＜正会員（NPO・市民団体）＞
団体名.
NPO法人 飯綱高原自由楽舎

平成29年2月末現在
郵便番号

住所.

Tel.

FAX.

電子メール.

380-0881

長野市門沢5271-83

026-239-0511

026-239-0511

wyoikawa@ngn.janis.or.jp

一般社団法人 自然エネルギ-共同 386-0018
設置推進機構(NECO)

上田市常田2-27-17

0268-75-5896

0268-75-5868

info@neco.or.jp

NPO法人 上田市民エネルギ-

386-0012

上田市常田3-2-53

0268-55-9668

0268-55-9668

えがおライフ

385-0043

一般社団法人小諸エコビレッジ

384-0801

取組み／得意分野

ホームページ

代表者氏名.

役職.

飯綱高原地域でエネルギーの自給自足を目指してい http://iizuna-kougen.
ます。
net/
「飯綱高原エコビレッジ」は構想の段階ですが、24年4
月には薪の供給システムをめざして
「薪友会」を当協議会内に設置して、徐々に活動を開始
しています。
NECOは、市民と地域が進める自然エネルギーを応援
します。市民共同設置の資金調達から運営・保守管理
までのサポートなど、各地域の必要に応じた支援を準
備していきます。

及川 渡

会長

高橋 伸英

代表理事

info@eneshift.org

自然エネルギーは新しい社会をつくるカギだと思ってい http://www.eneshift.org
ます。
そのためには市民のネットワークが重要。太陽光パネ
ル≪相乗りくん≫は、市民の
ネットワークによるエネルギーシフトを初めています。

藤川 まゆみ

理事長

team.asn58@gmail.com

本年度 長野県 地域発 元気づくり支援金にミニ水力 http://asn58.org
発電製作で申請中。

柳澤 孝

代表

小諸市甲 4717

0267-41-0961

0267-41-0961

nakai@avantijapan.co.jp

特定非営利(NPO)活動法人 CO2バ 381-2217
ンク推進機構

長野市稲里町中央 3-33-23

026-285-5370

026-254-7301

co2bank@nifty.com

自然エネルギ-木曽地域協議会

399-5607

長野県木曽郡上松町大字小川
2036-3

0264-52-2833
0264-52-5388

0264-52-2374

agematu.e@aj.wakwak.com

松井 淳一

自然エネルギ-信州ネットSUWA

392-0017

諏訪市城南二丁目2362-3 沖野 0266-58-0490
方

0266-58-0490

ene-suwa@lake.gr.jp

沖野 外輝夫

運営委員長

NPO地域づくり工房

398-0002

大町市仁科町 3302

0261-22-7601

0261-22-7601

平成23年11月に信州ネット地域協議会として設立、運 http://shizenene-suwa.
営委員を中心に活動を開始した。
net
現在の取り組みの中心は諏訪流域下水道豊田終末処
理場の処理槽屋上への
太陽光パネル設置のための事業体設立計画である。
会としては自然エネルギー全体を視野入れて、エネル
npo@omachi.org （公開）
ミニ水力発電の実践・普及（現在３カ所で運営）
（npo-omachi-org@mail.goo.ne. バイオ軽油の製造・普及（年間約２万リットル）
jpもMLに）
天然冷蔵庫「鷹狩風穴小屋」の復元・活用（そば焼酎の
熟成利用、年４００リットル）

傘木 宏夫

代表

特定非営利活動法人 環境エネル
ギ-政策研究所

164-0001

東京都中野区中野4-7-3

03-5942-8937

03-5942-8938

tetsu@isep.or.jp（飯田）
horiuchi@iidatetsunari.jp(堀
内）

飯田 哲也

所長

長野市新田町 1513-2 82プラザ 026-237-6625
長野

026-238-9780

nace@janis.or.jp

一般社団法人 長野県環境保全協 380-0835
会

中井 彩子

自然エネルギーや省エネルギーの普及啓発、環境教
育など、地域にねざした環境保全活動
全般に取り組んでいます。

http://www.co2bank.org/ 宮入 賢一郎
ﾌﾞﾛｸﾞhttp://co2bank.
naganoblog.jp/

http://www.janis.or.
茅野 實
jp/users/nace
http://www.dia.janis.or.
jp/~nccca/

担当者

中井 彩子

理事長

西谷 正

事務局長 中澤
博通

＜正会員（NPO・市民団体）＞
団体名.

平成29年2月末現在
郵便番号

住所.

Tel.

FAX.

電子メール.

長野県小水力利用推進協議会

381-2204

長野市真島町真島792-1

026-217-8288

026-284-4237

長野県地中熱利用促進協議会

384-2308

北佐久郡立科町大字牛鹿 1616 0267-56-1299
㈱小宮山土木内 地中熱利用促
進協議会事務局

0267-56-3522

一般社団法人長野県農協地域開発 380-0826
機構

長野市大字南長野北石堂町
1177-3

ブレイクスル-研究会

386-0043

上田市下塩尻 405-9

NPO法人 まめってぇ鬼無里

381－4302 長野市鬼無里1657

NPO法人南信州おひさま進歩

395-0027

長野県飯田市馬場町3-411

0265-24-4821

0265-56-3712

sunpo@leaf.ocn.ne.jp

企業組合 労協ながの

380-0835

長野市新田町1482番地2 ロン
都新田町ビル2階

026-219-1190

026-2191196

info@roukyou-nagano.jp

026-236-3500

取組み／得意分野

ホームページ

小水力発電

代表者氏名.

役職.

担当者

丸山 幹夫

副会長

takahashi_sakuo@sakusen.co. 地中熱を利用した効率的な空調・給湯システムの研究
jp
と構築。

高橋 作夫

会長

026-236-3505

nishimaki.ird@nn-ja.or.jp

豊田 実

代表理事理事 西牧 研治
長

0268-28-4525

ssyslab@gmail.com

長野県JAグループの調査研究機関として、農業・農村 http://www.janis.or.
振興や地域資源の活用などの
jp/kenren/ird/
テーマに取り組んでいます。
食糧だけでなくエネルギーも生産・供給する農山村を県
内に増やしていけるよう、
会員の方たちと連携しながら取り組んでいきたいと考え
◆ブレイクスルー研究会は、「過去の延長線でのもの http://www2.ueda.ne.
の見方」から「未来をデザインするものの見方」に脱却 jp/~s-syslab/sub2.htm
し、「ブレイクスルー思考」と「ファシリテーション」を用い
た新しいタイプの問題解決の専門家を目指していま
す。
◆【家庭から企業までのCO2削減、省エネの啓発活動】
・間伐材利用の薪作りや茸のコマ打ち体験（対中学
http://mamettee.org
生）・遊休農地の活用
・食育活動 ・田舎暮らし体験 ・幼児の体育指導
・ＪＳＴ公募プロジェクト「環境に優しい移動手段による
持続可能な中山間地域活性化」
自然エネルギーの活用によって、「石油文明」と「原子
太陽光発電、環境学習、環境分野の人材育成（起業セ http://www.ohisamaミナー）
shinpo.or.jp/index.html

末広 繁和

会長

大日方 聰夫

理事長

松江 良夫

代表理事

蓬田 裕一

脱原発をめざし、エネルギーの自給をめざし、菜の花プ http://www.roukyouロジェクトや、小水力発電、
nagano.jp
指定管理による公共施設での自然エネルギーの導入
を進めていきたいと考えています。

青木 健

代表理事

原山 政幸

jimukyoku@mamettee.org

