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『特定非営利法人アジア環境・エネルギ―研究機構』が設立されました。本研究機構の活動内

容をお伝えするとともに、会員の皆様が自由に発言し、意見交換できる場とするために、ニュー

スレターを発行することになりました。どうぞご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 
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１.アジア環境・エネルギー研究機構の設立準備 

  

昨年来、6 度の設立準備会合を重ね、2014 年 4 月 13 日に

開かれた第 6 回 NPO 設立準備会合で、いよいよ 5 月 18 日

に「アジア環境・エネルギー研究機構」の設立総会を開催す

ることが決まりました。大変大事な会合となりましたので、

その議事録並びに設立総会参加の呼び掛け文を掲載いたし

ます。 

 

第６回ＮＰＯ設立準備会議議事録案                於立教大学 12 号館 2014.4.13  

出席：丸山・大西・小西・前畑・円谷・小阪・村田・古賀 欠席：斎藤・菊地・北川・大橋 

１．総会の確認と関係書類準備 

① 総会日程等に関して 

5 月 18 日（日）15:00～17:30 立教大学 12 号館２階会議室 

総会後に懇親会開催・・4,000 円程度、明朋会館予定で当日手配する 

張季風先生が顧問就任を承諾。来日を設立総会に合わせるようにしたいとの意向である

ので、当日はご挨拶問渾身の場を設けるようにする。 

② 総会提出議案及び関係役所への届け出書類の確認 

（総会関係）イ．定款  ロ．会費  ハ．事業計画・予算  ニ．役員   
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（届出関係）イ．設立認証確認書  ロ．就任承諾書  ハ．名簿  ニ．確認書 

役員の追加 張 季風氏（中国社会科学院・日本研究所）、顧問就任を承諾 

不明確な箇所については村田氏が確認した上で正確な文書として準備する 

③ 当面の計画（東京電力福島第一発電所周辺地域視察ツアー）と案内について 

下見と下交渉を前畑・円谷両氏が行い、行程・費用等計画について報告がある 

日程：６月７日（土）～８日（日） 費用概算 54.400 円 40 名規模（最少 20 名） 

行程：往復新幹線、途中バス利用で飯館村・浪江町・地熱発電・太陽光発電・農産物供

給センター等見学、福島大学後藤教授の同行、関係者との意見交換、土湯温泉 

詳細な案内ビラと資料を作成し配布して説明する。 

２．総会に向けて 

① 総会案内（会員へのお誘い）文の送付及びその他の働きかけ 

イ．入会のお誘い ロ．設立趣意書 ハ．総会のご案内 ニ．返信用はがき  

ホ．福島ツアー案内 

発送作業・・・唯学書房（村田）でアルバイトを使い作業する。4 月 14 日に投函、その

後追加して投函する 

・分担して電話・メール等で総会出席と会員への参加を働きかける 

・集約・・5 月ＧＷ後に古賀・村田に働きかけの経過等を報告（メールで可） 

② ご案内を送付する人（団体）のリストと手立てについて 

イ．リスト（別紙及び追加）・・各人のリストを古賀又は村田にメールで送付する 

 

３．総会の準備作業等について（役割分担を含む） 

① 事前準備 

イ．総会提出書類の作成（１－②、③関係）と一括封入作業（当日会場にて可） 

ロ．受付関係（受付名簿・筆記具・複写式領収書・受領印・金銭保管用封筒・Ａ４用紙）  

担当者： 

  ② 総会の進行と役割 

    議事次第 司会（小阪）→開会あいさつ（丸山）→議長・議事録書名人選任（議長：大

西・斎藤 署名人：北川・大橋）→議事提案・審議と各提案議題ごとの採決（定款・古

賀→会費・小阪→事業計画及び予算・村田→候補役員・菊地→その他→視察ツァー・前

畑および円谷）→議長・書記解任→第 1 回理事

会→理事長挨拶→閉会あいさつ（大橋）  懇親

会のご案内（事務局） 

② 会場関係 

レイアウト・・特に必要なし 

写真・録音・マイク・受付・ペットボトル 

・・村田氏 

新日本出版社への『経済』発注（20 冊程度？） 

・・古賀 
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４．その他 

・理事・監事予定者は当日印鑑を持参してください・・届け出書類への押印のため 

・総会までの課題処理は村田・古賀が進めるが、必要に応じてここに相談したり、臨時に準

備会を開くこともある 

 

総会参加の呼び掛け 

  特定非営利法人 

＝アジア環境エネルギー研究機構＝設立総会と記念講演のご案内 

 

この度設立する「研究機構」は、現代から未来を見通して、日本・アジアにおける環境及

びエネルギーに関する研究の交流、啓蒙活動の中で問題の解決に寄与することを目的として

います。多様な分野の研究者や研究調査機関の方々、行政の担当者、経営に携わっている方、

環境・エネルギー問題に興味のある方がそれぞれのテーマの下に集まり、知恵と力を出し合

って研鑽を積み重ねて、考え、解決への道筋を見出すことがこの研究機構の基本姿勢です。 

皆様のご参加を心より歓迎し、ご案内致します。 

 

日時：2014 年 5 月 18 日（日）１５:00～17:３０ 

会場：立教大学 12 号館２階会議室（入口に案内板を出しておきます） 

    （ＪＲ池袋駅・西口徒歩約 7 分・立教通り） 

  ※総会終了後、懇親会（会費制）を予定しています 

 

記念講演 

丸山惠也氏（立教大学名誉教授） 

   タイトル「日本の電力企業とエネルギー転換」 

政府は原発を国の「重要なベースロード電源」と位置づけ、原発の新設備、海外輸出を進めようと

しています。このような方針は日本の将来を考えると、大きな不安を感じざるを得ません。このよ

うな時期、原発によらない国つくりを進めるには、どのような自然エネルギーへの転換を図り、電

力制度改革をすべきかについて考えて見たいと思います。（雑誌『経済』５月号新日本出版社 お

持ちでない方のために当日は若干部数準備します） 

 

ご挨拶 

張季風氏（中国社会科学院 日本研究所主任 全国日本経済学会秘書長）★ビザの関係で変更もあり 

張先生は、中国における日本経済に関する研究の第一人者です。これまで日中関係についての著書

や論文を数多く世に出されており、私たちの「研究機構」の顧問に就任予定です。設立総会時に来

日予定ですので、ご挨拶をいただき懇親を深めたいと考えています。 

 

呼びかけ人：丸山惠也・大橋英五・大西勝明・円谷英夫・小阪隆秀・斎藤 博 
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      小西一雄・前畑憲子・菊地 進・北川和彦・村田浩司・古賀義弘 

〒101-0061 千代田区三崎町２-６-９ 三栄ビル 302  唯学書房気付  

電話:03-3237-7073  メール：y-koga@ka2.so-net,ne,jp  

 

mailto:y-koga@ka2.so-net,ne,jp
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入会のお誘い 

＜ご入会のお誘い＞ 

アジア規模での環境・エネルギー問題に対する施策を検討する 

「特定非営利法人アジア環境・エネルギー研究機構」に ！！ 

 

COP20・第 20 回国連気候変動枠組み条約締約国会議

（2014）の合意を待つまでもなく、今や環境に配慮した

持続可能な社会の構築は、全世界的な課題となっていま

す。しかし課題は明確でも、現状の分析や施策に関する国

際的な合意は、国情、利害関係者の立場等に影響され、困

難を極めています。今や環境・資源・エネルギー問題は放

置できる段階ではありません。誰もが己の問題として取り

組む必要があると考えます。 

このような状況の中で私たちは、「設立趣意書」に明記していますように、アジア的規模での

環境・エネルギー問題の解明に貢献しうる「特定非営利法人アジア環境・エネルギー研究機構」

の設立を進めています。この「研究機構」は、今日の深刻化する環境・エネルギー問題に対し、

（１）アジアを中心としつつ、国際的な視点からの活動、（２）環境・エネルギー問題に対する

理解の深化、（３）環境・エネルギー問題に対する実効ある政策提言等を軸にした活動を予定し

ています。 

「研究機構」の設立は、一定の財政基盤、広範な世代からなる多様なキャリアを有する人材の

結集、そして、国際的ネットワーク等を必要としています。問題解決に対する強い意志、国際的

ネットワーク等については、すでに一定の基盤を有していますが、深刻化する環境・エネルギー

問題への十全な対処ということになりますとなお不十分な状態です。１人でも多くの参加を得

て、環境・エネルギー問題についての理解を深め、リアルで実効性のある政策を極め、持続可能

な社会の構築を指向していくことが重要と考えています。 

 「設立趣意書」や「定款」に賛同いただき、「特定非営利法人アジア環境・エネルギー研究機

構」にご入会いただき、ご一緒に研究・検討をして参りましょう。 

基本方針は確定していますが、具体的な活動の形態、意思決定の方法等については、参加者の

意向を尊重しながら実り多い方途を模索していく所存です。世代を超えた多様な専門家にとどま

らず、環境・エネルギー問題に関心もたれている多くの人々と一緒に環境・エネルギー問題に取

り組んでいけたらと考えています。 

重ねて、「特定非営利法人アジア環境・エネルギー研究機構」の活動を理解し、入会していた

だくことを願っています。 

併せて、関心を持たれている周辺の人々もお誘いいただき、準備会メンバー或いは下記までご

連絡下さるようお願い致します。 

                                2014 年 4 月吉日 

準備会メンバー：丸山惠也・大橋英五・大西勝明・小西一雄・前畑憲子・小阪隆秀・菊地進・円

谷英夫・斎藤博・北川和彦・村田浩司・古賀義弘 
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事務局：〒101-0061 東京都千代田区三崎町 2-6-9 三栄ビル 302 唯学書房内 

    電話 03-3237-7073（近々専用電話開通予定） 

 

 

２.アジア環境・エネルギー研究機構の設立総会 

 

 2014 年 5 月 18 日（日）15 時より、立教大学 12 号館２階会議室にて特定非営利活動法人アジ

ア環境・エネルギー研究機構の設立総会が開催されました。 

 

設立総会式次第 

議長選任 

議事録署名人選任 

定足数の確認 

第一号議案：法人の設立 … 背景、経過、設立趣旨 

第二号議案：定款の制定 

第三号議案：法人が特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び同法第 12 条第１項第３号に該当

することの確認 

第四号議案：設立初年度及び翌年度の事業計画書 

第五号議案：設立初年度及び翌年度の収支予算書 

第六号議案：役員の選出 … 理事および監事選任 

（臨時理事会後）理事長、副理事長、事務局、特別会員の承認 

第七号議案 事務所の決定について 

議長解任 

 

特定非営利活動法人アジア・環境エネルギー研究機構設立総会議事録  

 

１．日   時：平成 26 年 5 月 18 日  15 時から 17 時まで  

２．場   所：東京都豊島区西池袋 3-34-1 立教大学 12 号館２階会議室  

３．出席者数： 24 名  

４．出席者氏名：古賀義弘、大橋英五、小阪隆秀、大西勝明、菊地  進、小西一雄、円

谷英夫、齋藤博、丸山惠也、村田浩司、小西憲子（前畑憲子）、北川和彦、柴崎

孝夫、渡部いずみ、鈴木壮吉、賈曄、熊坂敏彦、谷崎敏昭、麗莎、円谷恵、村

上研一、荒川紘、高橋衛、内野一樹  

 

５ .  審議事項  

（ 1）第１号議案  特定非営利活動法人アジア・環境エネルギー研究機構設立の件  

（ 2）第２号議案  特定非営利活動法人アジア・環境エネルギー研究機構の定款承認の

件  

（ 3）第３号議案  事業計画書承認の件及び活動予算の件  

（ 4）第４号議案  設立当初の会費の件  

（ 5）第５号議案  設立当初の役員の件  

（ 6）第６号議案  確認書の確認の件  

（ 7）第７号議案  法人設立承認申請の件  
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６．議長選任の経過  

特定非営利活動法人アジア・環境エネルギー研究機構を設立するため、上記のと

おりの者が出席した。  

小阪隆秀氏の司会進行の下、議長を選出すべく、全員で互選したところ大西勝明

氏と齋藤博氏が選ばれ、本人はこれを承諾し、議長席に着き、 15 時 15 分  特定非

営利活動法人アジア・環境エネルギー研究機構の設立総会の開会を宣言した。  

 

７ .  議事録署名人の選任に関する事項  

議長は議案の審議に先立ち、本日の議事の経過をまとめるにあたり議事録署名人

２名、を選出してもらいたい旨諮ったところ、議長一任の発言があり、議長が一任

の可否を求めたところ、全員異議なくこれに賛成した。  

このため、議長が議事録書名人に大橋英五氏と北川和彦氏を指名し議場に諮った

ところ、全員異議なくこれを承認し、各人もこれを承諾した。  

  

８．議事の経過の概要及び議決の結果  

（ 1）第１号議案  特定非営利活動法人アジア・環境エネルギー研究機構設立の件  

議長は、設立趣旨書を配布・朗読し、この趣旨をもとに、特定非営利活動法人

アジア・環境エネルギー研究機構設立に関する承認を全員に諮ったところ、全員

異議なくこれを承認し、本案は可決された。  

 

（ 2）第２号議案  特定非営利活動法人アジア・環境エネルギー研究機構の定款の

件  

議長は、定款案を配布・朗読し諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本

案は可決された。  

 

（ 3）第３号議案  事業計画書承認の件及び活動予算の件  

議長は、平成 26 年度及び平成 27 年度の事業計画書案を配布・朗読し諮ったと

ころ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。  

 

（ 4）第４号議案  設立当初の会費の件  

議長は、設立当初の会費について諮り、審議の結果、年会費を正会員（個人・

団体） 10,000 円とすることで全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。  

 

（ 5）第５号議案  設立当初の役員の件  

議長は、設立当初の役員の人選について諮り、審議したところ、下記の者が選

任され、被選任者はその就任を承諾した。  

 

古賀義弘氏、大橋英五氏、小阪隆秀氏、大西勝明氏、菊地  進氏、小西一雄氏、

円谷英夫氏、齋藤博氏、丸山惠也氏、村田浩司氏（以上、理事）、小西憲子（前畑

憲子）氏、北川和彦氏（以上、監事）   

また、理事のうち理事長に古賀義弘氏、副理事長に大橋英五氏、小阪隆秀氏、

大西勝明氏とすることについても、全員意義なく承認した。       

なお、議長から設立認証申請の手続のために、定款その他の書類について原案

の骨子に変更のない程度の字句の修正については設立代表者に一任することを諮

ったところ、全員異議なく承認された。  

 

（ 6）第６号議案  確認書の確認の件  

特定非営利活動法人アジア・環境エネルギー研究機構が、特定非営利活動促進

法第２条第２項第２号及び同法第１２条第１項第３号の規定のいずれにも該当す

ることについて、満場一致で確認した。  

 

  （ 7）第７号議案  法人設立認証申請の件  

  議長より法人設立の認証を申請するため、下記事項について諮ったところ、審議
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の結果、全員異議なくこれを承認した。  

 ①  設立代表者は古賀義弘氏とし、設立申請者は村田浩司氏とする。  

 ②  役員に決定した者は平成 26 年 6 月 10 日までに就任承諾書及び宣誓書を提出す

る。  

 ③  役員のうち報酬を受ける者はいない。  

 ④  設立当初の社員は名簿記載のとおりとする。  

 ⑤  申請書類の軽微な事項の修正については、設立代表者に一任する。   

 

議長は、以上をもって特定非営利活動法人アジア・環境エネルギー研究機構の設立

に関するすべての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した（ 17 時）。  

 

以上、この議事録が正確であることを証します。  

 

    平成 26 年 7 月 12 日  

議  長     大西勝明      

議  長     齋藤  博                     

議事録署名人  大橋英五                 

議事録署名人  北川和彦   
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３.設立総会採択文書 

 

設立趣意書 

１ 趣旨 

 現代社会・経済が直面している重要課題として、深刻な状況にある環境問題をどのように解決

の方向に導くのか、また将来にわたってエネルギーをどのように確保していくのかがある。こと

に 3.11 大震災とそれに伴う福島原発事故は、これまでの日本経済の構造や展開の在り方につい

て、人間と自然との共生が不可欠であると鋭く再検討を迫っている。 

 

 日本は戦後いち早く重化学工業を基盤とした産業構造を構築して高度経済成長を実現し、その

後も紆余曲折しながら発展と停滞を繰り返し今日に至っている。その過程で日本は、高い生産力

を実現し、経済関係はアジアから全世界へと拡大してきた。それと共に日本のエネルギー対外依

存度は極端に高まり、また大気・水質・土壌汚染等に代表される深刻な公害を発生せしめて来た。

被害の深刻化が進む中で反公害運動や法的規制を求める声が全国的な規模で広がり、それらは国

や地方自治体を動かし、また該当する企業側も一定の代償を支払わざるを得ない状況にまで到達

したのである。 

 

 2000 年代に入り日本の社会・経済はこれまでにない困難な課題を背負っている。地方自治体

の環境・エネルギー問題に対する政策課題はもとより、企業経営や戦略の構築などこれまでにな

く努力を傾注しなければならない状況下におかれている。これらは一つの自治体や一企業で解決

できるものではない。現代社会・経済は、より多くの情報を集め、より深い洞察力のもとで取り

組まない限り、解決への道筋を見出すことは極めて困難な時代であると言える。 

 

 翻って世界、なかんずくアジアをのぞめば、目覚ましい経済発展をしている反面、環境やエネ

ルギーなどで深刻な問題が生じており、これらについての解決への道筋はようやく端緒についた

ばかりである。殊に東アジアに属する中国や韓国の経済発展と近年の自然環境悪化については、

私たちは深い関心を寄せており解決への努力を強く期待するものである。これら諸国のみならず

アセアン諸国においても同様の問題が生起しており、また深刻の度合いを強めている。 

 

かかる中にあって日本のアジアで果たす役割のひとつは、「国民的財産」となっている資源・

エネルギーについての研究成果を共有し、同時にアジア諸国の経験や研究との交流を通して、一

体となった解決を目指すことである 

 

私たちは、これまで個々にではあるが研究や運動を通して社会に一定の貢献をしてきた。そこ

で私たちは、「国民的財産」として蓄積されてきた成果を前提として、研究交流・提言・啓蒙を

通してより多くの個人・団体との共同で解決への道を歩くために「アジア環境エネルギー研究機

構」を設立することとした。この「研究機構」を通して、それぞれの国や自治体、企業や地域、

或いは個々人がより良い解決への道筋を見出すことを期待している。 
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 この「研究機構」は、アジア諸国の研究者・研究機関との交流、多様な分野の研究者との共同

研究、各地の企業家や運動団体との共同研究や相互交流を様々な形で行い、環境・エネルギー問

題に関する知見を蓄積する。その結果については時宜に応じての研究報告会や講演会の開催、見

学会の企画、機関誌や「ニューズレター」類の発行を通して各地・各様の取組みの現状、検検討

すべき課題等に関して情報発信源としての役割を果たす使命を持つ。 

 

２ 申請に至るまでの経過 

 上記の趣旨に賛同する有志が集まり、論議を重ねた結果「特定非営利活動法人アジア環境・エ

ネルギー研究機構」を設立することが確認された。2013 年 11 月 24 日設立について基本的に合

意し、その上で定款、設立趣意書等の案文を作成。同年 12月 15日、2014年 1月 29日、同年３

月 29 日、同年 4 月 13 日と会議を重ね、設立総会に向けての文書案を確定した。2014 年５月 18

日立教大学で設立総会を開き定款など提出議案が承認された。 

2014年５月 18日 

           特定非営利活動法人アジア環境・エネルギー研究機構 

           設立代表者 古賀義弘  ㊞ 

           住所 〒101-0061 東京都千代田区三崎町 2-6-9 三栄ビル 302 
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定款 

特定非営利活動法人アジア環境・エネルギー研究機構定款 

 

第１章 総 則 

（名 称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人アジア環境・エネルギー研究機構という。 

（事務所） 

第２条  この法人は、主たる事務所を東京都千代田区三崎町 2丁目 6番 9号に置く。 

（目 的） 

第３条 この法人は、環境・エネルギー問題に関心を持つ人々を対象とし、アジア地域における環境

問題およびエネルギー問題に関する研究交流活動および啓蒙活動を行い、その問題の解決に寄与する

とともに、人びとの生活の質の向上と相互協力の醸成を目的とする。 

（特定非営利活動の種類） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 

（1）社会教育の推進を図る活動 

（2）まちづくりの推進を図る活動 

（3）学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

（4）環境の保全を図る活動 

（5）地域安全活動 

（6）国際協力の活動 

（7）経済活動の活性化を図る活動 

（事業の種類） 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を

行う。 

（1）日本及びアジア各国の研究機関との学術・研究交流事業 

（2）日本及びアジア地域における調査事業 

（3）調査・研究成果等の出版、ウェブサイトでの公開・提供事業、講演会等の啓蒙活動事業 

（4）視察団のコーディネート事業 

（5）その他目的を達成するために必要な事業 

第２章 会 員 

（種 別） 

第６条 この法人の会員は、次の２種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下「法」とい

う。）上の社員とする。 

(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 

(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体 

（入 会） 

第７条 会員の入会について、特に条件は定めない。 

２ 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込む
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ものとする。 

３ 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 

４ 理事長は、第２項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人に

その旨を通知しなければならない。 

（入会金及び会費） 

第８条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

（会員の資格の喪失） 

第９条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 

(1) 退会届の提出をしたとき。 

(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 

(3) 継続して１年以上会費を滞納したとき。 

(4) 除名されたとき。 

（退 会） 

第 10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 

（除 名） 

第 11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができ

る。 

(1) この定款に違反したとき。 

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

２ 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなけ

ればならない。 

第３章 役 員 

（種別及び定数） 

第 12条 この法人に、次の役員を置く。 

(1) 理事 ８人以上１２人以内 

(2) 監事 １人以上２人以内 

２ 理事のうち１人を理事長とし、１人以上３人以内を副理事長とする。 

（選任等） 

第 13条 理事及び監事は、総会において選任する。 

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が１人を超え

て含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超えて含

まれることになってはならない。 

４ 法第 20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。 

５ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。 

（職 務） 

第 14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。 

３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があ
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らかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 

４ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務

を執行する。 

５ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 

(2) この法人の財産の状況を監査すること。 

(3) 前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定

款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 

(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。 

（任期等） 

第 15条 役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存

期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければな

らない。 

（欠員補充） 

第 16条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補

充しなければならない。 

（解 任） 

第 17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができ

る。 

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

２ 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなけ

ればならない。 

（報酬等） 

第 18条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

第４章 会 議 

（種 別） 

第 19条 この法人の会議は、総会及び理事会の２種とする。 

２ 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

（総会の構成） 

第 20条 総会は、正会員をもって構成する。 

（総会の権能） 

第 21条 総会は、以下の事項について議決する。 

(1) 定款の変更 
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(2) 解散及び合併 

(3) 会員の除名 

(4) 事業計画及び予算並びにその変更 

(5) 事業報告及び決算 

(6) 役員の選任及び解任 

(7) 役員の職務及び報酬 

(8) 入会金及び会費の額 

(9) 資産の管理の方法 

(10) 借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。 

第 47条において同じ。）その他新たな義務の負担及び権利の放棄 

(11) 解散における残余財産の帰属 

(12) 事務局の組織及び運営 

(13) その他運営に関する重要事項 

（総会の開催） 

第 22条 通常総会は、毎事業年度終了後 3カ月以内に開催する。 

２ 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 

(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 

(2) 正会員総数の５分の１以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。 

(3) 監事が第 14条第５項第４号の規定に基づいて招集するとき。 

（総会の招集） 

第 23条 総会は、前条第２項第３号の場合を除いて、理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、その日から 30日以

内に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法

により、開催の日の少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

（総会の議長） 

第 24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。 

（総会の定足数） 

第 25条 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することはできない。 

（総会の議決） 

第 26条 総会における議決事項は、第 23条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

ただし、緊急の場合については、総会出席者の２分の１以上の同意により議題とすることができる。 

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。 

３ 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又

は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があった

ものとみなす。 

（総会での表決権等） 

第 27条 各正会員の表決権は、平等なものとする。 
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２ やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面

若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 

３ 前項の規定により表決した正会員は、前２条及び次条第１項の適用については、総会に出席した

ものとみなす。 

４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができな

い。 

（総会の議事録） 

第 28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 正会員総数及び出席者数（書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあ

っては、その数を付記すること。） 

(3) 審議事項 

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人２人が、記名押印又は署名しなけれ

ばならない。 

３ 前 2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示をしめした

ことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成し

なければならない。 

（1）総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

（2）前号の事項の提案をしたものの氏名又は名称 

（3）総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数 

（4）議事録の作成に係る職務を行ったものの氏名 

 

（理事会の構成） 

第 29条 理事会は、理事をもって構成する。 

（理事会の権能） 

第 30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。 

(1) 総会に付議すべき事項 

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 

（理事会の開催） 

第 31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。 

(1) 理事長が必要と認めたとき。 

(2) 理事総数の２分の１以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があっ

たとき。 

（理事会の招集） 

第 32条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第２号の規定による請求があったときは、その日から 14日以内に理事会を招集



16 

 

しなければならない。 

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法

により、開催の日の少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

（理事会の議長） 

第 33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 

（理事会の議決） 

第 34条 理事会における議決事項は、第 32条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

（理事会での表決権等） 

第 35条 各理事の表決権は、平等なものとする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面

をもって表決することができる。 

３ 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第１項の適用については、理事会に出席したも

のとみなす。 

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができな

い。 

（理事会の議事録） 

第 36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨を付記すること。） 

(3) 審議事項 

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人が記名押印又は署名しなけ

ればならない。 

第５章 資 産 

（資産の構成） 

第 37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産 

(2) 入会金及び会費 

(3) 寄付金品 

(4) 財産から生じる収益 

(5) 事業に伴う収益 

(6) その他の収益 

（資産の区分） 

第 38条  この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。 

（資産の管理） 

第 39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定め



17 

 

る。 

第６章 会 計 

（会計の原則） 

第 40条 この法人の会計は、法第 27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。 

（会計の区分） 

第 41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計とする。 

（事業年度） 

第 42条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（事業計画及び予算） 

第 43条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議

決を経なければならない。 

（暫定予算） 

第 44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、

理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。 

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。 

（予算の追加及び更正） 

第 45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は

更正をすることができる。 

（事業報告及び決算） 

第 46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎

事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

（臨機の措置） 

第 47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利

の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 

第７章 定款の変更、解散及び合併 

（定款の変更） 

第 48条 この法人が法第 25条第３項に規定する次に掲げる事項について定款を変更しようとすると

きは、総会に出席した正会員の４分の３以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なけれ

ばならない。 

(1)目的 

(2)名称 

(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 

(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の変更を伴うものに限る。） 

(5)社員の資格の得喪に関する事項 

(6)役員に関する事項（役員の定数に係るものを除く。） 

(7)会議に関する事項 

(8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 

(9)解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。） 
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(10)定款の変更に関する事項 

  ２ この法人の定款を変更（前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。）

したときは、所轄庁に届け出なければならない。 

（解 散） 

第 49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

(1) 総会の決議 

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

(3) 正会員の欠亡 

(4) 合併 

(5) 破産手続開始の決定 

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の議決を経なけ

ればならない。 

３ 第１項第２号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 

（残余財産の帰属） 

第 50条 この法人が解散（合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。）したときに残存する財

産は、法第 11条第３項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。 

（合 併） 

第 51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以上の議決を経、

かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 

（公告の方法） 

第 52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 

第９章 事務局 

（事務局の設置） 

第 53条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。 

２ 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。 

（職員の任免） 

第 54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。 

（組織及び運営） 

第 55条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

第 10章 雑 則 

（細 則） 

第 56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 

附 則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

２ この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。 

理事長        古賀義弘 

副理事長      大橋英五 

副理事長      小阪隆秀 
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副理事長      大西勝明 

理事        菊地 進 

理事        小西一雄 

理事        円谷英夫 

理事        齋藤博 

理事        丸山惠也 

理事        村田浩司 

監事              小西憲子（前畑憲子） 

監事        北川和彦 

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第 15条第１項の規定にかかわらず、この法人の成立の日

から平成 27年６月 30日までとする。 

４ この法人の設立当初の事業年度は、第 42条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成

27年３月 31日までとする。 

５ この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第 43条の規定にかかわらず、設立総会の定めると

ころによる。 

６ この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 

(1) 年会費 一口 10,000円 
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４.設立総会記念講演 

  

日本の電力会社とエネルギー転換 

2014 年 5 月 18 日 

立教大学名誉教授 丸山恵也 

はじめに 

原子力はアラジンが魔法のランプで地下から呼び出した魔王に

似て、人間はその暴発を止められない。人間に深刻な危険を及ぼ

し、人間がコントロールできない原子力発電を廃止し、自然循環

に適応した安全な自然エネルギーに転換させなければいけない。

幸い日本には自然エネルギーの資源がどの国より豊富に存在する

一方で、高度に発達した「ものづくり技術」の集積がある。この

両者を組み合わせれば、短期間にエネルギー転換は可能である。

そのためには、なによりもまずエネルギー転換こそが国民の意

思であることを示し、そして、自然エネルギーの普及の最大の

障害になっている現在の電力会社の地域独占を解体し、透明で、

公正な電力制度を確立する必要性がある。 

 

１，「エネルギー基本計画」のめざすもの 

政府は 2014 年 4 月、原発を｢重要なベースロード電源｣とする

「エネルギー基本計画」を決定した。これは他のエネルギーに

対する原発の安全、廉価、安定供給、環境保全という優位性な

るものをあげ、原発の早期の再稼働、新増設、海外輸出の方針

を明らかにしたものである。この点を検討しよう。 

（１）原発は「安全」か   

①日本の規制は「世界一きびしい」というが、政府も経産省

もその内容に答えられない（資料①）。規制の具体例―フイルタ

―付きベント装置の設置（住民被曝は変わらず）、耐震性・津波

防御壁の強化（建設計画で可）、メルトダウン対策に炉下部水量

計設置、ポンプ車増加（効果なし、フランス、中国ではコアキ

ャッチャー、格納容器二重化の新型炉採用）。 

②住民避難区域 10Ｋから 30Ｋに拡大。住民避難対策は規制の

対象外。原発立地自治体の 4 割対策計画ない。 

③「世界一」安全な原発をうたい文句に、首相自らトップセ

ールスとして世界、特に新興国への輸出を推進。原発輸出には

大きなリスク(貧困ビジネス)。 

④人間がコントロールできない原子力利用技術に安全はない。 
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（２）原発は「廉価」か 

①政府は原発コストが 5~6 円ＫＷｈで最も安いとする。（資料②）しかし、この原発コストに

は、国家による原発開発費用、立地対策費、それに事故損害費用をはじめ、これから数万年にわ

たる膨大な核廃棄物処理・処分費用など原発固有の「バックエンド費用」が除かれ、原発コスト

を意図的に安く算出している。 

②大島堅一氏の計算は次のようである。原発のコストは「発電コスト」と「社会的コスト」か

らなる（資料③）が、このうち「バックエンド費用」と「事故費用」は事故収束するまでは確定

した数値では計算できないことから除き。政府コスト等検証委員会（2011 年）の原発コスト 8.53

円ＫＷｈ（資料④イ）に、政策費用（1.72 円）（資料④ロ）を加えて原発コストを 10.25 円ＫＷ

ｈとした(資料④ハ)。他の電源、火力 9.91 円ＫＷｈ、水力 3.91 円ＫＷｈで、原発が一番高い。 

③金子勝氏は原発事

故の賠償費用・除染費用（10 兆円）、廃炉費用（1．

2 兆円）などを加え、原発コスト（平均値）は 21.9

円ＫＷｈとした。 

 

（３）原発は「安定供給」をしてきたか 

①原発は安定供給できるから「重要なベースロード電源」とする（資料⑤）。しかし、実際には
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極めて不安定である。原発は「安全運転」と「安定供給」は両立しない。資料⑥は原発の設備稼

働率の推移を示す。これは原発 50 基全体の平均をみたものであるので、個々の原発の稼働はさら

に不安定である。国は原発の稼働率を 80%としているが、実際は 60%以下で、さらに、原子炉が

建設 20 年を超えると設備の老朽化は進み、トラブル多発で稼働率は一層、低下する。日本の原発

の稼働率は国際的にみても極めて低水準である（資料⑦）。 

 

 

②今回の事故にみるように、原発は一斉に国全体を止めなければならない。火力発電所であれ

ばそこだけを止めればよい。その理由は、放射能という重大な危険性を内蔵し、その及ぼす影響

が極めて大きいことである。さらに、原発では重大な事故が起こると、これまで想定されていな

かった原因が見つかったりするため、他の原子炉でも放置すると同じ種類の重大な事態を引き起

こしかねない。そのためいったん全部の原発を止めて審査をやり直さなくてはいけなくなる。原

発には不確実な要素が多すぎ、コントロール不能である 

③首都圏の需要電力は福島、新潟の遠隔地から送電コストをかけ、電力量の送電ロスをしなが

ら運んでくる。福島事故で経験したことは、この遠隔地からの大規模集中発電方式は極めて不安

定な供給形態であるということであった。これに対して、自然エネルギーによる地域ごとの地産

地消、小規模分散型の発電方式の方が、はるかに安定した電力供給システムである。 

 

（４）原発は環境保全の担い手か 

①原発はいったん事故を起こせば人類はもちろん地球上の生物、さらには自然界を破壊する。

日常的にも、放射能を放出し、処分できない大量の使用済み燃料ごみを出して環境を汚染してい
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る。 

②原発は石炭、石油、ＬＮＧに比べて二酸化炭素の排出が相対的に少ないというだけで、ウラ

ン濃縮、加工、輸送、使用済み核燃料処理の過程をトータルに見れば大量の化石燃料、電気を使

用するのであって、低炭素とは言えない。 

 ③タービンを回して発電する場合、水蒸気の温度が高いほど効率がいい。しかし、原発は核燃

料に負荷がかかって漏れが生ずる危険性があるので、水蒸気の温度をあまり高くできない。火力

発電の方が原発より、はるかに高温の水蒸気で発電している。原発は発電効率が低く、3 分の 1

程度しか電気に変えられず、3 分の 2 は熱のまま海に捨てて、地球温暖化に寄与している。 

自然循環に適した自然エネルギーこそが、「持続可能な社会」を目指す環境保全に最も適したエ

ネルギーである。 

 

２，日本の電力会社と電気料金の仕組み 

日本の電力会社は①市場の地域独占（１地域１社、日本全国を１０社で分割支配）②発送電一

体の垂直統合（発電、送電、そして消費者への配電の全てを１社で独占）③「総括原価」方式（経

費の全てに３%の利益率を上乗せして料金を設定する）の制度によって守られている（「電気事業

法」）。 

まず「総括原価」方式を基礎とする電気料金の問題を取り上げ、次いで，「地域独占」と「発送

電一体」という電力制度の問題を検討したい。 

（１）電気料金の原価構成 

電気料金は資料⑧にみるように、一般家庭を対象とする｢規制部門｣と企業などを対象とする｢自

由化部門｣からなり、料金の改定について前者は政府の認可が必要、後者は認可不要となっている。 

 東京電力の 13 年度料金改定時の原価の構成は資料⑨にみるようである。この原価の計算は「総

括原価方式｣(電気事業法)によっている。 

 

（２）「総括原価」は高料金を生む 

事業報酬は固定(長期間 8%、1960 年より 3%)されているから利益を大きくするために、巨額の
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資金(3~5000 億円)の原発建設の他、職員専用の総合病院、一流ホテル並みの厚生施設、原発ＰＲ

施設、莫大な宣伝広告費などすべてを原価に組み入れてきた。日本の電気料金は、国際的にも高

い。(資料⑩) 

 

（３）電気料金値上げの理由―毎月の電気料金請求票からみる 

資料⑪は実際に家庭に来る｢電気料金請求票｣である。 

 

①基本料金‐料金原価＋事業報酬に｢電源開発促進税｣が加わる。この月額 

計算例は１ＫＷｈ≂0.375 円×使用電力量 814ＫＷｈ≂税金 305.25 円 

この税金総額は年間約 3500 億円。これは原発誘設・運営のため原発立地自治体に各種交付

金、補助金の名目で支給されている（資料⑫イ，資料⑫ロ）。国民が電気を使うたびに原発を

増やし続ける仕組みになっている。  

②電力量料金 1 段(~120ＫＷｈ)18.89 円、２段（～300ＫＷｈ）25.19 円、3 段 20.10 円 

1974 年 6 月より導入。 
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③燃料費調整額 

これは「火力燃料（原油、ＬＮＧ=液化天然ガス、石炭）の価格変動を電気料金に反映させる

ため、その変動に応じて、毎月自動的に電気料金を調整する制度」（東電パンフ）。すなわち、

電力会社が値上げの申請時の燃料価格で「基準燃料価格」が決まり、その後の燃料価格の変動

に応じる形で「燃料費調整単価」が増えたり減ったりしている。資料⑬イにみるように、アベ

ノミクス以降、円安と燃料費(原油、ＬＮＧ)の値上がりで電気料金は上がり、本年 6 月には現

行制度導入の 2005 年 5 月以降最高の 8567 円となった（資料⑬ロ）。電力会社は燃料費の変動

で、経営が圧迫されるということは基本的にないのである。しかし、電力会社は燃料費の増大

による経営困難を理由に、料金値上げ、原発再稼働を推進している。 



26 

 

 

 

④再エネ発電賦課金等 

家庭・事業者の再生可能エネルギー発電を電力会社が買い取り、その負 担を付加金として

家庭・企業に負担させる。2013 年太陽光発電住宅用（10ＫＷ未満）買い取り価格は１ＫＷh38

円、その負担比率は東電 9.98 円(0.26%)、利用者負担 28.02 円（0.74%）である。政府は太陽光

等の増加が利用者の負担増となるので、買い取り価格を年々引き下げてきているが、電力会社

間で電力の売り買いをしている「卸電力取引場」では通常価格１ＫＷｈ15 円程度、夏のピーク

時は 35 円前後の値がつく。電力会社の負担は卸電力市場の価格を踏まえて決めるべきである。 

 

（４）利益の 91%は家庭用電力から 

 東電は電力料金１ＫＷｈ（平均）企業向け 14.05 円、家庭向け 23.34 円と、企業向けが 4 割

安く設定されている。その結果、資料⑭にみるように、家庭向けは販売電力量が 38%であるの

に営業利益の 91%を占めている。企業向けは販売電力量 62%に対して営業利益が僅か 9%であ

る。 
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３，日本の電力改革と自然エネルギーの普及 

（１）世界のエネルギー需要と日本の自然エネルギー 

世界のエネルギー動向は、資料⑮にみるように、原子力は停滞し、それに変わって自然エネル

ギーが急速に普及してきている。日本はその動向に逆行している、 

電力供給の中での自然エネルギーの割合はアイスランド 100％、ニュージーランド 65％、オー

ストリア 62％、デンマーク 29％、ドイツ 17％、フランス 14％であるのに対し、日本はわずか 2％

である（『世界自然エネルギー白書』2011 年）。これは日本が自然エネルギーに適さない、自然資

源のない国だからなのではない。むしろその逆で、日本は潜在的な自然エネルギー大国なのであ

る。降水量は世界平均の 2 倍、1700 ミリ以上あり、河川勾配は欧米と比較にならないくらい急峻

で水力発電に最適である。森林率 67％はフインランドやスウェーデンと並んで世界一である。活

火山は世界の 10％が集中する地熱国。日本は四方海に囲まれた海洋国で、海岸線の長さ、洋上風

の強さ、ともに世界有数である。 

環境省の「再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査」（2011 年）によれば、日本における導

入可能な発電容量は非住宅系太陽１億５000 万ＫＷ（原発 150 基分）、風力 19 億ＫＷ（原発 19000

基分）、中小水力 1400 万ＫＷ（原発 14 基分）、地熱 1400 万ＫＷ（原発 14 基分）となっている。

この 4 分野の合計は 2１億ＫＷ、これは原発 54 基の発電能力 4885 万ＫＷの 4４倍、電力会社の

総発電設備容量約 2 億ＫＷの 1１倍を超える。この豊富な資源を生かせば、自然エネルギーは画

期的に普及する。OECD も日本は豊富な自然エネルギーの潜在能力をもちながら、その普及が遅

れていると指摘している（『対日環境保全成果審査・評価と勧告』2010 年）。 

 

（２）自然エネルギーの普及に対する電力独占の妨害 

今日、強まっている原発再稼働の動きは、他方で、自然エネルギー普及への電力会社の妨害（独

占支配の利権維持）となって現われている。この２つのことはいわば同根のものである。日本の

自然エネルギーの普及の遅れは、制度の未整備に加えて、次のような電力会社の妨害によるもの

である。 

①自然エネルギ－の送電に高い料金 

自然エネルギーが電力会社に支払う送電線の使用料金は、米国が 0.76 円／ＫＷh であるのに対

して、日本は 3.96 円／ＫＷh（2012 年）と 5 倍以上の高料金である(資料⑯)。自然エネルギーに

とっては送電線の利用は不可欠であるだけに、送電コストの公開もせずに、高い料金を公共財の

送電線に設定するのは独占支配の弊害以外の何物でもない。 

 

②自然エネルギーへの罰金制度 

電力会社は自然エネルギーに対して送電量の事前契約で「30 分同時同量」という送電量同量厳

守を決め、その誤差範囲をプラスマイナス 3％しか認めていない。この誤差範囲を超えて送電量

が不足すると最大で 40．69 円／ＫＷh の高いインバランス料金（罰金）を取られる（資料⑰）。

この制度は、風力や太陽のように、まだ十分に普及が進まない現段階の変動する自然エネルギー

にとっては、事実上の参入閉めだしとなっている。 
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（３）欧米にはない「連系可能量」という制約 

欧米では、自然エネルギーは必ず優先的に送電線に繋げなければならないという「優先接続」

が法的に確立している。日本では、送電網につないでもらえるかどうかは、送電網の所有者であ

る電力会社の任意の判断にゆだねられている。電力会社は送電網の受け入れ上限である「受け入

れ可能量」を制限的に定め、その枠内で希望する自然エネルギー業者を、抽選で決めている(資料

⑱)。自然エネルギー業者（252 社）は送配電網への接続を電力会社に「全く買い取ってもらえな

かった」事例が 20％、「一部買取り」事例が 38％にのぼる（2012 年）。これは「固定価格買取制

度」が電力会社に電気全量の買取りを義務づけると同時に、他方で「電気の円滑な供給に支障が

生ずるおそれがあるときは接続を拒否できる」という例外規定を恣意的に利用していることによ

る。 

 

 

（４）送電線への接続費用の負担 

 自然エネルギー発電業者が系統連係をおこなうためには、送電網と発電設備の間に送電線を設

置しなければならないが、この費用及び維持管理費は送電網の所有者である電力会社ではなく、

自然エネルギー側の負担とされている。風力発電をはじめ多くの自然エネルギーは人里離れた海

岸や岬、山間、洋上などに設置されるため、その費用の負担は小規模な自然エネルギーにとって

は過重である。これではコスト高で参入自体が困難になる。「優先接続」が義務付けられている欧
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米では、この費用は送電会社負担となっている。 

 

４，電力エネルギー改革の基本的課題 

これまでの日本の電力改革は、電力会社の利権を擁護し、電力会社の許容する範囲でしか実施

されてこなかった。しかし、原発事故を通して電力会社の独占支配の実態が露呈するにつれ、電

力改革は政府も避けられないものとなった。 

電力改革の課題は、地域独占電力会社によるアンフェアな市場支配を排除し、自然エネルギー

の可能性を開放し、自然資源大国日本にふさわしく発展させることである。 

（１）原子力エネルギーから自然エネルギ－への転換 

政府はすでにみたように、原発推進を決めた。電力業界はこれを歓迎し、電力の安定供給には

「原発の再稼働は勿論、新増設が必要である」とする。しかし、原発事故は人類を破滅に追い込

むものである。日本は福島の反省の上に、原子力エネルギーから自然エネルギーへの転換を決断

すべきである。 

 

（２）発送電一体の独占解体と公的送配電組織の確立 

 この発送電分離は、電気を家庭や企業に送る送電網を自然エネルギーなどの発電事業者が公平

に使えるようにし、自然エネルギーを普及させて家庭が発電会社を自由に選び、さらに、発電会

社間の競争を促して電気料金を下げさせることを目標とする。改革案では「送配電部門の中立化」

をいうが、この問題の最も重要なことは現在の発送電一体独占体制を解体し、送配電部門をいか

に独立組織の中立・公正な公的管理に移すかということである。この発送電分離は電力自由化の

先進欧米諸国の経験を集約すれば、分離度の低いものから順に（1）機能分離、（2）法的分離、（3）

所有分離の 3 つの形態がある。 

政府は電力会社を持株会社としてその傘下に送配電会社を分社化して置くという法的分離をと

ることを決め（資料⑲）、しかもその実施は 18～20 年を目途とすると、改革を先送りした。この

形態では、分社化された送配電会社は持株会社の電力会社によって資本支配されるわけで、その

中立性も、独立性も保障されない、現在の電力会社の単なる子会社でしかない。これでは改革案

の言う「送配電部門の中立化」の意味をなさない。公共財である送配電網をその管理運営にふさ

わしい公的管理組織に移し、すべての発電事業者にそれを公平に開放することが、発送電分離改

革の基本的目的でなければならない。 
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（３）「送電線接続ルール」の廃止 

先の「連系可能量」の問題は買取制度の実施による自然エネルギーの著しい増設で、すでに限界に

達しており、緊急の改革を要する。電力会社の自然エネの受入可能量の設定にはなんの根拠もない。

例えば、風力発電のポテンシャルの大きい北海道で、北海道電力の受入可能量が極端に少ない。この

会社の最大電力は 546 万 KＷであるのに対して、受入可能量はわずかその 6.5％である。他の電力各社

も同様で、5～6％にすぎない。この接続ルールの撤廃が必要である。 

 

（４）電力の全国融通による安定供給 

 現在、日本の送電網は、地域独占の 10 電力会社に囲い込まれ、事実上分断されてきたが、電力

改革で全国の電力需要を調整する「広域運用機関」が 2015 年設立されることになった。このメ

リットには次の点がある。（１）電力の安定供給に寄与する（２）電力自由購入のインフラとなる

（３）自然エネルギ―の発電量の変動が送電網の規模の拡大で吸収可能になり、受け入れ容量が

大きくなる。しかし、現在の送電網には東京電力と中部電力の間の周波数変換設備の増強や電力

会社間の送電容量の拡大などの課題があり、広域運用機関ができても実際の広域運用は先送りさ

れる可能性がある。 

 

2013 年 6 月、経産省は電力改革の第 1 段「広域運用機関」を 2015 年に設立、第 2 段「小売り

参入の自由化」を 16 年に実施、第 3 段「発送電分離」を 16～18 年に実施するという電力改革案

を出した。しかし、この改革案は電力業界の意向を受けた自民党の反対にあい、すべての改革は

努力目標に押し戻されてしまった。とくに重要な「発送電分離」の実施は不透明なものになった。 

 

むすび―地域住民によるエネルギー管理への展望 

（１）住民参加と民主主義―ドイツの経験 

ドイツでは、自然エネルギーがすでに全エネルギー消費量の２３％を占め、いまや国の基幹電

源の一角を構成するまでに成長した。この主な担い手は「エネルギー協同組合」と「自治体公社」
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である（諸富 徹稿「再生エネルギーで地域を再生する」『世界』2013 年 10 月号）。 

ドイツでは伝統的に協同組合が連帯の自治組織として社会的に大きな影響力を持ってきた。そ

の特徴は（１）自発的でオープンな参加形態、（２）意思決定における一人一票原則、（３）組合

員による民主的な組織コントロール、（４）組合員の共同出資（５）有限責任制などがあげられる

が、何よりも重要なことはこれらの土台に「根源的民主主義」（Basis Demokratie）があるとい

うことである。 

 エネルギー協同組合は連帯の自治組織として地域住民の

参加により自然エネルギー事業を興すが、これは投資規模が

小さく、地域分散型のエネルギーシステムである。2006 年

に法改正があって、組合設立が容易になったのを契機にその

設立が急増した。2002～11 年の 10 年間に 459 組合が設立

され、全国の農山村部に広がった。都市部での自然エネルギ

ーの担い手は、自治体公社であった。ドイツでは 19 世紀以

来、電気、ガス、上下水道、熱供給の事業は自治体が担ってきた。それが、1990 年代、国際的な

規制緩和の流れの中で、EU 指令「電力・ガス自由化」により民営化（民間委託、民間企業との

合弁会社化）が進められ、送電網も民間企業に委託された。しかし、近年、電力事業の「再公有

化」が相次ぎ、それに伴って送電網利用権も自治体により買い戻されている、2007～12 年の 6

年間に自治体エネルギー公社新設が 60 件、送電網直営化が 170 件に及んでいる。これには、丁

度この時期、地下共同溝利用権（送電網）が民営化 20 年の契約更新期にあたったという事情もあ

ったが、何よりも大きい要因はハンブルグ市やシェ―ナウ市の住民投票に象徴されるような住民

の粘り強い運動によるものである。 

住民が「再公有化」を求める理由としては次の点をあげことができる。 

（１）電力会社は利益追求を優先し、住民の環境問題、気候変動政策などへの対応要求を顧み

なかった。そこで住民や自治体はエネルギー供給事業を公有化し、環境問題や気候変動政策への

取り組みを強めようした。 

（２）自然エネルギーの普及に伴い必要になってきている「分散型エネルギーシステム」への

対応には、自治体の役割が大きいことから、住民・自治体はエネルギーの公有化への選択をした。 

エネルギーシステムの分権化とエネルギー事業の公有化との関係は次の理由による。（１）伸展

著しい自然エネルギーは同時に小規模分散化と系統不安定化を拡大させ、その制御の重要性を増

大させる。そこで域内の自然エネルギ―電源、蓄電池、熱貯蔵、コジェネレーション（熱電併給）

発電設備などを組み合わせ、スマートメーターと情報通信技術によって制御すれば、電力需要を

均衡させて、域内で最適化を図ることも可能になる。配電エリアの状況は地域ごとに多様であり、

最適化に必要な情報も異なるため、集権的な一律の指令に服させるのは難しい。したがってスマ

ートグリット化の進展は、地域の事情をよく把握できる自治体公社の重要性を高めることにつな

がる。（２）地域の熱供給を地域集中暖房システムによく適応するコジェネレーションへ転換する

のに、エネルギー事業の公有化が必要である。熱供給は地域密着の分散型システムであるのに対

し、電力供給は地域外の原発を含む大型発電所から送電網で電気を送る集権型システムであった。

集権型システムでは一次エネルギーからの転換ロスに加え、送電ロスも加わって、エネルギー利

用効率が 40％程度にまで悪化する。そこで、この両者をセットで行うコジェネレーションを推進
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し、需要のすぐ近くでエネルギー生産をおこなう「地産地消」を推進すれば、エネルギー利用効

率を 90％近くまで高めることができる。 

 

（２）住民参加とコミュニティ・パワー 

近年、日本でも自然エネルギー事業は、地域独占の電力会社の妨害にもかかわらず、着実に普

及してきており、とくに、2012 年 7 月の固定価格買取制度の導入を契機に全国各地で太陽光発電

を中心に著しい発展をみせている。制度実施以前のメガソーラーの設備は 19 件（3.3 万 KW）で

あったが、実施半年後の 2013 年 1 月には 26 件（4.6 万 KW）が増設されている。なかでも大手

企業によるメガソーラーのビジネス事業としての参入が際立っている。地方自治体の方針もこれ

までの自ら施設を導入し、住民を支援する施策から民間企業の事業支援や誘致に変わってきてい

る。しかし、仮に遊休工業団地にメガソーラーを誘致するだけでは、これまでの地域開発の失敗

と同様で一時的に地代や固定資産税の収入があっても地域の再生発展には結びつかない。 

自然エネルギー事業は、もともと小規模・地域分散・自然資源依拠の特質をもち、地域住民、

地方自治体などが事業主体となるのにふさわしいシステムなのである。しかも、この取り組みは

自然エネルギーの創出にとどまらず、地域社会の活性化、地場産業の活性化と新しい農村工場の

設立、地域雇用の創造などを通じて地域循環型社会、そして持続可能社会の構築を目指す運動と

繋げることに大きな意味がある。これまでの住民の取り組みで見逃せないのは、飯田市の住民支

援で「自然エネルギーはそこに住む人々の共有財産で、それを主体的に活用する権利もまた、そ

こに住む人々にある」とする「地域環境権」に基づき、自然エネルギーで地域の自立を目指して

いることが注目される。飯田市のような住民組織が、日本各地でそれぞれその地域の自然資源や

ニーズに対応して、地域社会の再生と改革を目指しながら、多様で創造的な活動を展開していか

なくてはならない。 

以上みたように自然エネルギーは、コミュニティ・パワーによって創りだされるコミュニティ・

エネルギーという特色を持っている。そのコミュニティ・パワーの原則は、ドイツの経験からも、

次の点が重要になってくる。（１）地域住民の主体的参加と連帯を基盤とする（住民参加）（２）

地域住民の連帯組織は住民合意に基づき運営される（民主主義）（３）地域の資源を自然循環尊重

の視点から利活用し、そこから得られる便益は地域の自然と社会に還元する（地域環境権）。 

これまで電力会社に独占されてきた電力エネルギーという生産力を、地域住民が自分たちの手

に取り戻し、それを自ら管理するということは、今日の日本社会を変えるという課題に結びつく

重要な意味をもつ取り組みである。これはこれまでの市民と社会との係わりを根底から問い直す

ことでもある。エネルギーについての住民参加、住民事業、住民管理の根底をなすコミュニティ・

パワーは、原発に象徴される巨大な電力会社の電力エネルギー独占支配を崩し、日本社会を原子

力エネルギーから自然エネルギ―へと転換させ、安全で、豊かな社会を構築するための原動力で

ある。 


