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八王子協同エネルギーの 
取り組み紹介 

2016年2月15日 

報告者：田中拓哉 

一般社団法人八王子協同エネルギー、代表理事の田中拓哉と申します。 
よろしくお願いします。 
  
それでは、標題のとおり、地域センターの指定に関する私たちの提案について
のお話をさせていただきます。 

地域事業運営のための 

一般社団法人 

学びの 
場づくり 2012年、私たちの活動は、環境問題や地球温暖化防止

について市民たちの自主的な学習会から始まりました。 
 
地域に根差し、そして実践的な再生可能エネルギーによ
る事業運営を、長期継続して行うために法人格を取得し
て活動を展開してきました。 

地域の 
つながり 

実践的な 
事業運営 

市民発電所 

１ 
バイオマス 
利用の推進 

２ 
電力 
自由化 

３ 

その活動について4項目でご紹介します。 

市民発電所 

市民発電所についてです。発電事業を地域が担い、その利
益でまちづくりを応援する。それが、この事業の趣旨です。 
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10年間 
の出資 

生産品の特典 

市民・住民 

地域活動 
の支援 

年間30tの 
CO₂削減効果 
    

→地域をつくる出資で 
   持続性の高い効果を狙う。 

 
図式化するとこのようになります。 
多くの市民から、10年間の出資を募り、その利益で地域の活

動を支え、そこで生み出された食べ物などのを出資者に還元
し、さらに参加を呼び掛けます。→出資と／参加による持続
性の高い啓発効果をもたらします。 

  循環のイメージ  

参加 

  市民発電所1号機  

堀之内「ユギムラ牧場」 

定格出力   30ｋＷ 
年間発電量 31,536ｋＷｈ 
 

約15t-CO₂削減 

 「若者の新規就農応援」 

人気エリアでＰＲ 
ユギムラ牧場 発電所 

1号機は、堀之内「ユギムラ牧場」というところに設置しました。 
多くの市民に見ていただき、反響をいただいております。 
こちらは30KW、年間15トンのco2を削減しております。 
 

また、独立型のソーラー蓄電システムにより、電源のない畑
でのコンサートを行ったり、直売所への電力供給なども行っ
ております。   市民発電所2号機  

元八王子町 ＮＰＯ法人結の会 

定格出力  10ｋＷ 
年間発電量 10,512ｋＷｈ 
 

約5t-CO₂削減 

 「地域福祉応援！」 

紙すき工房サマキ 
結の会市民発電所 

2号機は、福祉作業所に設置しております。多くの利用者、保
護者から喜んでいただいております。 

  市民発電所3号機  

小比企町 磯沼ミルクファーム 

定格出力  20ｋＷ 
年間発電量 21,024ｋＷｈ 

約10t-CO₂削減 

 「地域の魅力発信！」 

かあさん牛の 
ヨーグルト工房発電所 

3号機は小比企にある牧場に設置しました。再生可能エネル

ギーで、ヨーグルトやチーズをつくって地域の魅力を発信して
いきたいと考えています。 
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活動実績（地球温暖化対策） 

出力 出資金額 出資人数 

ユギムラ牧場 30ｋW 800万円 63名 

NPO法人  
結の会 

10ｋW 330万円 35名 

磯沼ミルク
ファーム 

20ｋW 570万円 49名 

合計 60ｋW 1700万円 137名 

  市民出資の発電所  

これまでに市内3か所にて行っております。 
合計1700万円というお金を、137名のサポーターから 
10～15万円程度を「拠出」していただきました。 

小水力で東京の田んぼを守る 

 

八王子市HPより（高月町） 

小水力発電の調査研究 

▲ピコ発電実験（恩方） 

▼小水力発電機（奥多摩） 

▼農業用水のポテンシャル調査（高月町） 

次です。調査活動ということで、私たちは現在小水力発電に
重点的に取り組んでおります。実際にある用水路等に発電
機を導入すればどのくらいの発電量が見込めるか、という調
査活動でございます。 

太陽光アシスト自転車 
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バイオマスの利用推進 

次です。森林吸収という観点から温暖化防止活動に重要な
役割を担っているのが里山です。また八王子は緑地資源が
非常に豊富です。私たちは、八王子らしい取り組みとして「里
山資源の利用推進（すいしん）」に取り組んでおります。 

      

・日の出町 ペレット製造工場（福祉作業所） 
・静岡県 農業への木質バイオマス熱導入モデル事業 
・三重県 赤目の森里山エネルギープロジェクト 
・埼玉県小川町 食物残渣のバイオガス発生装置 
・京都市 ペレット普及啓発施設 
・青梅市 ペレットストーブショールーム 
・奥多摩町 小水力発電実験施設   など 
 
 
 

先進地域への視察 

ペレット工場 （日の出町） 

12箇所を訪問 

ペレットボイラー（京都） 

主
な
訪
問
先 

これまでに12か所の先進地域への視察を行っております。 
ペレット関連でいくつか。 

その他にも、小水力発電所や、食物残渣のバイオガスシステ
ムなどの取り組みを学んでいます。 

また、こうした研修は、一般の参加者と一緒にスタディツアー
という形で行っております。 

八王子市内の堆肥化施設 

 
発酵について 
 

• 好機発酵 熱い →堆肥づくり 
• 嫌気発酵 くさい →液肥とバイオガスの発生 

 
→においと残渣（液肥）の処理が課題となるが、うまく使えば
枯渇性の資源であるリンを多く含んだ貴重な農業資源となる。 
 

湯気の出る発酵は好機発酵温度は80度にもなる 

鉱山由来の肥料にはウランのリスク 
リン鉱石と一緒にウラン238が混入する。多いものだと1000㏃／
kg程度。（写真）マーシャル諸島ナウル島 

 

→メタンガス発生装置は、希少なリンを、 
 しかも安全に再利用する最も有効な方法 
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バイオガスは温室効果ガス 

メタンガスの温室効果はCO₂の20倍！ 

バイオガスの回収事例 

 

ゴミ処理施設としての有用性 

• 日本には世界全体の２／３のゴミ焼却所がある。 

• 水分量の多い生ごみの焼却による環境負荷は大きい。 

 

• 小川町のケースでは、従来の焼却施設で32円／ｋｇの
コストで処理していた生ごみを、バイオマスプラントに
より12円／ｋｇで処理ができるようになった。 

 

ちなみに… 

• 大規模プラント(八王子市戸吹清掃工場300ｔ/日) 

 の処理費用 16円/ｋｇ 

 

竹繊維製造器はバイオガスプラントに！ 

↑このタンクがあればメタンガスを 
 回収し調理などに使える。 

↑八王子のNPOによる 
 竹繊維製造システム 
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ペレットストーブとは？ 

薪ストーブよりも安全 
煙が出ない 
熱効率・燃焼効率が高い 
樹種を選ばない 
安いうえに補助金がある 
保管に場所をとらない 
 

住宅密集地でも使える！ 

里山の資源利用推進 

里山保全との連携による 
剪定枝の活用 

八王子市市民企画事業補助金交付事業 

一般社団法人八王子協同エネルギー 
FoE Japan「宇津木の森」 
NPO法人YUGI 

木質ペレット製造実験 
 

 

３団体が連携し、 
八王子の里山資源を 
ペレット燃料に再生！ 

まずは実践的な取り組みについてご紹介します。 

八王子市市民企画事業補助金の交付を受けて、現在里山の
剪定枝を燃料化するという実験事業を「3団体連携」で行って
おります。 
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▼里山体験×BBQ×燃料づくり 
 

家族で 
楽しめる 
ペレット燃料 
づくり体験 

 

～ペレットストーブ～ 
再生可能エネルギー導入支援 

ペレットストーブの導入支援についても、私たちは、先ほどご
紹介しましたペレット製造の実績から、さらに発展させた導入
支援が可能であると考えています。 
 

里山体験から、燃料づくりまで、家族で楽しめる導入支援が
可能です。 

破砕機や乾燥機をなるべく使わずに工場残材（ソーダストや
鉋屑）を使う事業モデルを考える。 

ペレット製造の最適化 

木工旋盤の導入 
生木でも削れる。 
おがくずはペレットの原料に。 

用材利用 製材所の復活 
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農業用ペレット温風機 

静岡県藤枝市の導入事例 
導入価格は重油の方が安いが、燃料代は導入時に４割減少。 
ただし、サイロは大きいので設置が困難な場合も。 

小型木質ガス発電機 
（20～50ｋW） 

米国APL社（All Power Labs Inc.) 森のエネルギー研究所 

森林資源の成長量19万㎥（市内） 

→全世帯に暖房熱を供給できるポテンシャル 

（ペレットストーブによる消費量500～700㎏／年）。 

 

でも、間伐されているのは1700㎥程度… 

 

その他… 

八王子には、畜糞や農業残渣等の資源や、し尿、
生ごみ等の都市由来の資源が豊富に存在する。 

 

 

最大の課題は原料調達 

•都市のバイオマス資源を理解する 

森林資源、農業残渣、 

畜糞、工場廃棄物、街路樹剪定枝、 

廃油、生ごみ、下水汚泥 など 

 

・最適な規模を把握する 

 

→八王子市内には570頭の牛が飼育されている。 

→畜糞は、100頭（磯沼ミルクファーム）で2t/日発生 
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本当に電力は「選べる」のか？ 

新電力の発電所は1.14％しかない 

再生可能エネルギー供給を目指す電力会社 

（デンキエラベル2016キャンペーンより） 

…6月以降から募集開始？ 

電力自由化 

自分の価値観で電気を選択できる 

再生可能 
エネルギー 

原発 
石炭火力 

安い 高い 
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託送料金とインバランス料金 

託送料金（東京電力の場合） 
 
低圧 8.57円 
 
高圧 3.77円 
 
特別高圧1.98円 
 
 その他 
 
  需要地近接性評価割引 
 
  インランス料金 など 

→2020年発送電分離の焦点 

石炭火力の新設計画（自由化に起因） 
４７基 2,250万kW（需要の3割を賄う） 

 

本当に電力は「選べる」のか？ 再エネを育てる「選択」 

いま、私たちにできることは？ 
 
再エネを「選択」すればよい… 
 
ではなく、再エネを育てる「選択」を！ 
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再生可能エネルギー供給を目指す電力会社 

その電力の由来や 

人となりを知って 

電力を買う事業 

 

 

復興支援型 ふるさと貢献型 

環境貢献型 ご当地応援型 

タレント応援型 

顔の見える 
発電所 

自分たちでつくる 
自分たちで使う 

ご当地エネルギーの 
商品化が重要 

パワーシフト宣言をしよう！ 

 

ご清聴、ありがとうございました。 


