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協議会の設立の背景と目的 

2 

 地球温暖化による破滅的な気候変動を避けるための手段として、世界各国で自然エネルギーの導入
と技術開発が加速化しています。日本でも東日本大震災と福島原発事故をきっかけに、ようやく身近
な自然エネルギーに目を向けて活用する動きが活発化してきました。 

 

 世界はいま、２０世紀の大量生産消費・一極集中型から、持続可能な分散・地産地消型へと社会や
経済の発想やシステムが転換するターニングポイントにあります。 

 

 そうした状況にある地球の一員として、地域資源を活用した自然エネルギー「地エネ」をさまざま
な現場の課題解決や地域づくりに生かそうとする市民、企業、自治体、研究機関などの拠点となる「
地エネと環境の地域デザイン協議会」を立ち上げたいと考えます。 

 

 日本は、江戸時代に太陽や水、植物資源を無駄なく生かし切る、世界でも例のない資源循環社会を
実現した国です。そうした先人たちの地域デザインに学びつつ、今の技術や発想を基に自然と調和し
た新しい地域デザインを描く取り組みを、日本の縮図といわれる兵庫から広げていきたいと考えます
。 
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 今まで目を向けてこなかった地域資源に光をあて、自然エネルギーを生かして持続可能な地域づく
りにつなげたい。そんな思いを共有する、ＮＰＯ法人都市型農業を考える会、兵庫県、神戸市、ＪＡ
兵庫六甲、ＪＡ兵庫信連、神戸大、コープこうべ、神戸新聞社の有志が連携して、２０１８年度に「
地エネと環境の地域デザイン実行委員会」を立ち上げました。 

 

 畜産などの農業、食品企業、下水道の共通課題となっている有機物廃棄物を資源に変えるバイオガ
ス事業をテーマとしたシンポジウムを皮切りに、子どもの食・環境・エネルギー体験、地エネ先進地
を訪ねるツアー、防災と地エネをテーマとしたイベントを開催しました。 

 

新たな視点による従来の枠組みを越えた取り組みには多くの市民や企業が参加し、情報交換や研究で
連携できるような場がほしいとの声を多数いただきました。そうしたことから、実行委員会を発展さ
せ、事務局を務めてきた神戸新聞グループがこれまで蓄積してきた情報やノウハウを最大限活用して
、地域戦略の一翼をになう情報産業として、人と情報が交わり、地域に新たな事業を生むプラットフ
ォームをつくる役割を果たしたいと考えています。 
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2019年５月31日（金） 朝刊 

特集紙面⑦ ランチョンマット企画 



たとえば、こんなまちに 
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 農地の上空を利用して発電と
農業を両立するソーラーシェア
リング。農地から生まれる電気
で、雨水や水路からくみ上げた
水を植物に必要なだけ散水。影
は果物や野菜の日焼け被害を抑
えて高品質に。豆類など収穫量
が増える作物も。 

□地球温暖化に 

 太陽エネルギーで対抗 

 ・醸造工程ででる廃棄物を発酵させて得たバイオガスを燃焼し、
エネルギーを自家消費。副産物の消化液（液体肥料）で酒米を栽培 

 ・海岸に近い食品関連産業や水産業の廃棄物から得たバイオガス
を熱・発電利用。消化液は低栄養化に悩む瀬戸内海のプランクトン
向けの栄養分として供給。 

□食関連産業の廃棄物による 

 バイオガスで、 

 エネルギー自立と資源循環 

 緑化のために植えられた木
々などが伐採期を過ぎて、防
災や景観上の課題となる中、
六甲山の施設や住宅に薪スト
ーブ、ボイラーを１００台導
入。市民も参加して手入れを
進め、美しく健康な森に変え
る。 

□薪ストーブ・ボイラーで 

 六甲山を健康な森に 

 ゴミとして処理にお金をかけている街路樹のせ
ん定枝のうち、太いものは薪に、細いものは無煙
炭化器で炭にして備蓄する。街に整備されている
かまどベンチのほか、薪ストーブを増やして、年
に一度は炊き出しの防災訓練で火の使い方を学び
、手入れしては備蓄するサイクルをつくる。 

□街路樹の薪やもみ殻由来燃料を 

 公民館や学校に備蓄し、 

 災害に強いまちづくりへ 



シンポジウム 
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バイオガスシンポジウム《前回》 
【基調講演】 

「イタリア・ピエナファームの取り組み」 

 講師：カルメロ・バシレ氏（ピアーナ・ファーム代表） 

【パネルディスカッション】 

 パネリスト 

弓削忠生氏（ＮＰＯ法人都市型農業を考える会代表） 

梅津一孝氏（帯広畜産大学教授） 

井原一高氏（神戸大学農学研究科准教授） 

守本真一氏（兵庫県農政環境部消費流通課長） 

児玉かんな氏（神戸市東水環境センター） 

児玉充弘氏（ＪＡ兵庫六甲神戸西営農総合センターマネージャー） 

益尾大祐氏（生活協同組合コープこうべ環境推進統括） 

カルメロ・バシレ氏 

 

コーディネーター：辻本一好（神戸新聞社論説委員）     



体験学習 
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【バイオガスユニット見学会】 
地エネの活用方法のひとつ、バイオガス事業。 

家畜糞尿などから資源としてメタンガスと液体肥料を取り出す事業を実践している神戸市北区
の弓削牧場の小型のバイオガスユニットの見学会を実施しました。 

【参加者 8組】 大人9名・子供12名 

13:30 牧場見学 

14:30 ティータイム 

           （牧場の新鮮な牛乳と自家製スイーツ） 

15:00 バイオガスユニット見学     

16:00 解散 



地エネと環境の地域デザイン事業 地エネ＆農食ツアー 

2018年４月24日（火） 
ツアー①バイオガス 

2018年６月４日（月） 
ツアー②竹バイオマス 

参加者：４１名 参加者：４３名 



地エネと環境の地域デザイン事業 地エネ＆農食ツアー 

2018年11月29日（月） 
ツアー④里山資本主義 

2018年７月５日（木） 
ツアー③太陽光 

参加者：４０名 参加者：３６名 



特集紙面掲載 
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2018年３月24日（日） 朝刊 

特集紙面①バイオガス 

2018年５月12日（土） 朝刊 

特集紙面②シンポジウム採録 

https://www.kobe-np.co.jp/info/chiene-kankyo/ 

https://www.kobe-np.co.jp/info/chiene-kankyo/
https://www.kobe-np.co.jp/info/chiene-kankyo/
https://www.kobe-np.co.jp/info/chiene-kankyo/
https://www.kobe-np.co.jp/info/chiene-kankyo/
https://www.kobe-np.co.jp/info/chiene-kankyo/
https://www.kobe-np.co.jp/info/chiene-kankyo/


特集紙面掲載 
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2018年7月31日（土） 朝刊 

特集紙面③太陽光発電と農業 

2018年10月31日（水） 朝刊 

特集紙面④資源循環・イタリア 

https://www.kobe-np.co.jp/info/chiene-kankyo/ 

https://www.kobe-np.co.jp/info/chiene-kankyo/
https://www.kobe-np.co.jp/info/chiene-kankyo/
https://www.kobe-np.co.jp/info/chiene-kankyo/
https://www.kobe-np.co.jp/info/chiene-kankyo/
https://www.kobe-np.co.jp/info/chiene-kankyo/
https://www.kobe-np.co.jp/info/chiene-kankyo/


特集紙面掲載 
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2019年1月31日（木） 朝刊 

特集紙面⑤ 里山資本主義 

2019年３月31日（日） 朝刊 

特集紙面⑥ まとめ 

https://www.kobe-np.co.jp/info/chiene-kankyo/ 

https://www.kobe-np.co.jp/info/chiene-kankyo/
https://www.kobe-np.co.jp/info/chiene-kankyo/
https://www.kobe-np.co.jp/info/chiene-kankyo/
https://www.kobe-np.co.jp/info/chiene-kankyo/
https://www.kobe-np.co.jp/info/chiene-kankyo/
https://www.kobe-np.co.jp/info/chiene-kankyo/


協議会参画企業・団体（2019年7月8日現在） 
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兵庫県 神戸市 

神戸大学 コープこうべ 

正垣木材 はりま電力 

ＩＧＥＳ 

個人 個人 

しそうの森の木 但馬銀行 

神戸酒心館 大栄環境 

ウッズ 宝塚すみれ発電 

個人 個人 

田中飼料 宝角合金製作所 

シン・エナジー プライミクス 

白鶴酒造 神戸新聞社 

個人 個人 

兵庫県立森林大学校 協栄産業 

JA兵庫六甲 JAあわじ島 ひょうご環境 
創造協会 

JA兵庫信連 

ＮＰＯ法人 
都市型農業を 
考える会 養父市 加西市 南あわじ市 

企業・団体32社、個人20名（2019年7月8日現在） 

生活クラブ生協 



PR事業概要 
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体験学習 
エネルギーと環境、食のつながりを小学生や農高生が体感。地域資
源を生かす感性や自立力を育みます。 

シンポジウム 
バイオガス事業に関わる農業事業者、研究機関、自治体、ＪＡ、消
費者など多様な立場のステークホルダーが関わるシンポジウムを開
催します。それぞれの経験と知見を共有・情報発信し、環境問題の
解決、経営改善、ブランディングにつなげます。 

地エネ＆農食ツアー 
農業、林業など複数の産業分野が連携し、自然エネルギーをつなぐ
地域デザインに取り組んでいる地域創生の現場を訪ねます。 

イベント 
災害時の電気、お湯の確保に役立つ自然エネルギーグッズ、自然エ
ネルギーを組み込んだレジリエンスの高い防災インフラ、社会シス
テム構築に役立つ体験イベントを実施します。 

商品・製品開発 
協議会組織内のステークホルダーが協業し、新たな商品・製品開発
に取り組みます。 

地エネと環境の地域デザイン 

情報発信 



（有志による分科会で共通課題について事業検討／各種PR事業（体験学習、シンポジウム、イベント、地エネ＆農食
ツアー、商品・製品開発等）は協議会事務局と分科会実務担当者とで行う。 

運営体制 
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プロジェクトの進め方（案） 

… 



分科会の開催について 
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地エネと環境の地域デザイン協議会では、協議会会員有志による地域ご
とや分野ごとの「分科会」や「連携団体」をつくり、地エネによる資源
循環の地域づくりを行っていきます。 
 

 

分科会：地域、分野ごとに有志で集まり共通課題を設定し、具体的な事業検討を行い
ます。 

➢ 10月もしくは11月の協議会で分科会の報告会を行う予定です。 
➢分科会は、原則有志による独立運営です。 
➢分科会の活動は優先的に特集紙面・WEB・SNS・メルマガ等に 
➢取り上げていきます。 

 
現在登録されている分科会・連携団体（予定） 
●公益社団法人地球環境戦略研究機関「北摂里山地域循環共生圏」 
●神戸商工会議所「神戸の食の未来を考える会」 
●地エネ・資源循環の日本酒づくり（神戸新聞社） 

分科会の登録については、
下記の要項を事務局までお

知らせください。 
 

分科会登録要項 
分科会名称 

目的 
主な会員メンバー 
担当窓口連絡先 
会費の有無 



協議会の開催について 
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・実行委員会の発足 

・各種PR事業の実施 

・広報の実施 

2018年 2019年 2020年～ 

・7月8日協議会発足 

・３回の協議会開催 

・分科会による事業検討 

・各種PR事業の実施 

・広報の実施 

・３回の協議会開催 

・分科会による事業検討 

・分科会による 

 事業の実施 

・各種PR事業の実施 

・広報の実施 



協議会の開催について 
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地エネと環境の地域デザイン協議会 設立 
２０１９年 

7月8日 

第一回地エネと環境の地域デザイン協議会 

・講演、パネルディスカッション、懇親交流会 
※認定NPO法人環境エネルギー政策研究所の飯田哲也所長の 

 基調講演、パネルディスカッション 

第二回地エネと環境の地域デザイン協議会 

・分科会報告会、懇親交流会 

10月~11月 

第三回地エネと環境の地域デザイン協議会 

・シンポジウム、懇親交流会 

２０２０年 

１～２月 



７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

協議会 
会員全体で
の交流会 

第一回開催 
シンポジウム
＠兵教ホー
ル 

第二回開催 
※分科会報
告 

第三回開催 
※シンポジウ
ム 
県ゼロエミッ
ション 

ツアー 
実地体験ツ

アー 

バイオガス見
学ツアー 

太陽光見学
ツアー 

里山資本主
義ツアー 

竹ツアー 

イベント 
体験型学習
やブース出
店等 

○農林業業
祭 

○神戸新聞
まつり 
○食都神戸
デー 

〇JAたべも
のまつり 

地エネ・資源
循環の日本
酒づくりPJ 

6月（消化液
有機肥料で
酒米づくり） 

地エネ商品
としてのコン
セプトデザイ
ン 

消化液有機
肥料活用検
討 

有機酒米収
穫 

有機日本酒
テスト開発 

・海外展示
会出品？    
・次年度事
業計画 

紙面掲載 
活動のPRと
啓発 

①第一回協
議会採録、
ツアー告知 

②第二回協
議会採録、
各種イベント
告知 

③各種イベ
ント採録 

④第三回協
議会採録 

2019年度スケジュール（予定） 



協議会参画のメリット 
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・協議会メンバーとの交流 
  年間３回程度開催される協議会・懇親交流会への参加、 

  メルマガ・ソーシャルメディア等での情報発信 

・事務局である神戸新聞社グループによる広報PRの活用 

  神戸新聞朝刊紙面と神戸新聞NEXTにてPR特集を定期的に展開 

・協議会メンバーの有志による 

 「課題テーマ」ごとの分科会の開催 
  地域の課題をテーマとして取り上げ、協議会メンバー有志で事業検討、 

  事業計画の策定、事業実施まで事務局としてサポート予定 

会費 
企業・団体   ３万円（税別）  

個 人            ３千円（税別） 

※行政、研究機関等は知見等の提供によって、この限りではない。 


