
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■委員会等への参加実績

登録者名 年度 委員会等の名称 実施期間 委員会等の設置団体 依頼者

藤川まゆみ H26
信州大学経済学部講義
地域経済

平成26年6月10日～ 信州大学経済学部 信州大学経済学部

藤川まゆみ H28
上田市庁舎改修・改築検討委
員会

平成28年9月1日～ 上田市 上田市

藤川まゆみ R1
上田市庁舎改修・改築検討委
員会

5月27日
上田市 上田市

藤川まゆみ R1、R2
上田市総合計画後期まちづく
り計画委員

令和1～2年度
上田市 上田市

藤川まゆみ R1、R2
上田市地方創生総合計画審議
会

令和1～2年度
上田市 上田市

■自然エネルギー事業へのアドバイス等の実績

登録者名 年度 事業の名称
事業の内容
規模・場所等

実施時期 依頼者 実施概要 活動内容（詳細）
アドバイス等の結果、
事業化に至った案件と

その内容

藤川まゆみ H26 起業支援型緊急雇用基金
長野県環境エネルギー課
からの受託事業

平成26年3月7日～平成27年2月
27日

一般社団法人自然エ
ネルギー共同設置推
進機構（NECO）

組織の立上げ、人材育
成、太陽光発電事業につ
いての研修、実施事業の
コーディネイトなど

自然エネルギー共同設置
推進機構が進めようとし
ている市民共同設置型事
業の手法（相乗りくん、
市民信託）を多団体に提
供する事業の立上げ・運
営などのコーディネイ
ト、サポート。

藤川まゆみ H27
大学における太陽光発電共同
研究

大学キャンパス内
平成27年11月24日（発電開
始）

非公開

上田市内の国立大学との
太陽光発電共同研究にお
いて、パネル設置の部分
を上田市民エネルギーの
「相乗りくん」で実施

大学内へのパネル設置の
方法と、その活かし方に
ついて相談を受ける。
※相乗りくんの手法で資
金調達を行い、設置につ
いてもアドバイス等実
施。ISO学生委員会との
共同で太陽光発電の課題
解決のためのプロジェク
トを開始している。

藤川まゆみ H27
再エネで地域づくりを目指す
活動（佐久市）

市民出資での太陽光発電
設置と、地域の防災拠点
としての機能を検討

平成26年10月～現在 非公開

藤川まゆみ H27
事業主からのパネル設置の相
談

新しく商店として使う建
物の屋根へのパネル設置
の相談

平成27年4月 商店主

新しく建物を改装して
ギャラリーを作る際にで
きるだけ環境に負荷を与
えないようパネル設置に
ついて相談を受ける

パネル設置が可能かどう
かの判断、資金調達の相
談。

活動内容（詳細）

各計画の評価

市民発電・地域発電の意義、資金調達法：市民信託、相乗りの手法など、
自然エネルギー事業がこれからの地域経済を変えていく可能性などについ

設置場所探しや資金調達、防災拠点としてのデザ
インなど相談中

耐震性に問題がある上田市庁舎の改修または改築のいずれがよいか検討
し、改築の場合の方針等の検討。
上田市新庁舎起工式参列。交流会

主にエネルギー、気候変動分野、都市計画分野を審議



■講演会の講師等の実績

登録者名 年度 講演会名 開催日時 会場 依頼者

藤川まゆみ H26

地域発電～私たちにできるこ
とがあります～

平成26年6月27日 木曽合同庁舎講堂 自然エネルギー木曽
地域協議会
木曽地方事務所環境
課

藤川まゆみ H27
佐久市臼田地域再エネシンポ
ジウム

平成27年10月10日 臼田コスモホール 非公開

藤川まゆみ H27
地域発電を考える研修会（東
京都豊島区）

平成27年11月8日 東京都豊島区 非公開

藤川まゆみ H27
上田市内の大学での講義（自
然エネルギー論）

平成27年11月17日 非公開 非公開

藤川まゆみ H27
視察・見学受入れ（千葉よ
り）

平成27年7月11日 上田市塩田公民館及び相乗り
くん屋根オーナー邸

非公開

藤川まゆみ H28

生活クラブ自然エネルギー勉
強会

平成28年6月11日 坂城町文化センター 生活クラブ坂城

藤川まゆみ H28

自然エネルギー論「地球も地
域もハッピーに。だから自然
エネルギー」

平成28年7月15日 長野大学2号館 長野大学

藤川まゆみ H28

ソーラーシェアリングサミッ
ト

平成28年9月3日 上田市とっこ館 一社）自然エネル
ギー共同設置推進機
構

藤川まゆみ H28
上田市高齢者学園講演「自然
エネルギーは未来づくり」

平成28年10月25日 上田市高齢者学園 上田市社会福祉協議
会

藤川まゆみ H28

自然エネルギー国際市民
フォーラム

平成28年11月1日 THE SAIHOKUKAN HOTEL 長野県

藤川まゆみ H28

信州ネット人材育成セミナー
上田

平成28年11月27日 フィールドワーク（信大繊維
学部、上田市浄水場、合原農
園）　　上田市塩田公民館

自然エネルギー信州
ネット

藤川まゆみ H28
まちエネ大学　一関スクール 平成28年11月15日 資源エネルギー庁 まちエネ大学

藤川まゆみ H28
まちエネ大学　鹿角スクール 平成28年11月30日 資源エネルギー庁 まちエネ大学

藤川まゆみ H28

冷蔵庫を切り口にCOOLCHOICE
を進めるための仕組みや仕掛
けを考える

平成28年11月30日 エネルギー行動研究北海道交
流集会

鹿角市　文化の杜交
流館コモッセ

地域の市民が起こすエネルギー事業について 「相乗りくん事業」の経験か
ら講義。

上田で9月に実施した「まちで一番古い冷蔵庫コンテスト」の経験、課題を
講演。質疑応答。

地域の市民にできる自然エネルギーとその意義について講演。質疑応答。

活動内容（詳細）

臼田地域の地域づくりに再エネを活かそうと呼びかけるシンポジウムのパ
ネラーとして参加。

豊島区で市民が中心となって再エネを増やしていくにはどうすればよい
か、上田市民エネルギーの取組みを参考に検討する研修講師。

毎年、上田市民エネルギーの取組み「相乗りくん」を通じて、地域に再エ
ネを増やす仕組や狙いなどを講義している。

地域で再エネを増やす仕組みや連携についてパネル設置現場と講演で伝え
る上田市民エネルギー「相乗りくん」参加者3名にも集まってもらった。

市民主導の地域エネルギー「相乗りくん」について事例紹介

エネルギー事業の設立から運営までの課題と解決策等の講演。質疑応答。

市民にできるエネルギーアクションについて講演と質疑応答　情報交換

上田発の市民のエネルギーシフト「相乗りくん」の仕組みと、自分で選ぶ
未来のエネルギーについて講演。

市民にできるソーラーシェアリングの可能性、自然エネルギーと○○のコ
ラボレーションについて講演　パネリスト

地域における自然エネルギーの事業化について、木曽地域でも市民発電が
可能な例として上田市の「相乗りくん事業」を紹介。

地域の市民が起こすエネルギー事業について 「相乗りくん事業」の経験か
ら講義。



藤川まゆみ H28
パワーシフト・エネルギーデ
モクラシー

平成29年2月17日 FoEjapan、BE GOOD CAFE 渋谷LOFT９

藤川まゆみ H28
3.11映画祭　トーク 平成29年3月12日 3.11映画祭実行委員会 アーツ千代田

藤川まゆみ R1

雪を守る、白馬で滑り続ける
気候変動シンポジウム

令和元年5月18日 白馬ウイング21 白馬SDGsLAB

藤川まゆみ R1
上田未来会議 令和元年6月24日 上田商工会議所講堂 上田市

藤川まゆみ R1
千葉商科大学「ビジネス探
求」講義

令和元年7月17日 千葉商科大学 千葉商科大学

藤川まゆみ R1
上田市高齢者学園講義 令和元年11月14日 上田市高齢者学園 上田市

藤川まゆみ R2
キャリア教育講演会 令和2年8月28日 上田市立第二中学校体育館 上田市立第二中学校

藤川まゆみ R2
上田高校フィールドワーク 令和2年9月17日 上田市常田ハナラボ 上田高校

藤川まゆみ R2
高齢者学園講義 令和2年11月12日 上田市高齢者学園 上田市

藤川まゆみ R2
長野大学久保木ゼミレク
チャー

令和2年12月4日 オンライン 長野大学久保木ゼミ

藤川まゆみ R2
飯田自然エネルギー大学 令和2年12月20日 おひさま進歩エネルギー 飯田自然エネルギー

大学

藤川まゆみ R2
migakiba 令和3年1月12日 オンライン 環境省

藤川まゆみ R2
長野県SDGｓ全国フォーラム 令和3年1月31日 オンライン 長野県

藤川まゆみ R2
上田高校GS発表 令和3年2月6日 上田高校 上田高校

藤川まゆみ R2
長野県ゼロカーボンミーティ
ング

令和3年2月8日 オンライン 長野県

藤川まゆみ R2
3.11原発ゼロ再エネ100イベン
ト

令和3年3月11日 オンライン 原自連、ISEP

藤川まゆみ R2
クライメイトアクティビズム
スクール

令和3年3月29日 オンライン パタゴニア

■その他の実績

登録者名 年度 活動の名称 実施時期 依頼者

藤川まゆみ R2
断熱DIYワークショップ 令和3年1～3月 一社）NECO

藤川まゆみ R2
上田ビジョン研究会 令和2年4月～令和3年3月 上田ビジョン研究会

市民にできる自然エネルギーアクションは？今世界のエネルギーはどう
なっているか。トークとパネルディスカッション、ワークショップ。

「日本と再生」上映後、映画監督の鎌仲ひとみさんとトーク。今できるこ
とはなにか、知って行動することが大切。

人口減少、インフラ老朽化、公共交通の衰退など、上田地域の課題から持続可能なまちづくりを
模索する活動の事務局、具体的活動の企画運営など

活動内容（詳細）

相乗りくんと気候変動、わたしたちにできること講義

地域のエネルギーの役割とミッションの変遷講義

地域の課題解決のミッションと自分ごとがつながるとは講演

気候変動対策とSDGｓについてパネリスト登壇

基調講演

市民発電所相乗りくんの取組みから地域課題の解決に関する講義

地域づくりとエネルギー、わたしたちの責任について講義

社会の課題と将来の仕事と自分の思いについて講演

地域の課題としての人口減少、気候変動についてレクチャーと意見交換

気候変動と地域づくりからわたしたちにできること講義

民家、映画館、小劇場の断熱DIYワークショップ、コーディネイト

Protect Our Winters(POW)の呼びかけで、スノーリゾートの白馬から気候
変動を考える。パネリストとして登壇

エネルギーから創る上田の未来ビジョンについて講演

地域でわたしたちが進めているアクションパネリスト登壇

3.11から10年、これまでの歩みとこれからのビジョン、パネリスト登壇

15～24歳の若い世代の気候変動対策に関してディスカッション講師


