
2014年

1/31（金） タウンミーティング

南相馬市民文化会館

2/1（土） 本会議  第１日 

福島県文化センター

2/2（日） 本会議  第2日

喜多方プラザ文化センター

プログラム / Program

The International
Community Power
Conference 2014
in Fukushima

主　　催 ：  認定NPO法人  環境エネルギー政策研究所 （ISEP）

共　　催 ：  ふくしま再生可能エネルギー事業ネット
 一般社団法人  会津自然エネルギー機構
 三井物産環境基金 「持続可能な風力利用研究プロジェクト（名古屋大学丸山研究室）」
 一般社団法人  えこえね南相馬研究機構

協　　力 ： 一般社団法人  ふくしま会議
 コミュニティパワー・イニシアチブ
 REN21 （21世紀のための自然エネルギー政策ネットワーク）
 EU FP7 CIVIS （EU第7次研究枠組み計画　CIVISプロジェクト）
 公益財団法人  自然エネルギー財団
 脱原発をめざす首長会議
 エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議
 １００％自然エネルギー世界キャンペーン
 パタゴニア  日本支社

後　　援 ： 福島県　
 福島市　
 喜多方市
 南相馬市
 ドイツ大使館
 デンマーク大使館
 スウェーデン大使館
 カナダ大使館
 駐日欧州連合代表部　
 農林水産省
 環境省
　 経済産業省 

特別協賛：  新日本有限責任監査法人
 地球環境基金
 フリードリヒ・エーベルト財団



地域エネルギー革命元年
The Start of Community Power Revolution

コミュニティパワーとは
以下の三原則に従って創られる地域主導の再生可能エネルギー事業を言います。

● 第１原則：  地域コミュニティによるオーナーシップ（株主、当事者意識）があること
● 第２原則：  地域コミュニティが意思決定手続きの中心を担うこと
● 第３原則：  地域コミュニティに経済的・社会的な便益が還元されること

3・11 福島原発事故後の日本にとっても、また気候変動対策が待ったなしの世界全体にとっても、唯一
とも言える「不幸中の幸い」は、今や自然エネルギーが、世界のさまざまな国で、農耕革命・産業革命・
情報通信（IT）革命に続く「人類史第４の革命」と呼ばれる急激な変化を実現しつつあることです。
10 年前には、誰も予想し得なかったこの急速なグローバルレベルの変化の原動力は、地域主導のエネ
ルギー（コミュニティパワー）です。インターネットの誕生前と後の違いにも似た「大規模・集中・独
占型」から「小規模・分散・ネットワーク型」への社会の枠組みの変化が起きつつあるのです。
デンマークのサムソ島などの北欧やドイツ、北米、豪州、インドなどで多くの地域が「自然エネルギー
100%」を目標に掲げ、現実にそれを実現する地域が次々に増えてきました。
日本でも、3・11 原発事故の後、長野県そして福島県がそれぞれ「自然エネルギー 100%」を新た
に目標に掲げました。今後、他の地域コミュニティが次々と続き、日本各地で「ご当地エネルギー」が
澎
ほうはい

湃と立ち上がりつつあります。
日本で 3 度目となるこのコミュニティパワー国際会議 2014 は、国内外からコミュニティパワーの先駆
者がフクシマに集い、日本の、そして世界の「地域エネルギー革命元年」を誓う場となることでしょう。
ぜひみなさまのご参加と交流をお待ちしております。

コミュニティパワー国際会議 2014 in 福島 大会委員長　飯田哲也

It is an only blessing in disguise that many countries in the world, including Japan after Fukushima nuclear disaster, 
have realized drastic renewable energy development that is often called “the 4th Revolution” following agricultural, 
industrial and information technology revolutions.
The driving force of this rapid and drastic global change, which anyone could hardly imagine 10 years ago, is 
community power. And the change is characterized by the transformation of the social framework from “large and 
centralized monopoly” to “small and distributed networks”, which is quite similar to before/after the emergence of 
Internet.
For example, Samsø island in Denmark set the target of “100% renewable energy” and realized it. And such 
activities are also emerging in Scandinavian countries, Germany, North America, Australia, India and other areas 
one after another.
In Japan, after Fukushima nuclear disaster, Nagano Prefecture and Fukushima Prefecture set the target of “100% 
renewable energy”. And there are also dozens of community power initiatives around the country.
At the Community Power Conference 2014, many pioneers and practitioners of community power gather in 
Fukushima from Japan and the world, then it will be the space that we all swear the start of community power 
revolution
We are looking forward to your participation and interaction.

The International Community Power Conference 2014 in Fukushima, Chair   Tetsunari Iida

Definition of Community Power
A project can be defined as Community Power if at least two of the following three criteria are fulfilled:

● 1. Local stakeholders own the majority or all of a project :  A local individual or a group of local stakeholders, whether 
they are farmers, cooperatives, independent power producers, financial institutions, municipalities, schools, etc., own, 
immediately or eventually, the majority or all of a project.

● 2. Voting control rests with the community-based organization :  The community-based organization made up of local 
stakeholders has the majority of the voting rights concerning the decisions taken on the project.

● 3. The majority of social and economic benefits are distributed locally : The major part or all of the social and 
economic benefits are returned to the local community.

プロフィール：

飯田哲也（環境エネルギー政策研究所　所長）
原子力産業や安全規制に従事後、「原子力ムラ」を脱出
して北欧での研究活動や非営利活動を経て ISEP を設
立し現職。持続可能なエネルギー政策の実現を目指し、
提言・活動を行っている。多くの国や地方自治体の審
議会委員を務め、世界中に幅広いネットワークを持ち、
特に 3.11 以降、世論をリードするエネルギー戦略を
打ち出す。

Profile : Tetsunari Iida (Institute for Sustainable 
Energy Policies, Executive Director)
He started his career from nuclear engineering, and 
shifted to sustainable energy policy through the research 
in Nordic and the Environmental movements. After then, 
he founded Institute for Sustainable Energy Policies (ISEP) 
and inaugurated Executive Director of ISEP. Realizing for 
Sustainable Energy Policies, he and ISEP advocate about 
National and Local Energy Policies. He has assumed a 
member of National/Local committees. He has human 
network around the world. He has been working out the 
Energy strategy for post 3 ･11 as an opinion leader.

■ ご挨拶 / Welcome Address 



南相馬視察・タウンミーティング
Minamisoma Visiting and Town Meeting

■ 講演 / Keynote 

テーマ：

「オーストラリア初の市民風車の誕生とその後」
スピーカー： タリン・レーン
 （ヘップバーン風力協同組合／エンバーク）

プロフィール：2010 年からオーストラリア初の市民風車ヘップバーン風力協同組合に
従事する。また、2012 年からは、オーストラリア全国で立ち上がりつつあるコミュニティ
によるエネルギー分野を支援する NGO「エンバーク」で各地の地域所有によるエネルギー
プロジェクトの立ち上げ支援をおこなっている。

Theme : 

“The birth of first community wind in Australia and the after”
Speaker :  

Taryn Lane (Hepburn wind / Embark)

Profile : Taryn Lane works for Australia's first community-owned wind farm Hepburn 
Wind, delivering industry best standards in community engagement since 2010. Taryn 
also works for Embark, an NGO set up to kick-start the emerging Australian community 
energy sector since 2012. In these roles, she coaches other communities around 
Australia who are on the journey to build their own projects. 

■ プログラム / Program 

時 間
Time

プログラム
Program

11:00 現地視察
• 津波・原発事故被害状況視察
• 南相馬ソーラー・アグリパーク

Visiting 
• Devastated area in Minamisoma
• Minamisoma Solar Agripark

14:00 開会挨拶・来賓挨拶
高橋荘平（えこえね南相馬研究機構 理事長）

桜井勝延 南相馬市長

Opening speech

   Sohei Takahashi (Eco-energy Minamisoma)

   Katsunobu Sakurai (Mayor of Minamisoma City)

14:15 ■ 講演
「オーストラリア初の市民風車の誕生とその後」( 逐語通訳 )

タリン・レーン（ヘップバーン風力協同組合／エンバーク）

■ Keynote 

 “The birth of first community wind in Australia and the after”
   Taryn Lane (Hepburn wind / Embark)

14:45 ラウンドテーブルダイアログ
パネリスト： 
　 高橋荘平（えこえね南相馬研究機構  理事長）

　 鈴木和夫（日立パワーソリューションズ  取締役）

　 タリン・レーン（ヘップバーン風力協同組合／エンバーク）

コーディネーター：
　 飯田哲也（環境エネルギー政策研究所  所長）

Round table dialogue

Panelists:
   Sohei Takahashi (Eco-energy Minamisoma)

   Kazuo Suzuki (Hitachi Power Solutions)

   Taryn Lane (Hepburn wind / Embark)

Coordinator:
   Tetsunari Iida (ISEP)

16:00 中学生からの感想・メッセージ
オーストラリアを訪問した南相馬市の中学生

Message from students in Minamisoma who visited Australia last year

16:20 閉会挨拶
 飯田哲也（環境エネルギー政策研究所  所長）

Closing remark

   Tetsunari Iida (ISEP)

16:30 タウンミーティング 終了 Closing

17:30 交流会（屋台村） Networking reception in Minamisoma City

日時： 2014 年 1 月 31 日（金）14:00 〜 16:30
場所： 南相馬市民文化会館  ゆめはっと

Time ： January 31st (Fri) 14:00 〜 16:30

Place :  Minamisoma City Culture Hall



時 間
Time

プログラム
Program

詳　細
Details

10:00 開会挨拶・来賓挨拶
Opening 

東　之弘（福島再生可能エネルギー事業ネット代表、いわき明星大学）

小林　香  福島市長
森合正典  福島県企画調整部長

Yukihiro Higashi (Fukusima Renewable Energy-sector net / Iwaki Meisei University)
Kaoru Kobayashi (Mayor of Fukushima City)
Masanori Moriai (Fukushima Prefecture)

10:15 基調講演
Keynote Speech

「100% 自然エネルギー社会の実現」
ステファン・シューリグ（ワールド・フューチャー・カウンシル）

“Realization of 100% Renewable Energy Society”
Stefan Schurig（World Future Council）

10:50 基調パネル
ディスカッション
Keynote Panel 
Discussion

「福島からコミュニティパワーを考える」 “Thinking about Community Power from Fukushima”

11:45 昼食・休憩
Lunch & Coffee Break

12:20 〜12:50   フィルムトーク  「東北の新月」 by リンダ・オオハマ ／「パワー・トゥー・ザ・ピープル」by 関根健次　ナビゲーター：鈴木菜央
　                        Movie Talk : Linda Ohama “Tohoku no Shingetsu” / Kenji Sekine “Power to the People” ,  Navigator : Nao Suzuki

13:00 パラレル
セッション 1
Parallel Session 1

■ セッション 1-A： 「リーダーシップと起業家精神」
■ セッション 1-B： 「人材育成と場づくり」

■ Session 1-A : “Leadership and entrepreneurship”

■ Session 1-B : “Capacity building and Platform” 

14:30 休憩 / Coffee Break

14:45 パラレル
セッション 2
Parallel Session 2

■ セッション 2-A： 「地域自然エネルギー政策と地域経済」
■ セッション 2-B： 「自然エネルギーと社会的合意」

■ Session 2-A :“Local Policy and Economy”

■ Session 2-B : “Social Acceptance” 

16:30 国内外の「ご当地電力」勢揃い　< コミュニティパワー・イニシアチブ >
International and Domestic community power gathering   <Community Power Initiative>

17:15 「福島コミュニティパワー基金」の設立について
Launching “Fukushima Community Power Fund”

17:30 終　了 / Closing 集合写真、その後交流会（18：30〜） Group Photo, reception (18：30〜)

◇ 1-B、2-B 会場：2F 会議室 / The Venue For 1-B, 2-B : The 2nd floor meeting room

■ 基調パネルディスカッション / Keynote Panel Discussion

テーマ： 「福島からコミュニティパワーを考える」
モデレーター： 飯田哲也（環境エネルギー政策研究所）

パネリスト： 

　金子　勝（慶応義塾大学）
プロフィール：制度経済学、財政学、地方財政論を専門とする経済学者。提言は、歴史的見地から

の現代経済の位置、不良債権問題、企業改革、社会保障や地方分権化など幅広い分野に及ぶ。

　トーマス・コーベリエル（自然エネルギー財団）
プロフィール：自然エネルギー財団の理事長として一年の四分の一を日本で過ごし、チャルマース
工科大学で産業エネルギー政策の教授も務める。バイオマスエネルギーや風力発電所運営会社など
の企業での活動、スウェーデン政府委員会での活動を経て、2008 年から 2011 年までスウェー
デンエネルギー庁長官を務めた。

　赤坂憲雄（ふくしま会議）

　ソーレン・ハーマンセン（サムソ・エネルギー・アカデミー）
プロフィール：デンマーク・サムソ島が 10 年間で 100% 自然エネルギーを実現する上で主導的
な役割を果たしてきた。彼の強力なリーダーシップと業績は世界的に評価され、彼は『タイム』誌
により「環境ヒーロー」の一人に選ばれており、また 2009 年には環境のノーベル賞とされる「ヨー
テボリ持続可能な開発賞」を受賞している。

　植田和弘（京都大学）
プロフィール：環境経済学・財政学を専門とする経済学者。総合資源エネルギー調査会基本問題委
員会委員長代理、調達価格等算定委員会委員長、国家戦略室需給検証委員会委員、大阪府市エネル
ギー戦略会議座長を務める。

Theme : “Thinking about Community Power from Fukushima”
Moderator :  Tetsunari Iida  (ISEP)

Panelists : 
  Masaru Kaneko (Keio University)

Profile : Masaru Kaneko is an economist majored in institutional economics and the science of finance. 
His advocacy covers from modern economy, bad debts issue, corporate reform and social security to 
decentralization of authorities.

  Tomas Kåberger (Japan Renewable Energy Foundation)
Profile : Tomas Kåberger spends a quarter of his time in Japan as Executive Board Chairman of the 
Japan Renewable Energy Foundation. Academically, he is Professor of Industrial Energy Policy at 
Chalmers University of Technology. After the activities in the bio-energy, wind power industry and 
several Swedish Government Committees, he served as Director General of the National Swedish 
Energy Agency from 2008 to 2011.

  Norio Akasaka (Fukushima Kaigi)

  Søren Hermansen (Samsø Energy Academy)
Profile : Søren Hermansen is Director of the Samsø Energy Academy in Denmark. He has been the 
driving force behind the 10 years transformation of Samsø into a 100% renewable energy island. His 
strong leadership is recognized worldwide, and for his innovative work, he was named one of the “Heroes 
of the Environment”by Time Magazine, and in 2009 he was awarded the Gothenborg Award, which 
some call the Nobel prize for the Environment.

  Kazuhiro Ueta (Kyoto University)
Profile : Kazuhiro Ueta is an economist majored in environmental economics and the science of 
finance. He has served as a member of governmental committees such as Basic Issue Committee and 
FIT Price Calculation Committee of METI, Electricity Demand-Supply Verification Committee of National 

Policy Unit, and Energy Strategy Meeting of Osaka Prefecture and City Energy.

1st February 2014(sat)
福島県文化センター / Fukushima Culture Center

■ 基調講演 / Keynote Speech 

■ プログラム / Program 

テーマ： 「100%自然エネルギー社会の実現」
スピーカー：  ステファン・シューリグ
 （世界未来協議会、気候エネルギーディレクター）
プロフィール：建築家として教育を受ける一方、自らのキャリアをエネルギーと気候変動問題に捧げて
きた。世界未来協議会の気候エネルギー部門のディレクターとして、再生可能エネルギーに関する国際
的な政策キャンペーンや、再生可能エネルギーの大規模導入を促進するための最良の政策として固定価
格買取制度の世界規模の推進活動を開始した。

Theme : “Realization of 100% Renewable Energy Society”

Speaker :   Stefan Schurig
  (World Future Council / Director Climate Energy)
Profile : Stefan Schurig is an architect by training and devoted most of his career to energy and 
climate change issues. As Director Climate Energy at the World Future Council, he initiated the 
international policy campaign on renewable energy and the worldwide promotion of ‘Feed in tariffs’ 
as one of the best policies for a massive uptake of renewable energy.

Masaru Kaneko

Kazuhiro Ueta

Norio Akasaka

Søren Hermansen

Tomas Kåberger



■ セッション 1-A / Session 1-A

■ セッション 1-B / Session 1-B

■ セッション 2-A / Session 2-A

■ セッション 2-B / Session 2-B

テーマ： 　　 「リーダーシップと起業家精神」
モデレーター： 飯田哲也（ISEP）

パネリスト： トーマス・コーベリエル（自然エネルギー財団）
 ソーレン・ハーマンセン（サムソ・エネルギー・アカデミー）
 鈴木悌介（エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議）
 鈴木　亨（北海道グリーンファンド / 自然エネルギー市民ファンド）
 遠藤由美子（会津自然エネルギー機構）
 高橋　洋（富士通総合研究所）
概要：

「リーダーシップと起業家精神」をテーマに、地域で自然エネルギーを事業化していくリー
ダー像について議論をおこないます。コミュニティパワーの実現には経済的利益の最大化を
追求するだけでなく、同時に地域の自立や誇りの創出といった社会的利益の多様化・最大化
も求められます。そういったリーダーはどのように地域の人々とコミュニケーションを重ね
ていくのでしょうか。

テーマ： 　　 「人材育成と場づくり」
モデレーター： 古屋将太（ISEP）

パネリスト： ホセ・エチェベリー（ヨーク大学）
 マテオ・サルバトーレ・ボニファシオ（トレント大学／ EU 7th FP CIVIS）
 原　亮弘（おひさま進歩エネルギー）
 服部乃利子（しずおか未来エネルギー）
 山川勇一郎（多摩電力）
 平尾譲二（市民エネルギーやまぐち）
 中西悦子（パタゴニア）
概要：

「人材育成と場づくり」をテーマに、地域で自然エネルギーに取り組む人々が、求められる知識
やスキルをどのように身に付けていくのかを議論します。事業計画の作成、地域の人々との丁
寧なコミュニケーション、行政と民間のパートナーシップ形成など、実際の取り組みプロセス
ではさまざまな知識やスキルが求められます。そういった知識やスキルはどのようにみんなで
学び、身に付けていけばいいのでしょうか。

テーマ：　 　 「地域自然エネルギー政策と地域経済」
モデレーター： 松原弘直（ISEP）

パネリスト： ピーター・モーザー（分散型エネルギー技術研究所）
 アンドレアス・プラール（エコロジカル経済研究所）
 ハリー・フレンチ（オンタリオ持続可能性サービス）
 ラウパッハ・スミヤ・ヨーク（立命館大学）
 田中信一郎（長野県）
 高橋　洋（富士通総合研究所）
概要：

「地域自然エネルギー政策と地域経済」をテーマに、地域で取り組む自然エネルギーを支え
る政策とその経済的効果について議論をおこないます。自然エネルギーは本質的に分散型で
あり、地域に根差したプロジェクトは地域資源の経済的価値が地域内で循環するようになり
ます。従来の植民地型・収奪型とは異なる自然エネルギーの経済的側面をどのように評価し、
どのように政策に反映させていけばいいのでしょうか。

テーマ：　　 「自然エネルギーと社会的合意」
モデレーター： 分山達也（自然エネルギー財団）

パネリスト： ステファン・ゼンガー（世界風力エネルギー協会）
 タリン・レーン（ヘップバーン風力協同組合／エンバーク）
 丸山康司（名古屋大学）
 市川大悟（WWF ジャパン）
 辻村千尋（日本自然保護協会）
 浦　達也（日本野鳥の会）
 斉藤哲夫（日本風力発電協会）
 江原幸雄（地熱情報研究所）
概要：

「自然エネルギーと社会的合意」をテーマとして、さまざまなステークホルダーの利害関心が
交差するなかで、地域により積極的に受け入れられる自然エネルギーのあり方について議論
をおこないます。自然エネルギーの導入は、エネルギー問題や気候変動といったグローバル
な問題への解決策という側面がある一方で、資源利用にあたっては必ずなんらかの環境影響
を地域におよぼします。生物多様性保全や地域資源、地域文化と共存する自然エネルギーを
どのようにつくりだしていけばいいのでしょうか。

Theme :      “Leadership and Entrepreneurship”
Moderator :  Tetsunari Iida (ISEP)

Panelists : Tomas Kåberger (Japan Renewable Energy Foundation)

 Søren Hermansen (Samsø Energy Academy)

 Teisuke Suzuki (Network of Business Leaders and Entrepreneurs for a 
Sustainable Business and Energy Future)

 Tohru Suzuki (Hokkaido Green Fund / Japan Green Fund)

 Yumiko Endo (Aizu Natural Energy Foundation)

 Hiroshi Takahashi (Fujitsu Research Institute)

Overview :
Session 1-A aims to discuss the image of the leaders who engage in the development of 
community based renewable energy projects. When we realize community power projects, 
it is not enough to maximize economic benefit, but we also need to diversify and maximize 
social benefit such as local autonomy and pride. How leaders communicate with local 
stakeholders in their effort to realize such community power projects?

Theme :      “Capacity Building and Platform”
Moderator :  Shota Furuya (ISEP)

Panelists : Jose Etcheverry (York University)

 Matteo Salvatore Bonifacio (University of Trento / EU 7th FP CIVIS)

 Akihiro Hara (Ohisama Shimpo Energy)

 Noriko Hattori (Shizuoka Mirai Energy)

 Yuichiro Yamakawa (Tama Energy)

 Joji Hirao (Shimin Energy Yamaguchi)

 Etsuko Nakanishi (Patagonia)

Overview :
Session 1-B aims to discuss the ways to gain required knowledge and skills to realize 
community based renewable energy projects. In actual process of community power, we 
asked to work on various knowledge intensive tasks such as making business project plan, 
building partnership between public and private sector, close communication with local 
stakeholders and so on. How do we collectively learn and gain such advanced knowledge 
and skills?

Theme :      “Local Policy and Economy”
Moderator :  Hironao Matsubara (ISEP)

Panelists : Peter Moser (Institute decentralized Energy Technologies)

 Andreas Prahl (Institute for Ecological Economy Research)

 Harry French (Ontario Sustainability Services)

 Raupach Sumiya York (Ritsumeikan University)

 Shinichiro Tanaka (Nagano Prefecture)

 Hiroshi Takahashi (Fujitsu Research Institute)

Overview :
Session 2-A aims to discuss the local economic effects of community based renewable 
energy projects and the local support policies. Renewable energy is substantially distributed 
and in successful community power projects, economic values of local resources circulate 
in local communities. How do we assess the economic value of community power projects 
that is different from conventional colonial and depriving energy economy? And how do we 
reflect this on the local support polices?

Theme :      “Social Acceptance”
Moderator :  Tatsuya Wakeyama (Japan Renewable Energy Foundation)

Panelists : Stefan Gsänger (World Wind Energy Association)

 Taryn Lane (Hepburn Wind / Embark)

 Yasushi Maruyama (Nagoya University)

 Daigo Ichikawa (WWF Japan)

 Chihiro Tsujimura (The Nature Conservation Society of Japan)

 Tatsuya Ura (Wild Bird Society of Japan)

 Tetsuo Saito (Japan Wind Power Association)

 Sachio Ehara (Institute for Geothermal Information)

Overview :
Session 2-B aims to discuss social acceptance of renewable energy. On the one hand, 
renewable energy is the solutions to the global environmental problems such as energy 
issue and climate change, on the other hand, it always make some impact on the 
local environment. How do we work on the renewable energy that harmonizes global 
environmental solution with local biodiversity and cultural conservation?



■ 基調メッセージ / Keynote 

■ 講演 / Speech 

スピーカー：  五十嵐乃里枝
	 （会津自然エネルギー機構）

プロフィール：福島県奥会津在住。東日本大震災と原発事故以降、福島県における会津
の役割を探るなかで、原子力に頼らないエネルギーと暮らしの転換をめざす会津自然エ
ネルギー機構の設立にかかわる。現代表理事。

テーマ： 「自然エネルギー未来展望」
スピーカー：  エリック・マーティノー（ISEP)

プロフィール：自然エネルギーの研究において、国際的に知られる専門家、著者、教員。
REN21 発行「世界自然エネルギー未来白書」の著者であり、2010 年まで「世界自然
エネルギー世界白書」の主執筆者を務める。1990 年以降、自然エネルギーおよび持続
可能エネルギーに関する 70 点の書籍、論文を執筆している。東京在住。

Speaker :   Norie Igarashi 
 (Aizu Renewable Energy Foundation)

Profile : Norie Igarashi lives in Oku-Aizu, Fukushima. After the East Japan Great 
Earthquake and nuclear disaster, she explored the role of Aizu area in Fukushima 
Prefecture and has been engaged in the establishment of Aizu Renewable Energy 
Foundation with the vision to realize the transition to nuclear free life. She serves as 
Executive Board of Chair of Aizu Renewable Energy Foundation.

Theme : “Global future of renewable energy ”
Speaker :   Eric Martinot （ISEP)

Profile : Eric Martinot is an internationally recognized scholar, writer, and teacher on 
the subject of renewable energy. He is report author of the REN21 Renewables Global 
Futures Report, and was lead author until 2010 of the REN21 Renewables Global Status 
Report. He has written 70 publications on renewable and sustainable energy since 1990. 
He has settled in Tokyo since 2008.

Speaker :   Norio Akasaka
  (Fukushima Kaigi / Fukushima Museum)

Profile : Norio Akasaka is an ethnologist advocating “Tohokugaku”, the interdisciplinary 
research methodology combining culture, geography, history and economy of Tohoku 
area. He serves as Director of Fukushima Museum. After 3.11, he has walked around 
devastated area, given lectures and been engaged in writing endeavor.

スピーカー：  赤坂憲雄
	 （ふくしま会議、福島県立博物館館長）

プロフィール：民族学者として東北地方の、文化、地理、歴史、経済的な学際的総合研
究の方法である「東北学」を提唱する。福島県立博物館館長。3.11 後は、被災地を歩き、
講演・著作活動をおこなう。

2nd February 2014(sun)
喜多方プラザ文化センター / Kitakata Plaza

■ プログラム / Program 

時 間
Time

プログラム
Program

詳　細
Details

13:00 開会挨拶・来賓挨拶
基調メッセージ
Opening and 
Keynote

五十嵐乃里枝（会津自然エネルギー機構）

赤坂憲雄 ( ふくしま会議、福島県立博物館館長 )

喜多方市長

Norie Igarashi (Aizu Renewable Energy Foundation)

Norio Akasaka (Fukushima Kaigi / Fukushima Museum)

Mayor of Kitakata City

13:40 パラレル
セッション
Parallel Session

■ セッション 3-A： 「ネットワーキング」
■ セッション 3-B： 「ファイナンス」
※ 日本語主体

■ Session 3-A : “Networking” 

■ Session 3-B : “Financing” 
 *Japanese session with English whispering receiver

15:00 休憩 / Coffee Break

15:20 講　演
Speech 

「自然エネルギー未来展望」
エリック・マーティノー（ISEP）

“Global future of renewable energy ”
Eric Martinot (ISEP）

15:50 クロージング
セッション 
Closing Session

■ セッション 4-A：
「自然エネルギー 100%
 〜地域のエネルギー自立とデモクラシー」
■ セッション 4-B：

「コミュニティパワー・ラボ」
※ 日本語主体

■ Session 4-A :
“Go RE100% - Local energy democracy ” 

■ Session 4-B : 
“Community Power Lab.”
  *Japanese session with English whispering receiver

17:10 まとめ / Sum up セッションチェアからの報告 Report from Session Chairs

17:50 閉会挨拶 
Closing remarks

「福島コミュニティパワー宣言」採択
主催者より閉会挨拶（佐藤彌右衛門、飯田哲也）

Adoption of  “Fukushima Community Power Declaration”

Closing remarks (Yauemon Sato and Tetsunari Iida)

18:00 終　了 / Closing 集合写真、その後交流会（18：30〜） Group Photo, reception (18：30〜)

◇ 3-B、4-B 会場：第２会議室（2F） / The Venue For 3-B, 4-B : No.2 meeting room on the 2nd floor

　



■ セッション 3-A / Session 3-A

■ セッション 3-B / Session 3-B

■ セッション 4-A / Session 4-A

■ セッション 4-B / Session 4-B

テーマ：  「ネットワーキング」
モデレーター： 古屋将太（ISEP）

パネリスト： ハリー・フレンチ（オンタリオ持続可能性サービス）

 タリン・レーン（ヘップバーン風力協同組合／エンバーク）

 ステファン・ゼンガー（世界風力エネルギー協会）

 マテオ・サルバトーレ・ボニファシオ（CIVIS/EU FP7）

 小田切奈々子（自然エネルギー信州ネット）

 小椋真弓（ふくしま再生可能エネルギー事業ネット）

 北原まどか（森ノオト）

概要：
「ネットワーキング」をテーマとして、国内外地域間のネットワーク形成について議論をおこないます。
地域で取り組む自然エネルギーは、先行する地域で得られた経験や知識を共有することで、後発地域が
より迅速に課題をクリアすることが可能となります。また、異なる国や地域の情報交換の中から新たな
取り組みのアイディアが生まれ、イノベーションを誘発することもあります。そのような創発的な自然
エネルギーコミュニティのネットワークを国内外でどのように形成していけばいいのでしょうか。

テーマ： 「ファイナンス」
モデレーター： 伊藤宏一（千葉商科大学）

パネリスト： 河口真理子（社会的責任投資フォーラム）
 末吉竹二郎（グリーンファイナンス推進機構）
 吉原　毅（城南信用金庫）
 井上洋一郎（新庄信用金庫）
 鈴木　亨（北海道グリーンファンド／自然エネルギー市民ファンド）
 海部　愛（環境省）
概要：

「ファイナンス」をテーマとして、自然エネルギー事業の資金調達について議論をおこない
ます。自然エネルギー事業の開発に必要な資金にはリスク／便益について、さまざまな性格
があり、資金を供給する金融機関にもさまざまな関わり方があります。また、市民出資のよ
うに一般の人々が資金面で地域の自然エネルギーに参加する方法もあります。地域に根差し
た自然エネルギー事業を実現する上で、どのような金融の課題があり、どのようにそれらを
解決していけばいいのでしょうか。

テーマ： 「自然エネルギー100%	〜 地域のエネルギー自立とデモクラシー」
モデレーター： 飯田哲也（ISEP）

パネリスト： ピーター・モーザー（分散型エネルギー技術研究所）
 ソーレン・ハーマンセン（サムソ・エネルギー・アカデミー）
 田中信一郎（長野県）
 高橋浩人（大潟村村長／脱原発をめざす首長会議）
 保坂展人（世田谷区長／脱原発をめざす首長会議）
 政処剛史（宝塚市新エネルギー推進課／宝塚市長代理）
 ステファン・シューリグ（ワールド・フューチャー・カウンシル）
 倉阪秀史（千葉大学）
概要：

「自然エネルギー 100% 〜 地域のエネルギー自立とデモクラシー」をテーマに、自然エネルギー
100% をめざすコミュニティの国際的な動向を議論します。国際的にもキャンペーンが展開さ
れるように、自然エネルギー 100% をすでに達成した地域やこれから取り組む地域が次々と現
れています。農村地域であれ、都市であれ、自然エネルギー 100% をめざす地域にはさまざま
な動機付けがあり、それぞれの地域の特性をいかした取り組みが展開されています。自然エネ
ルギーを通じた地域の自立をどのような民主的プロセスで実現していけばいいのでしょうか。

テーマ： 「コミュニティパワー・ラボ」
モデレーター： 山下紀明（ISEP）

パネリスト： 志澤昌彦（ほうとくエネルギー）
 佐藤彌右衛門（会津電力）
 守屋由紀枝（生活協同組合パルシステム東京）
 小澤敏昌（パルシステム連合会）
 半澤彰浩（生活クラブ生活協同組合）
 戎谷徹也（大地を守る会）
 マーセル・カイヘンハイム（グリーンピース・エナジー）
概要：

「コミュニティパワー・ラボ」をテーマとして、需要側・供給側の双方からコミュニティパワーに
ついて議論します。固定価格買取制の開始により、各地で地域主導の自然エネルギー事業が立ち
上がり、供給側のコミュニティパワーの実現は進んでいます。同時に、消費者が積極的に地域に
根差した自然エネルギーを選択していく需要側のコミュニティパワーの可能性は今後より重要性
を増していきます。需要側・供給側の対話からコミュニティパワーの新たな方向性を探ります。

Theme :      “Networking”
Moderator :  Shota Furuya (ISEP)

Panelists : Harry French (Ontario Sustainability Services)

 Taryn Lane (Hepburn Wind/Embark)

 Stefan Gsänger (World Wind Energy Association)

 Matteo Salvatore Bonifacio (CIVIS/EU FP7)

 Nanako Odagiri (Renewable Energy Shinshu-net)

 Mayumi Ogura (Fukushima Renewable Energy-sector net)

 Madoka Kitahara (Mori no oto)

Overview :
Session 3-A aims to discuss international/regional/domestic network of renewable energy 
communities. In the community based renewable energy development, by sharing the 
pioneer communities’ experience and knowledge, the follower communities can break 
some barriers much faster. And we can produce new ideas and induce innovation by 
exchanging information among various different countries and communities. How do we 
create such network of emergent renewable energy communities?

Theme :      “Financing”
Moderator :  Koichi Ito (Chiba University of Commerce)

Panelists : Mariko Kawaguchi (Japan Sustainable Investment Forum)

 Takejiro Sueyoshi (Green Finance Organization)

 Tsuyoshi Yoshiwara (Johnan Shinkin Bank)

 Yoichiro Inoue (Shinjo Shinkin Bank)

 Tohru Suzuki (Hokkaido Green Fund / Japan Green Fund)

 Ai Kaibu (Ministry of the Environment)

Overview :
Session 3-B aims to discuss finance of renewable energy projects. There are various 
financial options for renewable energy projects and each of them have different risk/benefit 
characteristics, and financial institutions commit to renewable energy project in various 
ways. And there is a financial option such as community bond that enables people’s 
financial participation. When we realize community based renewable energy projects, what 
is the financial barriers and how do we overcome such barriers?

Theme :      “Go Renewables100% - Local Energy Autonomy and Democracy”
Moderator :  Tetsunari Iida (ISEP)

Panelists : Peter Moser (Institute decentralized Energy Technologies)

 Søren Hermansen (Samsø Energy Academy)

 Shinichiro Tanaka (Nagano Prefecture)

 Hiroto Takahashi (Mayor of Ogata Village / Mayors for a Nuclear Free Japan)

 Nobuto Hosaka (Mayor of Setagaya City / Mayors for a Nuclear Free Japan)

 Takeshi Madokoro (Takarazuka City)

 Stefan Schurig (World Future Council)

 Hidefumi Kurasaka (Chiba University)

Overview :
Session 4-A aims to discuss the emerging trend of 100% renewable energy communities. 
As the global campaign “Go Renewable Energy 100%” inspires many communities around 
the world, on the one hand, there are some pioneer communities that already achieved 
100% renewable energy, and on the other hand, some communities start to follow their 
pathways one after another. Regardless rural or urban area, those communities have 
various motivations and develop various contextualized approaches. How do we achieve 
energy autonomy in what democratic process?

Theme :      “Community Power Lab.”
Moderator :  Noriaki Yamashita (ISEP)

Panelists : Masahiko Shizawa (Hotoku Energy)

 Yauemon Sato (AiPOWER)

 Yukie Moriya (Palsystem Tokyo)

 Toshimasa Ozawa (Palsystem Consumers’ Co-operative Union)

 Akihiro Hanzawa (Seikatsu Club Consumers’ Co-operative Union)

 Tetsuya Ebisudani (DAICHI WO MAMORU KAI)

 Marcel Keiffenheim (Greenpeace Energy)

Overview :
Session 4-B aims to discuss community power with both demand and supply perspectives. 
Feed-in Tariffs triggered dozens of community to start their own renewable energy projects, 
then supply side community power develop well. At the same time, it is important to think 
about possibilities for the consumers to choose community based renewable energy 
actively. We will explore the new direction of community power through the dialogue 
between demand side and supply side.
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1/31（金） タウンミーティング

南相馬市民文化会館

2/1（土） 本会議  第１日 

福島県文化センター

2/2（日） 本会議  第2日

喜多方プラザ文化センター

プログラム / Program

The International
Community Power
Conference 2014
in Fukushima

1月31日（金）14：00〜16：30　タウンミーティング

南相馬市民文化会館  ゆめはっと
福島県南相馬市原町区本町 2-28-1
☎ 0244-25-2761　

2月1日（土）10：00〜17：30　本会議 第1日

福島県文化センター
福島県福島市春日町 5-54
☎ 024-534-9191　

2月2日（日）13：00〜18：00　本会議 第2日

喜多方プラザ文化センター
福島県喜多方市字押切 2-1
☎ 0241-24-4611　

2月2日（日）18：30〜

大和川酒蔵北方風土館
福島県喜多方市寺町 4761
☎ 0241-22-2233　

2月1日（土）18：30〜

キッチンガーデン
福島県福島市栄町 10-3
☎ 024-521-2256　

■ 会場のご案内 

■ 交流会会場のご案内 
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コミュニティパワー国際会議２０１４	 in	 福島	 プログラム／Program	 
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エリック・マーティノー（ＩＳＥＰ）	 
Eric	 Martinot（ＩＳＥＰ）	 

ハリー・フレンチ（オンタリオ持続可能サービス）	 

ステファン・ゼンガ－（世界風力エネルギー協会）	 

	 

Harry	 French(Ontario	 Sustainability	 Services）	 

Stefan	 Gsänger（World	 Wind	 Energy	 Association）	 

	 



 

 

 

 

 

 
 
 
まとめ／Sum	 up	 	 

セッションチェアからの報告:	 	 ステファン・ゼンガ－(世界風力エネルギー協会）	 

Report	 from	 Session	 Chairs:	 	 Stefan	 Gsänger(World	 Wind	 Energy	 Association)	 

	 	 

 
 
 
 
 

佐藤彌右衛門（会津電力）	 Ｙａｕｅｍｏｎ	 Ｓａｔｏ（ＡｉＰＯＷＥＲ）	 

政処剛史（宝塚市新エネルギー推進課／宝塚市長代理）	 Ｔａｋｅｓｈｉ	 Ｍａｄｏｋｏｒｏ（Ｔａｋａｒａｚｕｋａ	 Ｃｉｔｙ）	 


