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再⽣生可能エネルギー事業会社について 

＜事業会社代表者検討に当たって考慮すべき要素＞ 

①地域における信⽤用・信頼感 

②再⽣生可能エネルギー事業に対する意欲・専⾨門知識識 

 ⼩小⽥田原の地域特性を考慮すると、地域における信⽤用や信頼感が
重要な要素ではないか。 

 事業会社の資本⾦金金集めの際にも、重要なファクターとなる。 

 再⽣生可能エネルギー事業の社会的な意義を理理解し、事業に対す
る意欲を有していることが前提。 

 太陽光発電を始めとした再⽣生可能エネルギーに関する専⾨門知識識、
ファンドに関する専⾨門知識識等が必要。 

 事業化検討協議会のスキーム案を理理解し、尊重すること。 
 様々な事業者等と交渉できる能⼒力力も必要。 

③中⽴立立性 

 事業運営の独⽴立立性を担保するため、また、特定の企業や団体の
ための事業と受け取られないために、中⽴立立性を考慮に⼊入れる必
要がある。 

 資本⾦金金構成を検討する際にも、考慮すべき要素。 

こ
れ
ら
の
要
素
を
踏
ま
え
て
検
討

す
る
必
要
が
あ
る 

＜資本⾦金金の構成＞ 
 事業会社の経営を安定させるためには、事業の社会的な意義を理理解する関係者が株式の

過半数を保有することが望ましい。 
 ⼀一⽅方で、“ALL⼩小⽥田原”の取組としていくためには、株主の範囲を過度度に限定すべきではな

いのではないか。 
 また、事務の煩雑化を防ぐため、株主については当⾯面法⼈人に限定するとともに、譲渡制

限を設けるべきではないか。 

＜事業会社の設⽴立立＞ 
 太陽光発電事業などを実施する事業主体としては、株式会社等の会社形態を想定。 
 事業会社を設⽴立立する際、事業会社の代表者の⼈人選や資本⾦金金の構成が課題となる。 

（資本⾦金金構成のイメージの例例）※資本⾦金金を5,000万円と仮定した場合 
 1,000万円程度度のコアとなる出資者  １社程度度 
 500万円程度度の出資者        ６社程度度 
 50万円程度度の出資者          20社程度度 
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こととします。審査結果については書面により通知します。 
（２）審査基準等 
 事業計画書は、次の項目ごとに評価し、合計点が最も高い事業者を選考しま
す。なお、選考された事業者が辞退、もしくは内定を取り消された場合には、
次順位の事業者を繰り上げるものとします。 
 

評価項目 評価の視点 配点 
太陽光発電事業の実施主
体 

事業者が事業実施する上で、経営状況に
問題がなく、かつ、事業実施する能力を
有しているか。 

10 点 

太陽光発電設備の仕様 太陽光発電設備の配置や仕様は、屋上や
屋根等の状況に合せて、適切に設計され
ているか。 

10 点 

設置工事 太陽光発電設備の設置工事の工法等は、
市有施設の管理上問題ないか。 

15 点 

設置後の太陽光発電設備
の管理 

太陽光発電設備の管理及び運営できる
体制が整備されているか。 
工事施工、特に防水施工に係る保証期間
及び保証内容は十分か。契約を予定して
いる損害保険等の内容は十分か。 

15 点 

太陽光発電事業の収支見
込等 

資金調達計画、事業収支見込等は、長期
にわたる発電事業を安定的に実施でき
ると見込まれるか。 

10 点 

使用料の額 事業計画に照らして、使用料の額は適切
か。 

10 点 

停電時の電力供給方法 停電時の電力供給方法は、適切に行われ
るか。 

5 点 

市民参加の方法 資金調達の方法等で市民参加の方法の
提案はあるか。また、その実現性及び効
果はあるか。 

15 点 

その他 地域貢献や地域経済への効果はあるか。 
その他、市や施設などにメリットがある 
か。 

10 点 

合計  100 点 
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リスクについて

わたしたちのエネルギー時代がやってきた。

5つのご当地エネルギー市民ファンドから、全国へ。

主な損失リスクは以下のとおりです。但し、全てのリスクを網羅しているわけではありません。
詳しくは、必ず重要事項説明書（契約締結前交付書面）をご覧ください。

さあ、新しいエネルギーの時代がやってきた。

わたしたちの生活に欠かすことのできないエネルギー。

それを自分たちの手で安心・安全な方法でつくって、その利益を自分たちで共有する。

全国各地に生まれているご当地エネルギーファンドに参加して、

新しい社会のしくみをつくりませんか？

北海道 石狩風車（仮） 福島 被災地復興支援付き（仮） 小田原 ほうとくソーラー市民ファンド 長野 おひさまファンド7 山口 みんなで応援やまぐち再生ソーラーファンド
 豪雨被災地支援付き

詳しくはWebまで！ ホームページでは、最新のファンド情報が掲載されています。

ŸƠƕƸࠐࢫƍƜ§ƊுǑǶȔǗÁơߑҔƍƾż��

対象エネルギー事業への投資およ
び対象匿名組合への出資に関する
リスク
　本匿名組合は、営業者が実施する対象エ
ネルギー事業への投資及び同様の事業を実
施する営業者以外の法人への匿名組合契約
による投資を行います。したがって、本匿名組
合の営業者であるおひさまグリッド3株式会
社の業務又は財産の状況の悪化を直接の原
因として、企図した分配金を受領できないお
それ並びに出資の一部又は全部が回収でき
ないおそれがあります。
　

営業者の倒産に関するリスク
　本匿名組合にかかる財産の所有権はすべ
て営業者であるおひさまグリッド3株式会社
に帰属し、匿名組合員たる出資者は、営業者
が所有する財産に関して持分又は所有権そ
の他のいかなる権利も有しておりません。す
なわち、出資者は、他の一般債権者に優先す
るものではなく、営業者に対して、他の一般
債権者と同等の債権を有しているにすぎませ
ん。よって、営業者であるおひさまグリッド3株
式会社について、破産、民事再生等の法的倒
産手続が開始した場合には、出資者は他の
債権者と同等の地位において平等の割合に

よる弁済を受けることになるため、企図した
分配金を受領できないおそれ並びに出資の
一部又は全部が回収できないおそれがあり
ます。
　
流動性リスク
　本匿名組合への出資金は、払い込みを
行った日から最終償還日まで中途での全部
解約又は一部解約による払い戻しはできま
せん。また、原則として、出資者たる地位を第
三者に譲渡することはできません。

※詳しくは、重要事項説明書をご参照ください。

おひさまエネルギーファンド株式会社

http://www.ohisama-fund.jp
株式会社自然エネルギー市民ファンド

http://www.greenfund.jp
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