基 本理 念 に 立ち 返 って 、
ビ ジネ ス モ デル の 推進 を
理事 中村 剛志
「彩 の国で んき 」が小 売り 事業を 開
始 して ８カ月 経と うとし てお ります 。
事業 を開始 して から、 いろ いろな 課
題 に直 面して おり ますが 、最 も重要 な
課 題は 安定的 な価 格での 地元 電力の 確
保 です 。今ま での ような 、電 力を市 場
か ら調 達して 顧客 に販売 する ことを 中
心 とし た単純 なビ ジネス モデ ルのみ で
は 、い ずれ事 業は 、立ち いか なくな り
ます。
今こ そ、エ ネル ギーの 地産 地消、 原
発 、火 力等か らの 脱却と いっ た基本 理
念 に立 ち返り 、そ れを促 進す るため の
新 たな ビジネ スモ デルを 展開 するこ と
が 必要 である と考 えてい ます 。実は 頭
の 中に 、おぼ ろげ ではあ りま すがア イ
デ アは ありま すの で、今 年は それを 実
現する時だと考えています。

省エネ・再エネに本気で取り
組 む 政 府 の 実 現 が 求 め られ る

るこ とを米 国に 伝え ました 。ま た、最
も温 室効果 ガス を排 出する 石炭 火力発
電の 技術開 発に １６ ９億円 を計 上しま
した 。昨年 福島 県広 野町で 石炭 火力発
電所 が運転 を開 始し 、全国 ８か 所で建
設中です。
昨 年の
で は気候 危機 打開の
ために世界の平均気温の上昇幅を「１・
５度 に制限 する 」こ とが必 要だ と確認
しま したが 、実 際の 予算案 は、 危険な
原発 を推進 し、 石炭 火力発 電に しがみ
つく ものに なっ てい ます。 加え て、脱
炭素 に欠か せな い再 生可能 エネ ルギー
予算 は、２ ０２ １年 度から ほぼ 横ばい
の１ ２１９ 億円 とな ってい て、 これで
は
の 国際合 意を妨 害し ている
とし か思え ない 予算で す。
削減
目標 がいつ まで たっ ても達 成で きない
この ような エネ ルギ ー政策 の見 直しが
はか れる、 省エ ネ・ 再エネ に本 気で取
り組 む政府 の実 現が 求めら れる 時では
ないかと強く思っています。

２０２２年を迎えての動き
４月 改正地球温暖化対策法の施行
２(０１３年 は) 、人間活動による
プラスチック資源循環法施行
の累積 排出 量と 予測 され る世 界の
第 １５ 回生 物多 様性 条約 締結
平均 気温 の変 化量 との こと 間に ほぼ
国会議 中(国・昆明 )
比例 関係 があ るこ とを 明ら かに しま
した。
月
エ(ジプト・カイロ )
各 国は 削減 目標 提出 。温 暖化
昨 年８ 月に 発表 され た
の
対 策と して 、原 発再 稼働 を拡
第６ 次評価 報告 書で は、
の累
大 する 動き が日 本で も
で
積排 出量 が１ 兆㌧ 増え るご とに 世界
も。
の平 均気 温が ０・ ２７ ～０ ・６ ３度
上昇 する 可能 性が 高い と評 価し てい
【その他の動き】
●自動車業界
の方向が鮮明に
ます。
●各業界も脱炭素に動き出す
で は、 平均 気温 の上 昇を 産業 革命
● 脱炭 素が
へ の需 要が 増大、 前と 比べ ２度 に抑 える には どれ だけ
一方 で現 実の エネ ルギ ー需 要と
の排 出量 が残 され てい るの か、 第６
の乖 離が エネ ルギ ー価 格高 騰を
次報 告書 は、 世界 で約 １兆 １５ ００
もたらしている。
億㌧ と推 定し てい ます 。気 候変 動の
● 異常 気象 によ る飢 餓の 発生 、食
影響 がよ り小 さい １・ ５度 に抑 える
糧価格の高騰
には約４千億㌧と推定しています。
世 界の 排出 量は 毎年 ４０ ０億 ㌧と

【カーボン バジェット という
考え方】
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され ていま す。 あと 年で 枯渇 しま
す。 日本 は世 界の 人口 の１ ・６ な
ので 、あと 億㌧ しか 排出 でき ない
こと にな りま す。 現在 、日 本の 年間
排出 量は １１ ・５ 億㌧ なの で、 ５・
６年 弱し か残 され てい ない こと にな
ります。
２０ ３０ 年ま での 年が 決定 的と
いわ れて いま す。 カー ボン ニュ ート
ラル に向 けて の行 動を 加速 する こと
が求められています。

気候危機打開、今年を脱炭素・脱原発、自然
エネルギーの地産地消へ新たな出発の年に！
法人

)
の値 上が りが続 いて います 。こ れも、
国内 の自 然エネ ルギ ーのポ テン シャル
を軽 視し 、海外 から の化石 燃料 を頼っ
たエ ネル ギー政 策の 失敗の ツケ がきた
ものです。
温 暖化 対策は 、電 力にと どま らず、
産業 、自 動車な どの 運輸、 あら ゆる分
野の経済と生活の改革を迫っています。
自然エネルギー活用と省エネの推進は、
エネ ルギ ーの自 立、 持続可 能な 社会、
しか も、 地域か らそ れを追 求し ていく
こと で、 新しい 社会 づくり とも なりま
す。
法人埼 玉自 然エネ ルギ ー協会
も、 新た な決意 で、 多くの 市民 の皆さ
んと とも に、温 暖化 対策の 重要 性と緊
急性 、エ ネルギ ー問 題につ いて 学び、
カー ボン ニュー トラ ルへ、 県民 ・地元
企業 ・自 治体と も共 同を広 げて いくよ
うにできればと思う日々です。

吉 村 文則 彩 の 国 でん き 代 表 取 締 役
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人間 活動 によ る地 球温 暖化 をあ
る水準に抑えるには、世界全体の
二 酸化 炭素 の累 積排 出量 に上 限が
あるとする考え方です。
お金 に例 えれ ば、 使え るお 金が
５ 万円 です でに ４万 円使 って いる
と した ら、 残り は１ 万円 しか ない
というのと同じです。
国連気候変 動に関する政府間パ
ネル (
第) ５次評価報告書
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そ して 、その 実現 のため に、 火力発 電
所 の建 設中止 ・停 止、原 発へ の依存 を
や め、 自然エ ネル ギー活 用や 省エネ 対
策 を飛 躍させ る政 策を要 求す るもの で
す。
オ ミクロ ン株 の急 激なひ ろが り、み
とく に、温 暖化 対策を 地域 で、市 民
なさ まには お変 わり ありま せん でしょ 主 導で すすめ るた めには 、再 エネの 地
うか。
産 地消 を支援 する 対策ー 開発 を促進 す
２ ０２２ 年あ けま してお めで とうと る ため の財政 支援 措置や 融資 制度の 確
ご挨 拶する のも ちょ っと憚 られ る新年 立 、一 定地域 内で の電力 の地 産地消 の
となりました。
際 の託 送料金 の引 き下げ など が切実 で
こ ういう とき だか らこそ 、コ ロナパ す 。住 宅や事 業所 の省エ ネ対 策への 支
ンデ ミック の根 底に ある「 自然 を掠奪 援も欠かせません。
破壊している人類への自然からの報い」
さら に、発 電部 門と小 売部 門が分 離
とい う教訓 を忘 れる わけに はい きませ さ れず 、持株 会社 会のも とで 大手電 力
ん。
会 社が 卸電力 市場 を骨抜 きに してい る
今 年は、 コロ ナの 試練の なか
問 題（ 市場で の取 引は２ 割前 後）の 改
を経た 世界 が、気 候危機 打開 へ気温 革が急務です。
上昇 を１． ５度 未 満に抑 えよ うと動
送配 電を独 占し ている 電力 会社に 、
き出 す年と なり ます 。日本 でも 、この そ の公 的な地 位に ふさわ しい 役割を 果
取り組み が本格的に 求められる 年です。 た させ ること が重 要です 。再 エネ発 電
私 たちは 、
が決 めた 「１． を 送配電網に 優先的に接 続させる措 置、
５度 へ各 国が さらに
削 減目標 接 続費 用の送 配電 会社負 担な どは、 再
を引 き上げ
（ 月 エジ プト） エ ネ電 力の開 発を 飛躍さ せる うえで き
に持 ち寄る 」と の方 針にも とづ き、政 わめて重要です。
いま 、火力 発電 に頼っ てい る日本 で
府が ２０３ ０年 ％削 減を ％ 以上に
引き上げ ることを求 めたいと思 います。 は 、石 油や天 然ガ スの高 騰で 電気料 金
C
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２０ ２２年 度予 算案審 議が 、通常 国
会 では じまり まし た。エ ネル ギー分 野
で は、 原発推 進予 算は２ ８６ ３億円 で
す 。原 発立地 地域 の「交 付金 」に７ ３
０億円をつけ、新型原発の「小型モジュー
ル 炉」 などの 開発 に日本 政府 が協力 す

た い
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①代表理事ごあいさつ
②理事の抱負
NPO法人 埼玉自然エネルギー協会
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地球温暖化を防止し、原発に依存しない持続可能な社会の実現めざして
地球温暖化を防止し、原発に依存しない持続可能な社会の実現めざして

