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【論 文】
（査読）

地域コーポレーションによる
アドボカシーと地域経済システムの創造
加藤

１.

知愛

研究の背景と課題

１.１ 研究の背景−異なるセクターのアクターが協働するための課題
北海道の中核都市と各地域で続く人口減少は、産業基盤を脆弱化させ、経常予算の
減少による社会サービス事業の市場の縮小をもたらす（加藤 2020）
。この状況を打開
して、地域社会にとって望ましい産業創造政策が立案され、施策化された事業が推進
されるためには、どのような地域経済システムをデザインすると良いのだろうか。
利潤が見込めないために民間企業が参入できない産業分野の事業を遂行することに
適合する組織形態は、社会的使命（mission）を有する NPO 1)であるが、NPO は、組
織ガバナンス、資金調達、事業持続性に課題があり（加藤 2017b、pp63-64・2017a、
pp4-5））、民間企業と協働事業を行うために資本提携することはできない。もう 1 つ
の選択肢である企業の経営形態は、一般的に地域への貢献性を必ずしも約束せず、地
域社会のためのアドボカシー事業を中立的なスタンスで行うことは困難である（加藤
（2017b、同上））。上記のような、NPO、企業ともに抱えるそれぞれの経営形態上の困
難な要素を克服し、地域の課題を解決する事業に取り組む際に、NPO と株式会社が
結合するハイブリッド型の経営形態（加藤 2017a pp16-17）を選択することは、次の
選択肢となる。この経営形態を有して、地域の住民とともに事業化を図る地域一体型
の複合企業−地域コーポレーション（Community-based Corporation）は、全てのセクタ
ーの組織と連携することができるため、企業とも政府とも NPO とも協力して、地域
の意思決定に沿った産業創造事業を担い、事業利益（good）を地域に還元することが
できる（加藤 2017a、pp15-17）。地域コーポレーションには、再生可能エネルギー事
業のように、市場性が小さいまだ発展の可能性が見通せない産業分野で事業を興し、
新しい市場を開拓する機能がある。



北海道大学大学院公共政策学連携研究部附属公共政策学研究センター研究員
E-mail: t.katoh@hops.hokudai.ac.jp
1) 非営利組織（NPO）の定義は様々あるが、本論では組織形態を扱う観点から、特定非営利
活動法人及び市民活動団体等の任意団体を範囲とし、広義の NPO の範囲に位置する組織
（公益法人、地域団体、協同組合等）は含まない。
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本論では、地域社会の望ましい未来のための政策提言（アドボカシー）と、地域社
会で活用可能な事業モデルを開発し、住民とともにその事業化を図る地域コーポレー
ションによる再生可能エネルギー事業の事例研究から、地域コーポレーションが有す
る政策形成過程と事業成果を統合する機能とメカニズムを導出する。
自治体は地域コーポレーションと協働することにより、自治体が立案する産業振興
政策に、新しい市場を開拓する機能を組み込むことができる。本論では、そのプロセ
スを明らかにする。
１.２ 研究アプローチ
地域コーポレーションを体現するグリーンファンドグループ（以下、グリーンファ
ンドとする）は、NPO 法人北海道グリーンファンド（以下、(N)グリーンファンドと
する）、株式会社市民風力発電（以下、CWP とする）、株式会社自然エネルギー市民
ファンド（以下、JGF とする）から構成されるグループ組織である。(N)グリーンフ
ァンドがアドボカシー事業と普及啓発事業を遂行し、CWP、JGF が、地域の NPO や
企業とともに、エネルギー事業を実施する。
本論では、上記の研究課題を達成するため、「グリーンファンドのエネルギー政策
の立案過程におけるアドボカシー事業とエネルギー事業の成果は、いかに関連してい
るのか」に焦点を当てる。以下の第２章において、調査対象自治体の再生可能エネル
ギー政策に関する条例・施行規則・推進計画をレビューした後、(N)グリーンファン
ドのアドボカシー事業の実施プロセスと成果を、(N)グリーンファンドの事業活動報
告書（2000年－2018年）を元に検証する。調査対象とする自治体は、(N)グリーンフ
ァンドがアドボカシー事業を実施した札幌市、石狩市、北海道と、事業モデル移転後
に住民が独自の事業を展開した飯田市である。第３章において、前章の分析結果から
課題への解となる「地域コーポレーションの政策形成と事業成果の統合機能」を明示
し、産業振興政策に市場開拓手法を組み込む手法を提示する。第４章において、残る
課題を議論する。
２.

事例研究

２.１ グリーンファンドグループのアドボカシー事業
(N)グリーンファンドは、1999年に札幌市に設立された、「市民風車事業を通じて
再生可能エネルギー社会を実現すること」を社会的使命（mission）に掲げる NPO 法
人である。この mission は、設立時の市民の意思を具現化したもので（設立趣意書
1999）、実践者の言葉や行動を通じて他者に伝達され、協働事業を通じて提携する組
織に伝達されてきた。このような mission が、将来のエネルギーの在り方を定めるエ
ネルギービジョンのコンセプトに反映されたなら、地域社会のエネルギーをめぐる将
来像と企業や市民が参画するエネルギー事業のロードマップに mission が統合された
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といえるのではないか。
従って、ここでは、第 1 に、(N)グリーンファンドが参画した自治体の札幌市、石
狩市、北海道のエネルギービジョンと政策・施策体系を関連法規から詳察した後、エ
ネルギービジョンと政策・施策の策定過程への(N)グリーンファンドの参画実績を検
証する。第 2 に、(N)グリーンファンドの発電事業モデルが他地域に伝播した事例の
一つである飯田市のエネルギー政策とその影響に言及する。第 3 に、グリーンファン
ドグループの事例から得られる、地域コーポレーションのアドボカシー事業とエネル
ギー事業成果の統合機能について述べる。
２.１.１ 札幌市のエネルギー政策と(N)グリーンファンドのアドボカシー事業
〔１〕札幌市のエネルギービジョンと政策
札幌市は、エネルギー事業を産業創造の一部門に位置づけ、2014年にエネルギービ
ジョンを策定した。エネルギービジョンは、札幌市自治基本条例、まちづくり戦略ビ
ジョン、環境基本条例、温暖化対策実行計画と整合的に策定され（図１）、市民自治
の本旨と、環境部門・エネルギー部門・運輸部門の施策が一体的に実施される法体系
を形成している。以下にその特徴を述べる。
地球温暖化対策に関わる2011年以前からの施策の実施実績を踏まえて策定された戦
略ビジョンには、「低炭素社会と脱原発依存社会を実現する」と明記され、「エネルギ
ーの大消費地としての責務を果す道を歩く決意」を宣言している。戦略ビジョン策定
により、エネルギー政策は、まちづくりの 1 つの柱に位置づけられた。戦略ビジョン
（ビジョン編）の「まちづくりの基本目標（ 4 章 5 節／環境）」の 3 つのスローガンの
1 つは「資源やエネルギーを有効活用するまちにします（16項）」である。また「ビ
ジョンの推進にあたって（ 5 章 2 節／基本姿勢）」に、
「限りある資源の有効活用と共
創（ 4 項）」を掲げ、「戦略的に取り組むべきテーマ（ 5 章 3 節／戦略ビジョンの効果
的促進）」に「低炭素社会・エネルギー転換」を明記している。戦略ビジョン（戦略
編）では、「低炭素社会・エネルギー転換（第 1 章第 3 節）」において、「低炭素都市
創造（創造戦略 7 項）」が提示され、「次世代型エネルギー創造戦略（ 8 項）」、「戦略
を支える都市空間（ 2 章）」において、「戦略的に取り組む 3 つのテーマからの考察
（ 2 項）」として、暮らし・コミュニティ、産業・活力、低炭素・エネルギー転換が掲
げられている。
エネルギービジョンには 3 つの特徴がある。第 1 に、策定過程への市民参加、第 2
に、脱原子力発電の意思、第 3 に、国や道との政策的整合性である。「策定過程への
市民参加」とは、5 つの回路で市民・専門家の意見を集めて、エネルギービジョンの
策定に反映させたことを指す。5 つの回路とは、①エネルギーに関する市民意識調査
（市民意識調査）」、②ワークショップ参加者の意見、③有識者による環境審議会の審
議結果、④パブリックコメント、⑤専門家の答申、である。2011年に行った市民意識
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図1. 札幌市エネルギー政策の体系（著者作成）

- 124 -

地域コーポレーションによるアドボカシーと地域経済システムの創造

調査では、約 8 割の市民が将来的の原子力の縮小廃止を望んでいるとの結果が出た。
札幌市は、東日本大震災による福島第 1 原子力発電所の事故後の市民意識調査結果並
びに研究者や NPO 関係者からの提言や審議会答申、札幌市議会が 2 度に渡って全会
派一致で「原発に依存しない社会を求める意見書」を可決したことを受けて、市民自
治によるまちづくりを公約した上田文雄市長（当時）下で、「低炭素エネルギー社会
を志向する」民意をエネルギービジョンに反映させた2)。「脱原子力発電の意思」と
は以下を指す。エネルギービジョンには「エネルギーの有効利用の推進」と「エネル
ギー転換の推進」の方針、基本理念「原子力発電に依存しない持続可能な社会」、新
エネルギーを実現するための具体的な手段（ 5 章）が明記された。それに伴う行政コ
ストは資料編（資料編4.1）中期実施計画に明記され、運輸利用部門に係る温暖化対
策は温暖化対策実行計画に分けて策定された。「国や道との政策的整合性」とは、再
生可能エネルギー事業を進める上で、北海道の「新エネルギー導入拡大に向けた基本
方向」と政策的整合性を図り、国や北海道と施策面で協力する体制があることを指す。
以上のことから、札幌市のエネルギー政策には、3 つの特徴があると言える。第 1
に、エネルギービジョン、市民自治の本旨、環境部門・エネルギー部門・運輸部門の
政策・施策は、体系的一貫性を形成していること、第 2 に、市民はエネルギービジョ
ンの策定に参画できたこと、第 3 に、札幌市のエネルギー事業が、国や道と政策的整
合性を図って推進されていることである。
〔２〕札幌市におけるグリーンファンドのアドボカシー事業
(N)グリーンファンドは、2000年に杉山さかゑ氏が札幌市から委嘱を受け、「新エ
ネルギービジョン策定委員会」委員に就任して以来、継続してエネルギービジョンの
策定に関わっている（表１）。その一方で、(N)グリーンファンドは、2001年に「21世
紀の北海道のエネルギー政策をつくる市民実行委員会」の事務局、2002年「地球温暖
化対策地域協議会」の事務局を担当している。「21世紀の北海道のエネルギー政策を
つくる市民実行委員会」は、自然エネルギー促進法制定をめざす道内自治体のネット
ワークを形成するための組織であり、「地球温暖化対策地域協議会」は、環境省が設
2)

エネルギービジョン案は、2014年 1 ヶ月間のパブリックコメントにかけられた。58人の個
人と、1 団体から、合計234件の意見が寄せられた（個人183件、ワークショップ51件）。ま
た、276人のキッズコメント（子供の意見）が432件あった。エネルギー政策に共感する意
見、原案賛成意見が多数あった一方、「原子力排除の前提に立ったエネルギー政策は、現
実性・妥当性に欠ける」という意見もあった。環境課は、全コメントへの回答をWeb上に
公開した（「原子力発電に依存しない社会を目指し、札幌市としてできることを踏まえ、
その取組を記載しています」「電気料金の値上げは、市民生活や経済活動に多大な影響を
及ぼすものであり、その影響を少しでも軽減しようと、徹底した省エネに取り組んでいま
す」「戦略ビジョンが描く「半世紀先の未来を考える暮らし方が広がるようなまちづくり
を目指している」等」。同課は、双方向で意見のやり取りを経て、11項目の修正を加えた。
不採用となった意見は、他の政策・施策に盛り込む旨記されている。
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表１.

HGF が実施した主な調査研究

2000

省エネ蛍光電球モニター調査（報告書）
（財）省エネルギーセンター補助事業

2001

全国に市民風車事業を広める調査研究
winwin 省エネルギー政策最前線（三重県事例研究）
地域が主役でつくろうふやそうソーラー発電所（神奈川 NPO ソフトエネルギープロジェクト

2002

北海道の自然エネルギーに関する調査研究
北海道の未来型環境エネルギー政策の策定：原発・化石燃料中心の従来型エネルギー政策へ
の対案（ISEP 協同プロジェクト）

2003

公共施設の省エネ実態調査
風況調査（礼文・奥尻）
北海道の未来型環境エネルギー政策の策定：原発・化石燃料中心の従来型エネルギー政策へ
の対案（ISEP 協同プロジェクト）
北海道の持続可能なエネルギーシナリオ策定開始

2004

風況調査（奥尻）
小水力・木質バイオマス・太陽光調査
グリーン電力販売・小売り事業可能性調査
札幌市における持続可能なエネルギーのシナリオ作成にむけた実態調査
石狩市民風車建設・運営ノウハウのマニュアル作成
道内木質ペレット生産・導入の実態調査

2005

寒冷地におけるエネルギー消費実態調査
寒冷地におけるエネルギーデーター収集・分析検討
小水力・木質バイオマス・太陽光など自然エネルギー調査計画
グリーン電力の販売・電力小売り事業の調査
札幌市持続可能な環境エネルー政策提案準備査検討

2006

ペレットボイラー導入事業マニュアル化受託調査研究

2007

野鳥衝突問題ブックレット作成準備
海外文献翻訳
ペレットモニター調査・供給体制調査
札幌市における冬季消費エネルギー調査
持続可能なエネルギー政策提言セミナー
札幌市への提言書提出

2008

カーボンオフセット削減クレジット算定方法検討
ペレットボイラーモデル事業実施のための調査
太陽光・熱、小型風力などの事業化にむけた調査
道内企業活動の省エネの取り組みの現状と今後の意向調査

2009

事業所むけ省エネ診断
ベロタクシーによる物流調査（CO2 削減 264kg）

2010

北海道・秋田市民風車事業地質調査
家電使用状況調査（家電身上調査）
さっぽろ薪プロジェクト（札幌市木質バイオ燃料市民利用モデル実証研究）

2011

札幌市木質バイオ燃料市民利用モデル実証調査
公園街路樹剪定木燃料活用可能性調査

2012

平成24年度地域主導型再生可能エネルギー事業化検討業務
風力発電・中小水力発電事業化の検討調査

2013

エネルギー情報センター・エネルギーエージェンシー等設置・運営研究
NPO 組織経営基盤整備に関する調査研究

（事業活動報告書より著者作成）
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置を進めていた地域で温暖化対策を実行するための組織である。この 2 つの組織の事
務局運営を通して、(N)グリーンファンドは、自治体の意向や市民の願いを集約する
プラットフォームの役割を担っていた（加藤2017b、pp.70／(N)グリーンファンド事
業活動報告書）。(N)グリーンファンドは、これらのプラットフォームに集まる民意
を、アドボカシー事業を通じてエネルギービジョンや政策に反映させていった。
(N)グリーンファンドが参加した審議会の記録によると、(N)グリーンファンドの
mission（「社会全体でエネルギーの消費を抑制、削減し、自然エネルギーの利用を大
胆にすすめる社会を実現する」）は、札幌市のエネルギービジョンの方向性（「エネル
ギーの有効利用」「エネルギー転換」）に結実していることがわかる。前述の 5 つの回
路で集約された民意とも共通する(N)グリーンファンドの mission は、札幌市のエネ
ルギービジョンのコンセプトに包含された。他方、「札幌市における持続可能なエネ
ルギーのシナリオ作成にむけた実態調査（表１）」等の独自の調査研究とエネルギー
事業で得た知見は、「市民出資ファンドでの屋根貸し太陽光発電事業と環境教育によ
る地域振興モデルの開発調査事業」検討委員会における提言の際に、札幌市の立案担
当者に伝えられ、彼らの立案作業によって、エネルギービジョンの下位に位置する 3
つの施策の展開（省エネの推進、導入拡大、分散電源の拡大）と 6 つのリーディング
プロジェクトの市民向け省エネ推進事業と太陽光発電普及事業等）に盛り込まれてい
る（図１）。
２.１.２ 石狩市のエネルギー政策と(N)グリーンファンドのアドボカシー事業
〔１〕石狩市のエネルギー政策とビジョン
石狩市のエネルギー政策に関わる体系は、上位から順に、総合計画、石狩市環境基
本計画、石狩市地球温暖化対策推進計画、石狩市省エネルギービジョン、石狩市地域
新エネルギービジョン（石狩市 2014）から構成される（図２）。エネルギー政策と関
連して、環境基本計画に係る政策に、第2期石狩市役所の事務・事業に関する実行計
画、石狩市グリーン購入推進方針、水とみどりの基本計画、公園施設長寿命化計画が
ある。石狩市のエネルギー政策は、これらの政策、計画、施策が体系化され関連づけ
られている。2003年に地球温暖化対策のマスタープラン「石狩市地域省エネルギービ
ジョン」を定め（石狩市 2003）、地球温暖化防止京都議定書が発効した2005年に「石
狩市地球温暖化推進計画」を策定し、新エネルギー事業を推進する方針を定めた。当
計画では、長期的視点で温室効果ガス排出削減目標値（2020年に一人当り排出量を
2001年比10％削減）を設定し、総合的な地球温暖化施策を図ることを定めている。こ
の削減目標を達成するための地域エネルギー事業の開発と導入が検討され、市民への
省資源・省エネルギー意識普及・啓発事業が活発化した。
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図２.

石狩市のエネルギー政策の体系（著者作成）
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2007年に策定された石狩市新エネルギービジョンには、市、事業者、市民が、化石
代替燃料化と新エネルギーの導入を推進し、温室効果ガス排出削減目標を達成するこ
とが明記されている（石狩市 2007）。新エネルギー・省エネルギー事業を推進するた
めに定められている各セクターの役割は、以下の通りである。市の役割は、新エネル
ギー関連情報の収集・提供や啓発活動に努めること、一般家庭、事業所への新エネル
ギー設備等の導入等に対する行政的な支援に積極的に取り組むこと（第 7 条 2 ）であ
る。市民の役割は、市の施策への積極的な協力と新エネルギー設備等の導入を進める
こと（第 7 条 3 ）である。事業者の役割は、市、市民と協働して、環境保全意識を高
め、太陽光発電システムやクリーンエネルギー自動車等の新エネルギー施設・設備の
導入を推進すること（第 7 条 4 ）である。
同市の浜益地区では、風力やバイオマス、廃棄物焼却熱等のエネルギー事業の可能
性調査が始まった。石狩市は風力発電の適地であることから、大規模風力発電事業を
温室効果ガスの削減に有効な施策としている。
地域新エネルギービジョンの推進体制は、地球温暖化対策推進計画に準じて整備さ
れた。地球温暖化対策推進計画では、市の関連する計画と横断的に調整を図りながら
推進するために必要な調整機関となる「環境調整会議」及び「地球温暖化対策推進連
絡会議」が設置され、横断的に地球温暖化対策推進事業を進める一方、国や北海道の
関係機関、他自治体とも連携している。また、市・事業者・市民が参画する「地球温
暖化対策地域協議会」が設置された。
石狩市のエネルギー政策と教育政策の関連性をみると、教育プランには、エネルギ
ー政策で実現しようとしている将来像と近い教育内容が盛り込まれており、両政策の
整合性が図られていることを伺わせる。教育プランには、「地球規模の環境問題地球
環境問題は、喫緊に取り組まなければならない世界共通の重要な課題となっています。
中でも（化石燃料の使用に伴う、温暖化ガスの排出量増加によって引き起こされる）
地球温暖化の進行は、人類をはじめとする生物の生存基盤を脅かすものであり、地域、
国を超え、地球規模で協力連携して取り組むべき最重要の課題です。地球温暖化の対
策については、生活、生産活動に伴う資源の効率的な利用と省エネルギー化を進め、
生産性を高めるとともに、再生可能エネルギーの利用を推進し、温暖化ガスの排出削
減を図ることが求められています（石狩市 2010、p14）」と記載されている。
石狩市が実施する普及啓発事業には、3つの要素がある。第 1 に、新エネルギー情
報の収集と市民・事業者等への提供による意識の啓発（新エネルギー関する情報収集
と広報、先導的に公共施設への先導的導入と広報）
」、第 2 に、エコイベント（学校教
育における新エネルギー教室の実施等の開催）の開催、第 3 に、新エネルギー実践指
導者の育成である。(N)グリーンファンドは、これらの地域の課題を認識して、上記
事業すべてを支援している。
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〔２〕石狩市における(N)グリーンファンドのアドボカシー事業
(N)グリーンファンドの石狩市におけるアドボカシー事業は、鈴木亨氏が環境基本
計画市民協議会の委員に就任した2009年に始まる（加藤 2017b、pp.70／(N)グリー
ンファンド事業活動報告書）。(N)グリーンファンドと石狩市との近年の協働事業の
事例には、環境省地域主導型再生可能エネルギー事業化検討業務事業がある（20122015）。同事業は、石狩市厚田区に風車（2000kw, 2 基）を建設して実施する地域型の
市民共同発電事業である。石狩市は、まちづくり・環境基金を設立し、本発電事業の
売電収入の一部を石狩市のまちづくりに活用している。CWP と JGF はこれらの発電
事業を実施している。
その一方で、(N)グリーンファンドは、石狩市の省エネルギー・再生可能エネルギ
ー普及啓発事業に参画している。また、先述した地球温暖化対策地域協議会の事務局
を運営し、自治体や NPO、事業者への支援事業も担っている。地球温暖化対策地域
協議会は、市民への新エネルギーの普及・啓発や、学校や家庭向けの新エネ・省エネ
イベントを、市民や企業と協働で企画する場でもある。
従って、石狩市において(N)グリーンファンドは、アドボカシーによって市民の意
志を、エネルギー政策と計画に盛り込み、施策化されたアクションプランに従って、
(N)グリーンファンドが市民への啓発事業を、CWP と JGF が発電事業を、地元の
NPO やエネルギー会社とともに実施している。つまり、時間をかけて集められた市
民のニーズがアドボカシーによって政策形成アジェンダに入力され、出力されたエネ
ルギー事業を地域のエネルギー会社が実施することによって、市民の「再生可能エネ
ルギー社会を実現しようとする意思」が具現化されるシステムが形成されているので
ある。
〔３〕グリーンファンドグループのエネルギー事業–市民風力発電所建設からウィンド
ファーム建設まで
石狩市において、グリーンファンドグループは、2005年と2008年に 3 基の市民風車
を建設し発電事業を行っている他、厚田地区に、CWP、首都圏 4 生活クラブ生活協
同組合、(株)ウェンティ・ジャパン（Website）の出資によって設立された(株)厚田
市民風力発電が実施する厚田市民風力発電所がある3)。石狩湾新港地域は 1 年を通じ
て地上高70ｍで概ね 6 ｍ／秒の風況があり、産業拠点で電力需要が高く、再生可能エ
ネルギーの発電所や、液化天然ガス発電所などが集積している。当地内の工業団地に
は650社以上の企業が操業している。2011年に北海道電力が風力発電事業の公募を行
った際に、CWP は発電事業の実施事業者に選出され、2017年 6 月に3,200kWの風車 7
3)

厚田市民風力発電所の総事業費は約15億円、市民出資総額は9,900万円、出資者数は118名
である。設備能力は、2,000kW× 2 基。売電先は、北海道電力株式会社、生活クラブエナ
ジー株式会社。総売電量は、2,675万8,472kWh（～2016年度）である。
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基、合計出力 2 万kWのウィンドファームの建設に着工、2018年12月に7基からなる石
狩コミュニティウインドファーム「レラくる」の運転を開始した4)。石狩コミュニテ
ィウインドファームの年間発電量は約5,000万kWh超と想定され、1 万5,000世帯分の
一般家庭の使用量に相当する。2001年稼働の市民風車発電事業は、2018年12月稼働の
「レラくる」を含めて全国31基、総出力63,965kWの規模に成長した。
２.１.３ 北海道のエネルギー政策と(N)グリーンファンドのアドボカシー事業
〔１〕北海道のエネルギービジョンと政策
北海道のエネルギー政策体系（図３）は、省エネルギーの促進と新エネルギーの開
発・導入の促進のために制定された北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例及び
同施行規則（2001年 1 月 1 日施行）、同条例に基づく施策を計画的に推進するための
「北海道省エネルギー・新ネルギー促進行動計画」（第Ⅱ期）と「新エネルギー導入拡
大に向けた基本方向」がある。「北海道省エネルギー・新エネルギー促進行動計画」
（第Ⅱ期）の 4 つの柱（①エネルギーの地産地消の拡大、②エネルギー関連の実証・
関連プロジェクトと生産開発拠点の集積、③エネルギーの可能性を最大限発揮するた
めの基盤整備、④エネルギーの効率的利用）に沿って、重点的な取組や施策を示した
「省エネ・新エネ関連施策の展開方針」とともに、関連施策の取組がまとめられてい
る。また、北海道は国に対して、電力システム改革（北本連系・地域間連系線等の送
電インフラの早期整備、立地に関する調整、需給調整技術の開発・実証等の新エネ導
入促進の基盤整備）に関する提言も行っている5)。
〔２〕北海道における(N)グリーンファンドのアドボカシー事業
北海道のエネルギー政策における(N)グリーンファンドのアドボカシー事業の開始
は、北海道の「省エネルギー・新エネルギー」政策づくりが始まった1999年に遡る。
道が設置した「北海道エネルギー問題委員会」に、(N)グリーンファンドの理事長の
杉山さかゑ氏（当時）が委員に就任した。北海道エネルギー問題委員会は、道知事の
私的諮問機関として設置され、エネルギー問題の専門家、経済団体、市民団体の各主

4)

石狩コミュニティウィンドファームの事業主体は、株式会社ウイネット石狩である。総事
業費は約60億円、市民出資総額は9900万円、出資者数は91名、設備能力3,200kW× 7 基
（出力調整により合計出力を20,000kWとする）。売電先は北海道電力株式会社である。
5) エネルギー政策は、国の法（「エネルギーの使用の合理化に関する法律」）−施策体系に沿
って、自治体の法-施策体系も組成されるので、それとの整合性をとる必要がある。北海
道は、「国との緊密な連携の下に、道民・事業者などの取組に対する支援を行うとともに、
必要に応じて国に適切な要望を行」うこと、「計画の全道的な推進を図るため、道民、事
業者、経済団体、関係機関などで構成する「北海道省エネルギー・新エネルギー推進会議」
を拡充し、エネルギーの需要側、供給側に係わる横断的な課題に対応」することを明言し
ている（北海道 2016）。
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図３.

北海道のエネルギー計画の体系（著者作成）

要セクターから19名の委員が選ばれて発足した。『北海道エネルギー問題委員会検討
結果報告書』には、1997年 2 月から 2 年半に及ぶ議論と道知事への提言が収められて
いる。本書によると、当委員会の目的は、「21世紀を展望して、道民生活や産業活動
を支えるエネルギー及び電力の需給、電源開発等について、調査、検討を行なうこと」
にあった。報告書の冒頭には、
「当委員会は、エネルギー・経済の専門家をはじめ、エネルギー問題に係る活
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動を実施している団体の代表など、エネルギー、特に原子力については、互いに
立場が異なる委員も含む構成となっている。このような委員構成により、重要な
意思決定に係ることに関して意見を求められる委員会、審議会は数少ない事例と
考える。2年半の討議を経て、共通認識を得られるように努力したその過程に意
義がある。」
と記されている。
新エネルギー・ローカルエネルギーの認識について、次の記述がある。
「本道の自然環境と調和した持続可能で、効率的なエネルギー利用の促進を図
るために、新エネルギー・ローカルエネルギーの導入を促進し、化石燃料への依
存度の低減を図り、エネルギーの自給率を高める取組を進めることが重要となっ
ている。太陽光や風力などのエネルギーは繰り返し利用が可能であるとともに、
地域において小規模・分散型で利用でき、しかも化石燃料に比べ環境への負荷が
小さいという特徴がある。本道には、このような再生可能エネルギーや廃棄物等
を活用したリサイクル型エネルギーなどを含む新エネルギー・ローカルエネルギ
ーが豊富に存在しており、本道においても、現在、定格出力とし50万kWを越える
風力発電の計画や構想がある。コージェネレーションシステムは、需要地に設置
されることから、エネルギー輸送に伴う損失が小さく、排熱の有効利用により、
エネルギー利用効率を70〜80％まで向上させることが期待でき、25万kW程度の小
規模施設から地域冷暖房施設や製造工場などの大規模施設まで幅広く導入するこ
とができるものである。また、我が国においては、本年５月の電気事業法の改正
までは、制度上の制約があったことから、これまで事例はないが、欧州等におい
ては、発電所を都市又はその周辺に設置し、発電所の廃熱を利用した地域熱暖房
を行なっている事例が多い。
しかしながら、風力や太陽光発電などについては、出力が不安定なことから、
そのバックアップが必要であり、また、コージェネレーションシステムなどにつ
いては、安定した出力が期待できるものの将来的な普及の規模などに確実な見通
しが得られない状況にあることから、これら新エネルギー等による発電について
は、現在の法体系や技術的、経済的制約の中では、補助的なものと考えざるを得
ない。
」（北海道エネルギー問題委員会 1999、pp19)
即ち、「新エネルギー・ローカルエネルギーの意義と可能性を認識し、導入を進め
環境との調和を図る取組を進めようとする一方で、まだ、そのスケールが小さく、技
術の進展が十分ではなく補助的なもの」と結論づけられている。グリーンファンドの
mission は、杉山らのアドボカシーにより、新エネルギー・ローカルエネルギーの意
義と可能性の文脈に取り入れられ、経済連合会などの経済界の意見は、新エネルギ
ー・ローカルエネルギーの導入の限界の文脈に取り入れられた。
結言の「エネルギー需給の基盤・構造の変革」には以下の記述がある。
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「エネルギーは、道民生活はもとより、産業経済活動に欠くことができない基
礎資源であるが、これまでの世界な化石エネルギーへの依存は、地域規模の環
境破壊という危機を招いてきていることは、一昨年の気候変動枠組条約第 3 回
締約国会議の結果から見ても明らかである。特に、北海道は積雪寒冷等の地域
特性もあって、一人当たりのエネルギー消費量が他地域よりも大きいことから、
エネルギー問題についても慎重な検討を行い、道民の協力の下にエネルギー需
給両面にわたる政策的な誘導等に務め、環境への負荷をできるだけ小さくしつ
つ、道民生活の安定や産業活動の活力が維持可能なエネルギー需給構造を有す
る新たな社会経済システムヘの変革が求められているところであろう。」（北海
道エネルギー問題委員会 1999、pp20）
即ち、北海道のエネルギー政策は、市民の暮らしの中での行動と、政策による誘導
の 2 方面から、「環境負荷を減らしながら、暮らしと産業が成り立つエネルギー需給
構造をもつ社会経済システム」に転換する必要があることが明記されている。杉山氏
らの意見が取り入れられたのである。ここに、NPO のアドボカシーにより市民が自
らのビジョンを北海道のエネルギー政策に盛り込む 1 つの方法を見出すことができる。
当委員会での最大の検討課題であった泊原発 3 号機の増設可否をめぐる議論では、
杉山氏らは増設反対、経済界の委員は増設賛成を主張した。激しい論戦になる一方で、
共有できる点では合意しようとする姿勢が双方に生まれた。杉山氏とともに当委員会
に参加していた鈴木亨氏らは、「既存の化石燃料と原子力に依存する社会ではない、
次の社会や産業をめざす方向性とその具体的施策を提言に含めること」を主張した。
杉山氏は、当委員会の提言書素案に含まれなかった要素をまとめた意見書を提出して
いる（北海道エネルギー問題委員会 1999、pp60-61）
。
意見書では主に 5 つの要請をしている。①原子力発電を「過渡的なエネルギー」と
定義すること、②泊原発 3 号機の増設判断のモラトリアム、③｢前提に関する不確実
性」を最小化する政策の立案、④省エネ・新エネ条例の制定、⑤道民投票の実施・市
民の政策形成及び決定への参画である。最終報告書には、杉山らが主張した「原子力
発電は過渡的なエネルギー」という文言が明記され、「現時点では、新エネルギー・
ローカルエネルギーがメインエネルギーではなくても、将来的にはメインエネルギー
となる可能性がある」ことが示された。この一文は、その後の北海道のエネルギー政
策に 1 つの方向性を示すこととなった。当委員会は諮問機関であり、議会決議のよう
な拘束力はなかったが、北海道は報告書の提言内容をその後のエネルギー政策に取り
入れていったのである。①｢原子力発電を過渡的なエネルギー」という言葉は、北海
道省エネルギー・新エネルギー促進条例に明記された。②泊原発 3 号機の増設を知事
は容認したが、猶予期間は認めた。③｢前提に関する不確実性」を最小化する政策は、
北海道環境エネルギー審議会、地球温暖化対策部会等の審議会の検討を経て、後述す
る施策にまとめられた。④省エネ・新エネ条例は2013年に制定された。⑤道民投票は
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実施されていないが、「市民の政策形成及び決定への参画」は、上田文雄氏が札幌市
長就任後に上田市政下で推進された。再生可能エネルギー政策において北海道と札幌
市は、政策的整合性を担保する関係にある（前述 2-1-1）。
その後、方針「北海道新エネルギー導入拡大にむけた基本方向について」、北海道
省エネルギー・新エネルギー促進条例（北海道条例第108号、2014年 4 月 1 日施行）、
本条例に基づく行動計画が策定された6)。当委員会閉会後、鈴木氏は、推進条例策定
のための「北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例策定検討懇話会」委員に就任
した。鈴木氏は「北海道環境エネルギー審議会地球温暖化対策部会」の委員、環境省
チャレンジ25地域づくり委員（2010、2011）、経産省北海道経済産業局・北海道地方
環境事務所 地域エネルギー・温暖化対策推進会議委員（2007、2008、2009、2010）
を歴任し（加藤2017b、pp70／(N)グリーンファンド事業活動報告書）、市民の意思と
エネルギー事業の知見と技術を、北海道のエネルギー政策の立案過程に投入した。こ
うして、(N)グリーンファンドはアドボカシー事業によって、市民の意思と mission
を北海道のエネルギービジョンと政策・施策に組み込んでいった（図４）。

図４. 北海道のエネルギー政策と（N）グリーンファンドのアドボカシー事業の関係(著者作成)

6)

同計画には「本道では日本発の市民風車を誕生させ、全国の市民参加型風力発電の導入に
貢献する先駆的な NPO の取組（(N)グリーンファンドを指す）が生まれており、こうした
取組に見られるように NPO は関係機関との連携を深めながら自律的な活動を行うことが期
待されます（北海道 2016、pp44）」と記されている。
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２.２ 他地域における展開―飯田市のエネルギー政策の特徴
本項では、飯田市におけるエネルギ政策とその影響について検討する。
２.２.１ 飯田市のエネルギービジョンと政策
飯田市では、1996年に策定した第 4 次飯田市基本構想・基本計画を最上位法規とし、
めざす都市像に「環境文化都市」を掲げている。「循環型まちづくり」を施策の 1 つ
に定める飯田市環境基本計画（21‘いいだ環境プラン）第 3 次改訂版（飯田市 2014）
には、エネルギー政策の基本理念が定められている（図５）。同市は、1996年策定の
エネルギービジョンに基づいて、再生可能エネルギーの利用と省エネルギー事業を推
進しており、2004年には新エネルギー・省エネルギー地域計画が定められ、新エネル
ギー・省エネルギー地域計画の啓発・推進事業も実施されてきた。市民、NPO、地域
団体、消費者団体、事業所、有識者、行政等により構成される「e -地域協議会」が
設置され、進行を管理している。2009年に環境モデル都市に選定されたため、温室効
果ガスの家庭部門の排出を2030年に2005年度比40〜50％削減を目標とするエネルギー
事業は一層進み、2013年に「再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくり
に関する条例（以下、再エネ条例とする）」が定められた。市民は同第 3 条「自然環
境及び地域住民の暮らしと調和する方法により、再生可能エネルギー資源を再生可能
エネルギーとして利用し、当該利用による調和的な生活環境の下に生存する権利」に
定義される地域環境権を付与された。この条例の目的は「飯田市民が主体となって飯
田市の区域に存する自然資源を環境共生的な方法により再生可能エネルギーとして利
用し、持続可能な地域づくりを進めることを市民の権利とすること、及びこの権利を
保証するために必要となる市の政策を定めることにより…持続可能な地域づくりに資
すること（第 1 条）」にある。第 1 条第 4 項に、再生可能エネルギー資源とは「再生
可能エネルギーを得るために用いる自然資源であって、飯田市の区域に存するもの」
と定義される。本条例の下、飯田市は、地球環境権を有する市民によるエネルギー事
業や、企業が市民と共に開始するエネルギー事業を支援することになった。2013年に
専門的知見に基づいて適切な支援を行う市長の諮問機関｢飯田市再生可能エネルギー
導入支援審査会｣が設置され、同機関は、申出案件の内容の審査、支援対象とする事
業体や基金貸付の適否等を決定する。市長は、審査会の答申を尊重する義務があり、
答申を受けた内容は公表される。地域の合意形成や利害調整、支援の推進スキームが
定められ、エネルギー事業の初期投資費用の貸付等の制度が整えられた。駄科コミュ
ニティ防災センターの屋根を活用した太陽光発電事業は、おひさま進歩エネルギー株
式会社（以下、おひさま進歩エネルギー㈱ (Website)）が市民による組織とともに進
めた事業で、売電収益の一部は駄科区に積み立てられ、災害時の非常電源の装備や住
民向けの環境学習プログラムに活用されている。飯田市とおひさま進歩エネルギー株
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図５.

飯田市のエネルギー政策の体系（著者作成）
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式会社による公益的協働事業7)であるおひさま発電所設置プロジェクト（2004年開始）
では、市内の施設や事業所の屋根に合計1208kW、約150ヵ所の太陽光発電システムが
設置された。太陽光市民共同発電事業の実施者は、公共施設の20年間にわたる行政財
産の目的外使用許可を市から受けることができるため、事業の安定性、市民ファンド
事業の信用を得ることができる。更に、政策的融資、住宅用太陽光発電設備普及、事
業補助金等の支援もある。地域の地縁団体やこれに準ずる団体は、地域環境権8)を行
使して、地方自治法第157条の規定による市との協働事業―地域公共再生可能エネル
ギー活用事業―を行うことができる。
このように、先の条例と市民主体のエネルギー事業を支援するこれらの制度により、
資金調達と発電事業の立ち上げを促進する環境が整備された。条例が｢地域住民への
公益的な利益還元｣を求めているため、住民は売電収益を公益的な目的のために再投
資する。市民がエネルギー事業に参画し、事業収益が地域に再投資されることによっ
て、地域に賦存するエネルギー資源は飯田市の地域経営資源となる。そのメカニズム
が形成された。
２.２.２ 飯田市の再生可能エネルギー事業の特徴
グリーンファンドは飯田市においてアドボカシー事業を実施してはいない。しかし、
飯田市の市民型のエネルギー事業を実施しようと考えた事業者が、グリーンファンド
に事業スキームを学び飯田市に持ち帰った経緯がある。彼らは同市で太陽光発電事業
を立ち上げ、成功させた。飯田市独自の小水力発電事業モデルも立案された。市民が
地域主導の再生可能エネルギー事業者となって地域ビジネスの創出者となるための制
度が整えられ、市民による発電事業は次々に開始された。再エネ条例に記された地域
環境権の概念は、市民が地域資源の所有者であると定めている。市民こそが地域資源
を活用して利益を得ることができ、その利益を投資して自律的な地域社会を創造する
主体なのである。
２.３ 分析
札幌市の事例において、地域コーポレーション（＝グリーンファンド）が調査研究
からアドボカシーを実施し、エネルギービジョンに社会的使命（mission）を統合した
7)
8)

飯田市は、市内の公共的団体が再エネ事業を通じて行う地域づくり事業を｢公民協働事業｣
と定義し、市が事業の信用補完、基金無利子融資、助言等の支援を行う。
地域環境権を行使できる 3 条件（第 4 条）は以下
1) 自然環境及び他の飯田市民が有する地域環境権と調和し、これらを次世代へと受け継
ぐことが可能な方法により行使されること、2) 公共の利益の増進に資するように行使さ
れること、3) 再生可能エネルギー資源が存する地域における次のア（地縁による団体）
又はイ（前アのほか、再生可能エネルギー資源が存する地域に居住する飯田市民が構成す
る団体で、要件を満たすもの）のいずれかの団体による意思決定を通じて行使されること
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後に、具体的な政策・施策が出力された政策形成過程を見ることができた。石狩市の
事例において、事業実施実績を有する地域コーポレーションが、市民や他の NPO と協
力関係を形成しながらアドボカシーを実施した結果、地元のエネルギー会社の創出を
伴いながら、再生可能エネルギー事業規模を段階的に拡大する推進過程を見ることが
できた。一方、北海道においては、地域コーポレーションのアドボカシーが条例制定
と下位の再生可能エネルギー関連の施策化に影響を与えてはいるものの、CWP のエネ
ルギー事業にはつながっていないことから、アドボカシーと事業成果に直接の関連性
を見つけることは困難である。他方、グリーンファンドの働きかけが開始時点のみの
飯田市の事例では、市民が参画する再生可能エネルギー事業が創発されるエコシステ
ムの形成に成功している。同市で制度化されたエネルギー政策・施策―地域環境権の
明確化、オーナーシップ、信用担保、優先購買権の保障など―は、非営利・営利両方
のセクターの関係者が参画するプラットフォームで立案され、発電事業の収益は地域
に還元され、地域経営の資源となるように設計されている。この事例は、自治体がエ
ネルギー事業の市場を開拓することを意図する際に、地域に利益を還元する事業を実
施する組織を連携パートナーとすることが、方法論の 1 つとなることを示唆している。
以上、道内の 3 つの自治体―札幌市、石狩市、北海道―のエネルギービジョンと政
策の形成過程を、2 つの観点― 1) エネルギービジョンと政策、2) アドボカシー事業
―から詳察した結果、グリーンファンドの mission がエネルギー政策に反映されてか
ら地域のエネルギー事業が実施されるまでに、3 段階の政策形成過程があることが示
された。すなわち、グリーンファンドの mission が、アドボカシー事業によって、当
該自治体のエネルギービジョンに反映（入力）される第 1 段階、エネルギー政策・施
策が施行（出力 1 ）される第 2 段階、出力された政策・施策に沿って、地域エネルギ
ー会社が事業を実施する（出力 2 ）政策形成過程である。グリーンファンドは、この
いずれかのプロセスに参画し、mission を政策及び施策に反映させたり（札幌市、北
海道）、出力された施策に沿って市民への啓発事業（石狩市）や発電事業（石狩市）
を実施したりしてきたのである（石狩市）（図６）
グリーンファンドが創出したこれらのアウトカムの要因には、2 つの経営形態―ア
ドボカシー事業を担う(N)グリーンファンドと、発電事業を担う CWP と JGF ―を有
していることがある。前者―(N)グリーンファンドは、自治体のエネルギービジョン、
基本計画・条例・施行規則・推進計画等の策定に参画し、mission と市民の意思をそ
こに反映させている。後者― CWP と JGF は、各地域のニーズに適合的な地域型の再
生可能エネルギー事業を立ち上げ、地元企業と連携して発電事業を遂行している。グ
リーンファンドの事業は、(1)エネルギービジョンと政策策定業務と(2)地域型の発電
事業の両方を、市民や地域社会の mission とつなぎ合わせ、地域のアクターを引き込
みながら、地域型の再生可能エネルギー事業を、地域を支えるビジネスの 1 つに育て
ていこうとしているのである。
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アドボカシー
事業実施

エネルギービ 条例・施策に
ジョンに影響 影響

地域エネルギ エネルギー 収益の
ー事業実施 市場開拓
地域資源化

札幌市

Yes

Yes

Yes

No

No

No

石狩市

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

北海道

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

飯田市*

＊グリーンファンドの事業モデルの移転：飯田市内の組織がアドボカシー事業を実施

図６.

３.

グリーンファンドのアドボカシー事業の影響（著者作成）

研究課題への解―地域コーポレーションの政策とビジネスの統合機能モデルの導出
前章の分析結果から、地域コーポレーションの政策形成と事業成果の統合モデルを

導出する。地域コーポレーションは、次の 2 つの特徴を有する。第 1 に、非営利・営
利その両方の機能を有するゆえに、地域の産業創造事業の各フェーズで、非営利アド
ボカシー事業、或いは営利事業、またはその両方の事業を提供することができる。第
2 に、地域コーポレーションは、政策形成と市場開拓を同時に実施し、各事業のアウ
トカムを長期的に統合することができる。地域コーポレーションは、非営利事業と営
利事業を両有するゆえに、組織の mission と住民の意思を、アドボカシー事業を通じ
て政策に統合するとともに、立案されたエネルギービジョンに沿ったエネルギー事業
を、地域合意を得て遂行することができる。アドボカシー事業によるアウトカムと、
エネルギー事業によるアウトカムは、事業が展開するにつれて、長期的なインパクト
に統合される。このような地域経営における地域コーポレーションの機能を、本論で
は、「地域コーポレーションによる政策形成と事業成果の連関システム」と呼ぶ（図
７）。
自治体は、上記 2 つの特徴を有する地域コーポレーションを地域経営事業のパート
ナーとすることにより、「政策形成に事業成果を統合する」方法論を獲得する。この
方法論には 3 つの要素がある。第 1 に、地域コーポレーションは、3 つの段階を経て、
市民の意思を包含する mission と地域社会の将来ビジョンを繋ぎ合わせる。第 2 に、
出力されるアクションプランに沿って、地元企業や市民とともに地域需要型の市場を
開拓する。政策と事業の実施者が噛み合うことで、地域コミュニティ形成事業は進展
する。第 3 に、事業収益を地域に還元し、かつ、それらを経営資源化するサイクルを
形成する。地域コーポレーションは、このような循環を重ねて、経営資源化された事
業収益の一部を地域の福利に資する事業に投資し、既存の事業とのシナジー効果を期
待しうる新しい産業を創造するアクターとなる。
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図７.

４.

地域コーポレーションによる「政策形成と事業成果の連関システム」モデル(著者作成)

残る課題
本事例研究では、NPO と株式会社の経営形態を有する地域コーポレーションが、

政策形成とエネルギー事業成果が連関するしくみを創出し、パブリックセクターとプ
ライベートセクターのアクターを協働させ、それぞれの事業のアウトカムを長期的な
インパクトに統合して、地域の市民の意思の形成に寄与し得ることが示された。
しかし、札幌市と石狩市の政策体系が全く異なっていたように、その様態に同じも
のはない。政策形成過程では、賦存のエネルギー資源などの物理的要素、首長のリー
ダーシップ、行政担当者の政策・施策化能力などの人的要素、策定過程における有識
者や住民とのコミュニケーションのあり方などの環境的要素は、地域ごとに異なる。
ゆえに、こうした政策形成過程に投入される資源の多様性を考慮せず、地域コーポレ
ーションによる「政策形成と事業成果の連関システム」モデルを画一的に導入するこ
とは困難である。地域経営スキーム形成の成否は、地域に賦存する経営資源とそれを
活用するアクターの事業遂行能力など属人的な要素に依拠する部分が大きい。経営資
源が乏しく、アクターの数もノウハウも足りない地域では、長期的なインパクトをデ
ザインしにくい。
他方、飯田市においては、グリーンファンドの事業モデルが同市に移転した後に、
地元の企業・自治体政策立案者・市民自身の手で当該地に適した事業モデルに改良さ
れ、事業展開が図られた。地域型のエネルギー事業は、事業スキームが地域にインス
トールされると、中・長期間固定的、継続的に収益が得られるため、独自の「政策形
成と事業成果の連関システム」が形成されて、地域にとって適性規模の産業クラスタ
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ーに発展する可能性はある。
地域コーポレーションが、今日的な地域経営における主要なアクターとなって、諸
課題を解決し続ける存在であるためには、地域経営資源を強化しながら非営利事業及
び営利事業の担い手を確保するだけではなく、これら 2 つの事業を統合的に管理・運
営する人材を育成し供給する必要がある。地域コーポレーションは、いかにして、非
営利・営利両分野をブリッジする事業を遂行する人材を育成するのか。そして、人材
を育成する機能を、「政策形成と事業成果の連関システム」のようなある種のメカニ
ズムとして備えることは可能なのか。このアプローチの提示は、次の研究課題とした
い。
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Hybrid organization: Community-based Corporation
―The Creation of Regional Economic System―
KATOH, Tomoe

Abstract
The purpose of this study is to demonstrate the ability of a community-based
corporation - a hybrid organization with characteristics of both non-profit
organizations and for-profit corporations - to integrate policy making and business
impacts, and to identify an approach to incorporating market development methods
into industrial policy.
Municipalities learn an approach to integrate business outcomes into the policymaking process by partnering with community-based corporations. The three
elements of this approach are: first, three stages of policy making; second, regional
demand-driven market development; and third, the return of business monetization to
regional resources and social value creation.

Keywords
Hybrid organization, community-based corporation, integration of policy-making and
business outcomes, Creation of Regional Economic System
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