
めぐるスイッチ
produced by めぐるでんき

電気をスイッチして、あなたのおもいにスイッチON！

【プロジェクト募集要項】
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めぐるスイッチとは？

・「めぐるスイッチ」は、電気の契約を切り替えることで、地域課題を解決する

プロジェクトを応援する日本初の電力版地域応援プラットフォームです。

・「めぐるスイッチ」は城北地区の地域エネルギー会社・めぐるでんき㈱が運営します。

めぐるスイッチ

めぐるでんき
(運営事務局)

システム開発
運用サポート



めぐるスイッチの仕組み
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でんきを
スイッチ

おもいに
スイッチ

電力契約をめぐるで
んきに変更すると…

地域課題に取り組む
プロジェクトを選べ
ます。

電気代の一部がプロ
ジェクトに回ります。

A

B

C

応援料
（100円/月）

A電力
A



めぐるスイッチのサイトイメージ
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参考「セキュリテbyミュージックセキュリティーズ」

➤「めぐるスイッチ」サイトで、地域課題を解決するプロジェクトを紹介します。
➤プロジェクト実施者は進捗をアップデートし、地域で共感者を集めます。
➤電気契約をめぐるでんきにチェンジすること、ブログの記事に「おっけー」を押すこと
の2通りの方法でプロジェクトに「おっけー」が加算されます。

➤「おっけー」の数に応じて寄付が各プロジェクトに按分されます。



プロジェクト募集～“わたしたち発”のプロジェクトをわたしたちの地域で～
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城北地域（板橋区、豊島区、北区、練馬区）で、地域課題を解決したい、
地域を盛り上げたい！というおもいを持ったプロジェクトを募集します。

子育て・教育
まちづくり

医療・福祉

観光・インバウンド

環境・エネルギー

商店街振興

スポーツ振興

健康維持・増進

地場産業の活性化

文化振興

防災・減災

様々な地域課題

食と農業
ジェンダー

プロジェクト企画
→アクション

やるぞ！

地域課題の解決
地域活性化



プロジェクトの流れ
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①

プロジェクトを
企画する

（募集要項参照）

②

プロジェクトに
エントリーする
(1月,6月募集）

③

プロジェクトの
審査

（審査委員会にて）

④

プロジェクト採択決定！
（めぐるスイッチの
ウェブサイト掲載）

⑤

プロジェクトを実
施する

（ブログ更新）

⑥

プロジェクトに
共感が集まる

(おっけーとして加算）

⑦

おっけー数に応
じて寄付が入金
（年2回）

⑧

プロジェクトの成
果発表会

（年1回・対面）

・プロジェクトは所定のフォームに基づいてエントリーしていただきます。
・プロジェクト期間は1年間となります。継続の場合は次年度に再エントリー可能です。
・審査委員会は外部の有識者で構成され、プロジェクトの審査・成果発表会での講評を行います。



応募資格：
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城北エリア（板橋区、豊島区、北区、練馬区）で活動している、またはこれから活動しようとする
団体で、以下の条件を満たすもの。

・城北エリアの地域課題を捉え、その解決を通じて地域を元気にする活動であること
・当該分野での活動実績があること
・イベント等単発の企画ではなく、継続的な活動が見込めるもの
・プロジェクトの報告を「めぐるスイッチ」のブログで積極的に行えること
※複数の団体もしくは個人が共同で申請するプロジェクト形式は可

非対象案件
下記のような案件は対象外とします。

・純粋な営利活動
・政党や政治団体のための事業、宗教の脅威や信者を拡大するための事業
・申請団体が実施主体ではない活動
・他の団体・個人への助成を行う活動
・特定の事業者や個人の利益に寄与するとみなされる活動
・申請団体の会員・構成員の大半が企業で、それら企業が属する業界の振興のための活動
・個人での申し込み



選定基準：
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１．活動テーマの妥当性と有効性
￮ 事業の計画背景と課題の分析に基づき、妥当な活動テーマが設定されていること。
￮ 活動を通じて、城北エリアを元気にすることに有効な提案であること。
￮ 社会的な発信力のある、ユニークな提案であること。

２．活動の実効性
￮ 事業計画、手法の観点から、着実、かつ実効性のある活動の遂行が期待されること。

３．参加者の広がり
￮ プロジェクトを通じて、城北エリアを元気にする活動の人的な広がりが期待できること。

４．活動の持続性・発展性
￮ めぐるスイッチをきっかけとして、城北エリアを元気にする活動の持続的展開が期待できること。
￮ 2年目以降、過去の年度から継続、発展したプロジェクトの場合はプラス評価とします。

５．活動地域のコミュニティ・組織との連携・協働
￮ 活動地域のニーズや特性を十分把握し、住民、コミュニティ、パートナーと連携・協働して、
問題の解決・改善に取り組んでいること。

６．組織の案件推進能力
￮ 実施主体が当該活動の遂行に十分な能力を持つと考えられること。

７．プロジェクト実施者の熱意
￮ なぜ本プロジェクトを実施したいのか？という動機と、実現したいという意志が
応募資料から伝わること。



応募方法
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第1期プロジェクト募集期間
2019年1月21日（月）～2月22日（金）23:59

提出書類
① エントリーシート*（※めぐるでんきウェブサイトよりダウンロード）
② 団体概要*（パンフレット・定款／プロジェクト形式の場合はメンバーの所属組織の資料）
③ 役員名簿*（プロジェクト形式の場合はメンバーの所属・プロフィール）
④ 過去の活動実績
⑤ その他プロジェクトに関連する補足資料
*は必須項目

書類提出に関する注意事項
① 申請書類は電子メールのみ受け付けます。
② 募集期間中に限り、差し替えを認めます。
③ 必要に応じて、追加の説明資料の提出を依頼する場合があります。
④ 提出書類に不足がある場合には申請を受け付けません。また、申請書の記入漏れ等の不備がある

場合は、申請を受け付けない場合があります。
⑤ 締切日以降の受付は一切いたしません。

申請書の提出先
meguru@meguru-energy.com

プロジェクトに関するお問い合わせ
上記募集期間中に限り、meguru@meguru-energy.comでメールにて受け付けます。

mailto:meguru@meguru-energy.com
mailto:meguru@meguru-energy.com


第1期 スケジュール
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1月21日 プロジェクト募集開始（※めぐるでんきウェブサイトにて）

1月31日 プロジェクト募集説明会 ＠めぐるでんき本社（※任意）
19:00

2月22日 プロジェクト募集締切
23:59

2月下旬 プロジェクト審査（審査委員会）
➤決定・採択通知

3月10日 プロジェクト採択者説明会 ＠めぐるでんき本社（※必須）
10:00 ➤プロジェクトの今後の進め方／PRページの作成

4月1日 「めぐるスイッチ」ウェブサイトオープン
めぐるでんき個人向け小売開始
➤プロジェクトスタート（※ブログにて実施者が経過報告）
➤共感数に応じて寄付が集まる（年2回入金）

2020年2-3月 プロジェクト発表会（※日程未定）



選考
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１．書類審査（事務局）
・提出された書類の不備等をチェックします。
・必須書類の添付忘れ、必須項目の記入漏れに関しては原則不可となります。
・その他事務局が必要と判断した場合は追加資料または訂正を依頼する場合があります。

２．選考（審査委員会）
・プロジェクト審査委員（4名）が、選定基準に基づき、プロジェクト応募書類を
審査します。

・4人の合議の上、プロジェクトの採択を決定します。
・選考結果は採択者および不採択者双方に、即日事務局よりメールで連絡します。
・選考結果についての質問は通知後1週間以内にメールにて受け付けます。

※プロジェクト採択者は3/10(日)10:00~採択者向け説明会の出席が必須となります。
（プロジェクトメンバーのうち最低1名）
どうしても都合により出席できない場合はあらかじめ事務局にご連絡ください。



プロジェクト審査員
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深尾 昌峰
㈱PLUS SOCIAL 代表取締役

広石 拓司
㈱エンパブリック 代表取締役

北原 まどか
NPO法人森ノオト 理事長

山本 達也
清泉女子大学 教授



FAQ（よくある質問）
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Q1.めぐるスイッチは普通のクラウドファンディングと何が違うのですか
A1.めぐるスイッチは電気をスイッチした人が共感するプロジェクトを選択すると、電気代の一
部がプロジェクトに対して、寄付される仕組みです。いくら集まるかはプロジェクトが始まっ
た段階ではわかりませんが、プロジェクトの魅力をめぐるスイッチのウェブサイト上で継続的
に発信することで、より多くの共感者を地域で集めることが可能です。

Q2.「おっけー」とは何ですか？
A2.「おっけー」とは、共感を表すめぐるスイッチ独自の指数です。Facebookの「いいね！」
のようなものです。「おっけー」は電気契約をめぐるでんきにスイッチした時に応援プロジェ
クトを契約者が選択した時と、プロジェクトのブログ記事に対しておっけーボタンを押した時
の2通りの方法「おっけー」が加算されます。

Q3.寄付額はどのようにして決まるのですか？
A2.プロジェクトへの寄付額は電気契約をスイッチした人の電気代が原資（低圧1契約につき
100円／月）となります。電気をスイッチした時に選択されたおっけーと、更新される記事の
おっけーの合算値がそのプロジェクトの総おっけー数となり、集まったおっけー数に応じて寄
付額から事務経費を引いた金額がプロジェクトに寄付されます。（年2回・9月と3月を予定）

Q4.寄付額をプロジェクト予算に組み込むことは可能ですか？
A4．A1,3で記載した通り、プロジェクト開始時点ではどのくらい寄付が集まるかは未定で、あ
とから共感数に応じて寄付が入金される仕組みなので、プロジェクト予算に組み込むのは望ま
しくありません。予算は別途組んだ上で、プラスアルファとしてめぐるスイッチの寄付を考え
るのが適当です。



FAQ②（よくある質問）
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Q5.プロジェクトのエリアは城北エリア以外でもできるのですか？
A5.城北エリアをメインとした活動が基本ですが、城北エリアを中心にそれ以外に広がる場合
はその旨記入ください。

Q6.団体は設立していないのですが、可能ですか？
A6.任意で「○○プロジェクト」などの名称を付けたプロジェクト形式でのエントリーが可能
です。但し、一過性のもの、あるいは個人によるものではなく、必ず複数（2人以上）での申
し込みをしてください。

Q7.プロジェクトに応募しようと思うのですが、めぐるでんきの電気契約をしていないのです
が大丈夫ですか。
A7.プロジェクト実施者は電気契約者でなくてもエントリーいただけます。

Q8.イベントを考えているのですが、可能ですか？
A8.地域を活性化する活動や地域課題の解決を目的とした活動は、一過性でなく、継続的な活
動であるべきという考えを基本としています。従って単発のイベントについては原則認められ
ません。継続的な活動の中にイベントやワークショップがある場合は問題ありません。

Q9.採択されやすいテーマや活動などはありますか？
A9.特に特定のテーマに対して優劣をつけることはありませんが、選ばれたテーマが地域の
ニーズに合っているか、適切な地域課題の設定がされているかは審査の対象となります。基本
的にローカルな活動がベースとなりますので、身近な課題や生の住民の声などがわかりやすく
記載されていると、説得力が増します。



FAQ③（よくある質問）
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Q10.継続性を重視するのにプロジェクト期間は1年なのですか？
A10. プロジェクトは進むにしたがって当然変化・発展し、新たな課題が出てきたり、当初の
方向と違う可能性が見えたりしてきます。めぐるスイッチではそうしたプロジェクト自体の変
化・発展もプロジェクト実施者が継続してブログで発信することでもらうことで、参加者の共
感の輪が広がり、更にプロジェクトが大きくなることを期待しています。1年間で期間を切る
ことで緊張感をもってプロジェクトに取り組んでいただきたいという意図がありますが、プロ
ジェクト終了前に2年目以降にプロジェクトを継続したい場合は、継続プロジェクト向けのエ
ントリーを用意する予定です。

Q11.プロジェクトが途中で大幅に変更したり、やめる場合はどうなるのですか？
A11.原則的に最低1年間は続けていただくことが前提ですが、やむを得ない理由で当初の予定
を大幅変更をする場合や、活動を辞めざるを得ない場合は、事前に必ず事務局にご一報くださ
い。

Q12.プロジェクト成果発表会とは何ですか？
A12.詳細は未定ですが、2-3月に全プロジェクト実施者に1年間のプロジェクトの成果発表を
行っていただきます。原則プロジェクト実施者全員が出席し、事務局、プロジェクト審査員に
加え、地域の方など、オープンな場で行うことを想定しています。

Q13.めぐるでんきが供給する高圧施設の契約はプロジェクトに寄付されるのですか？
A13.高圧施設では、どういった使途で寄付を使うかは個別に契約者と協議の上決定されます。
額が大きくなる場合は特定のプロジェクトだけではなく、複数に按分される場合もあります。



運営会社

商号
めぐるでんき株式会社
MEGURU Energy Co.,Ltd.

本店所在地
東京都板橋区板橋３-４-９
メゾン・ド・フルール板橋１０１

設立 2017年8月1日

事業内容

• 再生可能エネルギーによる発電事業
• 電力小売事業（小売電気事業者登録）
• スマートシティ／スマートコミュニティ事業
• 社会インパクト投資事業

資本金 1,000万円（資本準備金含）

株主構成
渡部健
たまエンパワー株式会社
藤井克昌

役員構成
代表取締役 渡部健
取締役 山川勇一郎
取締役 藤井克昌

取引行
三井住友銀行 ときわ台支店
西武信用金庫 池袋支店
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“でんき”の特徴と地産地消の意義

でんきは誰もが身近に利用している商材
使うか・使わないか、という選択ではなく、どの電力会社から買うか、あるいは自分で
創って使うか、それを選択するもの＝税金に近い形のもの

電力会社

電気代

めぐるでんき

電気代

地域を
より良くするための
でんきの選択

地域課題解決

地域でお金がめぐり
地域の豊かさになって

戻ってくる

電気代の一部を
地域に再投資

外部流出



お金のインパクト

板橋・豊島・北・練馬（いわゆる城北地区）の電力の市場規模（想定）

豊島区 板橋区 北区 練馬区 備考

人口 284,412 557,197 345,227 723,593 区HPより

世帯数 175,061 297,994 190,197 360,540 区HPより

一般家庭電力料金（年間） 210億円 350億円 220億円 430億円 世帯数×12万円／年で計算

自治体・企業等電力料金（年
間）

200億円 220億円 120億円 160億円 2013年度CO2排出量より推定
CO2排出係数0.4kg-
CO2/kWhとして電力による排
出を0.5とした

合計 410億円 570億円 340億円 590億円

板橋区内の電気代は年間約570億円、これが区外に流出している

これを地域に取り戻すアクション＝めぐるでんきを選択

この利益を地域活性化資金として再投資


