
自然エネルギー上小ネット 

 

平成 24 年度 定時総会  次第（案） 

 

 

                   日  時 平成２４年 6 月 16 日（土） 

                    午後 1：00～1：30 総会 

                   場  所 上田駅前ビル「パレオ」２階会議室 

 

 

 

 

 

１．開  会 

 

  ２．会長あいさつ 

 

３．議事 

 

   第１号議案  平成 23 年度 事業報告            資料１ 

 

   第２号議案  平成 23 年度 収支決算報告ならびに監査報告  資料２ 

 

   第３号議案  平成 24 年度 事業計画（案）         資料３ 

 

   第４号議案  平成 24 年度 収支予算（案）         資料４ 

 

   第５号議案  その他 

 

４．閉  会 

 

 

 

 



第１号議案  

平成 23 年度 自然エネルギー上小ネット 事業報告 

 

１．自然エネルギー上小ネットの活動 

 

２．エネルギーカフェ 

 



３．自然エネルギー上小ネットの設立準備の経過 

１．「上小自然エネルギー普及検討会」 

日時：平成 23年 12月 20日（月） 13：30～14：00 

  場所：上田創造館 第２会議室 

  参加人員：17名 

主催：世話人 末広繁和 

進め方：ワールドカフェ 

「自然エネルギーとは、我々にとってどのようなもので、 

我々自身が普及活用するためにどのようなことができるのか？」 

 

２．「自然エネルギー上小地域協議会準備会」 

日時：平成 24年 1月 16日（月） 10：00～12：00 

  場所：上田駅前ビル「パレオ」２階会議室 

  参加人員：18名 

主催：世話人 末広繁和 

  内容：12/20のワールドカフェを踏まえて、上小地区の自然エネルギー 

     活用普及モデル作りのための協議会設立の会則、事業計画の検討をした 

 

３．「自然エネルギー上小ネット設立総会」 

日時：平成 24年 2月 4日（土） 13：30～15：30 

  場所：上田駅前ビル「パレオ」２階会議室 

主催：世話人 末広繁和 

 

 

４．第１回 情報交流会の開催 

４、平成 23年度 情報交流会                      

  1.目的：自然エネルギー上小地域普及モデルづくりを目指す。 

    「新しい公共」を目指して、知識を認識/知恵に変える情報交流会の実施 

  2日時：３月１０日（土）15：00～17：00 

  3.場所： 上田駅前ビル「パレオ」情報ライブラリー４階セミナールーム 

  4.進め方： レクチャー、事例発表後、ワールドカフェ 

 ・レクチャー（30分） 「上小地域の自然エネルギーの可能性」 

 ・事例１（20分）  

 ・事例２（20分）  

 ・ワールドカフェ（50分） 

 「地域で活用できるかも知れない自然エネルギーはあるか？」 

   参加者全員参加で考え、情報交流会の進め方を確認する   

 

 

 

 

 



５．自然エネルギー上小ネット  会員情報 

 

１）会員数：個人会員：22名  団体会員：３名  オブザーバー会員：11名 （2012.6.14現在） 

 

２）役員名簿 

No 役員 発起人 所属団体  

１ 会長 
 

末広 繁和 ブレイクスルー研究会  

２ 副会長 
 

栗田 力 太陽力株式会社  

３ 会計 
 

川田 富夫 エコ屋・ごしょうらく 
 

４ 監事 
 

荻原 静夫   

５ 監事 
 

柴崎 茂利 うえだ環境市民会議 
 

６ 理事 
 

松原 邦彦  
 

７ 理事 
 町田 吉弘 

 
 

８ 理事 
 

東方 明子  
 

９ 理事 
 

藤川まゆみ 
うえだエネルギーシフト作戦
会議 

 

 

３）オブザーバー会員 

10 理事 
高橋 伸英 

信州大学繊維学部 准教授 
 

 

11 理事 細川裕夫 
 

上田市役所市民生活部 
生活環境課 

 

12 理事 坂 井 美 嗣
  

東御市市民生活部市民課 
 

13 理事 若林喜信 
 

青木村役場 住民福祉課 
 

 

14 理事 青木 隆 
 

上小地方事務所   
環境課 

 

15 理事 池内信彦 
 

上田市役所市民生活部 
生活環境課 

 

16 理事 武重邦明 
 

長和町役場町民福祉課 
 

 

17 理事 瀬在高朗 
 

上田市役所市民生活部 
生活環境課 

 

18 理事 小澤省晃 
 

上田市役所市民生活部 
生活環境課 

 

19 理事 坂田忠則 
 

上小地方事務所 
農地整備課長 

 

20 理事 
青木 茂 

上小地方事務所 
農地整備課 計画調査係 

 



参考 平成 23年補助金 

 

自然エネルギー信州ネット 

普及モデル開発地域協議会 普及モデル応募シート 

提出日 平成 24年 2月 4日 

項目 記入事項 備考 

協議会名称 自然エネルギー上小ネット （ネットワーク型協議会）  

代表者氏名 末広繁和  

担当者氏名 末広繁和  

電話 090-1533-2072  

ｆａｘ 0268-28-4525  

メール ssyslab@gmail.com  

携帯電話 090-1533-2072  

事業名 自然エネルギー活用事業化の支援及びCO2削減啓発の支援事業  

添付資料 普及モデル事業計画、普及モデル予算計画、運営組織体制など

がわかる資料 

 

該当する普及モデ

ル 

✔①地域の関係者が主体的に参加、連携、協働することにより立ち上げられる

自然エネルギーのビジネスモデル  

✔②自然エネルギーの実施を通じ温室効果ガスの削減に加え、他の社会的課題

の解決や持続可能な地域づくりに資する自然エネルギー事業 

□③採算性のとれる事業であって、他地域への普及可能性のある新しい自然エ

ネルギーのビジネスモデル 

✔④地域の自然エネルギーの取り組みを支援する中間支援組織のモデル 

□⑤地域の自然エネルギーの取り組みを支援するファイナンスの仕組みづく

り 

✔⑥自然エネルギーを活用した持続可能な地域づくり又はライフスタイルの

モデル事業 

✔⑦自然エネルギーの普及に資する新しい文化・教育・普及啓発の事業モデル 

チェックリスト 

※提出時に自己チ

ェックしてくだ

さい。 

✔地域協議会は、意思決定・運営に係る規約、事業計画、予算計画、役員（監事を

含む。）を有するなど、独立した運営ができるものであること。 

✔地域協議会は、協議会の運営、資金管理、報告書作成等を担う事務局を有するこ

と。 

✔今年度の普及モデルの開発を含む事業計画案、予算計画案を提出すること。 

✔当該普及モデルに関して他の補助金等を受けていないこと。 

✔市民団体、企業、行政、大学等の参加など「新たな公共」を担うに足る関係者の

参画、協力が得られる組織であること。 

 

 

mailto:ssyslab@gmail.com


 第２号議案 

平成２３年度 自然エネルギー上小ネット 収支決算報告 

   （平成 23 年 12 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日） 

収入の部                               単位 円 

科目 予算額(a) 決算額(b) 増減（a-b） 備考 

会費 個人     

会費 団体     

補助金 93,000 64,577 28,423 補助金(平成 23 年普及モデル開発地域協議会) 

寄付金 5,000 1,280 3,720 寄付金 

雑収入     

合計 98,000 

 

65,857 32,143 

 

 

 

支出の部                               単位 円 

 

          平成 23 年度 監査報告書 

   平成 23 年度における会計及び業務の監査を行い、次の通り報告いたします。 

記 

    

    自然エネルギー上小ネットの規約により監査した結果、収支決算報告は会計帳簿の記載 

金額と一致し、本団体の収支の状況を正しく示していると認めます。 

 

  平成 24 年 6 月  日   

              監事                   

 

              監事 

科目 予算額(a) 決算額(b) 増減（a-b） 備考 

講師謝金     

会議資料印刷費 16,000 16,000 0 12/20 検討会、1/16 準備会、2/4 総会印刷代 

交流会資料印刷費 5,000 5,000 0 3/10 交流会資料代、 

会場費     

学習会（視察）     

情報展示物台 60,000 33,600 26,400 常設情報展示物台 

通信費 2,000 2,000 0 切手代、電話代 

交通費     

事業報告書編集     

事務消耗品費用 10,000 9,257 743 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ消耗品、 

事務局経費     

予備費 5,000 0 5,000  

合計 98,000 

 

65,857 32,143  

 



第３号議案 

平成 24 年度 自然エネルギー上小ネット 事業計画（案） 

１．エネルギーカフェ （上田情報ライブラリーと連携） 

    事業計画  予算 

 

地
域
へ
の
自
然
エ
ネ
ル
ギ
｜ 

啓
発
活
動 

・ 

意
識
改
革 

 

●情報提供常設コーナー（情報スタンド） 

（上田市情報ライブラリー内に場所借用） 

・「ここへ来れば自然エネルギーがわかる」拠点 

・自然エネルギー信州ネット情報（ポータルサイト） 

 各地域協議会などの情報など 

・上小ネットのイベント、研修情報 

・会員企業の自然エネルギー情報 

 知識や地域情報パンフや企業のパンフなど 

・信州ネットのポータルサイト検索支援 
 

 

・コピー代 

 200 枚 @10 ＝2,000 

 

 上田情報ライブラリー 

 スタンドの場所提供  

●（モデル事業を目指す）情報交流会 10 回位／年              

・ワークショップ手法を活用し住民参加の交流会進める 

 参加者同士自ら考え自らなにをすべきか認識する 

・会員からの提案項目により内容選定（運営委員会） 

・会員及び地域の人によるイベント開催 

・自然エネルギー活用術や実践の発表 
 

 

・資料代 2,000ｘ10＝20,000 

・会場費 上田市から提供 

●学習会（研修会や施設見学会）    1 回／年 

・地域の自然エネルギーとは何か 

・自然エネルギーの可能性を知る 

・自然エネルギーにどのように取組むか 

・見学会と通して地域との交流 
 

・施設見学など 

30,000ｘ1＝30,000 

・参加費 1,000 円ｘ20 名 

 市のバス活用できないか？ 

 上田環境市民会議と連携 

できないか 

●個別無料相談           随時、申込制 

・自然エネルギー 

・省エネ方法 

・自然エネギープロジェクト 
 

・情報ライブラリーの経営相談 

 の中に自然エネルギー、省エネ 

  相談を追加 

・場所  市が提供 

・相談員 無償 

●出前講座（地域の実践者による）   有料派遣講座 

・自然エネルギー活用啓発 

・家庭向け：環境家計簿と省エネ 

・小規模企業向け：環境経営と省エネ 
 

 地域団体、小規模企業対象 

有償で派遣する 

10,000/回 ２回程度 

 

人
材
育
成
と
モ
デ
ル
事
業
の 

研
究 

●（モデル事業を目指す）人材育成（地域等の専門家による） 

①プロジェクト管理・運用できる人材 
 ・ブレイクスルー思考、ファシリテーション 
 ・事業計画のマネジメント 
②出前講座できる人材育成 
 ・自然エネルギー専門知識、指導 
 ・環境家計簿と省エネ指導 
 ・環境経営と省エネ指導 

③イベント企画計画できる人材 
 

 

・上田情報ライブラリーの 

 ビジネスコースと連携 

・①の２日間コース 

・講師謝金 20,000 円 

・参加費 2,000 円徴収 

  

 

●自然エネルギーモデル事業支援 
・地域の自然エネルギーポテンシャル調査 
・自然エネルギー活用の部会（事業化目指す研究会） 
・情報提供、人材紹介 
・関連地域団体との連携支援 
・プロジェクト設立、運営の支援 
 

予算 

・会場費 上田市から提供 

・協議会のメンバーが支援 

  10,000 円 

 


