
一般社団法人 あつぎ市民発電所 

第４回通常総会 【書面総会】 

議案書 

第 1 号議案 2021 年度活動報告 

第 2 号議案 2021 年度決算報告 

第 3 号議案 2021 年度監査報告 

第 4 号議案 2022 年度活動計画 

第 5 号議案 2022 年度予算 

第 6 号議案 任期満了に伴う役員選任 

 

新型コロナウィルス感染症の急増のため、書面総会といたします。表決権

を持つ正会員の皆様は、表決用ハガキに各議案への賛否をご記入の上、 

8 月 12 日必着で投函してください。 

 

 

    一般社団法人 あつぎ市民発電所 

第４回通常総会の報告会 ＆ 記念講演会 

日時：2022 年 8 月 20 日（土）13：15～15：30 （受付 13：00～） 

会場：厚木市文化会館 集会室 AB（4 階） 

オンライン（Zoom）併用 

 

第 1 部 第４回通常総会（書面）の報告会         13：15～13：45 

第 2 部 記念講演会と交流               14：00～15：30 

「気候危機のリスクと社会の大転換」 

講師 江守正多さん 国立環境研/東大未来ビジョン研究センター教授 

 

 

参加申込みは 8 月 12 日必着で同封ハガキにてご提出ください。Zoom のご案内は 8 月 19 日に

メールにてお送りいたします。（会場参加をご希望の方にもメールアドレスを登録されている方に

は Zoom のご案内をいたします。コロナ状況や体調で参加方法は選択してください） 

 



ごあいさつ   

 

会員のみなさま、賛同者のみなさまに支えられ、一般社団法人あつぎ市民発電所は５年目

を迎えることができました。心より感謝申し上げます。 

地球温暖化による気候危機回避への取組みは一刻の猶予もないことが、昨年度公開され

た IPCC 第 6 次報告書で明らかになりました。COP26 で世界中が 2100 年の気温上昇

を 1.5℃に抑えることに合意しました。日本でも各主体がその目標に向けてベクトルを合

わせていく必要がありますが、いろいろな力が働き多難な道です。私たちの未来のために、

市民の立場で地域に根を張った動きを創り出し、選び取っていきたいと思います。 

1 号機のソーラーシェアリングは順調に稼働しており、農作業サポートの農援隊はさら

に輪が広がりました。しかし昨年度は新たな発電設備取得には至らず力不足を痛感してい

ます。再エネ発電設備を一つずつ作り上げることとともに、確実に普及できる仕組みづくり

を目指したいと思います。地域の多様なつながりを大切に歩みを進めていきましょう。引き

続き会員、ご賛同いただいているみなさまのご協力をお願いいたします。 

 

新型コロナウィルス感染状況は爆発的な第 7 波のただなかです。第４回通常総会の準備

を進めていましたが、昨年度同様に「書面総会」とさせていただくことにしました。どうぞ

ご理解ください。その報告会を 8 月 20 日に厚木市文化会館・集会室とオンライン（Zoom）

で行うことにいたしました。記念講演会も行いますので、ぜひご参加をお願いいたします。 

議案書だけではわかりにくいことも多いとは思いますが、正会員のみなさまには書面（ハ

ガキ）での表決にご協力をお願いいたします。また正会員に限らず、ご質問・ご意見・ご提

案がありましたら事前にお伝えいただき、総会報告会の場で回答させていただく予定です。 

 ぜひハガキでのご返信とともに、8 月 20 日の総会報告会と記念講演会へのご参加をお

待ち申し上げます。 

 

2022 年 8 月 1 日 

一般社団法人あつぎ市民発電所 理事長 遠藤睦子 



第 1 号議案 2021 年度活動報告 

   

１． 事業活動 

１） 再生可能エネルギー発電事業 

【1 号機発電所】 

・ 設備,場所 ソーラーシェアリング（営農型太陽光発電）,厚木市飯山885 落合農園 

・ 設備規模 太陽光モジュール出力26.28ｋW、パワコン19.8ｋW 

・ 発電期間 20 年1 月～39 年12 月（FIT 適用期間） 

・ 発電量  32,781ｋWh（21 年7 月～22 年6 月）詳細は資料―1 に記載 

     二酸化炭素削減量 12.7 ㌧CO2に相当（0.3875 ㎏CO2／ｋWh） 

・ 売電収入 650,148 円（21 年7 月～22 年6 月・税込み） 

・ 売電先  みんな電力株式会社（特定卸供給契約） ㈱UPDATER に社名変更 

     需要家の応援者 のべ 992 人・月（100 円／人・月の応援金が支給される）、 

        法人需要家の要望により、指定発電所の電力を供給するマッチングサービスで、

プレミアム料金の支給あり。 計 107,153 円の追加収入 

・ 維持管理等 21 年 10 月 30 日 収穫祭に合わせて「非常電源使用方法の説明会」を近

隣4 軒のみなさまと収穫祭参加者に行いました。周囲が停電の時に使える「非

常電源」を使ってポットでお湯を沸かしたり、スマホ充電体験をしました。 

22 年 1 月 9 日    設備自主点検：架台のボルトゆるみや支柱の揺れの点検、

パネルの目視点検（スマホカメラで撮影し目視：全パネルではない）で異常は

ありませんでした。発電量データより機能的な異常がないことを確認しました。 

 

【調査・検討】2 号機以降に向けての普及拡大活動  

発電設備の普及拡大を目指して活動を展開していますが、具体化には至りませんでした。 

  検討件数：建屋屋上 4 件 （4 件とも断念） 

       ソーラーシェアリング 2 件（1 件は断念、1 件は相談対応中） 

新たな設備に対しての固定価格買取制度（FIT）の価格低下と、制度そのものが終焉を迎え

ています。安定的な収益性の確保が厳しい状況であり、今後の展開のためには「自家消費

型」オンサイトPPA・オフサイトPPA という方法、県や国の補助金を活用すること、な

どが重要になります。補助金制度は多種類設定されており、活用可能な制度の調査を行い

ましたが活用には至りませんでした。 

市民や地域の事業者で自ら発電設備の設置を希望する方へのサポートを行い、結果として

地域内の再エネ普及に資する活動も行っています。 

     

２） 普及・啓発事業  「資料-2」参照 

・ 1 号機見学会   

自治体や国の行政担当者の見学・視察を受けました。（狛江市、横須賀市、農水省、国交省） 

市民や事業者の見学も多く、川崎市、狛江市、清川村、愛川町、横須賀市、海老名市、厚

木市内から多数。大学との協力・協働を始めており、神奈川工科大学学生サークルSDGｓ 

HUB のみなさんの見学及び収穫作業協力がありました。親子向けの自然観察会と農作業
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体験も行いました。  

・ 講演会，学習会，意見交換会，展示会 

21 年 8 月 29 日 総会記念講演 千葉商科大学学長・自然エネルギー大学リーグ代表世

話人 原科幸彦さん 

21 年10/21～11/1 あつぎ環境フェア あつぎロードギャラリー 展示 

22 年 1 月 ９日 １号機設備点検と農援隊と役員の意見交換会 睦合西公民館18 名 

22 年 2 月 ９日  さがみ自然フォーラム ＶＲ展示 

2２年３月４～７日 「福島原発事故10 年 展示と講演会」新横浜で展示参加 

22 年 5 月15 日 フクシマから地球へ・未来アクション 脱原発・脱石炭～気候危機を

止める大転換を トークイベント＆展示 厚木市文化会館集会室 

参加者88 名＋YouTube ライブ配信 

・ 広報活動 

➢ ホームページ 21 年5 月にリニューアルしましたが、最新情報のアップなど適時の運用が

不十分でした。22 年1 月の意見交換会の提案で「インスタグラム」記事のアップをスター

トしています。 

➢ みんな電力＝㈱UPDATER による宣伝・支援活動 

応援者が毎月80 名ほど（100 円×人数の支援金）収穫祭への参加も。 

法人需要家で特定の発電所の電気を使いたいニーズに応えるマッチングサービス（ブ

ロックチェーン技術を使ったトラッキングシステム）で、この1 年間はほとんどが使

われています。発電所はプレミアム料金を受けられる仕組みです。（約0.3円/ｋＷｈ） 

みんな電力社内企画「はつでんちゅ総選挙」で優秀賞受賞 

みんな電力のユーザーでもあり、提携している丸井グループのクレジットカード会社・

エポスカード「みんな電力エポスカード」が実施しているキャンペーンの応援先に選

ばれ、22 年 4 月～23 年 3 月の新規カード契約一人につき 1000 円の支援金をい

ただくことになりました。（詳細は資料―3 参照） 

ほかＴＢＳラジオ取材、Web マガジン企画などの宣伝活動をしていただきました。 

➢ 本厚木ミロードの情報誌「アツギラヴァーズ」に落合農園が取材を受けvol.38 に掲載。 

 

３） ソーラーシェアリングによる営農実績検証、援農事業 

・ 第1 号機 営農主体は落合副理事長（農園主）、発電所会員＆賛同者の農作業支援「農援隊」

の活動は、毎月第3 日曜日14 時～16 時。 農援隊参加者（収穫祭のみは除く）45 名 

３月：ジャガイモ(種イモ)植え ４月：里芋(種イモ)植え ５月：落花生種まき 

６月：サツマイモ苗植え ７月：ジャガイモ収穫 大豆種まき ９月：落花生収穫  

１０月：サツマイモ、ヤーコン、サトイモ、菊芋の収穫＋収穫祭 （販売も。毎年約５０名参加） 

農作業支援や収穫作物の提供・販売で、多くの交流が生まれてきています。福祉施設との

連携・協力ができつつあり、農・福・エネルギー連携の実現も見え始めています。自然食

レストラン、保育園給食、子ども食堂関係など大切につながっていきたいと思います。 

厚木市が21 年度から行っているSDGｓ推進活動に付与される地域通貨「アユモ」を活

用し、参加者にはアユモコインをお礼として差し上げています。 

・収穫祭  21 年10 月29 日 参加者52 名。今回も「食べて交流する」イベントができず

残念でしたが、子どもたちもたくさん、神奈川工科大学の学生さんも 10 名ほど参加して
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楽しんでもらえました。非常電源の使い方、スマホ充電体験は今後も継続予定です。 

・収穫実績調査、パネルによる遮光率と作物収穫の関係調査 

主要作物としてサツマイモ、ジャガイモ、ラッカセイ、サトイモを植付け、3 段階の遮光

率と収穫の関係調査の２年目データとしました。詳細は資料―４に示します。サツマイモ

は遮光率による収穫量のちがいが認められましたが、サトイモやラッカセイは高遮光率に

もかかわらず標準より収穫量が多い結果になりました。２２年は3 年目でローテーション

が完結しますので、結果を公表していきます。 

ソーラーシェアリング畑の微気象（日射量、温度、湿度など）を計測し、作物収穫との関

係を考察したいと考え、神奈川工科大学 工学部教授に相談しています。同様な目的の経

産省ものづくり補助金を受けたソーラーシェアリング下部営農者支援「センサー設置実証

実験協力」を受け、22 年4 月に「気象センサー」を設置することができました。 

 

４） 他団体・行政などとの連携、交流拡大事業 

・ 2023 年度に気候市民会議を厚木市で実施することを企画し、市民協働提案事業に応募。 

・ ＮＰＯ法人市民電力連絡会の運営委員メンバーを担う。台帳制作Project も担当。 

・ 「未来アクションあつぎ」実行委員会メンバーとして参画し企画運営。 

・ 加入団体：NPO 法人市民電力連絡会、FoE Japan、原発ゼロ自然エネルギー推進連盟（原

自連） 

 

２． 組織活動 

会員 

年度初  正会員93 名、サポーター会員42 名 計135 名、拡大目標150 名 

年度末  正会員102 名、サポーター会員45 名 計147 名  

 農援隊の活動や見学会を通しての新規入会者、とくに子育て中や若い世代の入会があり今

後の活動に期待がもてます。 

 理事会 13 回開催（資料―2 参照） すべてZoom 会議 

 以下のプロジェクトチームをつくり、活動の推進を図りました。 

・学習・講演会等企画プロジェクトチーム 

 ・資金調達検討プロジェクトチーム（設備の具体化がなかったため実績なし）  
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一般社団法人あつぎ市民発電所

神奈川県厚木市旭町5-41-27

第2号議案　2021年度決算報告

決算報告書

（ 第 4期 ）

自 2021年　７月  1日

至 2022年　６月30日
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［税込］（単位:円）

科目 金額 科目 金額

【流動資産】 【流動負債】

現金 0

城南信用金庫 2,363,300 未払い法人税等 70,000

ゆうちょ銀行 0 未払消費税 58,300

未収金 0

売掛金 113,302

流動資産合計 2,476,602 流動負債合計 128,300

【固定資産】 【固定負債】

構築物 4,859,408 長期借入金 4,500,000

機械及び装置 基金 3,990,000

固定資産合計 4,859,408 固定負債合計 8,490,000

負債合計 8,618,300

前期繰越正味財産増減額 -1,000,320

当期正味財産増減額 -281,970

正味財産合計 -1,282,290

資産合計 7,336,010 負債及び正味財産合計 7,336,010

（注）

会計方針等

固定資産償却方法 定率法

貸借対照表（収益事業会計）

2022年6月30日現在

正味財産の部

法人の名称　一般社団法人あつぎ市民発電所

資産の部 負債の部
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[税込]（単位:円）

【経常収益】

　【事業収益】

売電収入 650,148

その他売上 107,153

【その他収益】

受取利息 26

雑収入 0

経常収益計 757,327

【経常費用】

　【事業費】

渉外活動費 18,888

会議費 24,150

旅費交通費 2,995

通信費 18,681

消耗品費 38,325

水道光熱費 3,652

諸会費 1,000

賃借料 20,000

保険料 24,850

租税公課 150,200

減価償却費 650,124

支払手数料 0

印刷費 6,970

交際費 0

支払利息 9,000

雑費 462

事業費計 969,297

当期経常増減額 -211,970

【経常外収益】

経常外収益計 0

【経常外費用】

経常外費用計 0

-211,970

70,000

-281,970

-1,000,320

-1,282,290

　　　　　　　前期繰越正味財産増減額

　　　　　　　次期繰越正味財産額

科目 金額

損益計算書（収益事業会計）

自　2021年7月1日

至　2022年6月30日

法人の名称　一般社団法人あつぎ市民発電所

　　　　　　　税引前当期正味財産増減額

　　　　　　　法人税、住民税及び事業税

　　　　　　　当期正味財産増減額
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［税込］（単位:円）

科目 金額 科目 金額

【流動資産】 【流動負債】

現金 13,771

城南信用金庫 1,313,269

ゆうちょ銀行 0

未収金 0

売掛金 0

他会計振替 0

流動資産合計 1,327,040 流動負債合計 0

【固定資産】 【固定負債】

機械及び装置

固定資産合計 0 固定負債合計 0

負債合計 0

前期繰越正味財産増減額 1,136,264

当期正味財産増減額 190,776

正味財産合計 1,327,040

資産合計 1,327,040 負債及び正味財産合計 1,327,040

（注）

会計方針等

固定資産償却方法 定率法

正味財産の部

資産の部

貸借対照表（非収益事業会計）

2022年6月30日現在

法人の名称　一般社団法人あつぎ市民発電所

負債の部
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[税込]（単位:円）

Ⅰ経常収益

会費収入 276,000

その他売上

寄付金収入 45,000

雑収入 2,000

経常収益計 323,000

Ⅱ経常費用

1.事業費

（その他の経費）

渉外活動費 18,887

会議費 24,150

旅費交通費 2,995

通信費 18,683

消耗品費 10,825

水道光熱費 3,652

諸会費 1,000

賃借料

保険料 0

租税公課 0

減価償却費 0

支払手数料 0

印刷費 0

交際費 1,570

支払利息 0

雑費 462

事業費計 82,224

当期経常増減額 240,776

Ⅲ経常外収益 0

Ⅳ経常外費用 設備改修引当金 50,000

190,776

190,776

1,136,264

1,327,040

　　　　　　　税引前当期正味財産増減額

　　　　　当期正味財産増減額

　　　　　　　前期繰越正味財産額

　　　　　　　次期繰越正味財産額

収支計算書（非収益事業会計）

自　2021年7月1日

法人の名称　一般社団法人あつぎ市民発電所

科目 金額

至　2022年6月30日
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［税込］（単位:円）

科目 金額 科目 金額

【流動資産】 【流動負債】

現金 13,771

城南信用金庫 3,676,569 未払法人税等 70,000

ゆうちょ銀行 0 未払消費税 58,300

未収金 0

売掛金 113,302

他会計振替

流動資産合計 3,803,642 流動負債合計 128,300

【固定資産】 【固定負債】

構築物 4,859,408 長期借入金 4,500,000

機械及び装置 基金 3,990,000

固定資産合計 4,859,408 固定負債合計 8,490,000

負債合計 8,618,300

前期繰越正味財産 135,944

当期正味財産増減額 -91,194

正味財産合計 44,750

資産合計 8,663,050 負債及び正味財産合計 8,663,050

（注）

会計方針等

固定資産償却方法 定率法

正味財産の部

貸借対照表

2022年6月30日現在

法人の名称　一般社団法人あつぎ市民発電所

資産の部 負債の部

特定非営利活動に係る事業会計
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法人の名称　一般社団法人あつぎ市民発電所 [税込]（単位:円）

【経常収益】

　【事業収益】

売電収入 650,148

会費収入 276,000

その他売上 107,153

寄付金収入 45,000

補助金収入 0

売上高合計 1,078,301

【その他収益】

受取利息 26

雑収入 2,000

その他収益計 2,026

経常収支計 1,080,327

【経常費用】

　【事業費】

広告宣伝費

渉外活動費 37,775

会議費 48,300

旅費交通費 5,990

通信費 37,364

消耗品費 49,150

水道光熱費 7,304

諸会費 2,000

賃借料 20,000

保険料 24,850

租税公課 150,200

減価償却費 650,124

支払手数料 0

印刷費 6,970

交際費 1,570

支払利息 9,000

雑費 924

事業費計 1,051,521 1,051,521

当期経常増減額 28,806

【経常外収益】

経常外収益計 0

【経常外費用】

設備改修引当金 50,000

経常外費用計 50,000

-21,194

70,000

-91,194

135,944

44,750

　　　　　　  　税引前当期正味財産増減額

  　　　　　　　法人税、住民税及び事業税

　　　             　　　　当期正味財産増減額

　　　　　　　前期繰越正味財産増減額

　　　　　　　次期繰越正味財産額

活動計算書

科目 金額

至　2022年6月30日

自　2020年7月1日
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［税込］（単位:円）

科目 金額 科目 金額

【流動資産】 【流動負債】

現金 100,000

流動資産合計 100,000 流動負債合計 0

【固定資産】 【固定負債】

固定資産合計 0 固定負債合計 0

負債合計 0

前期繰越正味財産 50,000

当期正味財産増減額 50,000

正味財産合計 100,000

資産合計 100,000 負債及び正味財産合計 100,000

（注）

会計方針等

固定資産償却方法 定率法

正味財産の部

貸借対照表

設備改修特別会計

2022年6月30日現在

法人の名称　一般社団法人あつぎ市民発電所

資産の部 負債の部
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第３号議案 2021 年度監査報告 

監査報告書 

一般社団法人 あつぎ市民発電所 

理事長   遠藤睦子様 

2022 年７月２９日   監事   市川隆雄 

一般社団法人 あつぎ市民発電所の会計監査及び業務監査を実施しましたのでご

報告いたします。 

１ 監査基準日 

   ２０２１年７月１日～２０２２年６月３０日 

２ 会計監査 

監査日 ： ２０２２年７月２０日 

監査場所： 新川税理士事務所会議室 

立会人 ： 遠藤睦子理事長、新川勉会計担当（関与税理士） 

  （１）監査方法  

２０２１年度予算の執行状況について、現金 および預貯金通帳の実

査、伝票、その他帳票類の照合、決算書類の確認と会計担当者に質問を

行いました。 

  （２）監査結果 

現金および預貯金の管理は適正に行われ、領収書・帳票類は丁寧にわ

かりやすく整理されていました。決算関係書類は一般社団法人あつぎ市

民発電所の財産状態及び損益の状況を正しく示していると認めます。 

 

３ 業務監査 

  （１）監査方法  

      ２０２１年度事業計画の執行状況について、理事会や活動に参加しな 

     がら監査を行いました。 

（２）監査結果 

２０２１年度も、コロナ禍のため人が集まる行事は実施が難しい１年

でしたが、事業は状況に合わせて概ね実施されていました。中心的な事

業である発電事業では、売電収入およびみんな電力による需要家の応援

者収入も計画を上回りました。これは、財政基盤の安定化に向けて明る

い材料であると評価できます。 

2 号機以降に向けての普及拡大活動は、自治体や国の行政担当者の見

学・視察を受けました。また、新規設備を希望される方への情報提供や

市
川 
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相談などを行いました。これらは今後の普及に役立つものと判断します。 

なお、昨年の監査提案に対する対応は以下の通りと判断します。 

① 理事の役割分担と共有 

まだ不十分ですが、一定の前進をしたと判断します。今後も引き続

き、複数人の理事による常任理事会を作るなど、集団として業務を検

討・遂行できる体制確立を追及されるよう提案します。 

② 事務局体制 

個別の課題、特に行事の運営については、理事以外の定常的なサポ 

ーターも出来てきました。まだまだ少人数なので引き続き、個別課題で

事務局体制確立とともに、日常的な業務にも対応できる事務局体制の

確立を目指して活動されることをお勧めします。 

③ 活動のボランティア依存について 

この件については十分な配慮が行われていないと判断します。 

引き続き、専門的な知識を必要とする仕事や負担の大きい作業には、

それなりの費用を支払えるようにすることを継続的に検討されるこ

とを提案します。 
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第4号議案 2022年度活動計画（案） 

１． 事業実施の方針 

気候危機への取組の緊急度と重要度は年ごとに増しています。私たちのあつぎ市民発電所の活動は

5年目に入ります。ぜひ2号機の設置を、または私たちの支援で地域の中に再エネ発電をつくりだし

ていきたいと思います。ひとつずつの実績をつくる努力とともに、地域の中に確実に普及できる仕組

みづくりを、行政や地域のみなさまと協力して目指したいと考えます。 

またカーボンニュートラルの社会を作り上げていくために、市民として主体的にかかわれる方法を

検討していきたいと思います。厚木市市民協働提案事業として「気候市民会議」の実施を提案してい

ます。多くのみなさまのご理解とご協力を得て取り組んでいきたいと考えています。 

新型コロナウィルス感染もまだしばらくは続くのでしょう。多数参加のイベントを企画しにくくな

っていますが、オンラインの活用もしながら多彩な活動を、この重要な1年間で展開していきたいと

思います。 

 

２． 事業活動 

１） 再生可能エネルギー発電事業 

【1号機発電所】 

 継続して運転状況を確認し、適切な維持管理を行います。 

   

【2号機以降の設備・事業の調査】 

ソーラーシェアリングの候補地を募集し、補助金制度活用で採算性のある事業を企画します。 

建物の屋根上をお借りする自家消費型太陽光発電設備も募集します。 

具体化が見込めれば、資金調達メニューを提示し資金募集活動を行います。 

自分で太陽光発電設備を持ちたい個人や事業者の方には、補助金活用も含めてご相談にのります。 

特にソーラーシェアリングを普及できる仕組みを行政とともにつくるよう努力します。 

 

【その他】 

小水力発電等の可能性を情報収集します。 

 

２） 普及・啓発事業 

・ 随時、第1号機の見学希望を募り見学会を行います。 

・ 発電事業希望者へのアドバイスを行います。手続きや補助金活用のサポートをします。 

・ 講演会・学習会・他の先進地域の設備や取り組みの見学会を企画します。 

・ 気候危機をめぐる状況の学習・回避に向けた活動を行います。特に厚木市のカーボンニュートラ

ル・ロードマップ策定についての意見交換やパブリックコメントに、多くの市民が主体的な参加

ができるよう働きかけます。 

・ 広報 HP内容を充実させていきます。SNSの活用、メールマガジンの発行も検討中。 

 

３） ソーラーシェアリングによる営農実績検証、援農事業 

・ 落合農園の援農強化と定着を支援します。 

・ 農援隊実施日には見学会を同時開催します。 
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・ 落合農園をフィールドにした自然観察、農業体験、環境学習会を企画します。 

・ 周辺農家や福祉事業者との協力関係の輪を広げていきます。 

・  収穫祭イベントを企画します。 

・  遮光率と営農実績の記録、気象データの解析を進めます。またドローンによる調査フィールドを

提供します。地域の大学との協働を進めていきます。 

 

４） 他団体・行政などとの連携、交流拡大事業 

・ 厚木市の施策としてソーラーシェアリングを積極的に進めるよう位置づけることを求め、普及が

可能になるような仕組みづくりを提案していきます。行政とも協力しながら農業を担う組織作り

をすすめソーラーシェアリングの展開を支える態勢を目指します。 

・ 厚木市で気候市民会議を2023年度に実施するための準備を始めます。23年4月からの1年

間で市民協働提案事業として、行政や多くの関係者の協力を得て市民会議を実施し、カーボンニ

ュートラルを実現するための市民参加のベースをつくります。 

・ 市内市民団体、企業、大学との交流や連携などできそうなことを探り、実施していきます。 

・ 近隣団体や加入団体主催の講演会などイベントの紹介、情報交換を行います。 

 

３． 組織活動 

 会員拡大 目標160名（年度初め 正会員106名、サポーター会員45名 計151名） 

・ 事務局体制の確立と、会員や市民が参加しやすい仕組みの活動体制をつくります。 

・ 気候市民会議実行委員会、サポートスタッフメンバーを会員や賛同者から募ります。 

・ 広報チームの立ち上げ、学習・講演等企画プロジェクトチーム、設備取得プロジェクトチーム活

動を定着させます。 

・ 組織維持、活性化に必須な業務について、適正な報酬を支給できるよう努めます。 

・ 会員同士の意見交換・交流会、特に現役世代や子育て世代のメンバーで自由に語る会を企画し、

新しい発想の芽を育てたいと思います。 
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法人の名称　一般社団法人あつぎ市民発電所 [税抜]（単位:円）

備考

【経常収益】

　【事業収益】

売電収入 640,000

会費収入 300,000

その他売上 60,000

イベント 80,000

補助金収入 0

売上高合計 1,080,000

【その他収益】

受取利息 0

雑収入 0

その他収益計 0

経常収支計 1,080,000

【経常費用】

　【事業費】

広告宣伝費 10,000

交際費 5,000

会議費 40,000

イベント活動費 120,000

旅費交通費 5,000

通信費 64,000

消耗品費 30,000

印刷費 47,000

水道光熱費 8,000

諸会費 2,000

賃借料 20,000

保険料 26,000

租税公課 83,000

手続費用 2,000

減価償却費 574,000

設備費 50,000

支払利息 9,000

報酬 50,000

雑費 2,000

　

事業費計 1,147,000 1,147,000

当期経常増減額 -67,000

【経常外収益】

経常外収益計 0

【経常外費用】

経常外費用計 0 0

-67,000

70,000

-137,000

44,750

-92,250

第5号議案　2022年度予算（案）

活動予算書

自　2022年7月1日

至　2023年6月30日

科目 金額

　　　　　　　税引前当期正味財産増減額

　　　　　　　法人税、住民税及び事業税

　　　　　　　当期正味財産増減額

　　　　　　　前期繰越正味財産額

　　　　　　　次期繰越正味財産額
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第６号議案 任期満了に伴う役員選任（案） 

 定款 第 13 条に基づき、理事８人、監事 1 人の選任を行います。本総会で選任される役

員の任期は2年間、2024年の第6回通常総会までとなります。 

  

 

 理事候補  遠藤 睦子 （重任） 

       落合 清春 （重任） 

鷺谷 雅敏 （重任） 

新井 範子 （重任） 

新川 勉  （重任） 

堀池 直樹 （重任） 

山本 幸子 （重任） 

大関 学  （新任） 

 

 監事候補  市川 隆雄 （重任） 
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資料―1   1号機 発電実績　

1号機　発電量実績　単位：kWh パワコン：19.8ｋW モジュール：26.28ｋW 発電開始：2020年1月11日

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年合計

2022年 2,571 2,791 3,186 2,969 3,164 2,773 3,052 17,455

2021年 2,511 3,175 3,138 3,605 2,940 2,887 2,895 2,860 2,156 2,411 2,574 2,430 33,581

2020年 1,330 3,014 2,999 3,379 3,290 2,756 1,706 3,811 2,322 1,995 2,261 2,173 31,039

過年度平均 2,511 3,094 3,068 3,492 3,115 2,822 2,301 3,336 2,239 2,203 2,417 2,302 32,900

0
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

あつぎ市民発電所1号機発電量

2022年

過年度平均

kWh
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資料－2 活動記録 

 

会議（理事会） 

2021年  7月 12日 第 1回理事会 Zoom会議 

 7月 27日 第 2回理事会 Zoom会議 

 8月 23日 第 3回理事会 Zoom会議 書面総会の結果集約 

 9月 20日 第４回理事会 Zoom会議 

 10月 18日 第 5回理事会 Zoom会議 

 11月 15日 第 6回理事会 Zoom会議 

 12月 16日 第 7回理事会 Zoom会議 

2022年 1月 17日 第 8回理事会 Zoom会議 

 2月 19日 第 9回理事会 Zoom会議 

 3月 19日 第 10回理事会 Zoom会議 

 4月 19日 第 11回理事会 Zoom会議 

 5月 19日 第 12回理事会 Zoom会議 

 6月 14日 第 13回理事会 Zoom会議 

 

 

普及活動・イベント企画 

2021年 7月 29日 TBSラジオ 電話インタビュー（みんな電力からの紹介） 

8月 29日 総会報告会＆記念講演会 千葉商科大学学長 原科幸彦さん 

         自然エネルギー大学リーグの紹介 

 9月 16日 見学会 かわさき生活クラブ生協の役員 5名  

 10月 6日 見学会 狛江市（市職員と狛江市エネルギー・WG市民）計 13人 

 10月 19日～

10月 22日 

市内大学訪問 自然エネルギー大学リーグの紹介など 

神奈川工科大学を訪問 地域連携・貢献センター 

    学生 SDGｓ HUBサークルとの交流     

東京農業大学、湘北短大 

 10月 21日 見学会 清川村より 

 10/21～11/1 あつぎ環境フェア あつぎロードギャラリーに展示 

 10月 30日 収穫祭 コロナ感染予防のため広く参加呼びかけしなかったが 52

名参加 神奈川工科大学 SＤＧｓ HUB学生と指導教授の参加 

「非常電源使用方法の説明会」実施 近隣 4家族参加 

 11月 7日 子どもたち対象に自然観察会・収穫作業 12名参加 

 11月 15日 田中水力見学会 11名参加 

 12月 21日 みんな電力（㈱UPDATER）大石英司社長とスノーピークの山井梨

沙社長の対談、落合農園にて（Webマガジンコロカル主催） 
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2022年 1月 9日 1号機設備点検＋農援隊と役員の交流会 

 1月 17日 東京工芸大学（工学部メディア画像学科）内田孝幸教授とドローン

搭載カメラ・センサーによる調査研究相談⇒試験飛行３D模型作成 

 2月 9日 さがみ自然フォーラム VR展示 

 3月 4～7日 「福島原発事故 10年企画」1年越しで展示・講演会に出展 

 3月 11日 さよなら原発アクション 本厚木駅北口スタンディング 

 4月 6日 見学会 横須賀市 市会議員など 4名 

 4月 14日 脱炭素かわさき市民会議 実行委員会の皆様とオンライン相談会 

 4月 20日 気象センサーの取付工事 

 4月 28日 見学会 厚木瓦斯㈱より 

 5月 15日 フクシマから地球へ・未来アクションあつぎ 脱原発・脱石炭～気

候危機を止める大転換を～ 会場参加 88名＋YouTube  

 5月 18日 農林水産省、国土交通省による視察 4名 

 6月 2日 厚木市市民協働提案事業に応募申請提出 

 6月 5日 サツマイモ苗植え 参加 50名 

マルイファミリー海老名店より PRイベントの申し入れ 

 6月 29日 横須賀市職員による視察 10名 

  ほか小規模の見学会あり 
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エポスカード支援金について

あつぎ市民発電所 

２０２０年、株式会社丸井グループとみんな電力株式会社は、お客さまと共にＣО２削

減に取り組み、サステナブルな社会をつくることをめざすことを決定、自社および、お客

さまの再エネ電力利用によりＣＯ２を削減する「みんなで再エネ」プロジェクトをスター

トされました。

丸井グループが発行するクレジットカード「エポスカード」の会員に対し、再エネ電力

の利用申し込みサービスを開始「みんな電力 エポスカード」の発行がスタート。 

２０２４年度までに年間１００万トンのＣＯ２削減を目標にされています。 

あつぎ市民発電所は「みんな電力」に売電しております。2021 年度会計報告をご覧く

ださい。「その他売上」107,153 円がみんな電力応援・トラッキングであつぎ市民発電

所を選んでくださった方々からの寄付金です。 

さらに、再エネ発電所に「みんなエール」プロジェクトが昨年から始まりました。2022

年４月～2023 年３月までの 1 年間、再エネ発電所応援先として顔が見える再エネ発電所

の中から、私たち「あつぎ市民発電所」が選ばれました。「みんな電力 エポスカード」新

規発行１枚につき 1000 円の支援をいただくことになります。 

←「みんなエール応援金」現在の応援先はあつぎ市民発電所です 

なお、７月、８月は応援金 2 倍の特別キャンペーンも実施されていて 

「みんな電力 エポスカード」新規カード 1 枚 1000 円⇒2000 円の金額も支援金に上乗

せされます。 

以上が株式会社丸井グループとみんな電力株式会社の「みんなで再エネ」プロジェクトの

エポスカード支援金についての報告です。
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資料―４ 落合農園　遮光率と収穫の調査

2020年,2021年　遮光率エリアごとの作物収穫量（㎏／10㌃）

エリア（遮光率）
2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年

C（47%）＋D 530 920 － 890 － － 1,760 －

B（39％） 1,020 1,320 － － 330 － － 2,310

A（32％） 1,060 2,210 760※ － － 260 － －

神奈川県めやす

専門家の見解（JAあつぎ営農指導員）

● どの作物も品質的に近隣の農家のものと比べ、遜色がない。

● ジャガイモの収量不足の原因として考えられること

①土壌改良の必要性（酸性土壌にすること、石灰肥料の施肥に注意する）

● 対策

★収穫後の土づくりの励行、特に牛糞や刈草、落ち葉などによる堆肥の補給

★病害虫の予防、早期発見

2022年留意事項

東側

サツマイモ

西側

ジャガイモ

今後、気温・地表面温度・地中温度も含め微気象条件を計測して、パネルの有無や遮光率

と、収穫の関係を考察できるようにしたい。

※2020年ジャガイモは学校給食に提供のため、完熟前に収穫した。

設備内のパネル影、気温、雨だれの影響など調査中… 2020年夏の晴天、昼間の気温

は周囲より2℃程度低い。農作業は明らかに楽になる。

全ての作物について、雨だれの位置を避けて植えるよう気を付ける。

ラッカセイ サトイモ

1,500 2,060 160 1,340

A

B

C

南

北

D

落合農園 パネル配置図
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