
【シンポジウムの内容』
●『ドイツ視察の結果報告および滋賀県における再生可能エネル

ギーの振興について』 滋賀県知事 嘉田 由紀子
●『ドイツに学ぶ地域主導によるエネルギーシフトについて』

環境ジャーナリスト（ドイツ在住） 村上 敦 氏
●意見交換会
●皆様へのメッセージ

ロッキーマウンテン研究所
共同創設者・チーフサイエンティスト

エイモリー・B・ロビンス 氏

「再生可能エネルギー県民シンポジウム」の開催

■再生可能エネルギー県民シンポジウム『～ドイツに学ぶ～地域主導によるエネルギーシフト』
を平成25年11月4日(月/祝)に開催。定員150名を大幅に上回る約180名が参加。

(10)普及啓発・人材育成等 平成25年度
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「エネルギー自治推進フォーラム」の開催

○エネルギー自治推進フォーラム
■日時：平成28年12月3日(土)
■会場：ピアザ淡海3階大会議室
■主催：滋賀県・滋賀GPN共催
■備考：
・滋賀グリーン購入ネットワーク(滋
賀GPN)『三方よしエコフェア』との同
時開催

フォーラムの模様
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『カードゲームで学ぶSDGs』開催

 国際社会で合意された「持続可能な開発
のための2030アジェンダ」に掲げられた17の
「持続可能な開発目標(SDGs)」の取組の
重要性が高まっています。

 今回のセミナーでは、このSDGsをカードゲー
ムで楽しみながら理解し、『しがエネルギービ
ジョン』で掲げる「持続可能な新しいエネル
ギー社会」について、皆さんと一緒に考えま
す。ぜひご参加ください。

 日時：
平成29年12月9日(土)14:00-16:30

 場所：ピアザ淡海3階 305会議室
 ファシリテーター

赤塚 丈彦 氏、関口 守 氏
 参加費：無料
 定員：30名(申込先着順)
 備考：「三方よしエコフェア」と同日開催
 主催：滋賀県エネルギー政策課

『カードゲームで学ぶSDGs』
～持続可能な新しいエネルギー社会とは～

平成29年度
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『しがエネルギームーブメント！』動画上映会開催
平成30年度

 県内のエネルギーに関する取組事例を全25回シリーズとして制作した動画『しがエネルギームーブ
メント！』の上映会を平成30年6月9日(土)に大津市、平成31年2月7日(木)に大阪市にて開
催。計219名が参加。

■【関西広域連合】再エネ導入促進に向けた人材育成研修会
「再生可能エネルギーによる持続可能な関西の実現に向けて

～『しがエネルギームーブメント！』上映会～」

開催日時：平成31年2月7日(木) 
13:30～16:50

開催場所：大阪府立国際会議場
(大阪市北区中之島)

参加者数：113名

■動画上映会「しがエネルギームーブメント！」

開催日時：平成30年6月9日(土)
13:30～16:50

開催場所：ピアザ淡海 大会議室
(大津市におの浜)

参加者数：106名

(10)普及啓発・人材育成等
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『家庭からはじめるこれからの太陽光発電活用術！』開催
令和元年度

 県民向けセミナー『もっとかしこく!もっとエコに! 家庭からはじめるこれからの太陽光発電活用
術！』を令和元年6月29日(土)にコラボしが21・3階大会議室にて開催。

 家庭に太陽光発電を導入する重要性や今後順次買取期間が満了する固定価格買取制度とそ
の後の対応策等についての講演や、「しがエネルギームーブメント！」の動画上映を実施。定員を大
幅に上回る125名が参加。

■第1部・講演会
講演①「家庭における再生可能エネルギー(太陽光発電)の活用」
本江 宗明 氏(ティーエムエルデ株式会社/滋賀県地球温暖化防止活動推進員)

講演②「再生可能エネルギーの固定価格買取制度に基づく
買取り期間満了について」

平岡 悟 氏(関西電力株式会社)

■第2部・動画上映会等
①「しがエネルギームーブメント!」より「エコな住宅・建築物」編
②県補助制度の紹介
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■基調講演
「次世代自動車を活用したスマートコミュニティ」
・金森 淳一郎 氏

(株)デンソー 技術開発センター
マイクログリッド開発室 担当部長

■講演
「EVを活用したスマートエネルギーハウスの取り組みについて」

・松尾 岳明 氏
大阪ガス(株) リビング事業部 商品技術開発部

スマート技術開発チーム 副課長

■講演
「電動車両等を活用した
バーチャルパワープラント(VPP)の取組状況」

・石田 文章 氏
関西電力(株) 

地域エネルギー本部
地域エネルギー開発グループ 担当部長

 びわ湖環境ビジネスメッセ2016セミナー『次世代自動車を活用したスマートコミュニティ』を平成28
年10月19日(水)に長浜バイオ大学ドームで開催。

セミナーの模様

平成28年度
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「びわ湖環境ビジネスメッセ2016セミナー」の開催



■講演①
「なぜ、かまぼこ屋がエネルギーのことを考えたのか」
○鈴木 悌介 氏
・鈴廣蒲鉾グループ 代表取締役副社長
・一般社団法人エネルギーから経済を考える経営者
ネットワーク会議 代表理事

・小田原箱根商工会議所 会頭

■講演②
「『顔の見える電力』で、お金・地域・未来が変わる。」
○大石 英司 氏

・みんな電力株式会社 代表取締役

「びわ湖環境ビジネスメッセ2017セミナー」の開催

 びわ湖環境ビジネスメッセ2017セミナー『エネルギーから経済を考える』を平成29年10月18日
(水)に長浜バイオ大学ドームで開催。

平成29年度
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●プレイベント
平成25年11月 6日(水) 『映画上映会・ワークショップ』

講師：村上 敬亮 氏（資源エネルギー庁新エネルギー対策課長）

●第1回講座
平成25年11月18日(月) 『再エネビジネスを通じて持続可能な地域をつくる、

再エネビジネスのパイオニアに出会う！』
講師：村上 敬亮 氏（資源エネルギー庁新エネルギー対策課長）

原 亮弘 氏（おひさま進歩エネルギー株式会社 代表取締役）

●第2回講座
平成25年12月16日(月) 『各地の再エネビジネス成功事例から学ぶ』

講師：大和田 順子 氏（一般社団法人 ロハス・ビジネス・アライアンス 共同代表）

●第3回講座
平成26年 1月24日(金) 『リスクを踏まえて、始めよう！』

講師：水上 貴央 氏（弁護士）（NPO再エネ事業を支援する法律実務の会 代表）

●第4回講座
平成26年 2月27日(木) 『「卒業」事業計画／再エネビジネスプラン発表会』

ゲストファシリテーター：小泉 博之 氏（公認会計士）

■資源エネルギー庁と「Green TV JAPAN」などでつくる「まちエネ大学実行委員会」（幹事会社
(株)TREE）が、再生可能エネルギー事業者を育成する「まちエネ大学」を、平成25年11月から
全国5箇所で開講。北海道、東京、和歌山、山陰地域とともに、滋賀県でも開催。

■「まちエネ大学 滋賀スクール」では、滋賀銀行、滋賀県、および各地域の環境NPO等とも連携し
ながら、地域貢献志向を持った再エネ関連事業者を育成。

人材育成① 「まちエネ大学」滋賀スクール

プレイベントの模様

平成25年度
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 再エネ事業を担う人材育成事業「まちエネ大学」滋賀・米原スクールが平成28年10月に開校。

【まちエネ大学】
 再生可能エネルギーを活用した地域経済の活性化や課題解

決型の地域づくりを担う地域人材を育成する実践型スクール
(主催:資源エネルギー庁)

 平成28年度、全国８つの開催地域の１つに米原市が採択

【スケジュール】
■第１回／平成28年10月21日(金)

地域資源の活かし方を学んで、地域の可能性を探ろう
■第２回／平成28年11月11日(金)

再エネを活用した地域課題の解決を学ぶ
■第３回／平成28年12月 2日(金) 

地域協働型事業をどう組み立てるか
■第４回／平成29年 1月20日(金)

事業化におけるファイナンス・事業リスクを学ぶ
■第５回／平成29年 2月17日(金)

再エネ事業プラン成果発表

平成28年度
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人材育成② 「まちエネ大学」滋賀・米原スクール



地域資源・エネルギーコーディネーター育成プログラム

 滋賀県立大学では、環境省「持続的な地域創生を推進する人材育成拠点形成モデル事業」の
採択(平成27年6月)を受けて、地域主体の「低炭素・資源循環・自然共生」社会の創出を「加
速化」させるための「即戦力」となるリーダー・コーディネーターを育成するため、平成27年10月～平
成29年3月、「地域資源・エネルギーコーディネーター育成プログラム」を開講。

 1期生11名(平成28年9月)、2期生12名(平成29年3月)に称号を授与。

【プログラム概要】
■講義科目
 低炭素・資源循環・自然共生テクノロジー特論、地域イノベー

ション特論、地域デザイン特論、地域マネジメント特論
（自宅でweb学習6回＋スクーリング(面接授業)2回を今年
度後期2科目、次年度前期2科目）

■集中講義1
 実践現場体感特別講義バス・宿借り上げによる現場訪問

県内4ルートと県外4ルート(選択制) 1科目(通年)

■集中講義2
 地域ビジネスプラン創造特別講義

グループで事業プランを作成する2泊3日合宿形式の授業

■実習科目
 コミュニティ・プロジェクト実習

各自の事業計画や活動をゼミナール形式で助言・指導 1科
目(通年)

1期生称号授与式(平成28年9月25日)

平成27,28年度
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第27回太陽光発電国際会議(PVSEC-27)

 「第27回太陽光発電国際会議」が、平成
29年11月に大津市で開催(6日間)

 産業界、学界、公的機関を問わず、研究者
や開発技術者等の専門家(約750名)が
国内外から幅広く結集

 活発な討論を通じて、この分野の学術的進
歩と社会が目指すべき新しいエネルギーシス
テムの在り方を検討

滋賀県の基調講演 滋賀県ブース 186
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●平成25年12月21日放送
テーマ 『地域主導によるエネルギーシフト

～再生可能エネルギーって？～』

●平成26年5月24日放送
テーマ 『 「買う」から「創る」時代へ 再生可能エネルギー』

●平成27年10月10日放送
テーマ 『新しいエネルギー社会づくり』

●平成28年12月17日放送
テーマ 『地域から広がる「新しいエネルギー社会」づくり』

県広報番組でのエネルギー関連の広報・啓発

 県広報番組「テレビ滋賀プラス＋1」(びわ湖放送)において、平成25年度からエネルギー関連
の広報・啓発番組を4年連続で放送。

 これまでの放送分は、滋賀県エネルギー政策課のHPから視聴可能。

テレビ滋賀プラス＋1(※これまでの放送分)

※インターネットTVしが(YouTube)で配信中！いつでも、どなたでも視聴可能です！

平成25～28年度
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県民と知事とのテレビ対話「エネルギーの未来」

 平成27年10月12日(月・祝)、県民と知事とのテレビ対話「エネルギーの未来」を生放送(びわ
湖放送)

 中長期的なエネルギー社会をどのように描けばいいのか、またそうした社会の実現に向けてどのよう
に行動すればいいのかについて、公募により集まった県民17名と知事とが意見交換を実施

番組終了後

平成27年度
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『しがエネルギームーブメント！』 動画配信中①
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No タイトル

1 学生が考えるエネルギー ～未来をつくるのは私たちだ～

2 エネルギーの未来を拓く滋賀のモノづくり

3 ひろがる市民共同発電所 ～市民がエネルギーの消費者から生産者に～

4 イモが地球を救う ～市民によるイモ発電の挑戦～

5 スーパーエコスクールが未来を育む

6 薪人の祭 ～森の資源で暮らしのエネルギー自給を～

7 エコハウス ～高気密・高断熱な家づくり～

8 廃食油の地域循環型エネルギー利用

9 エコリフォーム ～身近な自然とつながる住まいづくり～

10 水の力で地域に光 ～姉川ダム水力発電～

11 三方よしエコフェア ～遊んで学ぶエネルギー体験～

12 カードゲームで学ぶSDGs ～持続可能なエネルギー社会とは～

13 中小企業の省エネ実践 ～経営改善につなげる省エネのコツ～

14 エコオフィス ～快適な職場環境は省エネ設計から～

15 沖島・菜の花プロジェクト ～循環とエコの島を目指して～

16 ごみ処理施設の新たなモデル ～近江八幡市環境エネルギーセンター～

17 電源不要の製品と技術①(伝統の技) ～電気のいらない陶器の加湿器～

18 エネルギー×農園芸 ～創エネと省エネによる脱炭素化に向けて～

19 ストップ！地球温暖化 ～温暖化防止啓発活動と未来を支える子どもたち～

20 あいとうふくしモールの挑戦 ～食・ケア・エネルギーが充足した安心の拠点～

21 電源不要の製品と技術②(先端技術)

22 健康・省エネ住宅の普及に向けて

23 ガソリンスタンドはまちのエコロジーステーション ～油藤商事の挑戦～

24 琵琶湖里湖循環プロジェクト

25 持続可能な未来に向けて ～総集編～

『しがエネルギームーブメント！』 動画配信中②

vol.1 vol.2 vol.3

vol.4 vol.5 vol.6

vol.7 vol.8 vol.9

vol.10 vol.11 vol.12

vol.13 vol.15vol.14

vol.18vol.17vol.16

vol.21vol.20vol.19

vol.24vol.23vol.22 190
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～広がれ！「しがエネルギームーブメント！」～
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「新しいエネルギー社会の実現に向けて」
作成：令和元年10月

発行：滋賀県 総合企画部 エネルギー政策課

〒520-8577  滋賀県大津市京町4-1-1

TEL：077-528-3091

FAX：077-528-4808

E-mail：ene@pref.shiga.lg.jp


