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かづのパワーの復活に向けて



1 鹿角市の概要

北東北の“ど真ん中”

秋田県鹿角市
○人口：29,088人（令和2年国勢調査）

○面積：70,752ha ※うち森林面積57,139ha（森林率約80％）

○主要産業：農業、観光業

・秋田名物きりたんぽ発祥の地

・３つのユネスコ文化遺産を有する

きりたんぽ鍋 北限の桃



1 鹿角市の概要

ユネスコ無形文化遺産 「大日堂舞楽」



1 鹿角市の概要

ユネスコ無形文化遺産 「花輪ばやし」



1 鹿角市の概要

世界文化遺産 「大湯環状列石」



２ 鹿角市の再生可能エネルギー

種類 発電所名

地熱発電 T1 澄川地熱発電所（H7.50,000㎾）

T2 大沼地熱発電所（S49.9,500㎾）

T3 切留平バイナリー発電所（R2.250㎾）

水力発電 S1 柴平発電所（S39.2,800㎾）
S2 八幡平発電所（S43.5,400㎾）
S3 八幡平第二発電所（S60.1,500㎾）

S4 湯瀬発電所（T11.1,425㎾）

S5 永田発電所（M31.721㎾）
S6 碇発電所（M40.1,873㎾）
S7 大湯発電所（T9.986㎾）

S8 銚子第一発電所（M30.2,300㎾）
S9 止滝第二発電所（M35.1,400㎾）
S10 新大楽前発電所（H11.2,500㎾）
S11 扇平第三発電所（M39.1,300㎾）
S12 大湯第四発電所（M41.3,200㎾）
S13 沼平発電所（S13.600㎾）

S14 近江谷地発電所（R1.49㎾）

風力発電 F１ 田代平風力発電所（H14.7,650㎾）

電力自給率 373.6％（千葉大学倉坂研究所 永続地帯研究2020より）

全国36位、市では1位



２ 鹿角市の再生可能エネルギー

尾去沢鉱山

（日本三大銅山）



２ 鹿角市の再生可能エネルギー

鹿角市新エネルギービジョン（Ｈ23～R2）

豊富な再エネ資源を、地域の活性化に結び付ける
・公共施設への率先導入…避難場所をはじめ、公共施設に太陽光＆蓄電池導入

・子どもたちを中心とした啓発プロジェクト…市民団体によるエネルギー講座

・スマートコミュニティの推進…地域電力小売会社の設立

子どもたちがソーラーカーを体験
「新エネルギー講座」（Ｈ25～）



２ 鹿角市の再生可能エネルギー

東日本大震災

停電からの復旧が他の地域よりも遅れる

地域の再エネ発電所が稼働しているのになぜ？

豊富な再エネをどのように活かしていくか？
を考えることに重点が置かれる



２ 鹿角市の再生可能エネルギー

本市の発電所は全て市外資本。発電の利益は実際は市外に流出



２ 鹿角市の再生可能エネルギー

３）排出量の部門・分野別構成比 平成30年度（2018年度）
平成30年度

排出量

(千t-CO2)

合 計 232 100%

産業部門 56 24%

製造業 36 16%

建設業・鉱業 5 2%

農林水産業 15 6%

業務その他部門 41 18%

家庭部門 60 26%

運輸部門 71 31%

自動車 69 30%

旅客 30 13%

貨物 39 17%

鉄道 2 1%

船舶 0 0%

廃棄物分野（一般廃棄物） 5 2%

部門 構成比

産業部門

24%

業務その他部門

17%

家庭部門

26%

運輸部門

31%

製造業

建設業・鉱業

農林水産業

業務その他部門

家庭部門

自動車

鉄道

船舶

一般廃棄物

内側（内訳）凡例

このうち、電気によるCO2排出量は約８.8ｔ。
市内で使う3倍の量の再エネがあるはずなのに、なぜ？



２ 鹿角市の再生可能エネルギー

地域の資源から生まれる電気自体で
地域に恩恵をもたらす必要がある

発電事業がそのまま地域の役に立っている

発電事業者と地元との共生
その仕組みは地域で用意する

その中で生まれたのが「かづのパワー」



3 かづのパワーの設立

地域電源

かづの
パワー

市内のオフィス・
工場・住宅など

電気 電気

料金料金

○ 電気料金が鹿角市内に留まる

× 電気料金が市外に流出している

電気

料金

市外本店の
電力小売会社

電気

料金

鹿角市内

鹿角市内

地域外の
電源



3 かづのパワーの設立

新電力等

株式会社かづのパワー
（地域電力小売会社）



3 かづのパワーの設立

再エネ地域電源

電気を購入

JEPX
（日本卸電力取引所）

非化石証書

非化石証
書（環境
価値）を
購入

バランシング
グループ

固定価格で電気を購入＋需給調整

再エネ電気を供給

市外

再エネ電気を供給

誘致企業

新たな再エネ電源
の増加

子育て世代、
移住世帯など

供給範囲を拡大

※メリットある価格で
電気を提供してもらう

再エネ電気を供給

※鹿角のための特別
な料金メニューの創設

※外貨を獲得

脱炭素を推進する役割

相対価格等

環境価値

環境
価値

「鹿角の再エネの供給」という特徴を生かし、地域脱炭素
を推進しながら、再エネによる地域活性化の体現を目指す。

かづのパワーの事業モデル図（R3ブラッシュアップ版）



3 かづのパワーの設立

平成24年度 経済産業省「スマートコミュニティ構想普及支援事業」

平成25年度 総務省「分散型エネルギーインフラ」プロジェクト導入可
能性調査事業

平成26年度～
平成27年度

経済産業省「次世代エネルギー技術実証事業」

平成27年度～
平成28年度

地域の非FIT地熱電源の発電事業者との電源交渉
→ 価格の折り合いがつかず断念

平成29年度～
平成30年度

販管費の見直し、FIT電源の活用によるモデルの再検証
→ 設立決定

令和元年度 株式会社かづのパワー設立

令和２年度 市有32施設（2,109kW）に供給開始

※ 検討の経緯

平成24年から市の主導で検討を実施。非FIT電源の確保が
できず、FIT電源を活用したモデルでスタート。



3 かづのパワーの設立

会社名 株式会社かづのパワー

本社 秋田県鹿角市花輪字柳田３６番地

事業目的 電力の地産地消による地域活性化

事業内容 小売電気事業

代表者 八重樫 學 （R3.5.26～）

資本金 ９９０万円

出資者 鹿角市（49％）、市内金融機関３社、地元事業者16者

設立 令和元年７月１７日

供給開始 令和２年４月１日

従業員数 １人

・市を筆頭株主とし、市内金融機関、地元事業者による出資構成
・販管費の削減のため社員1名で実施
・市の検討事業のノウハウで設立～供給開始まで到達



3 かづのパワーの設立

○ 鹿角市は、既に豊富な再エネ発電所があり、その活用を求められ

ている地域

⇒ 地域の電力の活用がマスト

○ 地域の相対電源は確保できなかった

⇒ 市場価格連動となるFIT電源で運用

○ 市が政策として進めた第三セクターで、販管費削減のため人員と

ノウハウは最小限

⇒ 会社としての組織体制は脆弱

FIT電気で供給実績や顧客、ノウハウを積み重ね、組織体制を充実さ
せたのち、電力資金の地域循環などを体現しながら、市民や発電事業
者の意識を変え、相対電源の交渉に臨めるような環境を目指す。

R2年度当初は市場価格も安価に推移、公共機関への供給が主で顧客対
応事務も少なく、手探りの中だが、順調に事業は展開。



4 事業休止

2021.1平均単価
66.51円

令和３年1月の電力市場高騰



4 事業休止

日付 内容

R3.1.4
電力市場の平均単価が52.06円/kwhまで上昇。社長からの相談を受け、2月末までこの単価が続く想定では、期末損
失2,800万円、2月末に資金不足になると試算。

1.5 市長・副市長と協議。状況が改善する可能性もあるため、推移を見守ることとした。

1.5 追加融資について、金融機関に相談。現状では難しいと回答。事業撤退を進められる。

1.6 電力市場の平均単価が80円/kwh(81.80円/kwh)を超える。期末損失を約8,100万円と試算。

1.7 市長・副市長協議。1月末までの状況を見極めたうえで、休廃業を含め検討することとした。

1.8 三菱マテリアル㈱を訪問し、相対契約による電源供給の可能性を打診。すぐの対応は無理と回答。

1.8 東北電力㈱大館支店と、電力の融通、顧客の切替について協議。

1.9～11 ３連休中の平均単価が98.84円/kwhとなり、休日でも価格上昇が続く異常事態と認識。

1.12

電力市場の平均単価が160円/kwh(160.10円/kwh)を超える。
報道により、価格高騰の要因が寒波とLNG不足による火力発電所の出力低下によるものと判明。LNG不足は長期

化し、電力市場の高騰は当面続くものと判断した。
社長が市長に対し、2/1での顧客切替を要請、市長が了承。小売電気事業を取り巻く環境・仕組みが現状のままで

は、会社の継続は困難という認識を共有した。
顧客に対し、切替事務の依頼を行う説明会の開催を案内。

1.13
顧客説明会開催。かづのパワーが電気を供給している施設担当者に、東北電力への切替のための電気使用申込書
の提出を依頼。全52施設の申込書を東北電力㈱に提出。

1.14 1月末で供給を中止した場合の期末損失を約5,600万円、2月末時点の資金不足を約1,500万円と試算。

1.19
取締役会開催。会社解散もやむ無しという方向で意見集約され、現状と方向性について株主に説明する機会を設け
ることとした。

1.22 市議会全員協議会



4 事業休止

○ 仕入が全て市場価格である事業モデルや、電力市場の未成熟が
直接の原因

○ 会社側が事業継続を断念
・市の主導事業の意識、実運営も市が大きく関与
・最小限の人員運営でノウハウも未熟な段階
・電気小売事業は説明が難しく、理解されにくい
・供給開始して1年未満、顧客も行政主体で地域貢献もこれから
⇒ 事業意義を持ち切れなかった
⇒ 毎日、数百万の損失を計上していく恐怖に耐えられない

○ 資金確保が困難
・1月上旬は先行きが極めて不透明
・金融機関は撤退を勧めた
・第三セクターへの市の債務保証は不可
・行政からの資金投入は官民ともに嫌悪感があり強く主張できない
⇒ 第三セクターであるがゆえに、資金確保に責任をもちにくく、

意思決定が困難



4 事業休止

○令和３年１月22日 市議会全員協議会

・市は解散も視野に入れ検討
・会社の今後について市議会（市民）に伺う

○市議会の意見

・事業見通しの甘さを指摘
・会社については存続し、事業の継続を検討してはどうか

会社継続のために3500万円の補助金を交付、小売電気事業
が継続できる事業モデルの構築を、かづのパワーと市で検
討することとなった。



5 再開モデル

事業休止時の事業モデルにおける仕入電源は、永田水力発電所のＦＩＴ電
源をベースとし、不足分を電力市場から購入していた。ＦＩＴ電源の購入価
格は制度により市場価格となっているため、仕入電力の価格は全て市場価格
となっていた。

売上 仕入 利益― ＝

固定 変動

今回の事業休止は、市場が高騰しそれに連動して仕入電源の価格が高騰し、
固定料金である売上を上回ったことから、大幅な損失となった。

仕入電源
永田水力発電所

電力市場（ＪＥＰＸ）

高騰 損失

市場価格の高騰リスクを回避することと、地域電源の供給を両立させる
事業モデルの構築が必要

どちらも

市場価格

市場高騰リ
スクが高い



5 再開モデル

市場高騰リスクの対策

① 仕入面の対策：固定価格の電源を導入
（市場価格の割合を減らす）

⇔地産割合が低くならないか

② 販売面の対策：電気料金メニューの検討
（仕入価格の変動を売値に反映させる）

⇔顧客の負担が増えないか



5 再開モデル

→固定価格の電源は、電力市場価格が高騰しやすい需要ひっ迫時期
（夏・冬）のみ仕入れるのが望ましい。

・市場価格が高く、また変動が大きいのは、需要ひっ迫期（夏・冬）である。
・固定価格の電源は、市場価格より高値に設定されるのが一般的。

※異常値である2020.12～2021.1は除く

平均9.13円

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

発生率 1.2% 1.7% 0.0% 1.3% 0.1% 0.6% 2.8% 4.4% 1.0% 0.6% 0.4% 0.0%

25円/kwh以上となったコマの発生率

冬 春 夏 秋 冬



5 再開モデル

価格スワップの方法
バランシンググループ（ＢＧ）に加入し、下記の方法で、夏冬の仕入価格を、親BGが提

供する固定価格の電源の調達価格に置き換える。

① 親BGは、かづのパワーが供給する電力量と同量の電力量を、固定価格であらかじめ購入する。
② 親BGは、①で購入した電力量を、供給時にその時の市場価格で売却し、
Ａ）市場価格＜調達価格のときは、かづのパワーが親BGにその差額を支払い、
Ｂ）市場価格＞調達価格のときは、かづのパワーが親BGからその差額を受け取る。

パターン 親BG かづのパワー

A
固定価格13円
市場価格（FIT調達価格）９円

固定価格13円で購入（-13）
市場に9円で売却（+9）
逆ザヤ4円をKPに請求（+4）
損益に影響ない

FIT電気を9円で購入（-9）
逆ザヤ分4円を親BGに支払い（-4）
13円で電気を購入

B
固定価格13円
市場価格（FIT調達価格）15円

固定価格13円で購入（-13）
市場に15円で売却（+15）
差額2円をKPに支払い（-2）
損益に影響ない

FIT電気を15円で購入（-15）
差額分2円を親BGから受け取る（+2）
13円で電気を購入

※この親BGの調整により、かづのパワーは固定価格で地域FIT電気を
調達できる

例）親BGがあらかじめ調達する電気が13円のとき



5 再開モデル

夏・冬は、仕入を固定価格電源（一定）に切替

売電価格（単価）は一定

② 一部固定価格電源導入型

売電価格（単価）は
市場価格を常に上回る
ように設定

③ 市場価格連動型

仕入価格（市場価格）は変動

① 従前（Ｒ２）のモデル

売電価格（単価）は一定

仕入価格（市場価格）は変動

【売値】単価一定 【仕入値】市場価格
× 市場価格が高騰すると赤字になる

【売値】単価一定
【仕入値】（夏・冬）固定価格、（春・秋）市場価格
○夏・冬の市場高騰リスクを回避
△仕入が高くなると赤字になる可能性もある

【売値】市場価格に合わせ単価変動
【仕入値】市場価格
○ 仕入（市場価格）に関わらず利益一定
× 夏・冬の市場高騰リスク＝顧客電気料金が高騰

需要ひっ迫時期（夏・冬）は
固定価格で仕入

売値＝仕入+利益とし、仕入価格に
合わせ変動させる

②と③を組み合わせた料金メニューを作成



5 再開モデル

【売値】仕入価格に合わせ単価変動
【仕入値】（夏・冬）固定価格、（春・秋）市場価格
○ 仕入に関わらず利益一定
△ 仕入が高くなると顧客の電気料金が高くなる
○ 夏・冬の市場高騰リスク＝顧客電気料金の高騰リスクを回避

夏・冬は、仕入を固定価格電源（一定）に切替

④ かづのパワー版仕入連動プラン

売電価格（単価）は
市場価格を常に上回る
ように設定

単純な市場連動型ではなく、夏冬に固定価格の電源を導入し仕入を安定させ、その安定

させた仕入額をもとに料金を計算する料金メニュー（仕入連動プラン）とする。

➤ 夏・冬は固定価格で電気料金単価は一定となり、市場価格の変動の影響を受けない。

➤ 春・秋は市場価格が安価に推移する傾向にあり、電気料金が安くなる可能性が高い。

➤ かづのパワーは仕入に関するリスクがなくなる。



5 再開モデル

※国で決めた単価に電力使用量
を乗じた額（全国同様の措置で
あり、他の電気小売、メニュー
でも同様となる）

仕入額
電線の
使用料 ＋ ＋ 供給手数料電気料金 ＝ ＋ 再エネ賦課金※

利益

高くなる

安くなる

高く仕入

安く仕入原価

仕入額単価の設定

春季（3/1～6/30）と秋季（10/1～11/30） 市場価格を基にした変動単価
低価格で推移する傾向にある市場価格での電力仕入を行い、単価は30分ごとに変化する電力市場

の価格とします。

夏季（7/1～9/30）と冬季（12/1～2/28） 固定価格での仕入を基にした一定単価
夏季・冬季は、電力市場の価格は高値で変動しやすい傾向を持つため、電力仕入を固定価格とし、

単価は、親BGがあらかじめ仕入れる固定価格の仕入額を基にした一定の単価とします。

かづのパワー版仕入連動プランの料金形態



5 再開モデル

市場高騰リスクの対策

①スワップ電源の導入による夏・冬の仕入価格の固定化

②仕入に連動した電気料金メニュー

この２つの対策をもって再開モデルとし、令和3年9月に

事業再開について、市議会をはじめ対外的に公表、令和4

年4月からの供給再開に向けて準備を進めた。



6 再開モデル延長戦

電力市場は、10月から高騰を続け、現在も高値水準で推移している。

2021.11平均
17.35円

春・秋の平均
8.5円

2021.12平均
17.29円

2021.10平均
11.68円



6 再開モデル延長戦

○相対電源の価格上昇
・来年度の供給電力の見通しが不透明
・旧一電からの卸価格や取引量がなかなか提示されない
・夏、冬といったスポット調達は20円を超える見込み
・通年での電源調達の単価もかなりの高額

○小売電気事業者の事業戦略見直し
・秋の市場高騰が小売の体力を奪う
・高圧需要家の契約見直し
・BG業務の見直し

契約予定先のBGも同様の状態。12月末から急遽対策を実施。



6 再開モデル延長戦

新たなBG選択の視点は、今までのスキームに近い運用ができるところとした。

・できるだけ安価に電源を提供すること

・固定価格電源の供給にあたっては、かづのパワーが必要とする量を固定単価で供給

すること

・地域FIT（永田水力発電所）を固定価格で使えるような電源供給方法（価格スワップ

適用）とすること

・R4.4.1からの再開に間に合うよう事務を進められること

・支払いサイクルが、かづのパワーの資金繰りに問題がないこと

対策① できるだけ安価な固定価格電源を供給してもらえ
るBGに変更する。

新たな親BGを選定



6 再開モデル延長戦

かづのパワーの電気料金メニューは、仕入額に手数料を加える仕入連動型であり、

春・秋は市場単価、夏・冬は相対で調達するスワップ電源の固定単価としていた。

しかし、需要が少ない春・秋においても市場価格が高騰する可能性が高くなった。

また、発電事業者から直接調達する相対契約においても高価格での取引が見込まれ、

夏・冬だけのスポット調達は20円を超える水準が相場となり、相対契約は通年での購入

が有利な状況となった。

対策② 固定価格の電源仕入を夏・冬のみから通年にする。

このため、通年でスワッ

プ電源を調達することとし、

春・秋についても単価を一

定にすることで、仕入価格

および顧客の電気料金の安

定を図ることとした。 夏・冬は、仕入を固定価格電源（一
定）に切替

当初の料金メニュー 見直し後の料金メニュー

春・秋の変動リスクを回避し、一年を通じて
仕入を固定価格電源（一定）に切替

売電価格（単価）は
市場価格を常に上回る
ように設定

売電価格（単価）は
市場価格を常に上回る
ように設定



6 再開モデル延長戦

新たな親BGからの提示価格では、現状より顧客の電気料金負担が増えるため、電気

料金の設定において、かづのパワーの利益がマイナスにならない程度で供給手数料を

引き下げ、利幅を減らして、顧客における電気料金への影響を軽減することとする。

対策③ 顧客の電気料金の負担増を抑えるため、供給手
数料を引き下げる。

それでも、顧客は現状より電気料金が増える見込み

再開し供給実績をつくり、相対電源と交渉する土台を整え、安定した電力調達を行

い、このようにエネルギー価格が上昇するなかでも安定した価格で再エネ電気を使え

る鹿角市を目指したい

令和4年1月26日、市議会全員協議会で説明。



7 小売電気事業について

○エネルギー資金の循環と発電事業者との共生
・電力資金の流出を留め、地域活性化の原資にできる。
・発電事業者が事業を通じて地域に貢献することになる。

○経済的に安定したエネルギー供給体制の確立
・地域の相対電源を確保し、市の大部分に供給できれば、世界中で

起きているエネルギー価格の上昇といった外部の影響に左右され
ない。

○カーボンニュートラルの実現
・再エネ発電所をいくら作っても、送電網を利用する限り、再エネ

電気を供給する電気小売がいなければ、CO2排出量削減に繋がら
ない。

・地域の電気小売が再エネ電気を供給してくれることが、地域の再
エネ発電所への投資を促す。

○これらを実現するための安定した事業運営

市がかづのパワーに期待するもの



7 小売電気事業について

○電力市場は非常に不安定
・旧一電の市場売却ルールの見直し、LNG価格の高水準
・体力が限界に近い新電力が多数いるのではないか

⇒市場（エネルギー価格）の安定化は国レベルの早急な対応が必要
⇒短期的には相対電源の確保、中期的には自律分散電源の確保
⇒相対電源の確保には市外の発電事業者、BG、新電力と協力していく

ことも重要

○容量市場
・電気料金への転嫁を検討せざるを得ない

⇒電気の原価を知る良い機会。自律分散電源の重要性や、地域電源の
協力確保の機運醸成に繋げたい

小売電気事業を取り巻く環境は大変厳しい



7 小売電気事業について

○小売電気事業の説明が難しく、理解や共感が得られにくい
・電気料金価格という、経済価値のみで評価されがち

⇒地域貢献の実績を出していくことが重要。地域にとっての必要性を作
り出す。

○事業体が小規模で、次の段階に展開できない
・事業環境の悪さによる経済的な体力のなさ
・地方には、電気小売の企画運営を担う人材がいない

⇒外部の力も借りながらも、地域に人材を作っていくことが大事

地域新電力の課題



8 鹿角市の次期エネルギービジョン



9 最後に

F-power役員の方

「様々な方に迷惑をかけながらも、更生の道が残されている

ならば、新電力としての務めを果たしていきたい。」

新電力の皆様が、苦しい事業環境を乗り切り、電力を通じた

地域活性化に向けて、1年、また1年と事業を積み重ねてい

けますように。


