円の地域商品券が

配布される）で出資募集を行った。その後も

同様の手法によって資金調達を行い、現在ま

でに合計 4 基、約 167kW の市民共同発電所

が建設されている。そして、2016 年 5 月に、

こなんウルトラパワー株式会社が設立され、

電力小売りを含む現在の事業の枠組みが形

成されている。 

 

３．各組織の役割 

 電力供給事業は、図１に示した各組織のう

ち、信託会社、一般社団法人コナン市民共同

発電所プロジェクト、そして、こなんウルト

ラパワー株式会社の三者が主要な役割を担

っており、各組織はそれぞれ次のような役割

を担っている。 

① 信託会社 

 建設資金を募るのは免許を有する信託会

社に委託され、発電施設を設置する一般社団

法人コナン市民共同発電所プロジェクトに

融資が行われる。信託会社はプロジェクトか

らの依頼を受け、出資者に対して配当として

地域商品券を配布する。現在はラクテンがこ

の業務を受託している。 

② 一般社団法人コナン市民共同発電所プロ

ジェクト(プロジェクト) 

プロジェクトは、発電施設の設置、管理を

行うほか、湖南市商工会に対して地域商品券

の発行を請求し、その代金を支払う。また、

新規の発電施設設置を発注するとともに、施

設の運営を委託する。信託会社を通じて地域

商品券の配布を出資者に依頼する。出資の募

集や地域商品券の配布などの手数料を信託

会社に支払う。 

体制は、無報酬の理事会と実務を行う職

員 2 名である。 

③ こなんウルトラパワー株式会社（ウルト

ラパワー） 

 湖南市と商工会および市内の企業の共同

出資（資本金 11、600 千円）により設立さ

れた会社であり、関西電力の電線を使用して

電力小売り事業を実施している。 

その事業スキームは図 2 に示すとおりで

あり、電力は、市民共同発電所と民間企業の

太陽光発電施設から供給を受け、不足する分

を JEPX(電力卸取引所)からの供給を受ける

と共に関西電力から常時バックアップを受

けている。このうち、市民共同発電所と民間

企業の太陽光発電所が再生可能エネルギー

であり、その占める割合である再エネ率は約
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30%1である。 

供給先は公共施設、地元企業で主に昼間に

電気を使用し、関西電力と比べて電力料金が

安くなるところを対象にしているほか、現在、

一般家庭 15 軒についてモニターしている。 

 収入は、需要家からの電力料金だけであり、

支出項目としては、電力購入代金（FIT 売電

料金）、関西電力送電部門への電線利用料金

である託送料、JEPX への電力調達料金、関

西電力発電部門への常時バックアップ料金、

運営委託費である。 

 役員は無報酬、業務は運営を受託している

パシフィックパワー㈱が行っている。 

 なお、電力供給エリアは、供給約款では関

西電力供給エリアとされているが現状では

市内だけである。 

 

４．コナン市民共同発電事業の収支につい

て 

この事業によるお金の流れの概要は前述

の３．で述べたとおりであるが、金額の詳細

は明らかにされなかった。後日確認したとこ

ろによると、平成 28 年 5 月からの 1 年間の

収支は、電力売り上げ総額約 4600 万円、発

電原価約 3700 万円、その差である利益約

900 万円ということであった。発電原価が、

                                                
1 うち、市民共同発電所 5%､民間 25% 

ウルトラパワーが関係機関に支払う金額で

あり、その中には市民共同発電所へ支払う買

電料金が含まれている。コナン市民共同発電

所プロジェクトはその売電収入により発電

所の運営をはじめ、商工会議所に委託して地

域商品券の発行、信託会社を通じて出資者に

地域商品券の配布などを行っているのであ

る。湖南市の試算では、エネルギー代金とし

ての地域外への流出金額は約 213 億円と試

算されているがこの事業によりその流れを

かえたのはまだほんの一部にすぎない。 

 

５． 課題について 

 地球温暖化防止、エネルギーの地産地消に

よる地域経済の好循環、雇用の創出、原発依

存からの脱却など、市民発電事業への期待は

大きいが、湖南市における市民発電所の発電

規模は 167kWとまだ小規模にとどまってい

るという印象であった。現在、5 号機の設置

にむけて出資者の募集をするということで

あったが、資金を集めることが大きな課題で

あるとされている。その他の課題としては、

一般家庭に設置された太陽光の電力を購入

することにより供給能力を向上させること、

地域外への事業展開などがあげられている。

さらに、太陽光以外の再生可能エネルギーと

して、湖南市がハンディのある

人も関わることができるとし

ているイモ発電、木質バイオマ

ス資源の活用などについて検

討しているが事業化のレベル

には達していない。 

 

６．飯田市との比較 

 法政大学の白井信雄氏らは、

再生可能エネルギーの導入に

よる地域社会の構造的再生と 

いう観点から湖南市と長野県飯
図 2 こなんウルトラパワー(株)のスキーム 
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田市の比較を行っている2。それを参考にし

ながら、事業の規模という点に着目して、両

市における比較結果を抜粋すると、湖南市の

発電規模は前述のとおり 167kWであるのに

対し、飯田市では事業所や個人住宅など、

357 ヶ所、出力合計 7020.57ｋW の施設が設

置されている（2017 年 3 月現在）。ただ、飯

田市では現在のところすべて中部電力に売

電しており、2019 年 4 月に新しい会社を立

ち上げて電力小売り事業を開始するらしい。

飯田市における事業も詳細には把握できて

いないが、太陽光の発電規模で比較すると約

40 倍の事業が展開されることになり、地域

経済にとって大きなインパクトになること

は間違いない。 

この点について白井信雄氏ら 2は、下表の

ようなチェック項目を設定して両市の市民

共同発電に限定した地域経済への影響につ

いてまとめているので以下に紹介する。 

①の資金移入については、両市ともに、地

域内事業者による市民共同発電が地域外か

                                                
2 白井 信雄、壽福 眞美「再生可能エネルギ

ーによる地域社会の構造的再生に関するチェ

ック項目の構築－長野県飯田市・滋賀県湖南市

の評価 －」環境科学会誌 30（1）：20‒33（2017） 

 

らの売電収入を得ている。中山ら（2015）3に

よれば、飯田市のおひさま進歩の売上は 7

億円弱（2004～2013 年の累計）である。こ

れに対して、湖南市の市民共同発電は FIT

後の 2 機4で年間 7 百万円弱であり、飯田市

と比較して売電収入は大きいとはいえない。 

②の資金調達と地域還元については、飯田

市のおひさま進歩への出資者は地域内が 1

割で配当の外部流出が多く、さらに地域内の

出資者を増やすことが期待される。湖南市の

場合は出資者の 9 割程度が地域内であり、か

つ地域商品券で配当するため、地域内での資

金循環がなされている（ただし、FIT 後の 2

機 3による配当額は年間で100万円弱である。

また、商品券の使用先が大型店に偏るという

問題もある）。 

 ③の設備投資と維持管理については、両市

ともに、太陽光パネル設備の製造者は地域外

であるが、その設置事業者は地域内である。

つまり、設置事業者の工賃分に限定した地域

経済への投資効果となっている。中山ら

                                                
3 中山琢夫、ラウパッハスミヤヨーク、諸富徹

(2015)分散型再生可能エネルギーによる地域

付加価値創造分析の日本への適用、京都大学

「分散型電力システムの制度設計と社会経済

的評価、その地域再生への寄与に関する研究プ

ロジェクト」、15-B-1 
4 湖南市の固定価格買取制度（FIT）後の発電

設備は 4 機であり、4 機のまちがいか？ 
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（2015）2は、これまでのおひさま進歩の資

金調達額 18 億円（2004～2013 年の累計）

のうちの約 1割にあたる1.9億円が地域内の

設置事業者の設置工賃になっていると試算

している。運営面では売上 7 億円弱のうちの

約 5 割が（配当や元本償還にまわる分を除く）

地域経済への配分額となっている。これに対

して、湖南市では、FIT 後の 2 機 3の資金調

達額 4 千 4 百万円のうち 1 割程度が地域経

済に回っていると考えられる。湖南市の運営

面については、年間 7 百万円弱の売電収入の

うち約 7 割弱が地域経済への配分額である。 

 ④の移出代替については、飯田市の場合、

FIT 前のまほろば事業で設置された公共施

設 161 カ所の屋根上発電所で公共施設が発

電された電気の自家消費を行っており、この

分が移出代替となっている。FIT 後の設置設

備は全量買取になり、④の自家消費による移

出代替効果はなくなり、その分①の外部から

の移入効果が生じている。湖南市の市民共同

発電は、FIT 前の 2 機（発電容量 4.25 kW

と 5.4 kW）があるが、飯田市に比べると発

電量が小さいため、移出代替効果は極めて小

さい。 

 ⑤の意欲と活力については、両市ともに、

FIT により事業採算性が高まり、企業の再生

可能エネルギー事業への参入意欲が高まっ

ている。特に、飯田市ではおひさま進歩だけ

でなく、地元の家電販売店が、条例の認定を

受けて発電事業を行う地域組織の協働先と

して参入している注 12。また、湖南市では、

地元の運送会社が自らメガソーラー事業に

取り組むほか、地域貢献として市民共同発電

事業に屋根貸しと出資を行っている。 

 ⑥の贈与や自給の活発化については、飯

田市において、薪をボランタリーに集め、家

庭利用等を進めるというボランタリーなプ

ロジェクトを、おひさま進歩や NPO 法人い

いだ自然エネルギーネット山法師注 14）が

開始している等、一部でボランタリーな活動

が始まっている。湖南市においては、飯田市

のような地域住民の参加を促すボランタリ

ー活動は見られない。 

 両市の発電規模の差がどこからきている

のかについては、太陽光発電施設の設置に際

して市が財政的な支援を行っているかどう

かにあるのではないかと思われる。湖南市で

は、2012 年に地域自然エネルギー基本条例

を制定しており、全国の注目を集め評価され

ているが、あくまで理念を定めたものである。

これに対し、2015 年の飯田市再生可能エネ

ルギーの導入による持続可能な地域づくり

に関する条例は、事業に対する市の援助を定

めるなど実効性のあるものになっている。 

 

おわりに 

 電力会社に売電するのと、地域で電力の小

売りをするのとどう違うのかという質問に

対して、地域でお金がまわっていくという地

域経済における貢献度が違うという回答で

あった。原発に頼らない社会、地球温暖化対

策、人口減少時代の地域づくりといった様々

な面で市民共同発電といった取り組みは大

きな可能性を秘めていると考えられる。さら

に、エネルギーにおける地域自治という観点

からも引き続き事業の行方に注目するとと

もに、他市における実施例についても調査を

実施していきたい。 

（報告 瓜生） 
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実弾射撃訓練の中止
を訴えあいば野集会 
 

 12 月 8 日、高島市で行われた集会に対し

て理事長名でメッセージを送ったところあ

いば野平和運動連絡会の早藤さんから礼状

が寄せられたので紹介します。 

 

⑴ 「１２・８集会」の運営等、ご苦労様で

した。 

県内３団体による統一集会の開催は初め

てであり、率直にいって良かったと思います。 

特に参加者が、予想を上回る３５０人以上も

あり、また県外からも多数あったことは、あ

いば野での実弾訓練の危険性に対する関心

が強いことを示し、多くの人々にアピールで

きたのではないかと思っています。 

その点で、事務局担当の「１０００人委員

会」と「憲法共同センター」の木戸・山元両

氏の苦労は大変だったと感謝しています。 

年内にも今回の主催団体が集まる「総括会

議」を開いてもらい、そこでだされた意見も

教訓にして、今後日米合同演習反対運動に取

り組みたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 

⑵さて、「１２・８集会」のデモ行進の最中、

高島市職員が、主催者に無断で、しかも森脇

市議が「やめなさい」と忠告した後も、参加

者を対象に写真撮影を続けた問題が発覚し

ました。 

これは当日、集会・デモ行進の案内・警備

を担当していた国民救援会高島支部のメン

バーが、「撮影している姿が異常」と感じ発

覚したもので、さっそく１０日朝にあいば野

平和連６名が市役所に出向き、「市職員によ

って集会・結社の自由が脅かされた」として、

抗議と申入れ行動を行いました。これには、

市から総務部長と政策部次長ら４名が応対

しました。 

写真撮影した３名の市職員に引率したと

見られる市政策部次長は、「集会案内のビラ

をみて、担当の仕事なので、関心もあって自

発的に参加した。また興味があったので、写

真撮影もした」と弁明、「自分たちの行為の

どこが悪いのか」という態度に終始しました。 

 しかし、彼らの弁明には明らかに矛盾があ

り、また市の幹部職員の指示で参加したと思

われ、今後、行為者からの謝罪がなければ、

「集会・結社の自由」を脅かした問題として

追及していきたいと考えています。 

 

⑶早々に自衛隊は「あいば野での迫撃砲射撃

問題は決着した」として、陸幕による「あい

ば野での日米共同訓練（大要）」発表を、年

内、又は年明けにもするのではないかと思わ

れます。 

私たちあいば野平和運動連絡会は、迫撃砲

射撃問題をあいまいに決着させないととも

に、日米合同演習を実施させないために、１

２月１８日（火）に近畿中部防衛局と自衛隊

中部方面隊総監部へ出向き申入れ行動を行

います。参加される場合、相手への登録等、

準備の都合上、早藤の携帯電話（０９０－７

０９１－７１２６）へ一報してください。 

また滋賀縣知事と高島市長のこれらの問

題に対する態度も重要なので、要請したいと

考えています。 

あわせて、陸幕から「日米共同訓練（大要）」

発表（大体金曜日にプレス発表されますので、

注目してください）があれば、直ちに抗議声

明を発表するとともに、「市民と野党が統一

して、あいば野での日米合同演習反対闘争を

すすめる」よう呼びかけたいと考えています

ので、是非とも御協力ください。 

    以上 

 


