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ざっくりと自己紹介

2010年3月 東京大学大学院 農学生命科学研究科 卒業

在学時は環境サークルで活動

2010年４月 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

政策研究事業本部 環境・エネルギー部 入社

２０１５年６月 ワタミファーム＆エナジー株式会社（現ワタミエナジー）

臼杵事業所 入社 （臼杵に赴任） 林業事業立ち上げ

２０１９年１２月 うすきエネルギー株式会社 入社

※2016年の立ち上げから前職在籍時にも携わる
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臼杵市の概要

人口：3.5万人 面積：291.2㎢

・古くから水に恵まれた醸造のまち
・有機農業を積極的に推進
・ユネスコ 食文化創造都市に認定
（２０２１年

山形県鶴岡市につぎ、２番目）



本日のお話のゴール

• 「地域」×「環境」で、仕事を行う可能性につ
いて、感じてもらうこと

• 何か「アクション」を行うきっかけになること
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お話の流れ

１．学生時代について

２．現在のお仕事

３．これまでしてきたお仕事

４．仕事以外の活動

５．どんなことをしたいのか？

６．最後に
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１．学生時代について
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高校時代 ： 山岳部



１．学生時代について
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１．学生時代について
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１．学生時代について
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１．学生時代
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環境 × 地域

↓

身近な「環境」をよくして、
住みよい「地域」づくりに貢献する

自分自身も楽しい「地域」での暮らしを満喫



２．現在のお仕事
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・社 名 うすきエネルギー株式会社
・設 立 2016年（平成28年）10月31日
・資 本 金 1000万円

（株式会社クールトラスト 45％ 地元企業３社 45％ 個人２名 10％）

・所 在 地 大分県臼杵市佐志生5154番地の1 旧豊洋中学校

TEL/FAX (0972 ) 77-5484
・事業内 容 電気の売買事業およびその仲介

【経済産業省登録小売電気事業者A0389】
発電所の建設、発電事業およびその仲介

・従 業 員 ３名
・主要取引先 市内公共施設、醸造、造船、福祉施設等

※うすきエネルギー株式会社 ロゴマーク
エネルギーのイメージとして伝わりやすい電球を
中心に、円の中に葉っぱ、さらに臼杵市の名産
である「ふぐ」、「大豆」、「かぼす」、お酒や味噌・
醤油つくりが盛んということで「麦」や「大豆」をち
りばめて臼杵らしさをだしました。



２．現在のお仕事
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２．現在のお仕事
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地域電力会社 で 企画・営業業務 に従事。



２．現在のお仕事
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地域電力会社 で 企画・営業業務 に従事。

電力自由化 に伴い、 小売部門

に新たに参入した「電気を消費者の皆さんに販売」している会社。

地域でのエネルギーの地産地消を目指す

特に「地域電力会社」と呼ばれています。

会社を



２．現在のお仕事
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電力自由化

小売部門



２．現在のお仕事
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地域でのエネルギーの地産地消を目指す

全体の20％くらいが
臼杵市内のＦＩＴ電源

臼杵市内の
再エネ電源
（ＦＩＴ） 送配電事業者

（九州電力送配電㈱）

うすきエネルギー お客様

買取
再エネ卸約
款に基づき
受け渡し

供給

売買契約の締結

固定価格で
買取

メタンガス発電

太陽光発電

木質バイオマス発電



２．現在のお仕事
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地域電力会社 で 企画・営業業務 に従事。

新規顧客開拓

新規メニュー開発 電源開発

需給管理



２．現在のお仕事
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需給管理
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0 0.041666667 0.083333333 0.125 0.166666667 0.208333333 0.25 0.291666667 0.333333333 0.375 0.416666667 0.458333333 0.5 0.541666667 0.583333333 0.625 0.666666667 0.708333333 0.75 0.791666667 0.833333333 0.875 0.916666667 0.958333333

需 要

常時ＢＵ JEPX（買） うすき発電ＢＧ九州ＦＩＴ送配1 融通電力（接続） 接続対象計画差対応補給電力量 接続対象電力量（実績値） 接続対象電力量（計画値）



２．現在のお仕事
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新規メニュー開発

①子育て世帯応援プラン

②スポーツクラブ応援でんきプラン

③うすきふるさとプラン

④卒ＦＩＴ買取プラン



２．現在のお仕事
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電源開発



２．現在のお仕事
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電源開発



２．現在のお仕事
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電源開発



２．現在のお仕事

23

電源開発



２．現在のお仕事

24

環境教育

▼青少年向け及び一般向けの環境教育・普及啓発
うすきエネルギーでは、地域循環の取り組みやエネルギーに関する普及啓発を

積極的に行っています。

＜各種講演等の実績＞
◆小中学生向けの環境教育 ： 臼杵塾、野津っ子チャレンジクラブ、にじっこ、

下ノ江小
◆一般向け 講演 ： 癒しカフェ内イベント、亀城大学、白寿大学

臼杵中央ロータリークラブ
◆高校生向け キャリア講演： 臼杵高校



２．現在のお仕事
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省エネ

▼庁舎等での省エネ実践活動の助言
庁舎等でも様々な取り組みで省エネに繋がる。他の自治体での省エネ活動の事例

や民間企業での省エネ活動等のノウハウを活かして、庁舎等でも省エネ活動を支援
する。
⇒ ２０２１年度は公共施設（５施設）で省エネ診断を実施



３．これまでのお仕事
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・主なクライアント

環境省、農林水産省、林野庁、経済産業省、
NEDO、高知県、新城市、民間企業 等

・分野・テーマ
廃棄物・リサイクル
林業・木材産業
企業の海外進出（アジア）
生物多様性 など

シンクタンクで政策分析業務に従事（2010年～15年）



３．これまでのお仕事
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臼杵市での林業事業立ち上げ（2015年～2019年）



４．仕事以外の活動

28



４．仕事以外の活動
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５．どんなことをしたいのか
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地域のゼロカーボン化に貢献し、

臼杵発！の地域が主役の豊かな

地域社会を実現すること



５．どんなことをしたいのか
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多くの自治体も、ゼロ・カーボンを目指していくという
「ゼロ・カーボンシティ」宣言を行っている。



５．どんなことをしたいのか
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企業もRE100の取り組みなど、サプライチェーン全体での脱炭素が求められており、
大企業だけではなく、取引のある中小零細を含む多くの企業に影響がある

●RE100（Renewable Energy 100%）とは
「事業運営（海外拠点を含む、グループ全体）を100%再生可能エネルギーで調達すること」を目標に掲

げる企業が加盟する、国際的なイニシアチブ（積極的な取組みの枠組み）です。



５．どんなことをしたいのか
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地域は、再エネのポテンシャルが高い一方で、エネルギーは化石燃料を中心に
域外からの輸入に頼っている ⇒ ここを転換できる可能性が！

出所）環境省 地域経済分析ツール（2018年）をもとに、臼杵市分を作成

http://www.env.go.jp/policy/circulation/index.html


５．どんなことをしたいのか
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「地域での取り組み」については、地方自治体と民間企業がタイアップし、
地域課題の解決に資する脱炭素化の事業や政策を企画・実行する姿が目標

中核企業等として

「うすきエネルギー」が
参画



５．どんなことをしたいのか
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うすきエネルギーは、地域での脱炭素の取り組みについて、様々な角度・分野で
市と連携して、事業を実施していくことを目指します。

＜強み＞
・地域に根差して、脱炭素の取り組みを伴走しながら実施できる
＞地域に事業所をおく事業者として、市民への普及啓発（環境教育）や
省エネ診断等の省エネ活動など、電力事業に留まらない貢献が可能

・電力小売事業をベースにして地域に密着した取り組みを行っている
＞子育て応援プラン、青少年育成応援プランなどを地域で展開

・再生可能エネルギー導入（太陽光発電、バイオマス発電、小型風車等）に
関する地域での導入ノウハウがある
＞木質バイオマス発電の運営。PPA事業等の実績もグループで有する。
新たな電源として小型風車・水力等の研究も実施

・地域の脱炭素化の取り組みに関する専門ノウハウがある
＞脱炭素ビジョンの策定に向けて、他自治体での計画策定（予定）など含めて
知見を有している
＞民間企業への支援も。地域の競争力向上に繋がる



６．最後に
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