
道営電気事業のあり方検討委員会

（第３回会議）

議 事 録
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１ 開会

【出口主幹】

それでは、ただいまから、道営電気事業のあり方検討委員会（第３回会議）を開催しま

す。

開会に当たりまして、伊藤公営企業管理者からご挨拶を申し上げます。

【伊藤公営企業管理者】

ご挨拶を申し上げます。

道営電気事業のあり方検討委員会の第３回目の会議でございます。

皆様方には、何かとお忙しいところ、本日、このようにご出席いただきまして、まこと

にありがとうございます。

本委員会も今回で３回目でございます。第１回の委員会は５月にありましたけれども、

道営電気事業の概要や、これまでの検討委員会の検討の経緯などについてご説明を申し上

げ、第２回は７月でございましたが、夕張川水系の発電所を実際に視察していただいたと

ころでございます。

かなり老朽化した施設もございましたので、委員の皆様方におかれましては、実際に発

電施設をごらんいただいたことによりまして、道営電気事業の現状について、さらにご理

解を深めていただいたかと思っております。

さて、本日の第３回委員会でございますが、道営電気事業を取り巻く諸情勢について、

専門家の方からご説明を頂戴することにしております。

公営電気事業経営者会議の浅見様、稲倉様は、ご多忙の中を東京からお出でいただきま

した。厚く御礼を申し上げます。

今朝の朝刊で各紙が大きく報道しておりましたけれども、経産省の新エネ小委員会で、

固定価格買取制度の本格的な見直し作業に入ったということがございました。太陽光は縮

小に向けて見直しが進むようでございますし、過小な小水力や地熱を伸ばすべきだという

ようなご意見があったやに報道されておりました。

こうした見直しは、本道における新エネルギー拡大のシナリオにも大きく影響してくる

ものかと思います。さらには、国の電力システム改革の動向にも影響が及んでくるという

ことも考えられるかと思います。

このように、電気事業を取り巻く環境が次々と変化しております中、本日は、現在進ん

でおります国の電力システム改革の動向や電気事業者の経営への影響、公営電気事業を取

り巻く環境の変化、また、本道における新エネルギー拡大に向けた政策方向などにつきま

して、それぞれご説明を頂戴し、本委員会での今後の具体的な議論につなげてまいりたい

と考えております。

委員の皆様方におかれましては、これまで同様、活発なご議論を賜りますよう、よろし

くお願いを申し上げます。
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以上でございます。

２ 説明者紹介

【出口主幹】

本日の委員会におきましては、設置要綱第４条第３項に基づき、施策等の関係機関の担

当者のご出席をいただき、説明をいただくことになっております。

ここで、説明いただく皆様をご紹介いたしたいと思います。

まず、電力システム改革について、固定価格買取制度について、公営電気事業経営者会

議の動向についてご説明をいただきます事務局長の浅見正和様です。

同じく、公営電気事業経営者会議主幹の稲倉宗俊様です。

次に、道のエネルギー政策についてご説明をいただく道経済部産業振興局環境・エネル

ギー室の水口主幹です。

以上、よろしくお願いいたします。

それでは、北委員長、よろしくお願いいたします。

３ 議事

【北委員長】

それでは、早速、議事に入らせていただきたいと思います。

本日のスケジュールでございますが、お手元の会議次第に基づいて進めてまいります。

まず、おさらいの意味で、これまでの委員会の開催概要につきまして、事務局から報告

を受けることといたします。

そして、本日のテーマでございます道営電気事業を取り巻く情勢の変化等につきまし

て、今ご紹介いただきました関係機関の皆様からご説明をいただき、その後、ご説明に対

する質疑を行うこととさせていただきたいと思います。

本日の終了時間は午後３時ごろと考えてございますので、ご協力のほどをお願いいたし

ます。

それでは、これまでの委員会の開催概要につきまして、事務局からご報告をお願いいた

します。

【出口主幹】

発電課の出口でございます。

私から、前回までの委員会の開催概要につきましてご説明いたします。

両面になっております別紙１をごらんください。

まず、５月２９日に開催いたしました第１回委員会ですが、委員長には北委員を選任い

たしました。

議事につきましては、道営電気事業の概要説明ということで、企業局の概要、公営企業
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に関する法令、事業の経営状況などについてご説明をし、あり方検討の経緯などにつきま

しては、今までの検討状況、議会議論の推移、老朽化施設の取り扱いなどの課題整理の状

況についてご説明をいたしました。

その際、その下の記載にありますとおり、委員の皆様からのご質問を受け、お答えした

ところでございます。

続いて、検討委員会の今後の進め方及びスケジュールにつきまして、全体で１０回程度

の会議を予定しているなど、事務局案を提示いたしまして、委員の皆様からご意見をいた

だきました。

ご意見につきましては、表の下から裏面に書いてあるとおりでございます。

なお、今後の進め方につきましては、北委員長に一任することを決定いたしておりま

す。

次に、第２回委員会ですが、７月２４日と２８日の２回に分けまして、夕張川水系の発

電施設であるシューパロ発電所、シューパロダム、滝の上発電所の改修事業、滝下発電所

の現地視察を行いまして、委員の皆様全員にごらんをいただいたところでございます。

以上、前回までの開催概要について一通りご説明させていただきました。

続きまして、別紙１の表面の主な質疑応答の一番下にございます矢島委員から出された

ご質問です。こちらに対する回答と裏面の一番上にございます佐藤委員からいただいたご

提案につきまして、回答が保留となっておりましたので、武田局長からご回答させていた

だきたいと思います。

【武田局長】

武田でございます。座って説明させていただきます。

まず、これまでの進め方の中で、矢島委員からございまして、今回の検討委員会でも民

間譲渡した場合のメリット、デメリットを総合的に検証してまとめることになっているわ

けでありますが、これまでの平成１８年の１回目、平成２２年の２回目の委員会で具体的

にどのようなところまで議論されていたのかというご質問がございまして、その場で明確

なお答えができませんでした。

まず、結論から申し上げますと、平成１８年の最初の委員会では、それぞれ存続、譲渡

する場合について、例えば、存続する場合については、当時の電力自由化の進展等いろい

ろな動きがございまして、将来的に資金不足が懸念されるなど、経営する上で非常に厳し

い見通しとなると言われており、また、譲渡する場合についても、老朽化施設の取り扱い

の課題があるというような意見が出されておりましたが、具体にメリット、デメリットを

列挙して対比して判断するというような議論とはなってございませんでした。

また、平成２２年の委員会におきましても、譲渡する際にも未確定な部分がいろいろあ

るということや、発電施設の環境価値の考え方が定まっていないという議論がございまし

た。一方、存続するとなると、当時、北電との１０カ年の卸供給契約ができたということ
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もございまして、経営の安定性が確保されるというような議論を経て判断をいただいたわ

けでございますけれども、この場合におきましても、具体的なメリット、デメリットを比

較しながら議論するというような議論にはなってございませんでした。

今回の委員会で、次の第４回目の委員会に向けまして、事務局で譲渡した場合に考えら

れるメリット、デメリット等につきまして整理をして、お示しをして、そのものも含めて

委員会においてご議論をいただきたいと考えております。第４回目にご提示したいと思っ

ています。

それから、今後の進め方に関しまして、佐藤委員からございましたが、公営電気事業者

を民間の事業者はどのような見方をしているのか、マーケットサウンディング、あるいは

ヒアリングという形で声を集約できないかというお話がございました。

この件につきましては、公営電気事業経営者会議におきまして、電気事業法で言います

特定規模電気事業者、いわゆる新電力に対しての実態調査を行っておられます。

調査の内容については、公営電気事業者からの電力の購入意向があるかないかなどの電

力調達に関するアンケート調査や既に電力の供給を行っている新電力の数社から意見、要

望等を直接聴取したと伺っております。この調査結果につきましても、次回の第４回委員

会でお示しをしたいと考えております。

以上でございます。

【北委員長】

どうもありがとうございました。

それでは、今のご説明等に関しまして、ご質問等はありますでしょうか。

（「なし」と発言する者あり）

【北委員長】

それでは、前回の議論の中でもございましたが、道庁の新エネルギー導入拡大に向けた

基本方向で数値目標が出されていて、その中で道営電気事業をどう位置づけていくかとい

ったことや、国のエネルギー政策が不透明な状態で、温暖化問題に対する国際的な枠組み

も先が見えない中で、いろいろな情勢の変化がこれから先もあるということなので、この

あたりを少し整理して、現状でどういう状況になっているのかということをご理解いただ

いた上で深い議論に入っていきたいと考えているところです。

それにつきましては、今回配付されております資料１が電力システム改革についてで

す。資料２が固定価格買取制度についてです。資料３が公営電気事業経営者会議の動向に

ついてということで、国の動向全般について取りまとめていただいたものでございます。

こちらにつきまして、きょう、わざわざお出でいただいております公営電気経営者会議

からご説明をお願いできればと思っております。よろしくお願いいたします。



- 5 -

【説明者（稲倉主幹）】

公営電気事業経営者会議の稲倉と申します。

私から、電力システム改革についてと固定価格買取制度について説明させていただきた

いと思います。座って説明させていただきます。

それでは、スライドの２ページをお開きください。

まず、電力システム改革でございます。

こちらについては、平成２５年４月２日に電力システムに関する改革方針ということで

閣議決定されております。

その中で、三つの目的がございまして、一つ目として、安定供給を確保する、二つ目と

して、電気料金を最大限抑制する、三つ目として、需要家の選択肢や事業者の事業機会を

拡大するということでございます。

まず、一つ目の安定供給の確保でございます。

こちらについては、東日本大震災以降、原子力発電への依存度が大きく低下し、大半の

発電が既存火力に依存する中、分散化電源を初め、多様な電源の活用が不可避となってお

ります。特に、出力変動を伴う再生可能エネルギーの導入を進める中でも、安定供給を確

保できる仕組みを実現する必要があること、これまでと同じ価格で需要に応じて幾らでも

電力供給する仕組みではなく、需要家の選択により需要を抑制したり、震災後、需給逼迫

に対し、ほかの地域からの融通で対応しようにも供給力の広域的な活用に限界があったこ

とから、地域間の電力融通等の指示を行うことができるシステムを導入して、需給逼迫へ

の備えを強化するということがあります。

二つ目の電気料金を最大限抑制についてです。

こちらについても、原子力の比率の低下、燃料コストの増加等による電気料金の上昇圧

力の中にあっても、競争の促進、全国大で安い電源から順に使うこと、メリットオーダー

の徹底で、需要家の選択による需要抑制を通じた発電投資の適正化によって電気料金を最

大限抑制することとなっております。

三つ目の需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大についてです。

こちらについても、震災を機に、電力を選択したいという国民意識が高まって、決めら

れた価格で購入することを当然だと考えない需要家が増加しているため、電力会社、料金

メニュー、電源などは選びたいという需要家のさまざまなニーズに多様な選択肢で応える

ことができる制度に転換します。

また、他業種、他地域からの参入、新技術を用いた発電や需要抑制政策などの活用を通

じてイノベーションを誘発し得る電力システムを実現するというふうになっております。

次に、スライドの３です。

こちらについては、今ご説明した三つの目的を達成するために三つの柱がございます。

まず、第１段階としましては、広域系統運用の拡大、第２段階として、小売及び発電の



- 6 -

全面自由化、第３段階として、法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保が

ございます。

さらに、今回は、大きな事業体制改革を伴うものということで、関連する法案の手当な

どを含め、十分な準備を行った上で慎重に改革を進めることが必要なため、実施を３段階

に分けて、各段階で課題克服のための十分な検証を行い、その結果を踏まえて必要な措置

を講じながら実行するものということで、３段階で実施することとなっております。

次に、スライドの４です。

電力システム改革の工程表です。

まず、第１段階の広域系統運用機関の設立を含む改正電気事業です。

こちらについては、平成２５年１１月１３日に成立して、平成２７年４月１日に施行と

いうことで、もう決まっております。

次に、第２段階の小売全面自由化です。

特に小売に関係が深い卸系の撤廃については、平成２６年６月１１日に成立し、施行に

ついては未定ですけれども、国の意向として聞いている中では、平成２８年４月１に施行

するように鋭意努力しているという話を聞いております。

第３段階の送配電部門の法的分離については、平成２７年の通常国会に提出することを

目指しているということです。

次に、スライドの５ページです。

改革の主な内容についてご説明したいと思います。

まず、第１段階の電力広域的運営推進機関の成立でございます。

こちらについては、現行の制度では、各電力会社のエリアごとに需給管理を原則として

おります。

そのため、災害等による需給逼迫時に他地域からの電力融通など、広域的な系統運用は

事業者の自発性に委ねたい。そのため、今後においては、電力需給の逼迫や出力変動のあ

る再生可能エネルギーの導入拡大に対応するため、国の監督のもとに報告徴収により、系

統利用者及び情報を一元的に把握します。そして、平常時、緊急時を問わず、安定供給体

制を抜本的に強化して、あわせて電力コストの低減を図るため、広域的な系統運用を拡大

して、発電所を全国レベルで活用する仕組みとして、電力広域的運営推進機関を創設とい

うことになっております。

また、中部－東京電力間の６０ヘルツと５０ヘルツの周波数変換装置の増強で、各電力

間の地域間連系線の運用見直し、そして、電力会社の区域を越えての電源を有効活用とい

う需給の調整機能を強化するという意味合いもございます。

電力広域的運営推進機関については、７月３０日付で認可申請を広域的運営推進機関の

発起人が申請を提出しておりまして、本年度の８月２２日に国で認可されております。

次に、第２段階はスライドの６ページです。

第２段階の主なものとしては、事業類型の見直し、ライセンス制と卸規制の撤廃がござ
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います。

まず最初に、ライセンス制です。

現行の一般電気事業者については、現行制度では一貫体制を前提としています。でも、

改革後については、供給義務の撤廃を伴うため、一貫体制を前提とする必然性はなくなり

ます。そのため、小売電気事業者、送配電事業者、発電事業者といった事業類型ごとに新

たにライセンスを付与する制度を創設することになります。

また、それぞれの事業の特性に応じた規制を及ぼすことのできる制度となっておりま

す。

次に、スライドの７です。

こちらについては、現行制度とライセンス制の比較を書いております。

新制度においては、送配電事業者については、また区分が分かれておりまして、一般送

配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者の三つに分かれております。ということで、

新制度のそれぞれの事業者ごとに制度をつくることになっております。

次に、第２段階の卸規制の撤廃ということで、８ページです。

まず、卸規制については、一般電気事業の供給義務、料金規制を補完する仕組みとして

措置されておりました。その卸規制を撤廃することによって、卸電力の活性化、ひいて

は、小売市場における競争環境の実現、低廉で安定的な電力供給に資するために卸規制の

撤廃ということになっております。

また、下の表についてです。

こちらに第２段階が施行された後の姿を書いております。

制度的環境ということで説明させていただくと、第２段階が行われたら、公営電気事業

については位置づけの変更、そして、今は卸供給事業者ですけれども、第２段階が施行が

されたら発電事業者となります。詳細については、今、検討されているところですけれど

も、発電事業者となるかと考えております。

規制緩和ということで、現在、総括原価方式による卸料金規制がかかっておりますけれ

ども、これも、卸規制の撤廃によって、卸料金の規制がなくなるということで、市場価格

でのプライシングが可能となります。

制度上の制約ということで、卸供給事業者については、電源立地地域対策交付金の交付

対象については、一般電気事業者への売電となっておりましたけれども、昨年度は、法の

改正をいただいて、一般電気事業者以外に電力を売電する場合については、交付金の交付

対象になるということになっております。

ただ、平成２８年度以降、ライセンスや、それぞれの事業者分類になった場合にどうい

うふうに交付されるかという部分については、まだ決まっておりませんが、今後、平成２

８年４月１日に合わせて改正していくという話を聞いているところです。

次に、スライドの９になります。

第３段階の法的分離方式による送配電部門の中立性の一層の確保です。
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こちらについては、先ほど説明したとおり、平成２７年度に法案提出となっておりま

す。現在開かれる制度設計ワーキングにおいて検討されている状況ということで、まだ具

体的に固まってはいない状況ですけれども、考え方としては、既存の電力会社が運用して

いる送配電網については、再生可能エネルギー発電会社など、新規参入の業者が公平に利

用できるように送配電部門の別会社化により独立性を高めるという感じで進めることにな

っております。

次に、スライドの１０から１２です。

こちらが制度設計ワーキングで議論されていることになります。一応、公営で関係の深

い発電事業者の要件、または、今後出てくるであろう、スライドの１２にありますけれど

も、発電事業者と送配電事業者との差分のインバランスをどうするかということが議論さ

れている状況でございます。

最後に、スライドの１３になります。

卸電力市場の活性化と先ほど出ましたけれども、我が国の卸電力市場ということで、現

在、卸電力市場での取引量については、小売総販売電力の０．５％にとどまる。市場の厚

みが乏しく、電源の脱落時などに伴う大口注文が大幅な価格変動を引き起こしておりま

す。

赤くなっている「公営、電源開発等」というところがありますけれども、基本的な部分

については、一般電気事業者の相対取引が大半を占めているというふうになっておりま

す。

こちらについては、長期での固定的な契約が大部分を占めており、加えて、卸制によ

り、これらの多くが総括原価方式による価格で取引した結果、価格メカニズムが働きにく

いということで、我が国の卸電力市場については、今までの自由化の進展により、若干は

卸電力取引所の創設、取引参加者数の増大については図られたものの、まだ流動性が不足

した状況にあるというふうになっております。

次に、資料２です。

今回用意した資料については、固定価格買取制度ということですけれども、再生可能エ

ネルギーの動向も含めて全般的にご説明させていただければと思います。

では、スライドの１５になります。

まず、エネルギー基本計画です。

これは国のエネルギー政策の基本的な方向性を示すためのエネルギー政策基本法に基づ

き政府が策定するものです。

東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故を初めとしたエネルギー用電源

の国内外の環境の大きな変化を踏まえて、新たなエネルギー政策の方向性を示すものとし

て、原子力問題で紆余曲折しましたけれども、本年４月１１日に閣議決定されておりま

す。

エネルギー基本計画の中で、再生可能エネルギーの位置づけ等ですけれども、再生可能
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エネルギーについては、これまでのエネルギー基本計画を踏まえて示した水準をさらに上

回る水準として２０３０年の総発電量の約２割とする１０年見通しをさらに上回る水準の

導入を目指すと記述されております。

なお、現在、水力を含めて最大の電源比率については１割程度ということになっており

ます。

さらに、水力の位置づけです。

水力発電の流れ込み式については、ベースロード電源で重要な役割を担うもの、また、

地域の分散型エネルギーの需給構想の基礎を担うエネルギー源として活躍していくことが

記載されているところです。

次に、スライドの１６になります。

新エネルギー小委員会ということで、こちらについては、今ご説明したエネルギー基本

計画の内容を踏まえて、速やかにエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用の促

進に関する制度のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも

のとして行われております。

新エネルギー小委員会については、第１回が６月１７日に開催されて、昨日に第５回が

開催されております。

昨日の第５回の新エネルギー小委員会については、関係団体のヒアリングと再生可能エ

ネルギー導入に当たって直面する課題ということで、今まで出てきた課題の整理について

ご説明されております。

そして、関係団体からのヒアリングということで、北海道稚内の工藤市長様より、再生

可能エネルギー導入による地域へのメリット等ということでご説明がなされたところで

す。

また、新エネルギー小委員会の検討項目になりますけれども、風力や太陽光など、電源

ごとの導入拡大のあり方、導入に必要な政策と追加的コストの分析、固定価格買取制度の

あり方が検討されることになっております。

次に、スライドの１７です。

先ほども出ていましたけれども、水力発電の特徴を図で描いています。

左側の図は、流れ込み式水力についてはベースで、貯水池式、調整池式、揚水式につい

ては、中間帯のピークと、非常にすぐれた電源となっております。

さらに、右側の図ですが、ご承知のとおり、水力については、ほかの電源に比べてＣＯ

２を排出しない優れた電源となっております。

スライドの１８です。

水力発電の動向ということです。

先ほども出ましたけれども、現状の１０％ということでご説明したとおり、再生可能エ

ネルギーについては、水力が８．５％で、水力を除く再生可能エネルギーが２．２％とな

っております。こちらについては、買取制度前については２．２％のところが１．４％と
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いうことで、買取制度後に０．８％、増えている状況でございます。

次に、スライドの１９です。

再生可能エネルギーの導入拡大施策の変遷です。

まず、①の１９９７年にエネルギーセキュリティーの確保及び地球温暖化問題への対応

の必要性の高まりから、新エネ法が制定されております。補助金による支援から始まって

おります。

そして、②の義務量の枠付けということで、電気事業者に再エネ電源の調達を義務づけ

るＲＰＳ制度がつくられております。

そして、③として、固定価格での買い取りで太陽光に対する余剰電力買取制度が開始さ

れて、２０１２年７月から固定価格買取制度が開始しております。

固定価格買取制度については、再生可能エネルギーの部分については、コストが高い稼

働により、そのままではなかなか普及が進まなかったということで、電気利用者の皆様の

力をかりて、再生可能エネルギーが私たちの暮らしを支えるエネルギーの柱の一つとなる

よう育てるための制度としてスタートしております。

具体的には、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを用いて発電された電気を国が定

める価格で、一定期間、電気事業者が買い取ることを義務づけるものとなっております。

電気事業者が買い取りした費用については、使用電力に比例した再エネ賦課金によって

賄うものとして、国民の皆様が負担することとなっております。

次に、スライドの２０になります。

再生可能エネルギーの設備容量の推移です。

２００３年にＲＰＳ制度で、２００９年に余剰電力買取制度、２０１２年に固定価格買

取制度ということで、伸び率が５％から９％、買取制度以降はその効果もあって３２％ほ

どに急激にふえている状況でございます。

新エネルギー小委員会から出ていますけれども、今、設備認定量が約７，０００万キロ

ワットとなっており、７，０００万キロワットを導入した場合については、電力会社によ

っては最低の需要より重くなるということで、系統連系の申し込みに対する回答の保留と

いう形で措置がなされているところです。

また、この系統の問題については、一応、本日、系統ワーキングが国で開催される予定

となっています。

スライドの２１になります。

固定価格買取制度の新規買い取り区分ということで、平成２６年４月から新たに買い取

り対象が追加されております。

当初は、水力については、新規、もしくはリニューアルについても新規相当の改修をし

た場合のみ、固定価格買取制度が対象となっておりましたけれども、平成２６年４月か

ら、既設導水路活用型ということで、導水路等の土木設備については、どうしても耐用年

数が長いということで、導水路等についてはそのまま活用し、水圧鉄管、電気設備等だけ
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を改修する場合についても、買い取りの対象とするということで、買い取り区分の範囲が

拡大されております。

買い取り価格については、新規と違って土木設備はそのまま使うということで、土木設

備分を引いた価格となっております。

１，０００キロワット以上３万キロワット未満が１４円、２００キロワット以上１，０

００キロワット未満が２１円、２００キロワット未満が２５円という形になっておりま

す。

最後となりますけれども、平成２６年度の固定価格買取制度の調達価格です。

現実的に言って、太陽光以外は当初からいけば据え置きとなっております。ちなみに、

本年度については、洋上風力と先ほど説明した既設導水路活用型が新設されております。

太陽光につきましては、１０キロワット以上が３２円です。一番最初が４０円で、昨年度

が３６円、３２円というふうに順々に下がってきております。

１０キロワット未満については、現在は３７円ですけれども、当初が４２円で、昨年度

が３８円と、調達価格算定委員会で議論を踏まえて、順々に引き下げられているところで

す。

以上で私のご説明は終わります。

【説明者（浅見事務局長）】

公営電気事業経営者会議事務局の浅見です。

引き続いて、資料３について説明させていただきます。

それでは、座ってご説明させていただきます。

公営電気事業の現状ですけれども、資料３の２５ページをお開きいただきたいと思いま

す。

上段にありますように、公営電気事業とは、地方公営企業法に基づいて地方公共団体が

経営する電気事業ということで、１ページ戻っていただいて、灰色に塗った都道府県で

す。北海道を初めとする２６事業者で構成されており、本年４月１日の発電所数は３２２

地点、最大出力が２４０万６，０００キロワット、原発約２基分に相当しております。

公営電気事業の歴史でございますが、２５ページの下の段にありますように、我が国の

公営電気事業は、京都市が明治２４年に蹴上発電所で実施して以来、１２０年以上経過す

る中で、さまざまな変遷を経ながら現在に至っているところであります。

戦前の主な公営電気事業としては、高知県が明治４２年に県営平山発電所を展開したの

に続きまして、多くの公営電気事業が開設され、地域への直接供給等を行っていました。

昭和１３年に交付された電力管理法によりまして、公営電気の発電設備については、神

奈川県を除いて日本発送電あるいは各配電会社に吸収されてしまいましたけれども、戦

後、逼迫した電力需要を解消するには、電力会社だけでは、資金的にも人材的にも不足

し、開発に支障を来していたということもありまして、地方公共団体は、電源開発や地域
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産業の振興、住民福祉の増進を目的として、公営電気事業を創設し、政府の公的資金を得

て積極的にこれに参画していったということです。

昭和２６年に発送電一貫の今の一般電気事業者ができたときに、公営電気事業者につき

ましては、卸電気事業者ということで事業展開していったということになっております。

その後、高度成長期に入りますと、安価な石油の調達が可能になったということで、大

規模火力発電所の出現などにより、公営電気による水力開発が一時スローダウンしました

けれども、オイルショック以降は、石油代替エネルギーの確保ということで、中小水力の

発電の担い手として水力開発の促進に努めてきたところであります。

水力発電については、今後とも、環境に優しい持続可能な電源として、その開発を積極

的に進めることとしております。

また、平成８年には、廃棄物の有効利用の観点から、ごみ焼却場の蒸気をガスタービン

で再加熱するスーパーごみ発電所が群馬県で建設されるとともに、ごみ固形化燃料の三重

県のＲＤＦ発電所も運転を開始しております。

また、近年では、太陽光発電や風力発電等の再生可能エネルギーにも積極的に取り組ん

でいるところであります。

今、我々がおります公営電気事業経営者会議につきましては、昭和２８年７月に北海道

を初めとする１３会員で設立されまして、本年６０周年を迎えたところであります。

その後、会員数が順調に増えてまいりまして、昭和６３年には３４会員となりました

が、その後、電気事業から脱退する会員が出たということで、現在は２６会員となってお

ります。

それでは、２５ページの中段の組織をごらんいただきたいと思います。

現在の会長は神奈川県です。副会長は山梨県と宮崎県です。理事につきましては、ブロ

ックごとの理事１名と専務理事となっておりまして、監査を担当する監事が２名となって

おります。

事務局ですけれども、専務理事と私事務局長と県から派遣の主幹２名で、現在は宮崎県

と富山県から来ていただいておりますが、それと主事の５名で事務を取り扱っているとこ

ろでございます。

それでは、２６ページに移らせていただきます。

業務内容ですけれども、大きく分けて三つとなります。

まず、関係省庁向けということで、経産省、総務省、国交省等と協議、調整を行ってお

ります。また、国等への要望事項の立案と要望活動も行っています。そのほか、昨今、話

題になっております制度設計ワーキング、新エネルギー小委員会、広域的運営推進機関等

への出席等で情報収集を行いまして、会員への情報提供を行っているところであります。

会員向けとしては、総会、理事会、管理者局長会議の企画、開催、運営を行っておりま

す。この電力システム改革に対応するために、今年度から経営戦略ワーキングを設けまし

た。これにつきましては、各理事の課長クラスの方で構成して、重要事項を検討し、理事
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会に諮問するというような形をとっております。そのほか、各会員で手分けをして、総

務、経営、技術の３専門委員会体制をとりまして、企画、開催、運営を行っております。

そのほかに、総務経営・技術講習会、技術研究会、技術継承研修等の企画運営等を行いま

して、会員の技術並びに必要な情報の共有を図っているところであります。また、設備、

料金、決算資料等の取りまとめを行いまして、会員への情報提供を行っているということ

で、そのほか関連する情報資料の収集と分析を行って会員への情報提供を行っているとこ

ろであります。

三つ目の関係団体ですが、電力会社、電事連、卸供給事業者、新電力等との協議、調整

等も行っております。また、関係機関として、新エネルギー財団、電力土木技術協会、日

本電気協会、日本電力調査会等との理事、評議員、各種委員を務めているところでありま

す。

次に、２７ページをごらんいただきたいと思います。

公営電気の契約種別の電源の状況ということでまとめております。

水力発電所につきましては、２８６地点、２３１万４，０００キロと、ほとんどを占め

ているということになります。それ以外に、風力発電所が１０地点、３万７，０００キ

ロ、廃棄物発電所は２地点、これも３万７，０００キロ、太陽光発電所につきましては、

２４地点の１万８，０００キロということで、合計で３２２地点の２４０万６，０００キ

ロが現状でございます。

続きまして、２８ページの新規発電所地点であります。

今年度の４月以降に運転を開始した発電所ですけれども、秋田県の萩形発電所、岩手県

の胆沢第三発電所、山口県の相原発電所、山梨県の大城川発電所が水力です。それに、群

馬県の亀里太陽光発電所の５カ所が現在まで運転しており、合計２，５８１キロワットと

なっております。

建設中の発電所は１３地点ということですけれども、北海道のシューパロの２万６，６

００キロワットを含めまして１３地点、３万８，６４５キロが現在建設中です。

太陽光発電所につきましては、新潟県東部３号系列の１万５，０００キロワットを含む

８地点、２万５，８２９キロワットでございまして、いずれもＦＩＴ対応で建設をしてい

るということになっております。

続きまして、先ほど言いましたように、公営電気事業の発足から順調に会員数を伸ばし

てきましたけれども、地方行財政計画の方針を受けまして、平成１５年度以降、電気事業

のあり方について各団体で検討されまして、ちょっと前ですけれども、１４年度には広島

県が、１６年度に福島県と和歌山県が、１９年度に入りますと青森県と埼玉県、そして、

至近の２１年度には、石川県、福井県、兵庫県の８会員が電気事業から撤退されておりま

す。

これらの発電設備については、一般電気事業者または電力の関連会社に譲渡されており

ます。
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発電所の地点数の推移でございますが、２９ページのとおり、会員数の減少によりまし

て落ち込んできましたけれども、その後の新規地点の開発により、発電所数としては増加

傾向に推移しているのが見られるかと思います。

しかし、３０ページの最大出力、電力量の推移にありますように、規模の大きな石川、

福井、兵庫、三重の譲渡がありまして、トータル的には下がっているのが読み取れるかと

思います。

このような中、現在、三重県におきましては、平成２４年度から３カ年で、今年度末に

中部電力への譲渡が完了する予定となっております。

また、三重県がやっておりますＲＤＦ発電事業につきましては、平成１４年度から２８

年度までの１５カ年について、企業庁で事業を実施することになっておりますので、当

面、継続するということです。

その後につきましては、現在、県ということになっておりまして、その事業主体が企業

庁や知事部局であるかについては、まだ検討中ということになっております。

一方、長野県におきましても、電気事業のあり方検討におきまして、一時、譲渡の方向

で検討されておりましたけれども、固定価格買取制度の導入等の状況変化もありまして、

現在は継続することとされております。

次に、３１ページをお願いいたします。

平成２４年度から既設のＦＩＴ移行分を控除しておりますので、波線のところから若干

下がっておりまして、総額では下がっております。単価的にはやや下げどまり傾向が見ら

れますけれども、会員単価水準では、３２ページにありますように、１０円台の会員が２

会員ございますが、これにつきましては、入札をやっております東京都と事業譲渡途中と

いう要因による三重県の２会員でございます。

再生可能エネルギーにつきましては、先ほど説明いたしましたので、割愛させていただ

きます。

３６ページをごらんいただきたいと思います。

制度的環境につきまして、先ほど説明いたしましたけれども、下の段に事業環境と書い

てございます。

取引先の多様化ということで、一般電気事業者に加えまして、新電力のシェアが伸びて

おりまして、公営電力の買電に非常に興味を示しているということです。

それから、コスト構造の変化ということで、こちらについては１ページ戻って３５ペー

ジのグラフをごらんいただきたいと思います。

大規模な電源の新設が落ちついたということで、減価償却費が減少、支払い利息も企業

債の償還が進んだことにより低減し、自己資本報酬については下げどまりの傾向が見られ

るということです。この中で、修繕費につきましては、分解点検工事費等の増加によって

増加が見られているところであります。

平成７年に電気事業法が改正されまして、公営電気事業者は卸電気事業者から１５年間
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の経過措置ということで、みなし卸電気事業者となり、この経過措置の終了後、事業者に

よって５カ年から１６カ年の電力需給基本契約を結んで、現在、みなし卸電気事業者から

卸供給事業者ということで事業をやっておるというところでございます。

３７ページは、電力受給基本契約の満了時期を発電所の出力別にあらわしたグラフでご

ざいます。その多くが２０２０年以降に満了時期を迎えるという状況が見られます。

次に、電力小売の自由化が拡大する中で、地域参入者のシェアがなかなか進んでいない

という状況に鑑みて、地方公共団体による電源の売り入札の促進が叫ばれております。

このような中、３８ページの右側をごらんいただきたいと思いますが、東京都は、電力

需給基本契約を途中解約して入札を実施しまして、平成２５年４月から新電力のＦ－Ｐｏ

ｗｅｒへ供給しています。しかし、売電先を新電力に変更したことによりまして、東電か

ら５２億円余の解約に伴う費用を請求され、その後、１３億８，３００万円で調停が成立

したという状況になっております。

また、左の表の新潟県につきましては、今年度末で基本契約が切れるということで、平

成２７年度からの契約につきましては、入札制に移行するということで、今月の中旬には

入札公告をするというような情報が入っております。

また、３９ページに移らせていただきます。

本年６月に成立しました改正電気事業法の附帯決議におきまして、地方公共団体による

電源の売り入札の促進ということが附帯決議とされております。また、総務省からの通知

といたしましては、地方公共団体が行う売電契約につきましては、一般競争入札が原則だ

という通知も出ております。

また、審議途中の経済産業委員会におきましては、馬淵議員から自由化競争がなかなか

進まないということは先ほどの東京電力との解約に伴う負担等があるということで、政府

では何かガイドラインを示したほうがいいのではないかという発言がありまして、茂木前

経産大臣から、必要な対応を行っていきたいというような回答が出ております。

これを受けまして、公営電気としましては、７月２４日に国等への要望活動を行いまし

て、電力システム改革法案が成立して、平成２８年度を目途に小売発電の全面自由化が実

施されることから発電先の選択肢が広がることになります。

しかし、一般電気事業者との長期電力受給契約を締結しておりまして、法施行以降も契

約が残る事業者が多数あるわけでございますので、主体的経営を尊重するとともに、今後

の事業展開に対して不利益が生じないような必要な措置を講ずることということで、こち

らの要望書を提出しているところでございます。

続きまして、４０ページの卸規制撤廃後の売電先、料金設定です。

現在の総括原価における平均単価は、公営の平均で７円７４銭となっておりまして、先

ほどちょっと話が出ておりましたが、新電力へのアンケート等でも、買電可能な価格水準

は現行よりやや高いというアンケート結果もありまして、収入増加となる可能性はあると

いうことです。経営の高度化や適切に管理をすることで、今後も事業収入が見込めるので
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はないかと思います。

公営の立場としては、単に営利の追求のみが目的ではないにしても、より高い事業収入

を求めることは資産価値の最大の活用となり、地方財政の安定にも寄与できるのではない

かと考えられます。

卸規制は撤廃されますけれども、電力会社との長期基本契約が残っているため、今後、

公営電気事業を行う上でどのような買電料金が適正なのかについて、会員の中の専門委員

会で委託調査を来年度に予定しているところであります。

二つ目の長期安定経営のためのリスク管理手法です。

こちらにつきましては、水力発電は、初期投資が大きくて、長期安定的な投資回収が必

要なものの、発電電力量は天候に左右されるということで、渇水へのリスク対応が必要と

言われております。

過去の卸電力取引上の約定価格が６円台であったこともあるので、市場価格にさらされ

た場合に売電価格の下落が懸念されるところがある一方、原子力発電の再稼働がおくれて

おり、また、原子力発電の処理費の参入等の状況変化もあることから、市場価格に大きな

下落はないという見方もあります。

しかし、今後、入札制移行に伴い発生する発電量の変動に伴う収入の減少等のリスクが

増大することから、リスクを外部化したり、リスクを分散化することなど、民間経営の手

法を取り入れることで多様なリスク管理手法についても経営専門委員会で委託調査を行っ

ておりまして、報告書が取りまとめられることになっております。

続きまして、公営電気の意義です。

公営電気事業者は、一般電気事業者を通じて地元への低廉な電力を目的としております

が、今般、一般電気事業者の枠組みがなくなってしまうことから、この意義の希薄化が懸

念されます。一方、自己託送制度の活用や電力の小売も可能となってくるため、一つとし

て、自治体施設への電力の直接供給、二つ目として、自治体みずからが新電力となって、

地域資源である水力発電を活用して、地域の電力供給など地元への貢献度をさらに高めら

れるなど、さまざまな選択肢が考えられてまいります。

現制度下におきましても、千葉県柏市の柏の葉スマートシティにおけるスマートグリッ

ドのような事例、さらに、群馬県の中之条町において、町と新電力がタイアップしてつく

った中之条電力が地域ＰＰＳを設立して、９月から町の施設へ電力供給を行っているとい

うような事例も見られます。

公営電力の目に見えた活用方法として、自治体施設への電力供給についての基本モデル

をつくり、その採算性や課題について、こちらも総務専門委員会において委託調査を行っ

ておりまして、報告書を取りまとめる予定となっております。

最後になりますけれども、公営電気事業者は、これまで、長期にわたって中小水力の開

発の担い手として我が国の電力確保及び安定供給に貢献してきたところでございます。現

在も、行財政改革や東日本大震災を契機とした電力制度改革が進められておりますけれど
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も、公営電気事業者といたしましては、今後とも、水力を主体とした電源の開発や維持管

理を着実に行うとともに、再生可能エネルギーの開発を行う市町村への支援を行うなど、

さまざまな状況に的確に対応していく体制が必要だと思われております。

水力発電所の耐用年数は平均４５年とされておりますが、発電施設のリプレースなどに

より、出力増強等によるエネルギーの有効利用も考えられますので、引き続いて住民の貴

重な財産である設備の維持管理や技術継承を確実に行いまして、地域住民の福祉の増進に

引き続き寄与していく必要があると考えております。

以上で、私からの説明を終わらせていただきます。

【北委員長】

大変ご丁寧に、そして詳細に現状等についてご説明をいただきまして、大変参考になり

ました。どうもありがとうございました。

ここで、委員の皆様からご質問等はございますでしょうか。

今、電力システム改革が進んでおりますが、公営電気事業側からすれば、売電先の多様

化ということにもつながり、それほど大きな問題はないというか、むしろ、いい方向に行

っているような印象を受けました。ただ、電力会社との長期の基本契約というものがあっ

て、そこへの配慮が必要だということは注意しなくてはならないというお話でございまし

た。

何かご質問はございますでしょうか。

国の委員会の中で、公営電気事業のあり方等について、何か具体的な議論になったこと

はあるのですか。

【説明者（浅見事務局長）】

国からは特に議論はございません。今言われているのは、売り入札のほうに積極的に対

応してほしいという意見は出ておりますけれども、中小水力をまとめているのは公営電気

事業者だと認識されておりまして、今回の委員会についても委員として参加させていただ

いている状況でございます。

【佐藤委員】

資料３の公営電気事業経営者会議の動向の一番最後のページで、確認の観点から伺いた

いと思います。

まず、スライドの４０ページの上から３行目の「設備利用率に基づくと収入増となる可

能性が高く」というのは、基本的に公営電にとってもプラスに作用するということで理解

していいのかどうか、今後、判断の重要なポイントの一つになりそうなので、確認という

観点から質問をさせていただきます。

二つ目は、同じページの２段目の長期安定経営のためのリスク管理の最後の２行に、
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「今後リスクを外部化したり、リスクを分散化することなど民間経営の手法を取り入れ

る」という記載がございますが、例えば、どのような管理手法が今のところイメージされ

ているのか、簡単に事例等をご紹介いただければと思います。

三つ目は、公営電気事業経営者会議においては、過去、民間譲渡が特に大きかった平成

２２年度末と、その後、現在、会員の皆さんの意識の持ち方が随分変わったのではなかろ

うかと思います。そういった平成２２年度末の民間譲渡の流れと最近の状況について、会

員の皆さんの傾向等をご紹介いただければと思います。

以上の３点をお願いしたいと思います。

【説明者（浅見事務局長）】

それでは、収入に関する１点目につきましては、東京都の事例を見ますと、入札を実施

する前の単価が８円７４銭だったものが、現在は１４円５０銭で契約になっております。

また、新電力のアンケートにつきましては、今年度も事務局で行っておりまして、昨年度

に引き続いて取りまとめをやって傾向を分析したいということで、この辺につきまして

は、後で事務局から説明をしていただくことになるかと思います。

ざっと見たところでは、買う意欲は高いし、単価的にも今の総括原価よりは高くても買

えるぐらいの話は出ているという状況を見ると、今後とも、一定水準では値段がついてい

くのかなと思っております。

そういうことで、単価が上がって収益を上げられれば、事業者の安定経営には当然役立

つことになると思います。

２点目の話ですが、リスク管理ということで、民間の保険みたいなものを適用すると

か、会員で資金を出し合って共済制度をやるとか、幾つか考えられております。具体的に

どれが我々の体制に合うのかということにつきましても、ちょうど検討を始めたばかりと

いうことで、具体的な件については、今年度末ぐらいに取りまとめるということで会員に

情報を提供して、今後の対応を考えていきたいというところでございます。

平成２２年度以降の意識いうことですけれども、各会員があり方検討会等をそれぞれや

られて、その中で残っているところは皆さんの一定の理解が得られたということで事業を

継続という形になっております。そういう中で、今後とも、特にＦＩＴ制度ができたこと

もありまして、新規開発等も意欲的にやっていきたいという状況にあります。

【矢島委員】

事業譲渡の関連でお尋ねしたいのですが、最近の例として、発電所の事業譲渡が幾つか

あったというご説明でした。ただ、譲渡と言うと、譲渡先は極めて限られるのかなと思い

ますけれども、例えば、選択肢として、施設のリースとか運営の委託というようなことを

どこかで検討したとか、そういうケースはございますか。
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【説明者（浅見事務局長）】

今のご質問ですけれども、リースという検討はされていなかったように聞いておりま

す。基本的にそっくり事業を売却するような形で、その選択肢の中で、特に水力について

は関連の河川の水の管理の問題や地元等の関係もあって、地元の電力会社へ売却されたと

聞いております。

【北委員長】

ほかはいかがでしょうか。

（「なし」と発言する者あり）

【北委員長】

それでは、どうもありがとうございました。

次に、資料４でございます。

新エネルギー導入拡大に向けた基本方向ということで、道の経済部からご説明していた

だきたいと思います。

【説明者（水口主幹）】

環境・エネルギー室の水口と申します。座って説明させていただきます。

資料は、資料４－１と資料４－２でございます。資料４－２は、道が今年３月に策定し

た基本方向の本文でございまして、そのエッセンスをまとめたものが資料４－１の概要で

ございます。概要を使ってご説明させていただきます。

まず、１ページの趣旨です。

四角で囲っておりますが、北海道の可能性を最大限に発揮した新エネルギーの導入を加

速しまして、我が国のエネルギー拠点として、中長期的なエネルギーの多様化に貢献して

いこうということで、それに必要な条件の整備と導入目標なども含めまして、道の基本方

向としてまとめたものでございます。

めくっていただきまして、２ページから５ページにかけて、北海道のポテンシャルと課

題をまとめております。

まず、北海道におきましては、豊富な新エネルギー資源があります。四角で囲っており

ますが、風力とか地熱、中小水力の導入ポテンシャル―賦存量に一定の条件の発電設備

で設けられるかどうかというものを加味した導入ポテンシャルは全国１位であるというこ

とでございます。

また、道内は広うございまして、地域ごとに特色がございます。これを３ページにまと

めております。

例えば、太平洋側は、日照条件がよく、太陽光に向いていまして、日本海側は、風が強
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く風速が高いので風力に向いているとか、水の資源が豊富な地域は中小水力、家畜ふん尿

がたくさんあるところではバイオガスといった地域ごとの特色があるということでござい

ます。

４ページです。

道内におきましては、ここにいろいろ例示していますが、超電導の直流送電とか、大型

蓄電池システムの導入の実証とか、雪を使った冷房システムの実証といった先端技術の開

発、実証も動きがございまして、北海道はそういった実証開発を進めていく上での中心地

になる可能性があるということが二つ目でございます。

ポテンシャルがあり、実証開発に適しているプラスの部分もあるのですが、一方で、新

エネルギーを導入していこうというときの制約を（３）でまとめております。

まず、図にもありますが、北海道内の電力需要がほかの地域と比べましてはるかに小さ

いです。小さいことによって、変動する太陽光や風力を受け入れる余力が小さいです。小

さいのであれば、大きい余力のある東北や東京に送るということも考えられますが、北海

道と東北を結んでいる北本連系設備が６０万キロワットで限られており、送り出すにもパ

イプが細いため、そういった変動電源を入れるのに制約があります。また、よく言われま

すが、ほかのエネルギー源に比べてコストが割高ということです。ですから、固定価格買

取制度があるのですけれども、コスト低下に向けた技術開発を進めていかなければならな

いという課題があるところでございます。

ポテンシャルの課題も踏まえまして、６ページから８ページに、今後の基本的な取り組

みの方向ということで三つの柱で進めていこうと定めております。

まず、エネルギーの地産地消を進めていくということです。

一つ目は、今、地域でさまざまなアイデア、さまざまなプレーヤーがいろいろな構想を

立ち上げておりますが、そういった構想をきめ細かに支援いたしまして実現を図っていく

ということで、エネルギーの地産地消を進めまして、地域の活性化にもつなげていこうと

いうことです。

二つ目は、エネルギー関連の実証開発プロジェクトと生産拠点を集積していこうという

ことです。北海道は資源が豊富なものですから、さまざまな実証開発が提案されてきてい

ますので、そういったものを実現していきまして、関連する製造拠点や、さらに新しい実

証プロジェクトを誘導していきまして、本道経済の厚みやエネルギー産業の裾野を拡大し

ていくというのが二つ目の柱でございます。

三つ目の柱は、新エネルギーの導入を最大限進めていくための基盤整備をしていこうと

いうことでございます。先ほど申し上げた地域間連系線、道内の送電設備などのインフラ

の増強について国を挙げて取り組む整備手法を早期に確立していくよう関係機関に働きか

けていくということです。また、さまざまな実証を着実に促進していきまして、導入拡大

を図っていきます。また、技術開発を促進していくことということです。そして、最終的

に、北海道は日本におけるエネルギーの拠点となっていこうというためのインフラ整備を



- 21 -

進めていくということでございます。

この三つの柱で新エネルギー、再生可能エネルギーを導入していくのですが、それとあ

わせまして、エネルギーの効率的利用を進めていくということです。いろいろな部門ごと

の省エネの取り組みもそうですが、さらに分散型エネルギーシステム、スマートコミュニ

ティーの構築とか、北海道内でもそういう動きを進めていこうということを方向性として

掲げております。

この方向性に基づいた取り組みを進めまして、それによって導入していく導入目標を１

０ページ以降に整理しております。

こうした取り組みを通じまして、本道の可能性を最大限に発揮するための必要な条件を

①から⑤まで掲げておりますが、こういった条件を整備することで期待できる導入量を数

値目標として掲げましょうということです。

また、北海道内の電力需要に限りがある一方、例えば風力は全国随一の可能性を有して

おりますので、道内のみならず、本州地域への送電も想定しながら目標を立てようという

ことで設定しております。

条件整備については、地産地消の取り組みの拡大を含めた大型プロジェクトの実現、イ

ンフラ整備、技術革新というものを掲げておりまして、①から⑤のそれぞれにどれだけ導

入できるかという目標を立てております。

また、種別ごとに方向性を示しております。

全て軒並み増加させていこうということではなくて、北海道ならではのものを強くして

いこうという考えでございます。

太陽光については、小規模なものを中心に導入を図っていきまして、中期のメガソーラ

ーは、今、導入可能な部分を目標としましょうということです。

インフラ整備が進むことによって、再生可能エネルギーももっと大量に入れられる可能

性があるのですが、それによって入れていくのは風力という考え方をしております。国内

の数少ない好適地として条件整備、インフラ整備を図ることで大幅に導入を図っていこう

という考えです。

中小水力につきましては、３万キロワット以下としておりますが、１万キロとか２万キ

ロの中規模な水力については、ある程度、経済ベースに合うものは既に開発されていると

いう考えでございまして、今後、新たに入っていくものは、今まで利用されていない未利

用流水や落差といった小水力を導入促進していこうということです。

あとは、大きなものについては、設備の更新に伴って出力を上げたり効率化したりする

ケースがあるのですが、そういったものを進めるという考えです。

電力以外には、雪氷冷熱、温度差熱といった熱利用も進める方向にしております。

１２ページから１４ページは、先ほど申し上げた①から⑤の条件整備でどういったもの

が導入されていくのか、導入しようとしているのかという想定を整理しております。

そして、こういったものを導入して実際に幾らの数字になるのかというところを１５ペ
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ージから１７ページにまとめております。

まず、１５ページが発電分野の設備容量で、１６ページが電力量でございます。

現在、平成２４年の実績で、設備容量で１４９万キロワットの新エネルギーがありまし

て、発電分野では５８億６，６００万キロワットアワーの電力をつくっています。現在の

ところ、一番の主力は中小水力で８１万キロワットございます。

今後については、地産地消で小規模な太陽光や中小水力、バイオマスを増加させていき

まして、プロジェクトは、メガソーラーや、風力の今の設備導入が５６万キロワットまで

となっているのですが、それまでの分が導入されていくという設定をしております。

③については、実証事業ということで、風力については、東京電力と北海道電力が連系

しまして、北本連系設備を使って東京に風力のエネルギーを送ろうということでの導入を

見込んでいます。

④については、地熱開発です。当面は、地産地消というところで、温泉の源水を使った

発電、小規模なものを進めますけれども、現在、十数年ぐらいの期間を要しますが、大型

の地熱開発のプロジェクトも動いております。それを実現することによって導入が期待で

きます。

最後に、インフラ整備のところです。

北本連系設備や道内の送電網の強化をいたしまして、風力発電を導入するということで

大きな数字が入っているところです。

（３）の１７ページですが、熱利用分野についても目標を定めております。

バイオマスですと、発電の余剰熱を使ってやるものもありますし、配線はしませんけれ

ども、暖房としてバイオマスボイラーを入れたりするというものを多く想定しています。

地熱については、温泉熱や温泉の排水を利用したロードヒーティングなどの導入を想定

しています。こういったもので、設備容量については最終的には現在の３．５倍、発電電

力量については２．４倍、熱利用にしては１．７倍に拡大していこうという目標を立てて

おります。

１９ページに、今、道内において動きがある大きなものを地図にプロットしておりま

す。

日本海側には風力、太平洋側と道東には大規模な太陽光が多く立地しております。

今、道北で風力をさらに導入していくための送電網の整備の実証事業を国から補助をも

らって、民間企業が特別な目的会社をつくりまして、送電線を整備するというプロジェク

トが動いております。

また、地熱開発については、赤い丸でプロットしておりますけれども、阿女鱒岳、豊羽

地域、トムラウシといった自然公園に近いところや火山に近いところで大型のプロジェク

トが動いています。ただ、開発までには十数年かかりますし、実際に事業化できる確率も

地熱は低いところでございまして、これが着実に入っていけば地熱もふえていくのではな

いかと思っております。
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大型のバイオマス発電所の動きが紋別、江別、苫小牧でございまして、来年あたりには

稼働していくという動きになっております。

２０ページにつきましては、道でやっておりますエネルギーの地産地消を進める上での

支援制度を初期の段階から事業を安定化させることで構想の実現を図っていこうというこ

とで、どういった段階でどういった施策を打っていくかをまとめたものでございます。

以上です。

【北委員長】

どうもありがとうございました。

それでは、ただいまのご説明に対しまして、何かご質問があればお受けしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。

【庄司委員】

この基本方向は平成２６年３月に策定されたということで、今、再生可能エネルギーの

見直しが検討されているという報道がなされておりますが、そういう見直しを前提にした

場合に、この基本方向は何か影響を受けるのでしょうか。

【説明者（水口主幹）】

今回、国で見直しをしているのですけれども、北海道においては、私どもが検討してい

るときから、太陽光の問題といいますか、導入量が多く、このままでは電力需要を上回る

勢いがあるということは問題になっています。

そこで、北海道電力が、５００キロワット以上の規模の太陽光については総量で７０万

キロワットまでとか、３０日以上停止したら３０日を超える分は補償しなければいけない

ルールになっているのですが、補償しなくてもいいのだったらつないでいいという条件と

か、そうした対応は平成２５年度から始まっていました。ですから、そういったものも織

り込んだ上で、当然、太陽光の動きが大きいですから、それもある程度抑えられるだろう

と考えております。道としても太陽光は入ってもいいのですけれども、やはり、北海道な

らではの風力、バイオマス、地熱をしっかり伸ばす必要があるということで、太陽光の目

標を意図的に余り高くせずに、風力やそれ以外のものを高くするというふうに反映してい

ます。

ですから、今回はある程度の制約が来ることも想定しています。ただ、それがどのよう

に解決されるかについては、当然、当時は読めていません。ただ、エネルギー基本計画に

も進めていくと書いてありますので、とまることはないだろうということで、短期的に

は、今、回答がストップしていますから影響を受けますけれども、中長期的な影響はまだ

ないだろうという認識です。

ですから、今回起きていることは、既に１年前から私どもとしてはあるだろうという認



- 24 -

識に立っています。逆に、ほかの電力会社さんは突然出てきたという感じだと思います。

九州電力は突然という感じがします。いつか来るというのはわかっていましたけれども、

突然ストップされましたので、北海道よりも九州などは混乱が大きいのかなと思っていま

す。

【瀬戸委員】

経済学に合成の誤謬という言葉があります。今回の太陽光発電をめぐる混乱は、その端

的な例です。皆さんがよかれと思って、国も応援し、個々の事業者も投資をしてやった

ら、みんなが大切にしている、人間でいえば心臓からの動脈に当たるような送電線に特定

の時間だけピークで入ってきて、夜は発電できないという状態ですから、全体が大変な迷

惑を受けるのです。これを避けるためには、本来なら個別の事業者は蓄電池を持つとし

て、ピーク時を避けた送電が必要だったと思います。

もう一つ、国のエネルギー政策で、首都圏で電力が足りないから北本連系を強化して北

海道の未利用の風力等の資源で生まれた電力を首都圏に送ろうというのは、また合成の誤

謬が起きているような気がします。たとえ、道北地域に新たな送電系ができたとしても、

結局、ほとんどは既存の送電系を通っていくわけですね。どうして首都圏の電力不足のた

めに北海道の大切な基幹の電力系を提供してパンク状態に追い込まなければいけないので

しょうか。

つまり、一般的に考えれば、原発がとまり、電力エネルギーがどんどんと希少価値にな

っていく中で、まず考えるべきは、前の発表の最後にもあったけれども、地産地消です。

なるべく発電しているところで地域の人のために電力が使われるのが本筋です。そうだと

すると、この委員会でわざわざ経済部にお越しいただいて話していただいているところに

ついても、合成の誤謬が起きないように大きな哲学を考えるとしたら、中小の水力発電の

電力を大都市等の高く売れそうなところに売ることを目的とするのではなくて、その発電

所がある地域の人々の農業や水産業やその他の人たちの生活になるべく役に立つような形

で電力を使うべきだろうし、北海道でそういう自然エネルギーの電力が生まれたら、希少

価値になっているのだから、さくらインターネットの例を見るまでもなく、北海道に呼べ

ばいいではないですか。電力消費をたくさん必要とするところに、わざわざ暑い地域に冷

房用の電力まで送って、大規模なクラウドサーバー基地の補完をするくらいなら、そうい

うものを発電できている地域に呼べばいいではないですか。光ファイバーを引けば済む話

なのですからね。

私は、個々のミクロの政策については現場を知りませんので、何もブレーキをかけるつ

もりはないです。ただ、２、３年から５年すると、経済学的に証明されている合成の誤謬

は必ず起きます。これを避けるためには、一方では、地元の中小の水力を今後どうする

か、もう一つは、道内で新エネルギーの活用をどうするか、これを北海道の経済発展に貢

献するのに利用し、もって、日本の国土の多極分散に貢献するにはどうすればいいのかと
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いう哲学を明確に持った上でこういう計画をやっているのだと説明されるのがよろしい

と、経済学者として思います。

【北委員長】

ありがとうございました。

いろいろご意見もあるかと思いますので、ご質問ではなくて、電気事業のあり方等につ

いて、ただいまご説明いただいた内容も踏まえて、何かご意見がありましたらご発言いた

だけるとありがたいです。

時間的に押しておりまして、大体いい時間になってきましたので、今回いただきました

国の動向及び道の動向等も踏まえて、次回以降、具体的にメリット、デメリットを整理さ

せていただいて、道営電気事業の必要性とあり方をテーマとして、本格的に意見交換に入

っていきたいと思います。

きょうは、もし時間があれば少しさせていただこうかと思ったのですけれども、もう時

間もないので、今の瀬戸委員から非常に貴重なご意見もいただきましたので、そういった

ことも踏まえて次回以降にしっかりと議論させていただきたいと思います。先ほど申し上

げましたように、メリット、デメリットを幾つかの観点で整理させていただきますので、

幾つかの観点ごとに皆様方の忌憚のないご意見を頂戴したいと考えております。次回は、

何とぞよろしくお願いいたします。

それでは、本日はこのあたりで議事を終えたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「異議なし」と発言する者あり）

【北委員長】

それでは、進行を事務局にお返しいたします。

【出口主幹】

長時間にわたり、ありがとうございました。

ただいま、委員長からもお話がありましたとおり、次回から、道営電気事業の必要性、

あり方をテーマに本格的な意見交換をしていただくことになっておりますので、各委員の

皆様におかれましては、ご多忙とは存じますが、準備のほどをよろしくお願いいたしま

す。

なお、次回の開催日程でございますけれども、何とか年内に、できれば１２月中旬ごろ

までに開催したいと思っております。その日程のご確認は近々させていただきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。

４ 閉会
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【出口主幹】

これをもちまして、第３回の委員会を終了いたします。

本日は、どうもありがとうございました。

以 上


