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１、みやまを訪問

　4 月 3 日、うららかな春の日、「ヒュッゲなカフェ」

のエクスカージョンで、みやまスマートエネルギーを

訪問した。「ヒュッゲなカフェ」は協会事務局のある

宗像市で、毎月第一と第三土曜日の夜に行われている

ホイスコーレ形式のゼミ（読書会とコーヒー、ケーキ

の生きた言葉の談話会）である。年に数回やはりホイ

スコーレと同じくエクスカージョンもする。

　今回は筆者の清水が契約しているみやま市の「みや

まスマートエネルギー」を見学した。筑後地方に行く

ので、やはり毎年この時期に実施している川内原発反

対運動の仲間たちとの同窓会も入れた。かつて鹿児島

に住み、川内原発反対運動にかかわった同志たちが筑

後地方や佐賀市に住んでいる。もちろん協会の会員に

もなってもらっている。

　みやまスマートエネルギーは電力自由化を見越し

て、みやま市がつくった第三セクターで、市内に設置

した太陽光発電の電力を販売する会社である。詳しく

は次節以降で書くが、要するに原発由来の電気では

ないので、一般家庭用の販売が認められた 2017 年 4

月から、即ここと契約した。九州電力より一年にして

3,000 円くらい安くなる。

　いろいろと興味深い試みを行っているので、一度様

子を見に行きたいと思っていた。再生可能エネルギー

を中心とした町おこしを目的とした会社で、住民の雇

用先の確保も意図している。その一つが「さくらテラ

ス」で、地元の野菜、海産物、畜産物を使ったレスト

ラン兼コミュニティスペースだ。見学を希望すると、

ふつうは見学料を取るが、「さくらテラス」で食事を

摂ると無料といわれたので、ここでランチを食べるこ

とにした。

　宗像からのメンバー４人と田主丸からのメンバー１

人が JR で瀬高駅で小郡市と佐賀市からのメンバー２

人と合流。合計７人で「さくらテラス」を訪れた。別

室のコミュニティスペースへ案内され、ここで社長

直々のレクチャーを受けた。社長の磯辺達氏は松下電

工から始まり、その後は再生可能エネルギー分野を渡

り歩いた経歴をもつ。

　レクチャー後は貸し切りの部屋で、ランチを食べる。

メインディッシュを選び、それ以外はバイキング方式

で好きなものを選ぶ。価格は 1,650 円。みな地産地

消の食材を使っている。実をいえば、レクチャーより

もみなこちらを楽しみにしていたようだ。

　おいしい昼食をデザート、コーヒーに至るまで味わ

ったあと、午後のプログラムの「みやまエネルギー開

発機構」の太陽光発電所の見学に行く。「みやまエネ

ルギー開発機構」も市がつくった第三セクターだ。設

立は電力販売会社の「みやまスマートエネルギー」よ

りは早い。「みやまエネルギー開発機構」の発電した

電気を「みやまスマートエネルギー」が購入するとい

うスタイルをとる。

　道がわかりにくく少し迷ったが、無事発電所に着い

た。解説をお願いしていた石橋部長と髙尾部長が待っ

ていた。お話しを聞き、質問などして、パネルを見学

 エネルギーの自治めざして
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した。主に説明した石橋部長は筑後弁丸出しで、親近

感を抱かせた。もう一人の髙尾部長も、メンバーがみ

やまスマートエネルギーの新規契約説明会を宗像市で

行ったときに来た人らしく、メンバーはここで再会し

て互いに喜んでいた。

　その後は、みやま市の一番の観光名所である清水寺

に行く。道を二人の部長に尋ねると、けっこうな距離

があるのに、親切にも寺に上る山道までいっしょにい

ってくれた。のどかな筑後地方の住民らしい親切さで

ある。

　清水寺は、本堂もよいが、九州にはめずらしい三重

の塔がある。瀟洒なつくりで見る価値があった。あい

にく桜は盛りをすぎて葉桜になっていたが、桜の季節、

紅葉の季節はさぞかし美しいだろう。地元の山を借景

に使った本坊庭園も味わいがあった。

　とても充実していたエクスカージョンで、みな満足

して帰った。

　

２，固定価格買取制度

　みやまスマートエネルギーができた背景には、電力

自由化と固定買取価格制度がある。

　先に、固定買取価格制度から説明しよう。これは福

島原発事故で、ときの民主党政権が原発ゼロをめざし

て、再生可能エネルギーを普及するために、原発利権

にむらがる一部の官僚、電力業界、電力労組などの反

対を押し切って決めたものであり、2012 年７月から

スタートした。再生可能エネルギーによる発電は、ま

だ市場が形成されておらず、既存の発電方式（火力、

水力、原子力など）に比べて発電単価が高いために、

その差額にあたる部分を賦課金として支払い、普及を

促進させる制度である。賦課金は電気料金の中に含ま

れ、消費者はその分も電力会社に支払っていることに

なる。対象は、太陽光、風力、小規模水力、地熱、バ

イオマス発電であり、発電事業者は電力会社に売電し

て、電力会社は賦課金込みの買取費用を発電事業者に

支払う。

　賦課金は、2012 年の時点で、太陽光発電が一番高

く、40 円 / １kwh（10kw 以 上 ） で、 こ れ が 20 年

間継続される。その次がバイオマスで、メタンガス

で 39 円、間伐材利用が 32 円、一般廃棄物利用が 17

円で 20 年間。そして風力が、20kw 未満が 55 円、

20kw 以上が 22 円、小規模水力が 200kw 未満で 34

円、1000kw 未満が 29 円、３万 kw 未満が 24 円だ

った。太陽光は翌年の 2013 年には 36 円、2014 年

は 32 円、2015 年 7 月からは 29 円と漸次下げられた。

これは市場が形成され、発電設備の価格が下がること

を見越して、毎年買取価格を下げるのである。

　2012 年に認可を受けると、プラス 40 円の買取価

格が 20 年間続く。これはかなりの割高になり、金融

機関、コンサルタント、メーカーがこぞって販売合戦

を繰り広げた。農家など遊休地に太陽光発電をつくれ

ば、お金を 20 年にわたって生み出すよい投資になる

と宣伝したのである。買取価格は逓減するとは当初か

ら国は発言していたものの、毎年のように大幅に下が

るとは誰も思わなかった。認可が遅れれば遅れるほど、

買取価格が下がる。また後述する九電ショックで示さ

れたように、電力会社が売電を制限し、一定量しか買

わなくなった。そうするといくら発電してもお金には

ならず、太陽光バブルを当て込んで投資した個人、会

社は返せなくなった負債に苦しむことになった。太陽

光に投資して会社が傾いたサニックスがその代表例で

ある。

　みやまエネルギー開発機構は、この 2012 年の認可

でプラス 40 円の買取価格が 20 年続く。しかも、こ

こは買取を拒否する九電ではなく、兄弟会社のみやま

スマートエネルギーに売るから、発電量はすべて売電

できる。それゆえ収益が悪化することはない。石橋部

長の話では、20 年の買取価格が終われば、おそらく

収益が上がることはないだろうから、発電設備は解体

するということだった。固定資産税、維持費、修理費

などかかるので、経営的には当然の判断になる。

３，電力自由化

　電力の自由化自体は世界的には 90 年代から始まっ

ていた。イギリスやアメリカの新自由主義、サッチャ

ーイズムを受けて、欧米では電力の市場化がすでに実

践されていた。日本においては、高度成長期は生産と

消費を支えるべく大量の電力供給用の発電所建設を促

進するため、そして 70 年代以降は巨額な投資が必要

な原発建設と運転を電力会社にさせるために、地域独

占、総括原価方式と電源開発交付税などの特殊な規制・

制度を設けて、国策会社としての電力会社を支援して

いた。電力自由化は、電力会社の利権にかかわる守旧

派の官僚と規制緩和、新自由主義のイデオロギーを進

める改革派官僚とのせめぎ合いの場になった。

　電力自由化は、1995 年、1999 年、2003 年と３

次にわたり、電気事業法を改訂する形で実施され、

2011 年の福島原発事故を受けて、抜本的な電力改
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革が始められ、2016 年の全面自由化につながった。

1995 年は、発電事業に他の会社が参入できる「卸売

自由化」で、1999 年は、需要者に電気を小売りでき

る「小売自由化」である。この改訂では、新規参入

事業者は「新電力 ( かつての「特定規模電気事業者」

PPS)」と呼ばれ、既存の電力会社のもつ送電ネット

ワークを利用し、託送料金を支払って送電する「託送

制度」が新設された。これにともない既存の電力会

社も発電部門と送電部門が分離され、発電部門は送電

部門に託送料を支払う会計処理がさなれた。2003 年

と 2005 年には、企業用の高圧電力すべての自由化が

なされ、2016 年は家庭用の低圧電力も自由化され、

2017 年 4 月から一般家庭も新しい電力会社から電気

を購入できるようになった。

　この全面自由化をもって、総括原価方式も廃止され、

電力会社は自由に自分たちで料金を設定する。電気事

業者間の電力の売り買いを仲介する卸市場である電力

販売日本卸電力取引所（JEPX）は 2003 年から設置

されていたが、全面自由化にともない、新電力会社は

足りない分やあまった分はこの取引市場で融通できる

ことになった。

　新電力会社は、既存の地域独占だった電力会社に託

送料を支払う。これは経産省の規制がある規制料金で

あり、認可は経産相による。それ以外の発電価格、小

売価格は各社の自由であり、市場価格となる。そうす

ると、必然的にコストの高い原発による発電は価格競

争で不利になる。それゆえ、原発をもつ既存の電力会

社は託送料金に原発維持費を上乗せしたり、政府の補

助を求めてたりしている。これについては、前回の会

報で詳しく記述したが、電力会社と政府とのあいだで

いろいろな駆け引きが行われ、守旧勢力が暗躍し、あ

いまいなまま原発をもつ電力会社への支援体制をつく

ろうとしている。

　

清水寺三重の塔 清水寺本堂（下）
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４，太陽光の普及と九電ショック

　固定価格買取制度で太陽光発電が突出して高価格だ

ったので、メーカー、商社、金融機関、コンサルタン

トは、これは市場になると参入し、太陽光パネル騒動

が全国で繰り広げられた。とくに日照量が多く、地価

の安い九州はあちこちで「メガソーラー」なる巨大な

太陽光発電施設がつくられた。

　太陽光発電は、有力な投資としても販売され、業者

が土地を買い、発電施設を設置した上で、売電の権利

とセットで区画単位で売り出す「分譲ソーラー」も出

てきた。いわば大土地のマンションの部屋を買うよう

なもので、年 7 〜 10 パーセントの利回りをうたい、

一区画 2000 万円などの価格をつけて販売する。購入

者の多くは中小企業の経営者だったらしい。節税目的

にもなるからである。

　デンマークやドイツであれば、市民が協同組合をつ

くり、エネルギーを市民の手にとりもどす市民発電所

の動きが盛んなのだが、日本においては企業ベースで

何ごとも進められる。もちろん、日本においても、市

民の発電所づくりはなされてはいる。首都圏、関東を

中心に活動している「NPO 法人市民電力連絡会」は、

日本各地の市民電力発電所の台帳をつくり、220 を

超える市民電力のネットワークをつくっている。

　しかし、日本では風力発電もそうだったが、補助金

などが出るうちは利益が出るので、企業ベース、投資

で動き、補助金などがなくなると撤退する傾向が強い。

太陽光発電も固定買取価格が高いうちはあちこちに設

備がつくられたが、買取価格の低下とこのあとに述べ

る九電ショックのダブルショックで、企業ベースの取

り組みは衰退した。持続可能な環境政策、危険な原発

依存からの戦略として太陽光発電を推進するという市

民電力のもつ理念や構想力が、企業やコンサルタント、

金融機関にはないから、投資としてのうまみがなくな

ればあとは用済みである。

　利益が出れば殺到するが、それがなくなると「あと

は野となれ、山となれ」式のこのようなあり方に拍車

をかけたのが、九電ショックだった。

　2014 年 9 月 25 日、九州電力は再生可能エネルギ

ーによる電力買取を保留する発表を行った。これを受

けてすぐに北海道電力、東北電力、四国電力も追随し

た。2014 年３月の九電への接続申請がそれまでの一

年分に相当する７万件あり、７月までの申し込み量を

計算すると 1260 万 kw になる。この数字は、春秋の

全九州の電力使用量の 800 万 kw をはるかに超えて、

夏のピーク時に匹敵する発電量となる。電力は需要と

供給を一致させる必要があり、供給量が需要量を大き

く上回ると周波数のバランスが崩れ、大規模な停電を

起こすというのが九電の買取拒否理由だった。

　たしかに電力会社が一番気を使うのは、周波数と送

電の安定である。コンピュータは電気の周波数を使っ

て時間計算をしている。私が実際に見学した事例では、

熊本にある NEC のシリコンチップ工場で、この周波

数にもとづいてミクロの世界の回路をロボットでつく

っていた。周波数と供給の安定によって、工場のロボ

ット、機械が正確に動くのだ。

　しかし、これは表向きの理由でしかない。大量の電

気は蓄えがきかず、発電した電力は使用しないとムダ

になる。それゆえ、現在蓄電の技術の開発が進められ

ているが、昔からあるものでは、揚水発電所が蓄電の

システムである。余剰電力で水をダムの上に揚げて溜

め、必要なときに流して発電する。もともとこれは出

力調整がきかない原発のあまった電力を使うために建

設したもので、効率が悪いが、余剰電力を高低の物理

的エネルギーに変換し、再度電気エネルギーに転換で

きる。こうした設備などを使えば、太陽光発電の余剰

電力に対応は可能である。

　九電が太陽光発電の売電を拒否する本当の理由は、

再生可能エネルギーで九州の電力すべてをまかなえる

という実績をつくりたくなかったからである。その認

識が広まれば、危険な原発を再稼働しなくてもいいと

いう世論が起きるのを怖れたのだ。もちろん、火力を

含む自社の発電所を動かした方が他社電力を買うより

コストが安く、自社設備の稼働率が落ちるということ

もある。また核燃料は先物買いでまだ余剰があり、こ

れを使い切らないと燃料コストがムダになる。

　電力自由化を推進しつつも基本的には電力会社を

擁護する立場の経産省はすぐにこの動きに答えた。

2015 年１月に「再エネ特措法（電気事業者による再

生可能エネルギー電気の調達にかんする特別措置法）」

とその施行規則を改定した。まず、それまでの「電力

会社が再生可能エネルギーの接続を求められたときは

原則として拒んではならない」という施行規則に、例

外として「円滑な供給の確保に支障が生じるおそれが

あるとき」、「再エネ特措法で定める正当な理由がある

とき」は拒否できるという条項をつけ加え、再エネ特

措法に電力会社が自分で接続抑制にかんする「指定ル

ール」を定めることができる条文を加えた。

　この指定ルールは電力会社の発電設備の利用率を試

算の前提にして、その上で再生可能エネルギーの接続
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設置コストの安い再生可能エネルギーへと転換しよう

としている。電力自由化以前の「総括原価方式」は

発電設備に 4 パーセントなどの一定の数値を乗して

事業報酬が得られる仕組みだったので、建設コストが

高い原発が有利であったが、これがなくなればコスト

高で維持費も高い発電設備はお荷物でしかない。東日

本の発電会社の使っている沸騰水型原発は福島原発と

同じ型だったので、いまだに再稼働が認められていな

い。再稼働しているのは西日本の加圧水型原発だけで

ある。それゆえ、東京電力なども再生可能エネルギー

に転換する方針を固めている。

　電力会社は発電部門と送電部門を分社化している

が、今後は送電部門だけが生き残り、電力会社の発電

部門は他の新電力会社とならんで、たくさんある発電

会社の一つにすぎないという位置づけになる。原発は

おそらく独立会社にして、政府の補助金を受け、稼働

年数を超えたものから順次廃炉にしていくと思われ

る。この補助金の財源を電気料金に加算するように電

力会社は経産省にすでに働きかけている。

　もともと原発建設と維持を民間企業である電力会社

に押しつけたのは政府であったので、電力会社として

は採算の合わない負の資産となった以上、政府が面倒

を見るのは当然と考えている。今後は電力会社と政府

との駆け引きが続くが、いずれにせよ最後は国民負担

になることはまちがいない。諫早湾干拓問題に顕著な

ように、政府や官僚は失敗した国策で、責任というも

のを取ったことがないのだから。

６，エネルギーの「地産地消」の町をめざして

　日本の田舎の自治体の問題はどこも同じで、少子高

齢化である。若者を中心に人口が減少し、住民税の税

収が落ちて収入が減るのに、高齢者が増加して医療費、

瀬高駅にある看板

可能量を算定することになっている。九電の場合、原

発の稼働率は 83.7 パーセントで計算し、所有する４

基の原発がすべて稼働している計算になっている。こ

の九電ショックの時点では一基も稼働していなかった

にもかかわらずである。これは他の電力会社も同じで、

北海道、東北、北陸、中国、四国電力はみな原発がす

べて動いている算定であり、70 〜 85 パーセントの

稼働率である。

　要するに、原発による発電を能力最大に見積もった

上で、それで不足の場合のみ再生可能エネルギーを購

入しますよという計算になっているのだから、初めか

ら「再生可能エネルギーの接続お断り」の姿勢が顕著

なのだ。

　

５，九州は太陽光だけで 100 パーセントまかなえる！

　上にも書いたように、九州だけに限っても、現状で

は再生可能エネルギーだけで夏のピーク時でさえすべ

ての電力使用をカバーできる。原発も火力発電所もな

くても、既存の再生可能エネルギー設備だけでおつり

が出るのだ。

　2018 年２月の九電発表のデータは以下の通りであ

る。

　夏のピーク時の使用量は 2016 年で 1,550 万 kw。

2018 年の 3,094 万 kw の半分弱である。太陽光発

電の総計 1,726 万 kw でもまかなえる。春・秋は、

2016 年４月の実績値は 1,029 万 kw で、発電量の三

分の一で足りる。

　もはや電力会社ですら「原発を動かさないと電気が

足りない」とはいわない。九州では、太陽光バブルは

電力会社一社を上回る発電量をすでに確保したのであ

る。電力会社が原発を維持するために、一定量以上の

買取を拒否しているために、膨大な電気のロスが生じ

ている。しかし、これらの発電事業者が連携して、卸

電力取引所を通じて日本各地に販売すれば、そのうち

電力会社の発電部門は不要になる。

　電力会社自体も、コスト高の原発から撤退をして、

太陽光：787( 接続済 )+939( 申し
込み、承諾済）＝ 1,726 万 kw
風力：50+619=669kw
バイオマス：95+355=450kw
水力：185+18=185kw
地熱：23+24=47kw
合計：1,140+1954=3,094 万 kw
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まスマートエネルギーから電気を購入すれば、これだ

けの富が地域に残り、市としても新たな財源となって

社会保障費にも使える。

　平野部で広い土地だけはたくさんある。福岡は基本

的には裏日本気候で冬は寒いが、山を越えた筑後地方

は晴れが多く、年間の日照量も多い。それゆえ、太陽

光発電設備をすでに設置した会社もある。それが芝

浦グループ HD のみやま合同発電所（出力 22,898 万

kw）、みやま高田発電所（1,864kw) である。しかし、

これがあってもみやま市に落ちるお金は、固定資産税

と敷地の賃借料でしかない。販売したお金はすべて市

外に出ていく。ところが、自前の発電設備をもてば、

上に述べたように利益も含めてお金が地域で循環す

る。

　みやまスマートエネルギーは一挙にできたわけでは

なく、電力自由化を見据えて何年も前から準備をして

いたようだ。これは磯辺社長から直接聞くタイミング

を逃してしまって不明だが、みやまスマートエネルギ

ーの設立は今の西原市長と磯辺氏のイニシャティブが

大きく、西原市長は元商社マン、磯辺氏はエネルギー・

コンサルタントの経験があるので、再生可能エネルギ

ーの市場化の可能性をよく理解していたと思われる。

７，みやまエネルギー開発機構

　みやま市は、まず 2012 年に「みやま市大規模太陽

光発電設備促進条例」を制定し、「みやまエネルギー

開発機構」を共同出資で設立した。これは出力 5.5 メ

介護保険料がかかり、支出が増大する。それゆえ、ど

こも若い家庭を呼び寄せるためにいろいろな試みをし

ている。義務教育まで子どもの医療費が無料とか、教

材や給食費など学校でかかる教育費の公費負担が代表

的な呼び寄せ政策である。空き家を格安で貸したり、

農地を無償で貸したりという定住政策もあちこちでや

っている。子どものいる若い家庭に住みついてもらい、

人口減、過疎化を防ぎ、税収も増やすのである。何よ

りも若い世代がいると、町が活性化する。学校も山村

留学システムを取ることで、定員減や統廃合を防いで

いる。

　みやま市も例に洩れず、高校を終えると子どもは福

岡、東京などの都会に出てしまい、二度と戻って来な

い。地元に大企業はなく、雇用先も少ない。筑後平野

をもち、豊かな農産物で食べていた町だが、農業の後

継者となる子どもは極めて少ない。

　そこで、みやま市が目をつけたのが、再生可能エネ

ルギーだった。エネルギーの「地産地消の町」として、

市外に出ていく富を地域にとどめ、またこれによって

雇用創出できないかと考えたのである。

　４月３日の磯辺社長のレクチュアーでは、みやま市

で使う電気代は年間 40 〜 50 億円だという。これが

九電にすべて支払われて、お金は福岡に行くことにな

る。電気を地産地消すれば、この 40 〜 50 億円はみ

やま市に残ることになり、それが次の事業の投資にな

って、地域でお金が循環することになる。みやまスマ

ートエネルギーは市が 55 パーセントを出資したいわ

ば市営のエネルギー公社であるが、市民と企業がみや

みやま高柳発電所
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ガワット、モジュールの総面積 81,000 平方メートル

（福岡ドームの 1.1 倍の広さ）の太陽光発電の会社で、

固定買取価格が一番高い 40 円のときなので、売電の

収益が一番上がる。

　太陽光パネルはシャープ製で、富士電機・新日鉄住

金エンジニアリングが建設し、管理とメンテナンスは

富士電機が請け負っている。それゆえ社員は３名しか

おらず、主な業務は事務、広報、それに草刈り（笑）

ということだ。日照量が一番多い夏に草が伸びるとパ

ネルを影で覆い、効率を著しく下げるので、これは重

要な業務だそうだ。外部に委託するとかなりの労賃を

取られるので、自分たちでするという。年間一千万円

ほどの節約になるといっていた。

　発電した電気は、半分をみやまスマートエネルギー、

残り半分を九州電力に販売している。九電ショックに

よる出力調整はまだ受けていないということで、指示

がある場合は年間 30 日を限度に実施する。

８，みやまスマートエネルギー

　みやま市は個人の家庭への太陽光パネル設置も奨励

している。2010 年より太陽光パネル設置に対する補

助金を支給して、普及をはかった。現在、市内の一

戸建て住宅は約 11,300 軒だが、10 パーセントを超

える約 1,200 軒が屋根に太陽光発電を設置している。

全国平均は 5.6 パーセントである。

　みやまスマートエネルギーは、関連会社のみやまエ

ネルギー開発機構から 5.5 メガワット、市内の一般家

庭から 7.5 メガワットを購入し、合計 13 メガワット

を自社電力とする。購入価格は九電より１キロワット

あたり１円高くして、九電より自社に売るように働き

かけている。九電は買い取り拒否をすることが証明さ

れたので、同価格にしてもたぶん有利だろう。

　同社の電気は上の二つ以外に、冬や梅雨時などの日

照量不足の場合には、九電や電力取引所から購入する。

春夏秋の好天時に発電した電気を九電や取引所に売電

することで、結果的には差し引きゼロとなる。

　2015 年４月から企業向けの高圧電力が自由化さ

れ、まずこの販売をするために、同時期にみやまスマ

ートエネルギーが設立された。55 パーセントをみや

ま市が出資し、他に筑邦銀行（５パーセント）、みや

まパワー HD 株式会社（40 パーセント）が出資者で

ある。みやまパワー HD は再生可能エネルギー事業に

参入する自治体および民間企業へのコンサルティング

を行う会社であるが、みやまスマートエネルギーのコ

ンサル部門を独立させたものとみなしてよい。

　みやまスマートエネルギーはいわゆる「第三セクタ

ー」、あるいは「○○公社」にあたるが、バブル期の

リゾート施設の破綻以降、あるいは三公社の民営化な

どあって、「第三セクター」「○○公社」という名称が

行政の負の遺産、失敗例を示すようになったために、

みやまスマートエネルギーはこの名称を避け、後述す

るドイツ語の「シュタットヴェルケ」を使っている。

　2015 年 11 月から、JR 九州瀬高駅などに電力供給

を開始した。現在、市内の食品加工会社、酒造会社、

建設会社、病院・医院、JA 施設などに販売している。

　しかし、メインの目的は一般家庭用の電気（低圧電

力）の供給である。これが完全自由化になる 2017 年

４月から供給を始めた。筆者の私は４月になるとすぐ

に電話し、契約を求めた。自由化が始まると電気メー

ターをスマートメーターに換えており、その設置を待

ってからになるということで、5 月 21 日が九電から

みやまスマートエネルギーへの切り替えの日になっ

た。

　新電力への切り替えはスマートメーターであれば、

電話一本ですむ。今は全国どこでもスマートメーター

説明する石橋部長 磯辺社長のレクチュア
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に交換されている。スマートメーターは電磁波の発生

がこれまでの電気メーターよりも多いということで、

電磁波に敏感な人は反対してそのままの人もいる。

　新電力会社が何らかの事故などで供給電力が不足し

ても、これまでの地域独占の電力会社（九電など）が

バックアップすることを政府が義務づけているので、

契約変更して困ることは一切ない。実をいえば、みや

ま市から遠い宗像市の私の家の電気は九電発電分を使

っているだけのことで、スマートメーターなどに記録

された使用分を九電とみやまスマートエネルギーが決

済段階で相殺しているにすぎない。しかし、みやまス

マートエネルギーの発電分は原発や火力発電由来の電

気はゼロなので、結果的に安全で再生可能な電気を利

用していることになる。これはみやまスマートエネル

ギーも強調していることであり、露骨な原発批判の文

言は避けているが、温暖化など環境に負荷を与えない

エネルギーということを折ある毎に歌っている。

　2018 年３月の訪問の段階で磯部社長に直接聞いた

契約数は、低圧、高圧含めて契約者は 4,000 件とい

うことだった。６月４日に公表した決算では、4,353

件である。このうち NTT や東京電力が運営している

「エネット」の取り次ぎが 1,406 件で、純粋に自社契

約は 3,129 件だ。当初計画では、2017 年 4,000 件、

2018 年 6,000 件であった。3,129 件のうち、みやま

市民は 1,022 件である。契約者の三分の一が市内で

あり、占有率は７パーセントになる。三分の二は市外

であり、その中には原発の電気を避けたいという意識

ある住民も多いと思われる。

　このデータは産経新聞記事（６月５日）から取った。

産経新聞はみやまスマートエネルギーの存在そのもの

がしゃくにさわるらしく、ずっとネガティヴ・キャン

ペーンを張っている。原発利権を守ろうとする勢力と

何らかの利害の結びつきがあるのだろう。福岡の田舎

の自治体の第三セクターの決算なので、他社は三行記

事程度だが、産経新聞は詳しい数字も挙げてくれて、

逆に参考になる。

　これまで産経新聞記事は、過去二年の赤字を報道し、

2015 年が 1,700 円、2016 年も 1,700 万円の赤字で

累積 3,400 万円の負債を抱えることを報道した。ま

た 2017 年 12 月に労基署から残業の多さの指導を受

けたことも載せている。６月５日の記事では、2017

年が 490 万円の黒字になったことを書いてはいるが、

生活支援サービス事業とレストラン「さくらテラス」

が赤字になったことを書き、状況が厳しいと指摘して

いる。

　市議会では市長反対派が攻撃材料にこの赤字を使っ

ている。自治体が電力供給に乗り出すのは「民業圧迫」

だというのである。これまでの電力業界が形式こそ株

式会社ではあるが、電気事業法に守られた国策会社で

あったことすら、この議員は知らないのであろう。

　しかし、みやま市を含め、一般家庭の利用が思った

ほど伸びないのはたしかである。九電より年間 3,000

円ほど安いが、九電も新たな料金体系をつくり、契約

の仕方では九電が安くなるものもある。それよりは、

一般市民があまり関心がなく、切り替えは電話一本で

すむのに、何となく面倒だ、書類を書く必要があるの

ではないかと現状のままにしていることが大きいと思

われる。原発に反対する人ですら、積極的に情報を与

え、促さないと腰を上げないくらいだ。また、九電な

どが取引のある企業などにあの手この手で圧力をかけ

ている可能性もある。圧倒的に値段の差があれば別だ

が、しばらくはこういう状態が続くだろう。

　上にも触れたように、電気事業以外には、政府が推

進する HEMS（ホーム・エネルギー・マネージメント・

システム）活用事業に参加して、スマートメーターを

使った見守り、パッド型コンピュータを配布した地域

の商店街のインターネット宅配などを実施している。

しかし、これはあくまでも地域の電力会社という特色

を生かした付属のサービスであり、メインの事業では

ない。

　私たちが食事をした「さくらテラス」も関連事業で

ある。これは地域の食材を使ったレストランで、お昼

のランチ、夜のディナーを提供する。地域の農産物、

土産物なども少し展示販売している。いうなれば、道

の駅にあるレストランという感じであるが、それより

はよりおしゃれにして、価格もその分高い。私たちが

いったときはランチは 1,650 円だった。夜のディナ

ーは安いコースでは 2,800 円からある。お昼のラン

チはほぼ満員であったが、決算では赤字ということな

ので、夜の利用が少ないのだろう。ランチの利益率は

低いために、夜に人が来ないと黒字にはならない。味

も見栄えもよいが、みやま市のような農村部では、雰

囲気的にも価格的にも、夜は少し敷居が高いと思われ

る。

　とはいえ、ここは地元市民の雇用先の開拓、外部か

らの見学客の受け入れ機能などを兼ねてつくられた。

志は高いので、工夫して黒字で維持できるようにと望

みたい。

９，日本のシュタットヴェルケ構想
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　みやまスマートエネルギーは自分たちの実践をもと

に、関連会社のみやまパワー HD とともに、各地の自

治体や企業にコンサルティングを行ったり、地域電力

会社設立の出資を行ったりしている。今年になっても、

４月に埼玉県秩父市と共同出資で「秩父新電力株式会

社」を設立し、同じく埼玉県深谷市と「ふかや e パワ

ー株式会社」を立ち上げた。大分県竹田市とは今後の

新電力建設へ向けて協定を結び、2017 年１月には鹿

児島県肝付町と「おおすみ半島スマートエネルギー株

式会社」を設立した。

　こうした動きを支える戦略が「日本シュタットヴェ

ルケ・ネットワーク」構想である。「日本シュタット

ヴェルケ・ネットワーク」は一般社団法人として、昨

年８月に設立され、現在二つの企業（みやまパワー

HD、NTT 経営研究所）と 19 の自治体（茨城県 阿見

町／奈良県 生駒市／鹿児島県 肝付町／宮崎県 小林市

／愛知県 新城市／北海道 下川町／大分県 竹田市／宮

城県 東松島市／鹿児島県 日置市／大分県 豊後大野市

／福岡県 みやま市／岐阜県／愛知県 豊田市／兵庫県 

洲本市／富山県 黒部市／北海道 夕張市／福岡県 北九

州市／埼玉県 秩父市／埼玉県 深谷市）が参加してい

る（https://www.jswnw.jp）。

　シュタットヴェルケ (Stadtwerke) とは、ドイツ語

で「都市公社、市立公社」とでも訳せるものである。

ドイツで 19 世紀から始まり、エネルギー、電力、ガ

ス、水道などの供給を担ってきた。変遷はいろいろあ

るが、現在では自治体が出資して運営は独自に自立的

に法人として行う。自治体が出資する第三セクターで

あるが、「第三セクター」や「都市公社」という名称

が失敗例を思い起こさせるという理由で、ドイツ語の

まま「シュタットヴェルケ」を使用している。

　ドイツでは、19 世紀後半から、ガス、電力、上下

水道など公共性の高いインフラとサービスをシュタッ

トヴェルケがになってきた。これは日本でも、水道局、

交通局などという名称で上下水道や路面電車とバスを

自治体がになってきたことと同じである。

　ドイツの場合は、自治体に帰属するのではなく、自

治体が出資して株式会社、有限会社という企業形態で

独立に運営されている。出資比率も 100 パーセント

から、他の自治体、民間会社との共同出資などいろい

ろな種類がある。

　シュタットヴェルケは、地域に石炭火力など自前の

発電所を昔からもち、電力会社の地域独占時代は電力

会社に売電していた。地域独占で価格は高値安定で、

ある意味殿様商売だった。1978 年から電力自由化が

始まり、地域独占もなくなると、シュタットヴェルケ

で生き残り戦略が始まった。再生可能エネルギーを政

府が奨励し、さまざまな優遇措置をはかったために、

原発をもつ大規模な電力会社と違って、小規模のシュ

タットヴェルケは対応しやすかった。徐々に再生可能

エネルギー、バイオマスなどに移行し、現在はエコロ

ジー発電所として、その多くが生き残った。

　ドイツでは市民組合による再生可能エネルギーの発

電所があちこちつくられたので、それらを購入し、市

民組合とシュタットヴェルケの共同で、地域への十分

な電力供給が可能になり、かつての電力会社から購入

する必要がなくなった。シュタットヴェルケ同士、あ

るいはオーストリアなどの隣国から電力を取引所を通

じて融通し合い、価格競争にも対抗できる力量を身に

つけた。

　市民組合と共同出資をすることで、シュタットヴェ

ルケの役員に市民組合の市民が入り、都市公社という

性格から、その都市の市民も役員として参加する。民

間企業と異なり、市民が主役の透明な組織ということ

でその地域の支持も高く、契約者も確保できる。

　現在でも、市民主導による新しいシュタットヴェル

ケが誕生しており、電力を市民の手に取り返すという

理念がかつて以上に現実化されている。

　日本日本シュタットヴェルケ・ネットワークもこう

したドイツの成功例を参考に、自治体と企業が再生可

能エネルギー普及をめざして設立された。日本では市

民発電がドイツほど盛んではないので、自治体とコン

サルタント主導になるが、経産省にもこうした方向を

模索する勢力がいるので、政府が大きく路線を転換す

ると時代を先取りしたとして、大きな勢力になるだろ

う。

　しかし、現状では電力会社をはじめ、原発維持の抵

抗勢力も根強く生き残り、さまざまな妨害工作を行い、

有形無形に参加自治体に圧力をかけると思われる。み

やまスマートエネルギーに対する産経新聞の執拗なネ

ガティヴ・キャンペーン、それを受けて市議会での反

市長派の暗躍などはその一例である。

　自治体やコンサルタントまかせでは、本当の意味で

市民の立場にはならない。各地で実践されている市民

発電の動きを活発にして、市民がこうした先駆的な自

治体、会社の努力を世論的に後押しすることが必要で

ある。

（日本グルントヴィ協会会報『ハイムダール』34 号

2018 年 9月 26 日発行掲載）


