
合計 比率 回答数

①年代・性別についてお尋ねします 40人中

 (1) 年代 38

２０代以下 2 5%

３０代 0 0%

４０代 5 13%

５０代 9 24%

６０代 19 50%

7０代以上 3 8%

 (2) 性別 39

男性 35 90%

女性 4 10%

②フォーラムをどのようにお知りになりましたか（複数回答可） 49

知人に聞いて 10 20%

農都部会のメール・メーリングリスト 13 27%

他のメール・メーリングリスト 12 24%

農都部会ホームページ 1 2%

他のホームページ 1 2%

Facebook 1 2%

Twitter 0 0%

その他 11 22%

③講演やコメント、質疑について感じたこと、思ったことをお聞かせください 26

分散型小型発電に共感します。

23兆円削減エネルギーの問題は興味有り、自然エネルギー活用の重要性を認識しました。

バイオマスの成功例。原発の何が問題かよくわかった。

・政権が交代したこともあり、国の取組みについて、展望など聞かせて欲しい。 ・この活動への国の補助など……

森林利用には、用材利用が大きく関係する。その意味では、やや楽観的と思う。

本気で、「化学物質総背番号制」考えて頂きたい。

共感できる所：中小規模、木質熱電併給、市民出資

原発に関するコメントは不要。誰でも知っている情報しかなかった

実現化の難しさが残念

素人でも分かる点が多かったので嬉しかったです。マイクの音量が小さくなって、聞き取れなかった部分があって残
念です。

種々の統計データを駆使して体系的にバイオマスエネルギーの導入の有効性を説明して頂いたことは有意義で
あった。

将来像やオポテュニティ・夢を語るのは分かるが、データの継ぎはぎで統合性、具体性に欠けており、政策論として
も未熟と感じた。

ご講演の内容が巾広く、時間が足りなかったと思いました。バイオマスに絞ったほうがわかりやすかったかもしれま
せん。

2013年1月23日再生可能エネルギーフォーラム２　参加者アンケート結果
（参加59名中、40名回答）

将来のゴミ焼却施設と複合した発電設備を開発、仕組み造り、低コストの実現（ゴミ分別装置の開発を併せて推
進）。一人ひとりの意識の向上、生ゴミを集める仕組みキャンペーン。

豊富なデータは参考になる。木質バイオマスの具体的な話をもう少し聞きたかった ・FITで事業がどの程度成立す
るか ・熱や燃料との競合について →Ｑ&Ａでかなり補完された。

バイオマスについて、森林資源の有効活用が出来ていない現状が、ある程度技術的な問題（課題）も含めて理解
出来た。

竹林さんのお話はバイオマス・再エネ・原発・エネルギー政策全体に多岐にわたるものだったが、とても良く整理さ
れていて勉強になりました。
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全体を通して分かりやすかったと思う

とてもわかりやすい講義であった

④本日のフォーラムの全体の評価を教えてください 33

５ 4 12%

４ 18 55%

３ 9 27%

２ 1 3%

１ 1 3%

⑤2030年代原発ゼロ・再エネ比率35％の実現性と、原発再稼働についてどう思いますか 35

実現可能と思う。

設備投資とランニングコストの低減と性能アップを重点的にスピードを上げる必要有り。

再エネ比35%は出来そう。原発０に向かうべき。

実現に向けて実践している

日本社会の将来像をどう描くかによると思う。

再エネ100%を出来るだけ早く実現出来る様協力したい

可能だと思う。原発は○○ないし、コストがかかりすぎる

難しいと思うが、原発再稼働はすべきではないと思う

可

すべての人が（国民が）もう少しずつ興味を持たないと○しい。

かなり努力を要すると思う。原発再稼働の問題はむずかしいテーマであり、コメントは出来ない。

実現させるべき。再稼働絶対反対

可能な限り実現に向けて努力したい。原発は段階的に減らす。再稼働は極めて限定的に。

30年代原発ゼロ再エネ比35%は実現できる、再稼働だめ

質疑応答は紙形式でしたが、このために一方通行となり、会場の熱気が今一つだったように思います。大人数では
ないので、直接のやり取りの方が、議論が盛り上がったのでは、と思います。

その気になれば可能。放射性廃棄物について真剣に取り組み、一基一基、国民投票にかけるくらいの手続きがな
ければ再稼働は認められない。

・講演内容と配布資料が大分ちがっていた。（後ほどメールで送ってもらえるということで納得） ・講演については共
感できることが多かった。（質疑で少し議論してみてもよかった。） ・相馬の高橋さんの話は、あの場では、協議・検
討事項として別の場を設けたほうがいい。

①バイオマスの供給ポテンシャルの一覧、バイオマス発電の実例と状況・課題が興味深かった。②バイオマス発電
について、大型より小型でまず取り組んでいくべき、というのは論拠が不明（現状前提に過ぎ、安易ではないか。
もっと対応可能性、対応努力も盛り込んだ検討が望まれる）。

相馬の生々しい現地報告を聞いた女性参加者が、高橋さんに「大変でしょうが、頑張ってください」と一言伝え帰ら
れた姿が印象に残っている。

時間が足りず、後半はしょったのが残念だった。再エネの議論は自然科学・社会科学双方の知識が必要だと思っ
た。

未利用材によるバイオマス発電については、他の再エネと異なり、林業側との連携が必要です。その点では、講師
の竹林さんのお話の通りですが、竹林さんは、原料木材の安定供給を考えると小規模発電である必要がとされ、コ
メンテーターの澤山さんは小規模発電の経済性を問題にされました。規模の経済性のみを見て地域の林業とバラ
ンスしないような大規模な発電は成功しないと思いますが、林業とバランスする範囲で規模・経済性を追求する必
要があるのではないかと思われます。そのためには、地域でのコーディネーターが必要になりますが、森林組合が
そうした能力を低下させているのが心配です。

原子力利用では、廃棄物処理を正面から議論するべきである。子孫に負の遺産を残すことと現在の貧困（格差）問
題について同時に議論するべき。

その気になれば出来る。電気事業界のプレッシャーに負けて自民党は再稼働するだろう。問題は、新規原発をどう
するかにある。

原発の議論と再エネ導入議論は切り離すべきと思います。原発再稼働シナリオでも再エネは25%必要な訳で、少な
くともこれをどう実現するかの具体的政策を議論すべき。（FITのみでは不充分と思う為）

政策が変る事が無く、国民の合意があれば賛成。特に原発の核燃料の最終処分を早く決めることが必要と思いま
す
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再エネは30%ぐらい。原発ゼロはむずかしい

原発再稼働は必要。原発ゼロの根拠○○。再エネ比率35%は困難

今までなかた100年スパンの議論が必要

実現出来ればいいけれど、可能性は？

実現は可能だが、政治家が利権に固執しているのをどうこわすか次第ではないか。

実現可能と思う。それに向けた努力をすべき。原発再稼働は現実的にできないのでは

実現したい、決める事からできるへ

見方、価値観として共感するが、実績が弱い。

現実に「原発ゼロ」は無理でも行動目標として考えて、そのための方策を議論していくべきである。

⑥発送電分離や、市場競争化など電力システム改革についてどう思いますか 33

既存のものと補完的にやって行くべきだと思う。

アイデアとしては良いが、規制も必要。

分離は不可欠

発送電分離あるべき。市場競争化おおいにそうすべき。

当然なされなければ我々は市場に参入できない

発送電分離は基本的に賛成。送電線は公共物として管理すべき。

良い事と思います

英国自由化のデメリットをよく研究した方が良いと思う。

大変良い事、スピードが大事

発送電分離推進すべき。完全自由化はリスクがあるが市場原理は必要。

やるべき

実行

賛成です。大手電力会社が初期から有利にならないシステムで是非。

発送電分離は行うべし。

早急にするべき

是非積極的に推進するべきである。

各地域(市町村などレベル)の配電会社へ改革

改革はマスト。

再エネは安定性、コストの大きな問題があります。この分野で世界に輸出できるイノベーションには大いに期待した
いのですが、再生エネルギーは安定性（稼働率）の面から設備を大きくもたないといけないので、2030年代原発ゼ
ロ・再エネ比率35％を無理に達成することはない。国民負担、産業界の負担のない範囲に留めるべき。

再エネ比率３５％は、目標なので、今後の再エネの政策・取り組み如何で達成できるかどうかは変わってきます。数
字は別にして、再エネが大きく増加するという方向性は間違いないと思います。原発ゼロは、論理的にも経済的に
も再エネ推進とは関係がないものです。化石燃料の輸入が増加しても問題ないと考えれば今すぐにでも原発ゼロ
はできます。実際に震災後はそういう状況でした。化石燃料の輸入を抑えようとすると、総発電量―再エネ（水力含
む）発電量―化石発電量＝原発発電量になるというのが、論理的経済的関係です。

国富流出をいつまでも続けていては日本は貧しくなる。35％の実現性云々ではなく、2030年代に向け総力で達成
すべきと思うが・・・。

再エネ比35%は可能と思うが、政府の方針が定まらない限り実現は難しい。原発再稼働は住民感情を考えると不可
能な地域が多いと思う

原発の再稼働は安全性を確保の上で最低限のみ。2030年代には原発０とし、再エネ比率を可能な限り(35%以上)
に上げる。

今のままでは、原発ゼロ、再エネ35％の実現は難しいと思います。再エネにはより強力な政策誘導が必要（FITの
強化など）。原発ゼロには、きちんとした国民的議論が必要。

実現の可能性はある。再稼働すべきでない。問題は、国の政策。これをあらため、再エネにとりくむ国民の力の成
長にある

現在のFITの在り方では､現実は難しい。メガソーラー、陸上風力など不安定な電力をどう扱うかの議論が必要。
（生産電力の質に関する議論）

どんどん推進すべきだと考えます。産業競争力強化策として電気代コストダウンのためにも競争原理はMUSTで
す。
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発送電は分離し、送電網に自然エネルギーによる発電が接続できるようにすることが必要

電力安定供給と供給体制確立の為には発送電分離市場競争化はすべきでない

発送電分離はすぐすべき。産業用と家庭用の区分がまず必要。

一般市民、利用者がよく理解出来ていないことが問題

発送電分離はローカルな取組推進のために必要だと思う。

発送電分離はエネルギー政策のために必要不可欠な問題

発送電分離は基本的に賛成。営業プログラムが必要

電力の小売り自由化は必然と思う。電力システム改革こそ公共事業に相応しい

この問題は十分咀嚼出来ていないので、記入を控える。

⑦エネルギーの地産地消を進めるために、地域や国のエネルギー政策をどう変えたら良いですか 32

研究開発、地域共同体の復活

エネルギーの地産地消を必りなく追求したらどうなるか？

実情をよく知らしめる事が大切。

地域への国の補助（金）が必要。

動けるところから動き、適切に発信していく。財政支援の強化。

エネルギーは国にとって非常に重要である。国民の意思を尊重しつつ、自然エネルギーの割合を増すべきと思う

先ず特区のような形で実験してみたらいかがでしょうか。

市民団体の参加への助成と技術の普及

発電に対して、インセンティブを与える。

国の富の流出をくいとめるという考えは大賛成。地域の金を都市に流出することをくい止めると同じ。

交付金とFIT

市民ファンドの様々な、参加型、「地域電力会社」を作る。

もっと地方自治を進めるべき。首長と市民の民度(民主主義の度合)のアップが重要

地域独占の電力会社体制を変更して、自由化を推進する。

国民／地域民の意識―選択―小さい単位で地域から

電力・ガスのインフラ中立化（○○○）。ガスインフラの整備。

人口の地域較差が極端に大きいので実現する為には極く小規模なものになってしまうのではないか？

長いスパンで考えれば答えは出るが、即効的な効果を重視すれば問題は多い

地方分権の推進。

再生可能エネルギーの可能な限りの導入。太陽光、風力に加えてそのバックアップ電源としてのバイオマスの活
用、熱電併給システムを地域毎に普及・統合、都市設計・開発

・将来のエネルギー供給がどうなるか、きちんとシュミレーションすれば、自ずと答えが見える。 ・目の前の損得で
考える話ではない。

エネルギーに関連する予算を、できるだけ地方に交付し、地域ごとの特性に応じた、地方の自主的な取り組みにま
かせてはどうでしょうか。

地産地消と言っても県単位でなく、道州エリアでの実現をめざす。食糧を含めた広い意味での地産地消は狭いエリ
アほど望ましい。

発送電分離と本格的な電力自由化は必須。総括原価方式は認めない。原発は電力会社から切り離して全国統合
の事業体とし国が管理。廃炉と核廃棄物処理のコストも入れて、きちんと電力価格を計算させるべき。

発送電分離は必須の目標とすべきで、屋久島の例や海外の例を研究しながら、政府の政策に盛り込むように市民
キャビネット農都部会から発信していきたい。

地域独占企業の弊害が大き過ぎ、普通の民間企業のコスト意識もない体質や国の指導（コスト積み上げに利益を
の載せる）構造を変えることが、その前にやるべきことと思います。これだけでも料金は大きく下がります。発送電
分離は、さらに競争による効率化が期待できますが、安定性との兼ね合いをシステムに組み込んでいないと、カリ
フォルニアの大停電の轍を踏むことになります。

これまで電力業界が再エネの本格的推進を妨げていたということからすれば、再エネを円滑に拡大していくために
も発送電分離などの改革が必要です。改革の全体像については、海外の事例を研究するなどの十分な検討が必
要と思われます。形だけの改革では、その目的が達成できないおそれがあります。

発送電分離を行うべき。電話の例を見ても良質で安価なエネルギーを得ることが期待できる。同時に総括原価方
式を廃止するべき。
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前問とも関連するが、発送電分離しないと地産地消も進まないのではないか、政治力でやるしかない

経済界の言いなりでなく、小さな経済、地産地消にもっとシフトする

活用・事業の実践を推進すること（FIT活用を）

小規模な実証モデルをたくさんつくること。成功事例ができてくれば、国や地域のエネ政策に影響を与える。

⑧バイオマス・小水力発電等のビジネスの可能性についてどう思われますか 28

構想中。

検討しています。いろいろな組み合せが必要。又、プラントのコスト削減がポイントかなと。

林地残材によるバイオマス発電の技術開発を積極的に。小水力発電については可能性大と思う。

している、2014年度から具体的に

バイオマス事業は一部実施しているが、ビジネスとしては成り立っていない。将来像も未だ明確に描けない。

千葉県で市民活動を始めた

小水力発電検討している

流通コストが少なければバイオマスは可能。小水力も地域により可能。

可

本日の話を聞いて、可能性の高さを知りました。

検討していない。各地域の行政がもっと考えるべき

地域によっては河川の水量が十分あり、農業と絡めて具現化したら良いと思う。

検討：はい、事業化：できる

バイオマスの発電利用はFITをもってしても将来の問題が残る。熱利用のモデルも工夫が必要。

応援したいが自らはいまのところやれない

非効率、高コストで専業化は困難。人の確保が困難。

推進したい。実現性は大いにあり。

検討していない。

小水力にも興味あります

可能性は十分にあるが事業・経営実践すること

地域活性化の可能性を探るため事業化を考えたい

被災地から避難してきた農業者グループを支援するため、事業化に向けた個別の取り組みに関わっていきたい。

現在バイオマスについて北海道でバイオエタノール、九州でバイオペレット製造事業を推進中。今後FITベースで石
炭・バイオマス混焼発電の推進を卦等予定。

・バイオマスの可能性を感じるが、将来性に問題がある。化石燃料を使わずに浮いた分を売れる国レベルのコンセ
プトが必要。

現状、バイオマス発電を事業として運営している。我々はめぐまれすぎているが、バイオマスボイラーにとってのkey
は、やはり燃料の確保である。

木質バイオマス（間伐材、林地残材）は、しくみのつくり方によっては、十分に可能性があると思います。「杉小判」
の例のように、地域にお金がまわるしくみを考えると良いかもしれません。

バイオマス・小水力発電等のビジネスを起こすため、ワーキンググループを立ち上げて、今年の5月ごろから実証プ
ラントを動かす計画があり、将来は地域主導型の中小エネルギー産業を起こしていきたい。

地域毎に地域特性を活かしたエネルギー戦略が必要。自治体の再エネ活用条例作りを後押しする国の政策が望
まれる。再エネ推進に自治体と住民が協働できる環境整備を進めてほしい

各地域の実情にあった中小規模のエネルギー産業を考えて、地域住民・行政と一体となって産業育成を図り、その
成功例を数多く積み重ねることで、再生エネルギーの活用に結びついていくと思う。

エネルギーは日本全体の最適化を考え、この中に地産地消を考えていくべきです。税金投入や高い電気料金負担
での地産地消を目的化して進めるようなことはやるべきではない、と考えます。

FITは、ドイツなどの先進例を参考にして制度化されましたが、海外の取り組みの苦心や教訓が十分に取り入れら
れていない部分があります。木質バイオマス発電に規模別買い入れ価格を設定していない問題やコジェネを前提
にしていない問題は、その一例です。実態と合わない部分は、早急に見直しを行うべきです。

小水力－○、バイオマス－△。バイオマスはゴミや廃材利用に限定するべき。林地残材利用は利用できる地域が
限られる。（材を搬出するための路網やチップ加工する施設が元からある地域）

再生可能エネルギーは低密度であるため、利用するには（化石燃料にくらべ）コストが掛かるものである。エネル
ギーの利用効率を上げることが重要である。（コジェネや電力以外の利用等）
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⑨農都部会のフォーラムの感想、やってほしいテーマ、どんなスタイルがよいか等お書きください 15

今のままで良い。

技術面の内容と種類、将来性の追求、世界レベルで使用されている例

林地残材、間伐材利用のバイオマス発電化の実施例の講義

具体的な水力発電例

普通の人（多くの人）が関心を持てる、楽しそうなエネルギー問題解決方があれば聞きたい。

とても有意義でした。感謝致します。初めてで、「市民キャビネット」とは何でしょうか？

市民ファンドの事例と成功・失敗事例の研究

熱い意見を語る方

老人クラブ化が進んでいるとの印象。学生等の参加を募っては？

活用実践に向けたフォーラム・講座の検討。来年度はこれを基本テーマにしたい。

モデル地域を設定して、エネルギー・食糧自給などのシミュレーションを行ってほしい。

⑩メーリングリストについて 31

登録したい 10 32%

登録済み 19 61%

登録したいと思わない 2 6%

⑪Facebookグループについて 20

参加したい 3 15%

参加済み 7 35%

Facebookはやらない 10 50%

※回答中、判読不明の箇所を１文字につき「○」としてあります。

回を重ねる毎に不手際が減ってきて、部会の目的に理解が進んでいると思う。政策提言をより具体的にするため
現場からの視点が重要であり、事業化がこれからの課題と思う

自然界にない化学物質（含　放射性物質）を環境に放出してしまったツケは大きい。汚染された森林や農地の修復
にはイノベーションが必要。官民協働して立ち向かわなければならない、と改めて感じた。

農都部会のフォーラムでは、各専門分野のスペシャリストを招いての勉強会や討論会を積み重ねていき、政策提
言の基となる議論をまとめる役割を果たして欲しい。

「輸送用バイオマスエネルギーを含めたバイオマスエネルギー導入政策」。出来る丈Discussinベースでの意見交換
の機会を入れる形式
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