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２２２０００１１１３３３年年年   

６６６月月月号号号   

主主主ななな内内内容容容   

「地域 MEGA おひさまファンド」募集を終了しました 

「地域 MEGA おひさまファンド」の実施事業について 
メガさんぽおひさま発電所プロジェクト 

   おひさま 0 円システム 2012 

   他地域支援 

 

環境省 うちエコ診断事業 

おひさま発電所ピークカットキャンペーン 

「NPO 法人南信州おひさま進歩」のとりくみ 

全国、海外から多くの方が視察にいらっしゃいました 

 TTTHHHEEE   SSSOOOLLLAAARRR   BBBUUUDDDOOOKKKAAANNN 

賞をいただきました 

さまざまなメディアに取り上げられました 

出資者の方々へお願い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第 9 回 南信州おひさま発電所事業見学ツアー」平成 24 年 11 月 3 日～4 日実施の様子です。 

初の試みとなる、出資者の皆様と「おひさま 0 円システム」設置者との交流会を行いました。また、第 1 号の 

明星保育園をはじめとしたおひさま発電所の見学や、昼神温泉の省エネ施設見学を行いました。2 日目は旬の 

りんご狩りを楽しんだ後、名勝天竜峡のライン下りを行いました。天候に恵まれ、大変充実したツアーとなりました。 

出資者ツアーは別添チラシのとおり今年も実施いたしますので、ご参加をおまちしています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メガさんぽおひさま発電所プロジェクト 
ファンド事業として最大の分散型メガワットソーラー発電事業です。 

南信州地域を中心に新たに合計約 1メガワットの太陽光発電設備を 

導入しました。設置件数 17 件中（一部三重県を含む）6 月 10 日現在 

全件が施工を完了し、そのうち１０件が稼動を始めています。 

 

おひさま０円システム 2012 
             2012年度は昨年同様、南信州全体で募集を行い、77 件のお問い合わせを 

いただき、選定の結果 14 件に設置を行いました。 

 「おひさま０円システム」も 4 年目となり、南信州全体で０円システムを 

ご利用いただいているお客様は合計 105 件となりました。 

 

他地域支援 
兵庫県三木市、長野県松本地域、長野県北信地域へそれぞれ太陽光や 

ペレットストーブ導入事業への支援を行いました。 

☆兵庫県三木市では「播磨の国みどりのエネルギー(株)」により蓮花寺境内に 

３０ｋW 分の太陽光パネルが設置されました。環境教育も始まっています。 

☆ 長野県松本地域のソーシャルエネルギー(株)では、21 ヶ所に 

合計 172.54ｋW の太陽光パネルを設置しました。 

☆ 長野市のクラウドエナジーではペレットストーブ 3 件の導入がなされました。 

「地域 MEGA おひさまファンド」の募集を終了しました 

2012 年７月末より募集をしました、「地域 MEGA おひさまファンド」は募集を終了しました。ご出

資いただいた皆様、ご支援・ご協力をいただいた皆様、ありがとうございました。 

 

 

 

以下に、ご出資いただいた皆様の「記名の木」の一部をご紹介させていただきます。(敬称略) 

皆様の「意志あるお金」を活かし、今後も邁進してまいります。 

ファンドの募集実績 

●募集期間：2012年 7月 30 日～2013年 2月 22 日 

●総  額： 3 億 3590 万円        ●出資者数： ３６３人 

☆ 石上博（埼玉県 男性 64歳） 

原発・化石燃料による発電から早く再生可能エネルギー100％になることを願っています。 

☆ 黒鉄かよ（東京都 女性 43歳 会社員） 

息子や世界中の子供たちに、少しでもクリーンな未来を残したいと思い、賛同いたします。 

☆ 新保忠志（石川県 男性 39歳 会社員） 

自然エネルギーの普及に微力ながらお手伝い出来て嬉しく思います。今後の企画も楽しみです。 

☆ 千代梅にゃにゃ（千葉県、女性、41歳） 

おひさまファンドとのおつきあいが千代に八千代に、あまねくひろくゆき渡りますように。 

☆ 松岡顕（茨城県 男性 40歳 団体職員） 

市民の力で、日本のエネルギーが変えられると信じています。 

☆ 米山らいむ（長野県下伊那郡松川町 女性 13歳） 

自然エネルギーの太陽光発電って好きです。地域に優しくてもっともっと普及を願っています。 

☆ LEON Yuki Valentin（ドイツ 男性 0歳） 

僕たちの将来は、どんな世界になってるかなぁ。安心で楽しい世界になるといいのにね。 

☆ 匿名（愛知県 男性 57歳 新城市役所職員） 

自然の恵みを等身大で受け止め生きてゆこう。エネルギーを大切に有限であることを自覚して。 

「地域 MEGA おひさまファンド」の実施事業について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 6 月１日(土)に第５回「竹宵まつり～100万人 

のキャンドルナイト in南信州 2013」が多くの 

皆様にご協力いただき、盛大に行われました！ 

★ 201２年度、環境教育「パネルシアター」を 

保育園で実施し、150人の園児・保護者にご参加 

いただきました。 

★ 「長野県農山漁村再生可能エネルギー導入可能性調査支援事業」の 

採択を受け、調査を行いました。報告書をＨＰよりご覧いただけます。 

★ 自然エネルギーのドキュメンタリー映画『シェーナウの想い』の 

自主上映ＤＶＤ貸出窓口となりました。貸出しのお申込についてはＨＰをご覧下さい。 

 

 

全国、海外から多くの方が視察にいらっしゃいました 

 この 1 年も多くの皆様より弊社事業に関心をお寄せいただき、 

多くの出会いがありました。自然エネルギーが各地に広がる 

お手伝いになれましたら幸いです。 

 
ドイツの NGO「ソーラーエネルギー 

エアランゲン」代表の 

Martin Hundhausen 氏。弊社の取組 

みの視察と共に、飯田市の牧野市長を 

訪問しました。 

 
     日本政府が進める「21 世紀東アジア 

青少年大交流計画」の一環として、メコ 

ン５カ国の若手気候変動関係者２５名が 

飯田市を訪問くださいました。 

 

 

 

 

弊社母体である「NPO 法人南信州おひさま進歩」のとりくみ 

 飯田市の養蜂家の

蜜ろうを使用。市内福祉施設で製作し、

売り上げの一部が寄付されます。 

３個入り８００円(送料別)です！ 

(ご購入･お問い合わせ：0265-24-4821) 

蜜ろうアップル

好評販売中！ 

2012 年 10 月 3 日、飯田市内の浜

井場小学校 3 年生の皆さんが、社会科

見学で訪問してくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

その後、子どもたちから素敵なお手紙

をいただきました。地域の環境のこ

と、エネルギーのこと、考えるきっか

けになってくれたら嬉しいです。 

環境省 うちエコ診断事業 
環境省のプロジェクト「クールサマー２０１

２」の一環として、家庭でできる環境にやさしい

暮らし方を考える「うちエコ診断」を飯田市後援

で行いました。 

 うちエコ診断は、受診家庭の年間エネルギー使

用量や光熱費などの情報をもとに、専用ソフトを

用いて、ご家庭のライフスタイル等に合わせて無

理なくできる省 CO2・省エネ対策をご提案する

ものです。 

7 月末より募集を開始し、70 名に受診いただ

きました。 

おひさま発電所ピークカットキャンペーン 
夏に「おひさま発電所“ピークカットキャンペーン

2012”」として、おひさま発電所の皆様に電力ピー

ク時間帯での節電をお願いしました。太陽光パネルか

らの電力供給を少しでも増やし、需給バランスの厳し

い夏場に少しでも系統に電力を提供できればという

思いで実施しまし た。 

 今年度は 160 の団体・企業様にご協力頂き、結果、

2012 年 8 月 1 日～31 日までの総発電量は

157,704.5kwh となりました。これは、一般家庭

500世帯の電力消費を 1ヶ月以上まかなうことが可

能な電力量に相当します。（一般家庭月間使用量 300

ｋｗｈとして計算しています。） 

10 月 12日に一昨年と 

比較した削減率第 1位の 

NPO 法人「グループかけ 

はし」様へ感謝状をお届け 

しました。 

おひさま進歩の歩みをまとめた本 好評発売中！ 
『みんなの力で自然エネルギーを～市民出資による「おひさま」革命～』（税込 1,260円） 

を弊社にて取り扱い中です。ご希望の方は弊社までお問い合わせ下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賞をいただきました！ 
 大変名誉なことに、下記の賞をいただくことができました。 

ひとえに皆様のご支援の賜物であると改めて厚くお礼申し上げます。 

 

 地球温暖化防止活動環境大臣表彰は、環境省が地球温暖化対策を推進する 

一環として 1998 年から毎年、地球温暖化防止月間である 12月に、地球温 

暖化の防止に顕著な功績のあった個人や団体を称えて表彰するものです。 

 弊社は「循環型社会を目指して、市民の『意志あるお金』による『創エネ』 

『省エネ』事業」について、「対策活動実践部門」で賞をいただきました。 

 

 おひさま進歩エネルギーは「ソーラーの市民ファンド」事業において、 

「SOLAR AWARD 2012」の「プロジェクト部門」で賞をいただきました。 

「SOLAR AWARD」は、「自然エネルギーの自給国家・ニッポンへ」を 

スローガンに、関連事業の更なる発展、および消費者の関心のさらなる喚起を 

めざし、雑誌「SOLAR JOURNAL」が立ち上げたものです。 
 

さまざまなメディアに取り上げられました！ 

 

●テレビ朝日 報道ステーションサンデー「自然エネルギーが日本を変える」12/7/1 

●ＮＢＳ月曜スペシャル「信州自然エネルギー～太陽光・バイオマス・小水力を活用!」12/11/26 

●ＣＳ放送 朝日ﾆｭｰｽﾀｰ ニュースの深層「“市民が出資する自然エネルギー”に注目せよ」13/２/12 

 

●『世界 11月号』「対談 新しい  ●大月書店『自然エネルギー革命を 

 エネルギー社会を協同の力で」   はじめよう』高橋真樹著 

 

●日本経済新聞『全国に広がる市民共同発電』13/1/21 

●中日新聞『売木で第１号売電開始』13/5/10     ほか、多数 

 

 

 

 

 
〒395-0044 

長野県飯田市本町２－１５ 
TEL: 0265-56-3711 

FAX: 0265-56-3712 

http://www.ohisama-energy.co.jp/ 

おひさま進歩スタッフブログ 
http://blog.canpan.info/ohisama-shinpo/ 

編集後記 

 2012 年は再生可能エネルギー固定価格買取制度発足に合わせ、

「メガさんぽおひさま発電所プロジェクト」を実施しました。まだ系

統連系の済んでいない施設もありますが、おひさま発電所も容量 1.6

メガから、2.6 メガ以上に大きくなります。これもひとえに、4 億円

という多大な出資募集にご協力くださいました皆様のおかげです。 

 今後は小水力発電や蓄エネ事業、情報システムサービスなど、循環

型社会に向けた取り組みに更に邁進していきたいと思っています。 

TTTHHHEEE   SSSOOOLLLAAARRR   BBBUUUDDDOOOKKKAAANNN（（（ザザザ   ソソソーーーラララーーーブブブドドドウウウカカカンンン）））   
ロックアーティストの佐藤タイジさんが“未来のエネルギーの可能性についてたくさんの人々と希望

を分かち合いたい”と考え始まった、太陽光の電気だけで行われるロックコンサート「THE SOLAR 

BUDOKAN」に、おひさま発電所のグリーン電力が使われています。 

2012 年 12 月 20 日に日本武道館で行われたコンサートでは、16 名の  

豪華アーティストと共に「さんぽちゃん」が舞台に立ちました。（写真左） 

また、2012 年 3 月 10日に日比谷公園で 

行われた“THE SOLAR BUDOKAN IN PEACE ON 

EARTH”にて、「太陽光発電が変える 日本の未来」 

というテーマで佐藤タイジさんと弊社代表の原亮弘の 

トークセッションが行われました。（写真右） 

弊社はこれからも「THE SOLAR BUDOKAN」を応援します。 

 

地球温暖化防止環境大臣表彰 

SOLAR AWARD 2012 

テレビ 

雑誌 

新聞 

書籍 

◆出資者の皆様へお願い◆ 
匿名組合契約内容について変更がある場合は、同封の『変更届』の提出が必要となります。なお、本人確認書

類（運転免許証・健康保険証・住民票のいずれか）のコピーを必ず添付下さい。（免許証・保険証は裏面も） 


