
　2016.12.4資料 

NPO山法師の活動と「風の学舎」からのメッセージ

資源エネルギーの地産地消が持続可能な社会を築く



Ⅲ　ＮＰＯ法人の立ち上げ
（平成14年に仲間１０人で立ち上げ１６年に法人化。現在
会員35名）

    ＜spirits＞
    社会が君に何をしてくれるかじゃない
    君が社会のために何ができるかだ　　（J.F.K.）
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山法師の活動目的

資源・エネルギーの地産地消で
環境保全と地域活性化を目指す

●主な活動・・・活動はDO it yourselfが基本

・「風の学舎」の一般利用者への貸し出し

・視察研修及び体験学習の受け入れ

・都市農村交流連携事業「南信州フォーラム」

・大豆人プロジェクト・・・遊休農地での大豆栽培と味噌造り

・森集人プロジェクト・・・里山の間伐搬出作業

・木の駅プロジェクト・・・製材加工施設の運営

　　　　　　　　　　　　　薪、板材、クラフト製品づくり

研修・セミナー	
体験学習	
イベント開催など	
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風の学舎の建築　2004年６月～2008年５月　会員の手作り

２００３．１１建設予定地	 ２００５．１上棟	

２００５．１０全ての壁を竹木舞で編む	 ２００５．１２赤土壁の中塗り完了	
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伝統工法と自然素材で作る

床の断熱「新聞古紙のリサイクル材」	 天井裏の断熱「麻の加工材」	

窓枠、網戸も木製。ペアガラス	 お風呂、テーブル、椅子など全て木製手作り	
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風の学舎（西面）　漆喰と無垢の木の家
自然エネルギーのみで運営

2008.5オープン
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●エネルギー施設「薪のエネルギー利用施設」（伝統技術）　　　	

薪ストーブ（オーブン付き）	 かまど	

  

　ウッドボイラー	 囲炉裏	
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風力発電(垂直軸型)１ｋＷ	 太陽光発電３．３ｋＷ	

  

　太陽熱温水器２００㍑	 太陽熱床暖房システム（ヒートウォール）	

●太陽、風、雨のエネルギー利用施設　（現代技術）　　	
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　その他の施設

炭焼き小屋	

雨水利用施設「タンク１３００㍑」	ピザカマド	



①視察研修及び環境学習の受け入れ　　	

大阪大手前中学	 京都大学大学院	

立命館大学フィールドスタディー	連合長野	



2012夏休み親子自然エネルギー体験講座

ソーラークッキング	 自然エネルギーミニ講座	

②普及啓発事業 
   温暖化防止や自然エネルギーの利用推進に関する
     講演会、セミナー、体験講座など



③都市農村交流事業　
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・人材
・財力
・情報（技術）
・マネジメント能力
・第三者の目「岡目八目」
	
	
・無機質（乾いた空間）画一的
・目と耳を酷使する生活
・食、防災等の不安
・ストレス社会
・疎外、孤立、無縁
・狭い住空間、消費者

・有機質（水や緑）で多様性
・五感で生きる、人間性の回復
・安全で新鮮な食材
・リフレッシュ空間
・人々の絆、もてなしの心
・土地付き住宅、生産者
	
・少子高齢化、人材不足
・脆弱な財政
・情報過疎
・地域の良さを生かし切れない
・企画販売力が弱い

　持続可能な社会を目指し
新たなライフスタイルを築く

関東地域住民	 南信州地域住民	
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南信州フォーラム（都市と農村の交流・学びの場）

2011　エネルギーについての学習会 

グループ討議	

翌日グループのまとめ発表	

2010のテーマ・・・都市と農村の連携	
2011　〃　　　・・・エネルギー選択 
2012　〃　　　・・・ＴＰＰと農業	
2013　〃　　　・・・目に見えない豊かさ	
2014　〃　　　・・・エネルギー自立型社会を築く	
2015　〃　　　・・・森の恵を暮らしに活かす	
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④大豆人プロジェクト（遊休農地活用） 2011スタート

６月種まき	

１２月脱穀	 翌年４－５月味噌造り	

日	
本	
の	
食	
文	
化	
の	
根	
幹	
を	
な	
す	
大	
豆	

７－９月草取り（横国学生参加）	

自	
給	
率	
５	
％	
	
味	
噌	
・	
醤	
油	
・	
豆	
腐	



⑤.森集人プロジェクト（森林資源の活用）	

n  ２０１4スタート	

n  ＜軽トラとチェーンソーで晩酌を＞	

n  背景	

　 
　	

・若い世代を中心に薪ストーブの利用が拡大	
・石油価格の上昇により、森林資源の活用に関心が高まる	
・CO2の削減の推進	
・森林の荒廃「高齢化過疎化により個人 
では間伐搬出ができない」	
・素人3人寄れば搬出できる方式が 
確立される。「軽架線」 
・木が売れる時代の到来	
　　森林組合	
　　薪業者	
　　個人ユーザー	

参加者毎年募集	



森集人プロジェクトを維持するための山法師の役割	

・参加者募集	
・連絡調整	
・間伐研修の実施	
・大型間伐搬出機材
の整備及び貸し付け	
・機材保管庫の提供	
・補助金申請	
・参加者親睦	
	
	
	
	
	

NPO山法師	

・間伐希望林家の	
　募集	
・現地確認	
・隣地所有者への	
　対応	
・謝礼の支払い	
・伐採時の森林法	
　の届け出	
	
	

	

林家	
間伐サポーター	

（薪需要者、一般）	橋渡し・取り組み環境整備	



間伐・搬出技術研修	



間伐搬出作業2015.11～2016.3	

16人で延べ97日間の作業「6.1日／人」	
搬出量約30㎥軽トラ60台分	



間伐後のヒノキ林	

下久堅南原宮川宅ヒノキ林	



2016.3　南信州間伐材活用フェアー	

山法師によるクラフト工芸品（木簡創作）	



「本題」 
何故このような事業に取り組むのか?	

今日の社会的背景と課題	



　資源エネルギーの大量輸入・大量消費・大量廃棄 
　　　　　　　　　　　　　　細る地域内経済、増加する環境破壊	

暮らし	

海外	
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エネルギー	
	
	

地域	
	
	
食料	
	
資源	
	
エネルギー	

事業	

大量輸入	

大量輸入	

購入費	

購入費	

CO2の増加、廃棄物の増加	
森林・農地の荒廃、エネルギーリスク　e.t.c.	

購
入
費

製
品

製品	

地域内経済	 グローバル経済	



くらしを支えるエネルギー 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：日本のエネルギー2009 

ありとあらゆる分野で化石資源に依存



世界と日本の平均気温の上昇　（猛暑日の増加）	

１．１５℃	

日本における年平均気温の経年変化（1898～2011年）  
細線（黒）は、国内17観測地点での年平均気温の基準値からの偏差を平均した値を示している。 太線（青）は偏差の
5年移動平均を示し、直線（赤）は長期的な傾向を示している。  
基準値は1981～2010年の平均値。	



世界の一人あたりの電気使用量２００８年

アメリカが１位、日本は３位で中国の３．３倍、アフリカの１４倍	

2011 
エネルギー白書	



自動販売機大国日本	

2009年末522万台→国民２４人に1台	
（V.S.　米国2008・・・４１人に1台）	



ペットボトルの生産量と収集量の推移（トン/年）	
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主要国のエネルギー自給率2012 

●日本は もエネルギーを自国で確保できない国



食	
●日本の食品の半分以上は、世界からの
輸入。	
	
●日本は年間 5600万トンの食糧を輸入し
ながら、その3分の1（1800万トン）を捨てて

いる。	
	
●食糧の廃棄率では世界一の消費大国ア
メリカを上回る。廃棄量は世界の食料援助総
量740万トンをはるかに上回り、3000万人
分（途上国の5000万人分）の年間食料に

匹敵している。	
	
●日本の食品廃棄の実に半分以上にあたる
1000万トンが家庭から捨てられている。	

	
●家庭からでる残飯の価格総額は、日本
全体で年間11兆円(旧科学技術庁「資源調
査会第１２３回報告」より)これは日本の農
水産業の生産額とほぼ同額。 

さらにその処理費用で、2兆円が使われて
いる。	
	
●日本は食糧の 半分以上を輸入しながら
、世界一の食料廃棄大国。	
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各国の自給率の推移	
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2017/01/06 32 

１エネルギー自立型社会の構築
（自然エネの拡大
　　　　省エネ・省資源の推進）

・温暖化防止、脱原発
・地域の活性化

２森林資源や農地の活用
　自然と共生する暮らしを築く
  
・自然・景観の保全
・木の文化の継承
・山間地域の活性化
・省エネ、廃棄物の削減

風の学舎から伝えたい事
　●地域資源の活用と
省エネ・省資源で自立



日本が向かうべき未来	

食料・資源・エネルギーの地産地消によ
る自立型社会の構築	

	

１．エネルギー自立型社会を築く	
	

2050年を目途に各国で100%自給計画が策定されている	

今回のメッセージ	



ドイツ連邦環境庁報告書・・・日本への指摘
再生可能エネルギーの普及を妨げているのは、技術でなく政治である。

2050自然エネルギー１００％計画　　　　　いずれも省エネが前提	

団体、地域等	 発表時期	 計画名	 備考	

EREC （欧州再生可能エネルギー評議会）	 2010.4	RE-Thinking2050	
EUにおけるビジョン 
電気、熱、燃料の全て対象	

SRU（ドイツ環境専門家委員会	 2010.5	
100%再生可能電力
システムへの道	

　	

ECF（欧州気候フォーラム）	 2010.4	
2050再生可能電力
100%	

　	

UBA（ドイツ連邦環境庁）	 2010.7	
2050再生可能電力
100%	

　	

WWFジャパン	 2011.11	
脱炭素社会に向け
たエネルギーシナリ
オ提案	

 
電気、熱、燃料の全て対象	

ISEP（環境エネルギー政策研究所）	 2011.5	
再生可能エネル
ギー電力１００％	
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WWFJapan2011レポートより作成	

2050／2008比	
48%	

2050脱炭素社会シナリオ「WWFジャパン」 
（省エネによるエネルギー需要予測）	



2050脱炭素社会シナリオ「WWFジャパン」  
（化石燃料・原発と再生可能ネルギー供給内訳）	
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1000TOE	

段階的に削減し、原発は2040年に化石燃料は2050年
にゼロとしている。	
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再生可能エネルギーの開発を拡大し2050年に必要な電
力及び熱の全てのエネルギーを賄えるとしている。	



 
 
 
 
 
 
 

太陽光発電
変換効率・・・・・　13-20％
設備利用率・・・　およそ12％

多結晶４.２kW 
「シリコンパネルの普及型」	

単結晶3.5kW 
「面積が少なくて済む」	

第一　　自然エネルギーの利用（電気と熱）を推進する	



水力発電
変換効率・・・７０－８０％ 
設備利用率・・・平均20%	

ダム式大規模水力発電	 流れ込み式小規模水力発電	



風力発電
変換効率・・・３０－４０％
設備利用率・・・およそ20％  

プロペラ型

風力発電に適した地域	



家庭の用途別エネルギー消費
●熱としての利用が２／３を占める）
●エネルギーの消費の半分以上が電気

n   	

動力・照明   35.9%
熱利用64.1%（給湯29.5%、暖房24.3%、厨房8.1%、冷房2.1%） 
	

自然エネルギーによる熱利用は重要



太陽熱温水器

エネルギー変換効率・・・５０－６０％

太陽の熱で水→お湯にする



森林資源（木材）の利用施設

薪ストーブ
暖房だけでなく
調理もできる。

薪ボイラー
お風呂、台所への給湯だけでなく
床暖房にも活用できる
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第二　省エネの推進	
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2050年に向けて
エネルギーの消費量を１／２にするためには

Ⅰ省エネ機器などの技術開発　　　　これのみでは不可能

Ⅱもっと大切なことは、暮らし、経済活動、まちづくりな
どのあり方を見直す。→GDP神話から脱却するとき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（ブータン・・GNP）

集積	

資源食糧の
輸入依存	

エネルギー
の大量消費	

ゴミの大量
排出	

電化製品の
増加	

マイカー	
車の輸送	

緑地の減少	 まちの構造	

24時間営業	 核家族化	

CO2増加　　　温暖化	

建物のコンクリー
ト化、プラスチッ
ク化	
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　　　　　これまでの延長では実現不可

　　　　　　　　

　　

・ライフスタイル
・経済産業構造
・都市構造

欧州のまちづくりの例から
同じ先進国でもいまだ海外から学ぶことはたく
さんある。

地産地消と省エネ・省資源で
真の持続可能な地域社会目指せ	
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　野菜、果物のはかり売り（パックに包まない）

「ドイツ　フライブルク市内のスー
パー」　果物の量り売り

飲み物・・・瓶による再利用
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少の包装
　　文具などのプラスチックカバー無し

フライブルグの店	
厚紙にはさむだけ	

プラスチックカバー（日本）	
購入した途端にゴミに	
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都市部の交通は市電など公共交通機関や自転車が中心
（一般車乗り入れ規制）

「ドイツ　フライブルク中心街」	 パークアンドライド
　駐車場は公営

環境定期券
域内のバス電車共通チケット
約４０００円／月乗り放題
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ビル街の袖看板・ネオン無し
「スイス　チューリッヒ」

パリ中心部の夕暮れ
ネオンは薬局のみ「青十字」



欧州・・駅の構内でたまに 
見かける飲料自動販売機	

イギリスRunabout（ランナバウト） 

郊外の交差点には信号機は無い

自販機を削減する	 交差点の工夫	
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風、緑、水を活かした街をつくる
（自然の恵みで暑さをしのぐ）

n  街路樹を増やす

n  小川を取り入れる

n  緑の公園を作る

n  地域の風の流れ知り家に街に取り入れる

n  建物のコンクリート・プラスチック化から
の転換。

n  中心部へ一般車乗り入れ禁止など

　　　　街が涼しく暑くならない

　　　　エアコンも少なくてすむ
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ドイツ　フライブルク　人口22万人
通りの街路樹とベッヒレ（水路）

ウィーン中心部　人口175万人
（世界の都市で も緑被率が高い） 

　　　リンク・シュトラーセ

緑に囲まれた環状道路
道路より歩道・自転車道が巾広い

浅い水路
ベッヒレ
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ウイーンの中心街を流れるド
ナウ川　　緑豊かな岸辺

イギリス　「チェルトナム」の
　中央公園・・・植物で演出する



2017/01/06 54 

復元されたソウルの清渓川（チョンゲチョン）

2003.7－2005.9  

復元前 		 復元後	



近未来のスマートタウン（フライブルグ）

ヴォーバン地区（人口5,500人）の事例

　・風の道を考慮した住宅レイアウト
　・自然エネルギーで自立。（電気、熱）
　・スマートメーターによるEMS
　・緑地の確保、雨水の利用
　・地産地消で地域の風土に適した住宅群

　・新しいライフスタイル
　　☆カーシェアリング、カーポートフリー
　　☆公共交通近接
　　☆共同農園併設
　　☆エコショップ併設等（メイン通りは商業施設集積）
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第三地域の資材で家やまちをつくる
公共建築物等木材利用促進法（平成22年10月1日施行）

n  コンクリート、アルミ、プラスチックの家は素
材生産時に大量の石油や電気を消費する

n  資材の輸入は運搬のエネルギーを多く消費する

n  コンクリートやプラスチック等の家は解体時に
自然に還らないゴミが大量に出る

n  木と漆喰の家は涼しい。健康的。木材と漆喰は
国内に豊富に在る

n  それぞれの地域らしい美しい街ができる
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日本中のこの有様！　僕らはどんなまちを創りたいのか

n  コンクリとプラスチックで覆われる無機質な街

n  （石油資源がなければ成り立たない）
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僕らはどんなまちを創りたいのか

n  コンクリとプラスチックで覆われる無機質な街

n  日本らしい歴史文化は積み重なっていくのか？

居眠り自治体のまち並み	
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地域の資材にこだわる住宅例　

大工の棟梁達が提案　富山市八尾ウッドタウン

地域の資材にこだわる住宅例　

まち並みづくり100年運動山形金山町　

日本らしい良い家は、本物の木と漆喰で建てる。

地域材で建てる家はヒューマンスケール

　　→自身或いは地域の職人で補修維持できる。

目覚めた自治体の取り組み
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下伊那伝統民家　本棟づくり 現代風民家　

漆喰塗り　和洋折衷

飯田市　滝澤家　
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９．資源・エネルギーをムダにしない社会を
築く（きずく）ヒント

n  地球規模で考え足下から行動を！

n  　　国内の資源・エネルギーに目を向けるとき
　　     　地域で調達可能なモノはできる限り利用する。

自然の恵み（太陽、雨、風、水、緑、土など）を暮らしに活かす。

n  日本の伝統的な暮らしや歴史に学ぶとき

　　　「木の文化、和の暮らしの」良さを見直す
　　

n  資源やエネルギーの消費も少ない。

n  ゴミがたくさんでない。

n  美しいまちができる。地域を大切にする心が育つ。

n  健康にも良い。



西欧型の近代化（技術万能、自然征服）一辺倒→行き詰まり

西洋の文明
東洋の文明
 

一人ひとりが暮らしやまちを見直すとき 
何を得て、何を失ったか。
　長野県に縁の深い東山魁偉画伯は、欧州各地を旅しスケッチをした

画集の中で各地に伝わるこんな箴言を紹介しています。

★「古い建物のない町は、思い出のない人間と同じ」

★「安息は人間にとって神聖なもの、ただ狂人のみ急ぐ」

新たな文明

内的発展	
止揚	



完

ご静聴ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　平澤和人

　NPOいいだ自然エネルギーネット山法師事務局長
　　　　　　　南信州自然エネルギー普及協議会会長
　　　　　　　　　　　　　長野県環境関連各種委員
　　　　　　　　　　　　　　　　環境カウンセラー



○家庭生活や事業の見直し 
（省エネ機器導入、ゴミの削減、待機電力の削減等）

○公共交通機関の利用拡大、エコカーへの切り替え

○電気による熱利用を見直す（暖房、給湯、煮炊きなど）

○あれば便利程度の機器や施設を削減する

（自販機、２４時間営業、ビルのネオンなど）

○水や緑を活かす。家づくりやまちづくりを見直す

○地産地消の推進
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