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Ministry of the Environment, Japan
The entry into force of the Paris Agreement in November 2016 
solidified the world trend towards low-carbon society. Ministry of 
the Environment, Japan supports the introduction of renewable 
energy for reducing greenhouse gas emissions. Among such 
policies, we are putting a great deal of efforts on introduction 
of renewable energy at the local level since it contributes to 
establish distributed autonomous low-carbon energy societies 
and can lead to revitalizing local economies.

It is our great pleasure to host the Local Renewables Conference 
here in Japan this time and I hope that this conference 
contributes to promote further dissemination of renewable 
energy both domestically and internationally. 

Masaharu Nakagawa
Minister of the Environment, Japan

WELCoME To LocaL REnEwabLEs 2017        主催者挨拶

日本国環境省
2016年11月にパリ協定が発効し、世界の脱炭素社会に向けた潮

流は確かなものとなりました。環境省としても、温室効果ガス排

出削減のため、再生可能エネルギーの導入を支援しています。

中でも地域での再生可能エネルギー導入は、自立分散型の低炭

素エネルギー社会構築に寄与し、地域経済の活性化にもつなが

り得るものであり、特に力を入れております。

今般、地域再生可能エネルギー国際会議を日本で開催できるこ

とを喜ばしく思うとともに、この会議を通じて、より一層国内外で

の再生可能エネルギー普及が促進されることを期待しておりま

す。

環境大臣
中川 雅治

nagano Prefecture
With the Paris Agreement entering into force in November 2016, 
I am very pleased that we are hosting the Local Renewables 
Conference in Nagano Prefecture—the first time the Local 
Renewables Series is being held in Asia.

Japan is taking measures to develop a diversified and 
decentralized energy supply system, based on the lessons 
from the Fukushima nuclear disaster in 2011, and local 
governments particularly play a significant role in improving 
energy independence. By learning from best practices both 
from Japan and abroad and having active discussions, I hope 
that Local Renewables 2017 will lead to the creation of “energy 
independent communities” of the future.

Shuichi Abe
Governor

Nagano Prefecture

IcLEI - Local Governments for sustainability
on behalf of ICLEI – Local Governments for Sustainability,  
I am proud to welcome our international guests to the Local 
Renewables Conference in Nagano, together with the Ministry 
of the Environment, Japan and Nagano Prefecture. We are 
particularly pleased that, for the first time, we are hosting the 
Local Renewables Series in Japan. 

Together, cities, regions, national governments, the private 
sector, citizens, and academia can pave the way for a 100% 
renewable energy society with thriving local economies, and it 
is important that we build networks that help strengthen their 
collaboration.I look forward to learning from good examples, 
and getting inspired by new perspectives and ideas to continue 
on this path together with you at Local Renewables 2017.

Gino Van Begin
Secretary General

ICLEI – Local Governments for Sustainability

長野県
2016年11月の「パリ協定」の発効を受け、「地域再生可能エネル
ギー国際会議」が、アジアで初めてここ長野県で開催されること
を大変嬉しく思います。

我が国は、2011年の福島原子力発電所事故の教訓から、多様
化・分散型のエネルギー供給体制の構築に向けた取組を進めて
おり、中でも我々地方公共団体は、エネルギー自給率の向上など
非常に重要な役割を担っております。国内外の優良事例に学び
ながら活発な意見交換が展開され、将来の「エネルギー自立地
域」の創造につながることを期待しております。

長野県知事
阿部 守一

イクレイー持続可能性をめざす自治体協議会
国内外よりご参加いただきました皆様を心から歓迎申し上げま
す。特に、欧州での開催を重ねてきた地域再生可能エネルギー
会議を、初めて日本で開催できることを嬉しく思います。

都市や地域、国、市民、民間・学術部門が一丸となることで、経済
的な繁栄を有する100%再生可能エネルギー社会への道を切り
開くことができます。協力関係を強化するネットワークの構築が
重要です。

皆様とともにこの道を歩み続けるため、優良事例から学び、新た
な展望やアイデアに触発されることを期待しております。

イクレイ世界事務局長
ジノ・ヴァン=ベギン
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LocaL REnEwabLEs 2017: 
Creating and Networking  
Energy Autonomous Communities 
After the 2011 nuclear accidents in Fukushima, Japanese local 
governments recognised the limits of a centralised, fossil fuel-
based energy system. By ratifying the Paris Agreement, Japan 
has pledged to reduce Co2 emissions drastically while building 
a low carbon society. 

Local governments play a significant role in leading the shift 
from a fossil fuel-based society to a low carbon society that 
takes advantage of local and renewable energy sources, while 
revitalising local economies and solving broader societal 
challenges, such as an aging society.

Local Renewables 2017 aims to address the following key topics: 

• Good practices in establishing locally owned renewable 
energy supply systems

• The transition towards a more low carbon, renewable 
energy-based society at the local level

• The latest status of renewable energies and energy savings, 
as well as measures and actions to expand them

• Barriers and opportunities when building a low carbon 
society

• Energy autonomous communities and viable energy sources 
in Japan

ABouT LocaL REnEwabLEs   　　　　　　　地域再生可能エネルギー会議について

地域再生可能エネルギー国際会議2017：
低炭素社会に向けた 
エネルギー自立地域の創出とネットワーク

2011年の福島での原発事故以来、日本の多くの地域が集中型あ
るいは化石燃料に依存したエネルギーシステムの限界を感じて
います。パリ協定の批准を通じて、日本は二酸化炭素（CO2）排出
量の大幅な削減と低炭素な社会づくりを公約しました。

再生可能エネルギーの普及は、地域経済の活性化や高齢化な
ど、より広範な社会的課題の解決にも貢献することが期待されて
おり、化石燃料をベースとした社会から、地域の再生可能エネル
ギーを活用する低炭素な社会への移行に向けて、地方自治体の
役割はますます重要となっています。

地域再生可能エネルギー国際会議2017では、以下のテーマに
ついて議論を行います。 

• 地域で所有する再生可能エネルギー供給システムの 
構築に関する優良事例

• 地域レベルで再生可能エネルギーを活用した、 
低炭素社会への移行

• 再生可能エネルギーと省エネルギーを推進するための 
施策や取組に関する最新動向

• 低炭素な社会づくりにおける課題や機会
• 日本におけるエネルギー自立地域づくりと有力な 

エネルギー源

about the Local Renewables conference series
Since 2007 the Local Renewables Conference Series has offered 
an international forum for discussion and exchange among 
policy-makers from various levels of government, energy 
experts, energy services providers, researchers and business 
representatives. Local Renewables 2017 is held for the first time 
in Japan as a special edition of the Series.

The conference series aims to advance the switch to renewable 
energy sources and accelerate sustainable development. Local 
Renewables achieves this through showcasing ground-breaking 
ideas and approaches to reduce energy consumption while 
enhancing energy efficiency in cities and towns.

Every year the Local Renewables Conference focuses on a 
different topic linked to renewable energy:

2007 Local Action for secure and sustainable energy in Europe

2009 urban Policy and Public Planning

2010  Sustainable Mobility

2011  Green Buildings 

2012  Smart Grids and Smart Solutions

2014  Regional Development through Energy Transition

2016 Energizing the Smart City and Region

地域再生可能エネルギー会議シリーズについて

地域再生可能エネルギー会議は、あらゆるレベルの政策決定者、
エネルギーの専門家、エネルギー・サービス・プロバイダー、研究
者や企業による国際的な意見交換の場として、2007年より欧州に
て開催を重ねてきました。2017年は“海外スピンオフ”として、初め
て日本で開催します。

会議では、再生可能エネルギーへの転換や持続可能な開発の加
速化を目指しています。それを後押しするため、都市や地域にお
けるエネルギー消費を削減しつつ、エネルギー効率を改善する
革新的な取組や発想を紹介しています。

毎年、再生可能エネルギーに関する旬なテーマに焦点を当てて
います。

2007 欧州における持続可能なエネルギーに向けた 
　　　　ローカルアクション
2009 都市政策と公共計画
2010  持続可能なモビリティ
2011  緑の建築
2012  スマートグリッド・スマートソリューション
2014  エネルギー転換による地域開発
2016 スマートシティ・地域の活性化
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oRGANISERS    　　　　　　　　　　　　　　　主催者

Ministry of the Environment, Japan
Ministry of the Environment is pursuing every policy to reduce 
greenhouse gas emission by 26.0% by FY2030 compared to 
FY2013 and by 80% by FY2050 by positioning the achievement 
of the goal as a main pillar of the Plan for Global Warming 
Countermeasures (decided by the Cabinet on May 13, 2016). 
This year, Ministry of the Environment set the Long-term Low-
carbon Vision towards 2050 and beyond on March 16 and 
released the Interim Report on Co2 Reduction Acceleration 
Strategy by Renewable Energy utilization on August 1 which 
indicates a future policy direction on how to utilize rich local 
renewable energy supply potential. 

日本国環境省
環境省では、2030年までに26%、2050年までに80%温室効果ガ
ス排出量を削減するという目標を達成するため、再生可能エネ
ルギーの最大限の導入を地球温暖化対策計画（2016年5月13日
閣議決定）の中で柱として位置付け、その実現に向けてあらゆる
施策を進めています。2017年3月16日には2050年およびそれ以
降を見据えた長期低炭素ビジョンを、同年8月1日には地域の豊
富な再エネ供給ポテンシャルの活用という方向性を示した再生
可能エネルギー活用によるCO2 削減加速化戦略の中間報告を取
りまとめました。

nagano Prefecture
Nagano Prefecture is located in central Japan and is known 
for its natural environment. Surrounded by 3,000m-class 
mountains, the prefecture is also called “the roof of Japan.” 

In addition to its global warming prevention policies, Nagano 
Prefecture is actively implementing measures that support the 
development of an energy independent community. Efforts, 
such as the promotion of proper energy utilization and the 
development of locally-led energy businesses, are being 
implemented under the framework of the Nagano Prefecture 
Environmental Energy Strategy (developed in February 2013; 
awarded the Long-term Goal Grand Prize of the 2016 Low-
Carbon Cup), which enables the prefecture to comprehensively 
implement its environmental energy policies.

IcLEI - Local Governments for sustainability
ICLEI - Local Governments for Sustainability is the leading global 
network of over 1,500 cities, towns and regions committed to 
building a sustainable future. By helping the ICLEI Network 
to become sustainable, low-carbon, ecomobile, resilient, 
biodiverse, resource-efficient, healthy and happy, with a green 
economy and smart infrastructure, we impact over 25% of the 
global urban population.

長野県
長野県は日本の本州の中央部に位置し、3,000m級の高山に四方
を囲まれ日本の屋根と呼ばれております。

2013年2月に地球温暖化政策に加え、エネルギーの適正利用や
地域主導のエネルギー事業による地域の自立を図る環境エネ
ルギー政策を統合的に実施するための長野県環境エネルギー
戦略（2016年度低炭素杯ベスト長期目標賞大賞受賞）を策定し、
エネルギー自立地域の確立を目指し、積極的に推進施策を展開
しています。

イクレイー持続可能性をめざす自治体協議会
イクレイ（ICLEI）－持続可能性をめざす自治体協議会」は、持続
可能な社会の実現を目指す1,500以上の自治体で構成された国
際ネットワークです。イクレイのネットワークに属する人口は世
界の都市人口の25%を占めています。地球規模の持続可能性を
確実なものとするために、自治体による地域の取り組みの積み
重ねを支援し、世界的な運動を拡大することを目的としています。

Image: Nagano Tourism Organization

長野県
Nagano Prefecture
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PRoGRAMME oVERVIEW　プログラム概要 

Thursday 7 september ９月７日（木）

9:30 - 9:50  welcome 9:30 - 9:50 開会

12:00 - 13:00  Lunch

9:50 - 10:20 基調講演

10:20 - 10:40 休憩

12:00 - 13:00 昼食

15:30 - 15:40　 休憩

14:10 - 15:30　 パラレルセッション２14:10 - 15:30  Parallel session 2

10:40 - 12:00 パラレルセッション１

13:00 - 14:00 先進自治体からの発表

9:50 - 10:20  Keynote 

10:20 - 10:40  break

10:40 - 12:00  Parallel session 1

15:30 - 15:40  break

15:40 - 17:00  Parallel session 3

18:00 - 20:00  Reception

Friday 8 september

9:00 - 9:30  Parallel session reports

9:30 - 11:15  Local Leaders’ summit

15:40 - 17:00　 パラレルセッション３

9:00 - 9:30  各セッションからの成果報告

9:30 - 11:15  首長サミット

Image: Nagano Tourism Organization Image: Nagano Tourism Organization

conference summary and 
conclusions11:15 - 11:30

Presentations by leading 
local governments13:00 - 14:00

９月８日（金）

18:00 - 20:00　 レセプション

11:15 - 11:30  会議取りまとめ・閉会
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CoNFERENCE PRoGRAMME    プログラム 

9:30 - 9:50 welcome
INTERNATIoNAL CENTER FoR SCIENCE AND 
INNoVATIoN (AICS): SEMINAR SPACE (2F)

8:45 - 9:30 Registration

10:20 - 10:40 break

• Shuichi Abe, Governor, Nagano Prefecture, Japan

• Satoru Morishita, Director General of Global Environment 
Bureau, Ministry of the Environment, Japan

• Jessica Suplie, Policy officer, Federal Ministry for the 
Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear 
Safety, Germany

• Dr. Dieter Salomon, Lord Mayor, City of Freiburg, Germany 
(ICLEI – Local Governments for Sustainability)

• Kunihiro Hamada, President, Shinshu university

8:45 - 9:30 受付

9:30 - 9:50 開会挨拶
国際科学イノベーションセンター (AICS): セミナースペース (2階)

• 阿部 守一　長野県知事

• 森下 哲　日本国環境省地球環境局長

• ジェシカ・ズプリー　ドイツ連邦環境省 政策担当

• ディーター・ザロモン　フライブルグ市長 （ドイツ）

（イクレイー持続可能性をめざす自治体協議会）

• 濱田 州博　信州大学学長

9:50 - 10:20 Keynote: German and global 
trends of renewables and energy efficiency
AICS: SEMINAR SPACE (2F)

• Prof. Dr. Peter Hennicke, Senior Advisor, Wuppertal 
Institute for Climate, Environment and Energy

9:50 - 10:20 基調講演：  「再生可能エネルギー
及び省エネルギーを巡るドイツ及び世界の動向」
AICS:セミナースペース (2階)

• ピーター・ヘニケ教授　ヴッパタール気候・環境・エネルギー
研究所 シニアアドバイザー

10:20 - 10:40   休憩

Image: Nagano Tourism Organization

Thursday 7 september ９月７日（木）
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10:40 - 12:00   Parallel session 1
1-a: The role of local energy companies—
“stadtwerke” 　AICS: SEMINAR SPACE (2F) 

The role of local energy companies in linking local renewable 
energy production and consumption with community 
revitalization is drawing broad attention. In Germany, over 
900 “Stadtwerke”—local utilities established from local 
government investments—are operating across the country, 
which account for nearly 50% of the German electricity retail. 
In Japan, approximately 20 local energy companies have 
been established since the deregulation of electricity retail. 
While many local governments are interested in establishing 
similar companies, various challenges still exist. This session 
will showcase specific examples of successful local energy 
companies, looking into experiences of their establishment, 
focusing especially on the significance of investments and 
engagement by local governments, and the companies’ role in 
community revitalization.

Moderator: 

• Tatsushi Isobe, CEo, Miyama Smart Energy Co., Ltd.

Panelists: 

• Sören Högel, Head of Strategy and Development, 
Wuppertal Stadtwerke

• Hideaki Aoyama, CEo, Machi Mirai Seisakujo

• Midori Kitahashi, Tokyo Metropolitan Center for Climate 
Change Actions, Tokyo Environmental Public Service 
Corporation, Japan

• Kenji Inagaki, Project Researcher, Kyoto university

• Eiji Oishi, CEo, Minna-Denryoku, Inc.

• Shun Hidai, Director, Electric Power operation Division, 
Public Enterprise Bureau, Nagano Prefecture, Japan

• Masaki Hara, President & CEo, Shonan Power Co., Ltd.

10:40 - 12:00   パラレルセッション１
1-A: 地域エネルギー会社の役割 
AICS:セミナースペース (2階)

再生可能エネルギーの地産地消を地域活性化につなげる「地域
エネルギー会社」の役割が注目されています。ドイツでは、シュタ
ットベルケと呼ばれる自治体出資の地域エネルギー会社が全国
で900以上存在し、電力小売りの50％を占めています。日本でも
電力自由化に伴い、現在20社ほどの地域エネルギー会社が立ち
上がっています。多くの自治体が関心を寄せる一方で、地域エネ
ルギー会社の設立にあたっては数多くの課題が存在します。本
セッションでは、地域エネルギー会社がどのように地域活性化に
貢献できるか、自治体が出資あるいは関与することの意義や、設
立のノウハウについて、具体的な事例を学びながら議論を行い
ます。

モデレーター：

• 磯部 達　　みやまスマートエネルギー株式会社
　　　　　 代表取締役社長

パネリスト： 

• ゼーレン・ヒューゲル　ヴッパタール都市公社 戦略開発部長
• 青山 英明　株式会社まち未来製作所 代表取締役
• 北橋 みどり  公益財団法人 東京都環境公社

　　　　　 東京都地球温暖化防止活動推進センター
• 稲垣 憲治　京都大学 プロジェクト研究員
• 大石 英司　みんな電力株式会社 代表取締役
• 干臺 俊　　長野県 企業局電気事業課長
• 原 正樹　　湘南電力株式会社 代表取締役社長

CoNFERENCE PRoGRAMME　プログラム 

Thursday 7 september ９月７日（木）
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10:40 - 12:00   Parallel session 1

1-b: Public participation and community power
ADVANCED SCIENCE AND TECHNoLoGY CENTER 
(SASTec): CoNFERENCE RooM (3F) 

To achieve the 2-degree goal set forth by the Paris Agreement, 
a shift to renewable energy is imperative. In Germany, local 
residents actively invest in renewable energy, which accounts for 
almost half of the overall renewable energy investments. Public 
interest in renewable energy and the expansion of community 
energy projects have played a key role in leading the energy 
shift in Germany. This session will focus on the significance 
of community participation and investment in the growth of 
renewable energy, and will explore effective promotion efforts, 
roles expected by local governments, and the current state of 
community energy projects.

Moderator: 

• Tetsunari Iida, Executive Director, Institute for Sustainable 
Energy Policies (ISEP)

Panelists: 

• Yauemon Sato, President & CEo, Aizu Electric Power 
Company

• Akihiro Hara, CEo, ohisama Shimpo Energy Co., Ltd.

• Bertram Fleck, former District Administrator, 
Rhein-Hunsrück-Kreis, Germany

• Guido Wallraven, Climate Change Manager, 
City of Saerbeck, Germany

• Tsuyoshi Furukawa, Director, Houtoku Energy Co., Ltd.

10:40 - 12:00   パラレルセッション１
1-B: 市民電力・市民参加による取組 

信州科学技術総合振興センター（SASTec）: 会議室 (3階)

パリ協定の2度目標を達成するためには、再生可能エネルギー
を中心とする電力システムへの転換が必要不可欠です。ドイツ
では、市民による再生可能エネルギーへの出資が盛んで、再生
可能エネルギーへの出資全体のおよそ5割を占めています。市
民による再生可能エネルギーへの高い関心と、市民電力を始め
とする市民参加型の発電事業の拡大が、エネルギー転換を牽引
してきたといえます。本セッションでは、再生可能エネルギーの
さらなる普及に向けた市民参加・市民出資の重要性に着目し、こ
のために有効な普及啓発活動や、自治体に期待される役割など
について、市民電力の実際を学びながら議論を深めます。

モデレーター：

• 飯田 哲也　特定非営利活動法人 環境エネルギー政策研究所
　　　　　 所長

パネリスト： 

• 佐藤 彌右衛門　会津電力株式会社 代表取締役社長
• 原 亮弘　　おひさま進歩エネルギー株式会社 代表取締役
• ベアトラム・フレック　ラインフンスリュック郡 前郡長 （ドイツ）

• ギド・ヴァルラベン　ザーベック市  （ドイツ）

　　　　　 気候変動マネージャー
• 古川 剛士　ほうとくエネルギー株式会社 取締役

CoNFERENCE PRoGRAMME　プログラム 

12:00 - 13:00   Lunch
SASTec: CoNFERENCE RooM (3F) 

12:00 - 13:00   昼食
SASTec：会議室 (3階)

Thursday 7 september ９月７日（木）
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13:00 - 14:00   Presentations by leading
local governments AICS: SEMINAR SPACE (2F) 

Local governments and regions play an increasingly important 
role in the development of local renewable energy systems. 
Hear from cities and regions from Germany and Japan that are 
leading the way in local renewable energy, as they showcase 
their innovative practices.

Moderator: 

• Wolfgang Teubner, Regional Director for Europe, ICLEI

Panelists: 

• Dr. Dieter Salomon, Lord Mayor, City of Freiburg, Germany

• Wilfried Roos, Mayor, City of Saerbeck, Germany

• Bertram Fleck, former District Administrator, 
Rhein-Hunsrück-Kreis, Germany

• Eri Nakajima, Vice Governor, Nagano Prefecture, Japan

• Yasuichi Sugama, Deputy Director of Planning and 
Coordination, Fukushima Prefecture, Japan

13:00 - 14:00   先進自治体による発表
AICS：セミナースペース (2階)

再生可能エネルギーの普及拡大は、分散型エネルギー供給体制
の構築だけでなく、地域社会の活性化に貢献しています。再生可
能エネルギーの普及拡大を目指す地方自治体の課題解決のた
め、再生可能エネルギーと省エネルギーの最新の状況、それら
を将来的にも拡大させる展望について、ドイツ及び日本の優良
な事例を共有します。

モデレーター：

• ウォルフガング・トイブナー　イクレイ欧州 事務局長

パネリスト： 

• ディーター・ザロモン　フライブルグ市長 （ドイツ）

• ヴィルフリード・ロース　ザーベック市長 （ドイツ）

• ベアトラム・フレック　ラインフンスリュック郡 前郡長 （ドイツ）

• 中島 恵理　長野県 副知事
• 須釜 泰一　福島県 企画調整部次長

CoNFERENCE PRoGRAMME　プログラム 

14:10 - 15:30   Parallel session 2

2-a: The potential of solar power generation
AICS: SEMINAR SPACE (2F)

14:10 - 15:30   パラレルセッション２
2-A: 太陽光発電の発展の余地 

AICS：セミナースペース (2階)

Solar power is one of the leading sources of renewable energy, and 
increased generation through various methods is needed. New 
installation of rooftop solar panels could be further accelerated 
in private homes and large-scale commercial facilities by utilizing 
visualization tools such as solar mapping. The installation of 
residential storage battery that increases the efficiency of on-site 
solar power consumption is expanding as well. This session will 
look into the potential of rooftop solar power generation in Japan 
and the actions needed to expand them by learning from current 
efforts by local governments and local energy companies.

Moderator: 

• Motoshi Muraoka, Partner, NTT Data Institute of 
Management Consulting Inc.

Panelists: 

• Minori Sawada, Senior Staff Member, Tokyo Metropolitan 
Center for Climate Change Actions, Tokyo Environmental 
Public Service Corporation, Japan

• Yoshihiro Tsuchiya, Senior Staff Member, Environmental 
Planning Division, Environmental Affairs Bureau,  
City of Nagoya, Japan

• Detlef Gerdts, Head of Climate Change Division, 
City of osnabrück, Germany

• Yuichiro Yamakawa, President & CEo, Tama Empower Co., Ltd.

• Kazuyoshi Nakashima, President & CEo, AZuMA

• Kenta Kimura, President & CEo, Denkasinki Co., Ltd.

Thursday 7 september ９月７日（木）

再生可能エネルギーの主力の一つである太陽光発電について
は、今後も様々な形で発電量を増やしていく必要があります。屋
根置き型の太陽光発電については、ソーラーマッピングなどの
見える化ツールを用いることで、個人宅あるいはこれまでに利用
されていなかった大型施設への新規設置が進むことが期待され
ます。さらに、太陽光発電で作った電力の自家消費に資する家庭
用蓄電池の設置なども進んでいます。本セッションでは、日本に
おける屋根置き太陽光発電のポテンシャルや、屋根置き太陽光
発電を増やすためにはどのような施策が必要かについて、自治
体や地域電力会社による取組を学びながら議論を行います。

モデレーター：

• 村岡 元司　株式会社NTTデータ経営研究所 パートナー、
　　　　　 社会・環境戦略コンサルティングユニット 本部長

パネリスト： 

• 澤田 美紀　公益財団法人 東京都環境公社 
　　　　　 東京都地球温暖化防止活動推進センター  
　　　　　 創エネ支援チーム 主任

• 土屋 佳弘　名古屋市環境局環境企画部環境企画課 主査
• デトレフ・ゲルツ　オスナブルック市 気候変動課長 （ドイツ）

• 山川 勇一郎　たまエンパワー株式会社 代表取締役社長
• 中島 一嘉　株式会社アズマ 代表取締役社長　
• 木村 賢太　株式会社デンカシンキ 代表取締役社長
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CoNFERENCE PRoGRAMME　プログラム 

14:10 - 15:30 Parallel session 2

2-b: Expansion of wind power and biomass 
SASTec: CoNFERENCE RooM (3F)

14:10 - 15:30   パラレルセッション２
2-B: 地域と調和した再生可能エネルギーの発展

（風力、バイオマス等） SASTec：会議室 (3階)

多様な再生可能エネルギーの中で、陸上風力発電は最も安い再
生可能エネルギーの一つです。また、洋上風力発電はポテンシ
ャルが非常に大きく、コストも急速に下がっており、今後の伸び
が期待されています。バイオマスについては、再生に時間がかか
る限られた資源であるため、持続可能な形で活用する必要があ
ります。海外では、農村部での地域熱供給に利用される事例が
増えていますが、日本でのバイオマスの利用は限定的です。本セ
ッションでは、風力発電やバイオマス発電を増やしていくための
課題、その課題を克服するために必要な取組やその手順につい
て、先行事例に学びながら議論を深めます。

モデレーター：

• 相川 高信　公益財団法人 自然エネルギー財団 上級研究員

パネリスト： 

• 豊岡 和美　一般社団法人 徳島地域エネルギー 
　　　　　 理事兼事務局長

• フランク=ミハエル・ウーレ　ラインフンスリュック郡  （ドイツ）

　　　　　気候変動マネージャー
• マグナス・ブレータ　ニーダーザクセン州環境庁 （ドイツ）

　　　　　再生可能エネルギー部長 
• ディミトリ・ペーシャ　アゴラ・エネルギーヴェンデ

　　　　　シニア・アソシエイト

on-shore wind power is one of the cheapest renewable energy 
options. Potential for off-shore wind power generation is also 
significant, as costs are rapidly lowering. Meanwhile, biomass 
must be consumed sustainably, as production requires time 
and resources could be exhausted unless it is used wisely. While 
biomass is applied in district heating in rural areas across many 
countries, utilization in Japan is still limited. Learning from current 
examples, this session will discuss challenges in expanding wind 
power and smart use of biomass as well as possible efforts to 
overcome those challenges.

Moderator: 

• Takanobu Aikawa, Senior Researcher, Renewable Energy 
Foundation

Panelists: 

• Kazumi Toyooka, Director, Tokushima Regional Energy

• Frank-Michael Uhle, Climate Change Manager, 
Rhein-Hunsrück-Kreis, Germany

• Dr. Magnus Buhlert, Head of Renewable Energies, 
Lower Saxony Ministry for Environment,  
Energy and Climate Protection, Germany

• Dimitri Pescia, Senior Associate, 
European Energy Cooperation, Agora Energiewende

15:30 – 15:40 break 15:30 - 15:40   休憩

Thursday 7 september ９月７日（木）
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CoNFERENCE PRoGRAMME　プログラム 

15:40 - 17:00 Parallel session 3

3-a: Power of networks for accelerating
local action AICS: SEMINAR SPACE (2F)

15:40 - 17:00   パラレルセッション３
3-A: 地域の取組を加速するネットワークのちから  

AICS：セミナースペース (2階)

パリ協定の発効と前後して、世界各地の都市・地域では再生可能
エネルギーの積極的な導入と省エネ政策の推進による、再生可
能エネルギー100％を目指す動きが加速しています。同時に、脱
炭素社会への移行に向けて、地域における個々の取組をネット
ワーク化し、学び合いを通じて取組を進化・加速する動きも始ま
っています。自治体、NGO/NPO、政府、国際機関などの様々な主
体の連携により運営されるネットワークは、今後ますます重要に
なっていきます。本セッションでは、地域の取組を加速するため
に、これを支援する中間媒介組織に求められる役割、「100％」の
ハードルをどのように乗り越えるか、ネットワークに求められる
本質的な機能などについて、国内外の様々なイニシアティブか
ら学び、議論を深めます。

モデレーター：

• 大塚 隆志　イクレイ日本 事務局長

パネリスト： 

• ウヴェ・レプリッヒ　ドイツ連邦環境庁 
　　　　　 気候変動・エネルギー部長

• ステファニー・シェフター　気候都市サービスセンター 研究員
• ステファン・ルデュ　在日フランス大使館 参事官 

　　　　　（建設・運輸・エネルギー・環境担当）
• ラッセ・ブルーン　CANインターナショナル（気候行動ネットワーク） 

　　　　　　　国際キャンペーン企画長
• 竹内 恒夫　名古屋大学大学院 環境学研究科 教授
• 合原 亮一　自然エネルギー信州ネット 理事

A growing number of cities and regions are joining the movement 
to drive the transition towards 100% renewable energy (RE). 
At the same time, networks are being built to help these local 
governments in sharing and learning from one another’s efforts to 
advance and accelerate the shift towards a decarbonized society. 
These networks, which are run by the collaboration of various 
stakeholders including NGos, local governments, national 
governments, and international organizations, play a significant 
role in further promoting renewable energy and energy savings. 
Drawing from various initiatives, this session will address the role 
of intermediary organizations in helping accelerate local action, 
how local governments can overcome the hurdle of pledging 
“100%RE,” and the essential functions that such networks ought 
to serve.

Moderator: 

• Takashi Otsuka, Director, ICLEI Japan 

Panelists: 

• Dr. Uwe Leprich, Department Manager I 2, 
Climate Change and Energy, German Environment Agency 

• Stefanie Schäfter, Research Associate, 
German Institute of urban Affairs (DiFu)

• Stéfan Le Dû, Sustainable Development Councilor, 
Embassy of France in Japan

• Lasse Bruun, Head of Global Campaign Coordination, 
Climate Action Network (CAN) International

• Dr. Tsuneo Takeuchi, Professor of Environmental Policy, 
Nagoya university Graduate School of Environmental 
Studies

• Ryoichi Gohara, Director, Renewable Energy Shinshu-net

Thursday 7 september ９月７日（木）
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CoNFERENCE PRoGRAMME　プログラム 

15:40 - 17:00 Parallel session 3

3-b: Local economic impacts of renewable energy 
and energy saving　SASTec: CoNFERENCE RooM (3F)

15:40 - 17:00   パラレルセッション３
3-B: 再生可能エネルギー・省エネルギーの地域経済効果 

SASTec：会議室 (3階)

Taking action towards a decarbonized society and maintaining a 
sustainable local economy is a balancing act, a critical challenge 
that many local communities face. It is becoming apparent that 
the transition towards local renewable energy and the promotion 
of energy savings through improved building insulation can 
contribute significantly to the local economy by maximizing the 
engagement of local businesses and citizen investment. This 
session will explore: ways in which the promotion of renewable 
energy use and energy saving contributes to local economies; 
effective approaches to broaden the understanding that 
“renewable energy can support local economies;” and the role of 
local governments, citizens, and local businesses in these efforts.

Moderator: 

• Dr. Jörg Raupach-Sumiya, Professor, College of Business 
Administration, Ritsumeikan university 

Panelists: 

• Manfred Rauschen, Executive Partner, Öko-Zentrum NRW

• Dr.-Ing. Martin Hoppe-Kilpper, IdE Institute decentralized 
Energy Technologies

• Shinichiro Tanaka, Director, Local Policy Design office, Inc.

• Tetsuro Nakatani, Director, club Vauban

• Franzjosef Schafhausen, Former Director General of 
Climate Change, European and International Affairs, 
German Federal Ministry for the Environment,  
Nature Conservation, Building and Nuclear Safety

• Mari Yoshitaka, Chief Consultant, Clean Energy Finance 
Division, Mitsubishi uFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.

18:00 - 20:00 Reception
THE FuJIYA GoHoNJIN (80 DAIMoN-CHo, NAGANo)

18:00 - 20:00   レセプション
THE FUJIYA GOHONJIN  （長野市大門町80）

長野県主催によるレセプションを開催いたします。

参加費：6,000円

* 信州大学からレセプション会場までは距離（3km以上）があるた
め、送迎バス（事務局手配）又は公共交通の利用をお勧めします。

（詳細は「会場アクセス」をご参照ください）

Nagano Prefecture will host a networking evening reception, 
open to all conference participants.

Fee: 6,000 JPY

* The reception venue is over 3km away from the conference 
venue. We recommend that participants take advantage of the 
shuttle service (provided by the Conference Secretariat) or public 
transportation.

(See “useful information” for transport details)

Thursday 7 september ９月７日（木）

脱炭素社会への移行は重要ですが、この取組と地域経済の持続
可能性を両立させることが、極めて重要な挑戦だといえます。地
域の再生可能エネルギーを活用する電力システムへのエネルギ
ー転換と、建物の断熱による省エネルギーの推進は、地元企業の
参加や市民出資を最大化することで、地域経済に大きく貢献する
ことが明らかになりつつあります。本セッションでは、再生可能エ
ネルギーの利用促進や断熱住宅の普及が地域経済にどのよう
に貢献するのか、「地域経済に貢献する」との認識を広げるため
にはどのような取組が有効か、自治体、市民、地元の企業にどの
ような役割が求められるかなどについて、具体的な事例から学
び議論を行います。

モデレーター：

• ラウパッハ・スミヤ・ヨーク 
　　　　　立命館大学経営学部国際経営学科 教授

パネリスト： 

• マンフレッド・ラウシェン　エコセンターNRW 所長

• マーティン・ホッペ=キルパー　分散型エネルギー技術研究所
• 田中 信一郎　一般社団法人 地域政策デザインオフィス 

　　　　　 代表理事
• 中谷 哲郎　一般社団法人 クラブヴォーバン 理事
• フランツヨーゼフ・シャフハウゼン　 

　　　　　ドイツ連邦環境省 前気候変動局長
• 吉高 まり　 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

　　　　　クリーン・エネルギー・ファイナンス部 主任研究員
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9:00 - 9:30  Parallel sessions reports
AICS: SEMINAR SPACE (2F)

8:30 - 9:00  Registration 8:30 - 9:00 受付

9:00 - 9:30 各セッションからの成果報告
AICS：セミナースペース (2階)

9:30 - 11:15  Local Leaders’ summit: 
“Towards 100% Renewable Energy  
cities and regions”  AICS: SEMINAR SPACE (2F)

9:30 - 11:15 首長サミット：
　「再生可能エネルギー100%地域を目指して」
AICS：セミナースペース (2階)

分散型エネルギー供給体制の構築に当たり、調整役として地方
自治体の役割が増大している中、ドイツ及び日本の先進自治体
の首長が、省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの普及拡
大について取組を共有するとともに、再生可能エネルギー100%
地域の実現に向け、自治体による連携の重要性について意見交

換を行います。

共同座長：

• 中島 恵理　長野県 副知事
• 浜中 裕徳　イクレイ日本 理事長

スピーカー：

• 後藤田 博　徳島県 副知事
• 加藤 憲一　神奈川県 小田原市長
• 牧野 光朗　長野県 飯田市長
• 白鳥 孝　　長野県 伊那市長
• 小口 利幸　長野県 塩尻市長
• 小紫 雅史　奈良県 生駒市長
• 古山 守夫　宮城県 東松島市副市長
• ディーター・ザロモン　フライブルグ市長 （ドイツ）

• ヴィルフリード・ロース　ザーベック市長 （ドイツ）

• マーロン・ブロール　ライン=フンスリュック郡長 （ドイツ）

Cities and regions increasingly play a coordinating role in 
developing a decentralized energy supply system. Leaders of 
cities and regions from Japan and Germany will share their vision 
and actual steps they are taking towards a society that is based 
100% on renewable energy. The session will also focus on the 
importance of building networks and cooperation among local 
governments.

Co-chairs:

• Eri Nakajima, Vice Governor, Nagano Prefecture, Japan

• Prof. Hironori Hamanaka, Chair, ICLEI Japan

Speakers: 

• Hiroshi Gotoda, Vice Governor, Tokushima Prefecture, 
Japan

• Kenichi Kato, Mayor, City of odawara, Kanagawa Prefecture, 
Japan

• Mitsuo Makino, Mayor, City of Iida, Nagano, Japan

• Takashi Shirotori, Mayor, City of Ina, Nagano Prefecture, 
Japan

• Toshiyuki Oguchi, Mayor, City of Shiojiri, Nagano 
Prefecture, Japan

• Masashi Komurasaki, Mayor, City of Ikoma, Nara 
Prefecture, Japan

• Morio Furuyama, Vice Mayor, City of Higashimatsushima, 
Miyagi Prefecture, Japan

• Dr. Dieter Salomon, Lord Mayor, City of Freiburg, Germany

• Wilfried Roos, Mayor, City of Saerbeck, Germany

• Dr. Marlon Bröhr, District Administrator, 
Rhein-Hunsrück-Kreis, Germany

11:15 - 11:30  conference summary 
and conclusions　AICS: SEMINAR SPACE (2F)

11:15 - 11:30   会議の取りまとめ・閉会
AICS：セミナースペース (2階)

Friday 8 september ９月８日（金）
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uSEFuL INFoRMATIoN　会場アクセスなど

Towards a sustainable conference 
To make Local Renewables 2017 a sustainable, low-carbon event, 
the organising team has taken several measures, including the 
following: 

Reducing the amount of print products: All presentation 
materials will be available after the conference on our website.

Using sustainable paper: Printed materials use  recycled paper.

Encouraging the use of public transportation: To minimize 
environmental impacts, we kindly ask participants of LR2017 to 
take advantage of Nagano’s public transportation system to the 
extent possible.

持続可能な会議にするために
本会議は低炭素で環境に配慮した国際会議にするために、以下
の取組を行います。

会議のペーパーレス化： 本会議ではペーパーレス化を目指して
おり、発表資料は印刷する代わりに、会議ホームページに掲載い
たします。

持続可能な紙の使用： 印刷物に再生紙を使用しています。

公共交通機関の利用促進： 本会議にご参加の皆様には、環境へ
の負担が少ない公共交通機関をできるだけ利用してご来場いた
だくようお願いしています。

conference Venue 
International Center for Science and Innovation (AICS)
Advanced Science and Technology Center (SASTec)

Nagano (Engineering) Campus, Shinshu university
4-17-1 Wakasato, Nagano
Tel. +81-26-269-5763

会場
信州大学国際科学イノベーションセンター（AICS）
信州科学技術総合振興センター（SASTec）

信州大学長野（工学部）キャンパス
〒380-8553 長野県長野市若里4-17-1
Tel. 026-269-5763

Directions - From JR nagano station 
By Nagano Dentetsu Bus

From the East Exit of JR Nagano Station, go to Nagano Dentetsu 
bus stop No.21 and take the Nisseki Line (about a 5-min ride). 
Get off at “SHINDAI KoGAKuBu” and walk 2 minutes.

By Alpico Bus

From the Zenkoji Exit of JR Nagano Station, go to Alpico bus 
stop No.2 and take Route #21. (about an 8-min ride.) Get off at 
“SHINDAI KouGAKuBu MAE” and walk 3 minutes.

アクセス／JR長野駅より
長電バス

JR長野駅東口から長電バス21番のりばより、「日赤経由アークス
中央行き」「日赤経由水野美術館行き」のいずれかに乗車（5分）、
バス停「信大工学部」下車（徒歩2分）

アルピコバス

JR長野駅善光寺口を出てアルピコバス2番のりばで、「日赤経由
大塚南行き」「松岡行き」「ビッグハット行き」のいずれかに乗車

（8分）、バス停「信大工学部前」下車（徒歩3分）



15

uSEFuL INFoRMATIoN　会場アクセスなど

Reception Venue
THE FuJIYA GoHoNJIN
80 Daimon-cho, Nagano
Tel. +81 026 232 1241

レセプション会場
THE FUJIYA GOHONJIN  （藤屋御本陣）

〒380-0841 長野県長野市大門町80
Tel. 026-232-1241

Directions 
From Shinshu University

Go to Alpico bus stop “SHINDAI KouGAKuBu MAE” and 
take Route # 11, 16, or 17 (about a 20-min ride) . Get off at 
“ZENKoJI-DAIMoN.”

From JR Nagano Station  (Zenkoji Exit)

Go to Alpico bus stop No.1 and take Route #10, 11, 16, or 17 
(about a 10-min ride). Get off at “ ZENKoJI-DAIMoN.”

アクセス
信州大学工学部より

信大工学部前より、バス（11, 16, 17系統）で約20分 
（善光寺大門下車）

JR長野駅より  （善光寺口）

アルピコバス1番のりばから、バス（10, 11, 16, 17系統）で約10分
（善光寺大門下車）

Image: Shinshu University 

Image: FUJIYA GOHONJIN

Requests from the organisers
Smoke-free campus: Shinshu university is a smoke-free 
campus. We appreciate your understanding and support 
of the school policy

Interpretation equipment: Please be sure to return 
simultaneous interpretation headsets before leaving the 
conference venue.

お願い
同時通訳レシーバー： 同時通訳レシーバーはお帰りの際に
必ずご返却下さいますよう、お願いいたします。

禁煙にご協力ください：信州大学の構内は全面禁煙です。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
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