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はじめに 

 

電気事業法の改正により、電力市場が自由化されたことに伴い、新たに小売事業を行う

新電力の設立や、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による太陽光発電や風力発電、

バイオマス発電などのＦＩＴ電源の増加に加え、東北地域では水力発電も豊富にあるなど、

東北地域の電力供給力は拡大傾向にあります。 

 こうした新電力や電源開発の多くは、域外資本に依存する企業が多数を占める一方、規

模は小さいものの、域内資本により設立された地域新電力も一定数存在し、特に 近は地

方自治体が地域新電力の設立を主導するケースも増加しています。 

 これらの新電力は、新たなエネルギーインフラの担い手として「競争」によるサービス

の向上や活発な設備投資が期待される一方で、「協調」による安定した電力供給の実現、

さらには、地域に密着した活動を通じて地域の雇用確保や経済循環に寄与することが期待

されています。 

 このため、本調査では、年々複雑化している電力市場への参入に当たって障壁となる規

制・制度や、競争環境等の実態把握を行い、地域新電力が市場に参入し、事業を拡大して

いくための競争環境や地域内企業との連携、事業者間の共同事業の在り方等を整理し、地

域新電力の活動を通じたサービスの向上、雇用の確保、地域活性化等に向けた地域新電力

の市場参入・事業拡大に関する方策を検討しました。 
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第１章 地域新電力の現状 

 

１．電力自由化の進捗状況 

 我が国における電力の小売自由化は、2000 年 3 月に「特別高圧」区分の大規模工場や商業施設、

オフィスビル等が電力会社を自由に選ぶことができるようになり、新規参入した新電力1からも、

電気を購入することが可能となった。 

 その後、2004 年 4 月、2005 年 4 月には、小売自由化の対象が「高圧」区分に拡大し、2016 年

４月 1 日からは、一般家庭や商店等の「低圧」区分も対象となり、電力小売が全面自由化となっ

た。 

 ここでは、総合資源エネルギー調査会の資料をもとに、電力自由化の進捗状況について概観す

る。 

（１）全国における新電力のシェアの推移 

 全国の販売電力量における新電力のシェアは、電力の小売全面自由化開始の 2016 年度以降、増

加傾向にあり、2019 年９月時点で約 15.8％（高圧で 22.3％、低圧で 16.7％、特別高圧で 5.4％）

となっている。 

全国の販売電力量における新電力のシェア 

 
（資料）総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 第 22 回電力・ガス基本政策小委員会「資料 3 電力・

ガス小売全面自由化の進捗状況について」 

 
（２）東北地域における新電力のシェアの推移 

 東北地域における新電力のシェアは、全国の傾向と同様、2016 年度以降、増加傾向にあり、2019

年９月時点で 13.5％であるが、全国平均値よりも 2.3 ポイント低くなっている。 

 また、東北地域の新電力では、他地域と同様、電圧別では高圧のシェアが高いが、2018 年 10

月以降、高圧のシェアが減少傾向にある。 

                                                  
1 みなし小売電気事業者（旧一般電気事業者）以外の小売電気事業者のこと。 
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供給区域別の新電力シェア（全電圧合計） 

 
 
（資料）総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 第 22 回電力・ガス基本政策小委員会「資料 3 電力・

ガス小売全面自由化の進捗状況について」 

 

 

供給区域別・電圧別の新電力シェアの推移 
 

 
 
（資料）総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 第 22 回電力・ガス基本政策小委員会「資料 3 電力・

ガス小売全面自由化の進捗状況について」 
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（３）低圧分野における規制料金と新電力の単価水準の推移 

 直近２年間の、低圧における規制料金と新電力の平均単価を比較すると、継続して新電力の料

金単価が低く推移しており、低圧では、新電力が一定の価格競争力を有している。 

 

低圧分野における規制料金と新電力の単価水準 

 
（資料）総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 第 22 回電力・ガス基本政策小委員会「資料 3 電力・

ガス小売全面自由化の進捗状況について」 

 

２．東北地域における新電力の状況 

 全国における小売電気事業者の登録数は、2016 年以降、増加傾向にあり、2020 年２月末時点で

641 者である。そのうち、東北地域（新潟県を含む）に本社を置く小売電気事業者の登録数は 42

者となっており、東北地域においても、小売電気事業者は増加の傾向にある。 

小売電気事業者の登録数の推移 

 
（資料）総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 第 22 回電力・ガス基本政策小委員会「資料 3 電力・

ガス小売全面自由化の進捗状況について」から抜粋して三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
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 東北の新電力の電力販売量をみると第１位は須賀川瓦斯、次いで、ミライフ東日本、やまがた

新電力、コープでんき東北、大仙こまちパワーとなっているが、第１位の須賀川瓦斯でも、全国

順位では 99 位に留まっている。 

 

電力販売量上位の新電力（2019 年 11 月実績） 

事業者名 
電力販売量 

（千 kWh） 
全国順位 

須賀川瓦斯(株) 11,554 99 位 

ミライフ東日本(株) 4,905 144 位 

(株)やまがた新電力 3,168 177 位 

(株)コープでんき東北 3,029 180 位 

(株)大仙こまちパワー 2,117 207 位 

（資料）電力需要実績（2019 年 11 月） 

 

 また、東北電力管内における低圧市場シェアをみてみると、東北地域の新電力では、契約口数

ベースでコープでんき東北が 10 位、販売電力量ベースで須賀川瓦斯が９位に入っているのみで、

シェアもそれぞれ 0.13％、0.16％と低い水準となっている。 

 

東北電力管内における低圧市場シェア（2018 年 11 月時点） 

  契約口数ベース 販売電力量ベース 

1 位 東北電力 95.52% 東北電力 93.74% 

2 位 ＫＤＤＩ 1.52% ＫＤＤＩ 1.95% 

3 位 ＳＢパワー 0.45% ハルエネ 0.56% 

4 位 ＰｉｎＴ 0.35% ＳＢパワー 0.55% 

5 位 ハルエネ 0.24% サイサン 0.31% 

6 位 サイサン 0.17% ミツウロコヴェッセル 0.29% 

7 位 ミツウロコヴェッセル 0.15% エネット 0.29% 

8 位 大東エナジー 0.13% Ｌｏｏｏｐ 0.17% 

9 位 ジェイコムイースト 0.13% 須賀川瓦斯 0.16% 

10 位 コープでんき東北 0.13% ジェイコムイースト 0.15% 

 
（資料）電気の経過措置料金に関する専門会合（第 8 回）「資料４ 低圧部門における競争の現状及び見通し③」

から抜粋して三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

 以上のことから、東北地域の新電力は増加傾向にあるが、一方で、全国の順位や、東北地域内

でのシェアは低い水準に留まっている状況である。  
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コラム：新電力の事業モデル 

 新電力事業者は自社の需要と供給力を常時一致させる（同時同量制度）ことが必要であり、需要想定のもとで

同量の供給力を確保した電力需給計画を策定し、電力広域的運営推進機関（OCCT）に提出する必要がある。な

お、需要と供給の不一致が発生すると、系統を維持するための調整力に係る費用をインバランス料金として負担

することになる。新電力の主な電源調達手法は以下のとおり。 

① 日本卸電力取引所（ＪＥＰＸ）からの調達 

電力の取引を行う国内唯一の卸電力取引所として２００３年に開設。以後、電力システム改革の進展に合わせ

て様々な取引市場機能を開設している。新電力では主に、スポット市場（１日前市場）や１時間前市場などによ

って需給計画に合わせた供給力を確保する。そのほか、先渡市場、非化石価値取引市場、ベースロード市場など

がある。 

② 常時バックアップ電源 

電力システム改革による小売自由化を進める上で、電源が不足する新電力の電源調達の手法の一つとして常時

バックアップ電源が位置づけられ、旧一般電気事業者と新電力の契約に基づいて需要拡大の一定量を継続的に卸

供給として受けることができる。なお、新たに創設されたベースロード市場によって新電力の電源調達が機能す

ることが確認されれば、常時バックアップの役割もベースロード市場に移行することになる。 

③ 相対取引による調達 

  新電力と発電事業者が双方の合意に基づいて価格・数量等決めて契約をする取引。なお、ＦＩＴ電源につい

ては、2018 年 4 月のＦＩＴ法改正により送配電事業者が全量買取することになった。 

④ 再生可能エネルギー電気特定卸供給制度を活用した調達 

新電力は、ＦＩＴ認定を受けている再生可能エネルギー発電事業者と合意した場合、一般送配電事業者との契

約を通じて当該発電事業者の発電した電力を全量購入できる。 

なお、購入価格は、再エネ特措法に基づき日本卸電力取引所における卸電力市場の価格に連動した回避可能費用

を負担することとなる。 
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新電力の電力調達・販売の流れ 

 

（資料）各種資料を参考に、三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
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３．地域新電力の意義・位置づけ 

新電力の登録数は年々増加しているが、その中でも自治体の出資などによって地域課題の解決

や地域活性化に取り組むいわゆる「地域新電力」が注目されており、東北地域においても 2020 年

度の新規登録の新電力６者のうち、４者は地方自治体が出資（宮城県気仙沼市、新潟県新潟市、

秋田県鹿角市、岩手県陸前高田市）している。また、今後の新電力の設立に向けて検討している

自治体も増加（山形県長井市、福島県二本松市、福島県郡山市、新潟県柏崎市等）しており、地

方自治体における新電力への関心が高まっている。 

 地域新電力には固有の課題も存在すると想定される一方で、自治体や地元経済界の期待を背負

いながら事業の継続を図ることが求められている。 

 本調査においては、自治体の出資や連携協定の締結状況のほか、地域経済界との関わり等の情

報を元に、東北地域の新電力４１者のうち１８者を「地域新電力」として整理し、「地域新電力」

の課題や可能性について検討する。 

なお、ここでいう「地域新電力」の１８者以外の事業者も、地域課題の解決や地域活性化に取

り組んでいるケースは多くある。 
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東北地域の新電力一覧（１／２） 

  事業者名 類型 住所 出資者 

電力販売量(千 kWh) 

※2019 年 11 月実績 登録 

年月日 全販売量、特別高圧 

高圧、低圧 

1 須賀川瓦斯株式会社 ガス事業者 
福島県 

須賀川市 

須賀川瓦斯株式会社 

100％出資 

 11,554、0 

 7,305、4,249 

平成 27年

10 月 8 日 

2 合同会社北上新電力 地域新電力 
岩手県 

北上市 

ＮＴＴファシリティーズ

100％出資 

840、0 

 805、35 

平成28年 

1 月 18 日 

3 
株式会社津軽あっぷ

るパワー 
地域新電力 

青森県 

平川市 
タケエイ 100％出資 

690、0 

677、13 

平成28年 

3 月 7 日 

4 
株式会社花巻銀河パ

ワー 
地域新電力 

岩手県 

花巻市 
タケエイ 100％出資 

1,545、675 

861、9 

平成28年 

3 月 7 日 

5 
株式会社パワー・オプ

ティマイザー 
その他 

秋田県 

秋田市 

電気通信事業のオプティ

マイザーグループ（本

社：東京）100％出資 

1,217、0 

816、401 

平成28年 

3 月 14 日 

6 
株式会社岩手ウッド

パワー 
その他 

岩手 

県宮古市 

森の電力（本社：東京） 

100％出資 

58、58 

0、0 

平成28年 

3 月 14 日 

7 
株式会社やまがた新

電力 
地域新電力 

山形県 

山形市 

山形県（ 33.4％） 

ＮＴＴファシリティーズ

及び地元民間企業等18社 

（66.7％） 

3,168、0 

3,163、5 

平成28年 

3 月 18 日 

8 
一般社団法人東松島

みらいとし機構 
地域新電力 

宮城県 

東松島市 

東松島市、東松島市商工

会、東松島市社会福祉協

議会が社員 

1,897、0 

1,768、129 

平成28年 

3 月 18 日 

9 
御所野縄文電力株式

会社 
その他 

岩手県 

一戸町 

フジコー（本社：東京） 

100％出資 

1,111、0 

902、209 

平成28年 

3 月 18 日 

10 
御所野縄文パワー株

式会社 
その他 

岩手県 

一戸町 
フジコー100％出資 休止中 

平成28年 

3 月 18 日 

11 宮古新電力株式会社 地域新電力 
岩手県 

宮古市 
NTT データ 100％出資 

1,359、0 

1,286、73 

平成28年 

3 月 18 日 

12 
ミライフ東日本株式

会社 
ガス事業者 

宮城県 

仙台市 

シナネンホールディング

スグループ 100％出資 

4,905、0 

218、4,687 

平成 28年 

3 月 25 日 

13 
ふくのしま電力株式

会社 
その他 

福島県 

郡山市 

再生可能エネルギー事業

のメディオテックグルー

プ 100％出資 

1,366、0 

1,087、279 

平成28年 

4 月 28 日 

14 宮城電力株式会社 その他 
宮城県 

仙台市 

パネイル（ＩＴ関係、本

社：東京）100％出資 

0、0 

0、0 

平成28年 

8 月 4 日 

15 
ふくしま新電力株式

会社 
ガス事業者 

福島県 

福島市 

アポログループ 100％

出資 

842、0 

359、483 

平成28年 

11月10日 

16 株式会社登米電力 その他 
宮城県 

登米市 

酒類・食料品類の輸入の

パスポート（本社：川崎

市）100％出資 

318、0 

302、17 

平成28年 

11月22日 

17 
株式会社オノプロッ

クス 
ガス事業者 

秋田県 

秋田市 

オノプロックス 100％

出資 

487、0 

191、296 

平成28年 

12月12日 

18 
青森県民エナジー株

式会社 
その他 

青森県 

八戸市 

未来エナジーホールディ

ングス (八戸市）、青森

県民生活協同組合 (青森

市) 

531、0 

380、151 

平成29年 

1 月 17 日 

19 
ローカルでんき株式

会社 
地域新電力 

秋田県 

湯沢市 

北都銀行、秋田銀行ほか 5

社 

1,503、0 

1,021、482 

平成29年 

2 月 9 日 

20 
株式会社トーヨーエ

ネルギーファーム 
その他 

福島県 

相馬市 

トーヨーグループ（本

社：東京）100％出資 

18、0 

13、5 

平成29年 

2 月 28 日 

21 
岩手中央エネルギー

株式会社 
地域新電力 

岩手県 

紫波町 
紫波町内の企業 

0、0 

0、0 

平成29年 

5 月 30 日 
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東北地域の新電力一覧（２／２） 

  事業者名 類型 住所 出資者 

電力販売量(千 kWh) 

※2019 年 11 月実績 登録 

年月日 全販売量、特別高圧 

高圧、低圧 

22 
そうま I グリッド合

同会社 
地域新電力 

福島県 

相馬市 

IHI (84.8 %)、福島県相馬

市(10.1 %)、パシフィック

パワー (5.1 %) 

416、0 

404、12 

平成29年 

7 月 20 日 

23 
新潟県民電力株式会

社 
その他 

新潟県 

新潟市 
n.a. 

848、0 

269、578 

平成29年 

8 月 7 日 

24 
株式会社さくら新電

力 
地域新電力 

青森県 

弘前市 

弘善商会、ひろさきアップ

ルパワー、太陽地所ほか１

社 

872、0 

589、283 

平成29年 

9 月 11 日 

25 
株式会社コープでん

き東北 
その他 

宮城県 

仙台市 
生協組合員 

3,029、0 

0、3,029 

平成 29年

10月26日 

26 
おもてなし山形株式

会社 
地域新電力 

山形県 

山形市 

山形県観光物産会館、ヤマ

コー、庄交コーポレーショ

ンほか 11 社 

422、0 

422、0 

平成29年

10月26日 

27 株式会社内藤工業所 その他 
福島県 

郡山市 

内藤工業所 

100％出資 

65、0 

65、0 

平成29年

11 月 1 日 

28 岩手電力株式会社 ガス事業者 
岩手県 

北上市 

総合ガス企業「北良株式会

社」100％出資  

366、0 

40、327 

平成29年

11 月 1 日 

29 
久慈地域エネルギー

株式会社 
地域新電力 

岩手県 

久慈市 

久慈市内の民間企業（宮城

建設株式会社、株式会社細

谷地、株式会社ヤマイチほ

か１社 

1,026、0 

808、218 

平成30年 

2 月 23 日 

30 弘前ガス株式会社 ガス事業者 
青森県 

弘前市 
弘前ガス 100％出資 

789、0 

458、331 

平成30年 

2 月 23 日 

31 
みちのくエコランド

マネジメント株式会

社 

その他 
岩手県 

洋野町 

みちのくエコランドマネジ

メント 100％出資 

0、0 

0、0 

平成30年 

6 月 20 日 

32 
ベスト・ウイング株式

会社 
その他 

宮城県 

仙台市 

ベスト・ウイング 100％出

資 

0、0 

0、0 

平成30年 

6 月 28 日 

33 
株式会社かみでん里

山公社 
地域新電力 

宮城県 

加美町 

宮城県加美町(66.7 %)、パ

シフィックパワー(33.3 %) 

350、0 

307、43 

平成30年

10月30日 

34 
越後天然ガス株式会

社 
ガス事業者 

新潟県 

新潟市 
越後天然ガス 100％出資 

271、0 

209、62 

平成30年

11月26日 

35 
株式会社大仙こまち

パワー 
地域新電力 

秋田県 

大仙市 
タケエイ 100％出資 

2.117、24 

2,093、0 

平成30年

11月26日 

36 新電力新潟株式会社 その他 
新潟県 

新潟市 

地元 NSG グループ 100％

出資 

9、0 

9、0 

令和元年 

7 月 1日 

37 
気仙沼グリーンエナ

ジー株式会社 
地域新電力 

宮城県 

気仙沼市 

国際航業、一般社団法人・

気仙沼市住みよさ創造機構

会員企業、気仙沼市 

465、0 

426、39 

令和元年 

7 月 1日 

38 
酒田天然瓦斯株式会

社 
ガス事業者 

山形県 

酒田市 

酒田天然瓦斯 

100％出資 

0、0 

0、0 

令和元年 

8 月 8日 

39 
新潟スワンエナジー

株式会社 
地域新電力 

新潟県 

新潟市 

JFE エ ン ジ ニ ア リ ン グ

（85％）、新潟市（10％）、

第四銀行（5％） 

1,932、0 

1,932、0 

令和元年 

8 月 8日 

40 
株式会社かづのパワ

ー 
地域新電力 

秋田県 

鹿角市 

鹿角市、㈱秋田銀行、㈱鹿

角エナジーほか 17 社 

0、0 

0、0 

令和元年

10月15日 

41 
陸前高田しみんエネ

ルギー株式会社 
地域新電力 

岩手県 

陸前高田

市 

ワタミ・ファーム＆エナジ

ー（60％）、長谷川建設

（30％）、陸前高田市 

（10％） 

0、0 

0、0 

令和 2年 

2 月 25 日 

（注）出資者は、各事業者ＨＰ等公表資料をもとに三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

（注）本表の４１者のほかに東北電力（株）も小売電気事業者として登録されている 
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（１）地域新電力への参入目的 

本調査で実施した東北地域の小売電気事業者へのアンケート調査で回答のあった新電力 29 者

のうち、「地域新電力」は 15 者であった。 

15 者の地域新電力の小売電気事業に参入した目的をみると、「自治体や地域の電気料金の削減」

「電気事業を通じた地域経済循環（地域外に流出しているエネルギー費を地域に取り戻す）」「収

益を通じた地域課題解決、地域振興、地域活性化への貢献」「地元自治体のエネルギー計画の実現」

「地域内のエネルギー活用（エネルギーの地産地消）」への回答割合が、ガス事業者・その他と比

較して高くなっており、地域貢献や地域活性化への志向が強いことが示唆される。 
 

小売電気事業に参入した目的

 
 
（注）青色：地域新電力（n=15）、オレンジ色：ガス事業者・その他（n=14） 

（資料）小売電気事業者へのアンケート調査結果 
 
 また、多くの地方自治体は、地域新電力立上げ時に、地域新電力事業に対し、「自治体や地域の

電気料金の削減」「電気事業を通じた地域経済循環（地域外に流出しているエネルギー費を地域に

取り戻す）」「収益を通じた地域課題解決、地域振興、地域活性化への貢献」「地域内エネルギーの

活用（エネルギーの地産地消）」を期待していることが、地方自治体へのアンケート調査から確認

された。 

これらは、多くの地域新電力が地域新電力事業参入の目的に挙げている事項であり、地方自治

体と地域新電力が地域新電力事業に期待することは一致しているといえる。 
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地域新電力に期待すること（問６）n=188 

 
（資料）地方自治体へのアンケート調査結 

 

さらに、地域新電力へのヒアリング調査結果からも、自治体が地域新電力事業に期待すること

に地域新電力が対応している状況が確認できた。 
 

地域新電力事業への自治体の期待と地域新電力の対応 

地域新電力事業への自治体の期待 地域新電力の具体的な対応例 
（ヒアリング調査結果） 

自治体や地域の電気料金の削減 ・地元の重要な施設には格安で電力を供給。（Ａ

社） 
電気事業を通じた地域経済循環（地域外に流

出しているエネルギー費を地域に取り戻す） 
・エネルギーの地産地消の推進。（Ａ社） 

収益を通じた地域課題解決、地域振興、地域

活性化への貢献 
・事業開始２年目には営業利益の６分の１を子育

て支援への活用のため、自治体に寄付を行っ

た。（Ａ社） 
・自治体主導のエコタウン事業に協力。（Ｅ社） 
・産業振興（地元工業会、金融機関の出資参画）

と地域内への安価な電力供給、ＣＯ2 フリーの

電力供給（Ｃ社） 
地域内エネルギーの活用（エネルギーの地産

地消） 
・自治体内の豊富な再エネ資源の活用（地産地消）

とレジリエンス強化（Ｃ社） 

（資料）地方自治体へのアンケート調査結果、地域新電力へのヒアリング調査結果 

 

（２）地域貢献への取組み 

地域新電力が、地域振興、地域活性化に向けた具体的な取組として現在行っていることとして、

「地域の雇用創出」に貢献しているほか、「自治体への寄付」等があげられた。（小売事業者アン

ケート調査結果） 

 今後は、これらに加え、「地域産品、観光とのコラボ」「住民向け事業の提供」への取組も進展

する見込みである。（小売事業者アンケート調査結果） 
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電気事業を通じた地域経済循環（地域外に流出しているエネルギー費を地域に取戻す）

収益を通じた地域課題解決、地域振興、地域活性化への貢献

顧客へのサービス強化（「ガスと電気のセット割引」等、地域新電力会社の他事業との組み合わせによるサービス）

地元自治体のエネルギー関連計画の実現

自治体が保有する電源の活用

地域内エネルギーの活用（エネルギーの地産地消）

非常時の電源確保

その他
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地域振興、地域活性化に向けた具体的な内容（青線：現在、橙線：今後）（n=15） 

 
（注）青色：現在、オレンジ色：今後（n=15） 

（資料）小売電気事業者へのアンケート調査結果 
 

 

（３）東北地域における地域新電力の意義・位置づけ 

電力小売が全面自由化されて以降、新電力がシェアを増加させてきているが、直近では、高圧

分野でのシェア低下もみられるなど、競争の激化が進んでいる。 

とりわけ東北地域の新電力においては、契約口数、販売電力量とも低い水準に留まっている状

況にある。 

一方で、地域の課題解決や地域活性化に取組む「地域新電力」の設立が全国的に増加しており、

東北地域においては、小売電気事業者の 4 割強を地域新電力が占めている。 

東北地域において、地域新電力の市場参入や事業拡大が進展することで、地域内での雇用確保

や経済循環を生み出すとともに、今後の再生可能エネルギーの普及拡大やエネルギーの地産地消

の推進に繋がると考えられる。こうした電気料金以外の新たな価値を地域経済とのつながりから

創出することにより地域新電力が競争力を強化し、地域内の需要家の多様なニーズに対応する選

択肢の拡大を通じて、電力市場競争の適正化にも寄与することが期待できる。 

以上より、次章では、地域新電力にかかる様々な課題と対応策について整理する。 

 

  

7

1

2

5

2

4

2

6

5

8

0 2 4 6 8 10

地域の雇用創出

地域産品、観光とのコラボ

住民向け事業の提供

自治体への寄付

その他



13 
 

コラム：久慈市における地域外へのエネルギー代金の流出額の算出結果 

 以下は、環境省が提供する地域経済循環分析ツールに基づき、久慈市で試算を行った結果である。久慈市では、

エネルギー代金の支払いにより、住民の所得が約 61 億円域外に流出している。 

東北地域（新潟県を含む）の多くの自治体において、エネルギー代金の支払いにより、住民の所得が域外に流出

しているとの試算（環境省調べ）もある。 

 こうした状況を踏まえ、久慈地域エネルギー株式会社は、地域外に流出しているエネルギー費を減少させるこ

とで、地域経済循環を進め、地域活性化に貢献すること等を目指して設立されている。 

 
地域の所得循環構造の分析例 

 
（資料）環境省 HP 地域経済循環分析 
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第２章 地域新電力事業の課題と対応 

 

 ここでは、地域新電力における事業立上げ時から事業運営上の課題、事業の継続的運営に向けた将来のリス

ク要因について、アンケート調査結果やヒアリング調査結果をもとに、分析した。 

 

１．地域新電力の立上げに当たり直面した課題と対応 

地域新電力事業者が立上げ時に直面した課題として、「事業運営ノウハウ（「需給管理」を含む）」、「顧客開

拓」、「電源調達」、「資金調達」等があげられた。以下、それぞれの課題の具体的な内容及び対応について、ア

ンケート調査結果、ヒアリング調査結果から分析した。 

小売電気事業の立上げに当たり、直面した課題（n=15） 

 
 

（１）事業運営ノウハウの不足に係る具体的な課題と対応 

 地域新電力の立上げの経緯から、地域新電力は地域経済界主導型、自治体主導型の２つに大別されるが、地

域経済界主導型の地域新電力の場合、出資会社での事業運営ノウハウは生かせても、初めて関わる小売電気事

業に関連する法律、制度についての知見が不足していることが多く、新電力事業を円滑に立ち上げるべく、法

律、制度に詳しいコンサルタントや専門家に多くの業務を外部委託して対応しているケースがみられた。また、

電力販売契約手続きの際に使用する契約書類作成ノウハウが不足していたため、外部の会社のノウハウを伝授

してもらい、対応したケースもみられた。 

 一方、自治体主導型の場合、自治体職員に会社運営ノウハウを有する人材はいないことから、経営を外部の

会社に委託するケースや、地域新電力の取組を支援する団体に加入するケースがみられた。 
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事業運営ノウハウ不足の課題と対応 

事業運営ノウハウ不足の具体的な課題例 具体的な課題への対応例 

・法律、制度の理解不足 

 （アンケート調査結果、地域経済界主導型） 

・コンサルタントへの外部委託 

 （アンケート調査結果、地域経済界主導型） 

・本業で安定的に収益を上げられるまでに、安

定的に収益を上げる手段として地域新電力事

業に着目し、立上げようとしたが、電力業界

に全く知見がなかった。（Ｆ社、地域経済界主

導型） 

・株主の協力を得ながら事業計画の策定、需要

家（自治体）及び金融機関との交渉を実施。

需要家との契約手続きに必要な契約書、約款

等の書類作成ノウハウが不足していたため、

需給管理の委託先が使用しているものを入

手し、実際の契約手続きに活用することで、

契約にこぎつけた。（Ｆ社、地域経済界主導

型） 

・電力事業の専門家が地域内にはいないため、

ノウハウがない。（アンケート調査結果、自治

体主導型） 

・外部の会社に経営を外部委託。 

 （アンケート調査結果、自治体主導型） 

・法制度・事業運営等のノウハウは一切なく、

相談先を探すことに苦労しました。（アンケー

ト調査結果、自治体主導型） 

・地域新電力の取組を支援する団体への会員加

入が非常に大きかった。会員になる事で需給

管理ノウハウはもちろん、他の新電力との交

流や主に東京で開催する説明会のフィード

バック等して頂けるため、地方にいながらも

情報共有を行う事ができている。（アンケー

ト調査結果、自治体主導型） 

（資料）小売電気事業者へのアンケート調査結果、地域新電力へのヒアリング調査結果 

 

（２）需給管理に係る具体的な課題と対応 

 地域新電力の事業立上げ時に直面する課題として、需給管理ノウハウが多くの事業者からあげられた。需給

管理のノウハウを持つ人材を地元で確保することは困難であり、需給管理を外部委託するケースが多くみられ

た。一方で、アンケートでは５者が自社で需給管理を行っており、地域新電力の取組を支援する団体から需給

管理ノウハウを獲得し、自前で需給管理を行うことで、地域の雇用を生み出しているケースもある。 

地域新電力は、少ない人員で運営しているため、需給管理は外部に委託し、事業企画を担う人材の確保を優

先しているという意見もあり、経営上の大きな判断のポイントになっている。 

 

需給管理の課題と対応 

需給管理の具体的な課題例 具体的な課題への対応例 

・需給管理ノウハウの欠如（アンケート調査結

果、地域経済主導型） 

・外部委託。（アンケート調査結果、地域経済

主導型） 

・需給管理ノウハウは一切なく相談先を探すこ

とに苦労した。（アンケート調査結果、自治体

主導型） 

・地域新電力の取組を支援する団体への会員加

入が非常に大きかった。会員になる事で需給

管理ノウハウを獲得できた。（アンケート調

査結果、自治体主導型） 

・需給管理できる人材を地元で確保するのは困

難。（Ｈ市、自治体主導型） 

・需給管理は外部のバランシンググループを活

用（将来の自立化を目指す）（Ｈ市、自治体

主導型） 

（資料）小売電気事業者へのアンケート調査結果、地域新電力へのヒアリング調査結果 
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コラム：地域新電力の取組を支援する団体 

 全国的に「地域新電力」の設立が増加する中、地域新電力事業者等のネットワーク組織が、近年相次いで設立されている。本

調査でも、地域新電力の立ち上げ時に直面した課題への対応として、「地域新電力の取組を支援する団体」への加入により解決

したケースが多くあげられている。 

 地域新電力の取組を支援する団体では、小売電気事業に関する法制度等の情報提供や、勉強会の開催、需給管理の研修等、地

域新電力事業者をサポートする様々な取組を行っている。 

 本調査では、それらの活動が、経営資源の乏しい地域新電力の競争力強化に大きく寄与していることに着目し、東北地域の地

域新電力事業者が所属する 3 団体（一般社団法人ローカルグッド創成支援機構、一般社団法人エネルギー・地方創生ネットワ

ーク協議会、地域活性エネルギーリンク協議会）の講演による、「地域新電力応援セミナー＆交流会」を開催し、団体の活動内

容を紹介してもらうとともに、東北地域の地域新電力や関係者との交流の場を設ける予定としていた。巻末の「地域新電力応援

セミナー＆交流会」のチラシや３団体からの講演予定資料をご参照。 

 

（３）顧客開拓に係る具体的な課題と対応 

 地域新電力は、立上げ時の営業経費は潤沢とはいえず、効率的に顧客開拓を行うことが求められる一方で、

黒字化させるためには販売電力として５～６千 kW が必要とも言われている。 

 そのため、立上げ時の顧客開拓では、一般家庭に比べて大口で、需要予測の容易性や安定した収益性から高

圧の公共施設へのアプローチを行い、公共施設からの受注獲得を図ることで営業経費を 小限にして一定の販

売電力確保し事業を立ち上げるケースが多い。 

しかし、中央の新電力や大手電力会社との長期契約により、契約変更ができないなど、公共施設の全てに供

給できるとは限らない。 

 

顧客開拓の課題と対応 

顧客開拓の具体的な課題例 具体的な課題への対応例 

・事業立上げ時の販売電力（契約電力）は５～

６千 kW が必要。（G社、自治体主導型） 

・公共施設は一般家庭に比べ需要予測が容易で

安定した収益源であるため、公共施設への営

業を推進。（G社、自治体主導型） 

・自社単独ではネットワークもあまり大きくな

かったので、営業には非常に苦労した。（アン

ケート調査結果、自治体主導型） 

・市が公共施設や市内民間企業への営業同行を

行ってくれた。（アンケート調査結果、自治

体主導型） 

（資料）小売電気事業者へのアンケート調査結果、地域新電力へのヒアリング調査結果 

 

（４）電源調達に係る具体的な課題と対応 

 地域新電力では、立上げ時に自前の電源を持たずに事業を開始することも多く、日本卸電力取引所や常時バ

ックアップからの調達シェアが高くなることで、電力販売価格の競争力が弱くなったり、事業収支が赤字にな

るリスクがある。事業収支の黒字安定化を目指し、立上げ当初から、 適な電源構成のあり方を検討し、その

電源構成に近づくよう、取組んでいくことが重要である。 

例えば、需給管理を自前化している地域新電力では、太陽光発電メインの電源調達構成となっている一方で、

公共施設中心の需要から、低圧など幅広い需要を取り込むに当たって、ベースロード電源の必要性から水力、

バイオマス電源の確保に努めているケースがみられた。 
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電源調達の課題と対応 

電源調達の具体的な課題例 具体的な課題への対応例 

・市場調達のシェアが高く、価格の競争力が弱

い。（アンケート調査結果。自治体主導型） 

・他の新電力との連携。（アンケート調査結果。

自治体主導型） 

・自社電源がほぼなかったため、市場及び常時

バックアップからの購入がほとんどでした。

（アンケート調査結果、自治体主導型） 

・結果として初年度黒字となっているが、常時

バックアップの契約 kW や他に相対契約の検

討など立上げ前にシミュレーションを重ね

ることが重要。（アンケート調査結果、自治

体主導型） 

・日中（昼）の電源は、豊富にあり、余剰も発

生するが夜間が不足。（アンケート調査結果、

自治体主導型） 

・ベースロードとして使える、水力、バイオマ

ス電力確保に努力する。（アンケート調査結

果、自治体主導型） 

（資料）小売電気事業者へのアンケート調査結果、地域新電力へのヒアリング調査結果 

 

（５）資金調達に係る具体的な課題と対応 

 小売電気事業では、電源調達の決済時点から電気料金の回収時点までの運転資金の額が多額になるため、地

域新電力の中には、運転資金確保のため、低金利の公的金融機関からの支援を得て、対応しているケースがみ

られた。特に２０１８年４月のＦＩＴ法改正以前の契約によって、ＦＩＴ事業者から直接調達している事業者

からは、ＦＩＴ法の費用負担調整機関からの交付金が入金されるまでの長期間にわたる運転資金が負担になっ

ているとの声があった。 

 

資金調達の課題と対応 

資金調達の具体的な課題例 具体的な課題への対応例 

・再エネ特措法交付金の支給にタイムラグ（4か

月）があり、運転資金が不足した。（アンケー

ト調査結果） 

・主力株主の自治体より利率の低い資金を借り

入れた。（アンケート調査結果） 

・電力市場からの調達が大きいほどキャッシュ

フローが厳しくなり、運転資金の確保が課題。

（市場は約 2 日後支払いだが、電気料金の入

金は約 2か月後）（Ｄ社） 

・政策金融公庫からの借り入れにより 2か月分

のキャッシュフローをまわすことができて

いる。（Ｄ社） 

 

（資料）小売電気事業者へのアンケート調査結果、地域新電力へのヒアリング調査結果 
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２．地方自治体の地域新電力への参入・出資時の課題と対応 

地方自治体の域新電力への参入・出資時の課題としては、議会や財政部門など「関係者の合意形成」が 大

の課題となっており、その理解を得るための資料作成等に苦労していることがうかがえる。一方で、 近は自

治体が各種補助事業を活用して専門機関に事業計画の策定を委託し、議会説明等にも活用するなどの事例が増

加している。 

このほかの課題としては、自治体主導で新電力を設立する際の「地域内企業への参画・出資の確保」があげ

られており、事業の理解を得ることに加え地域内企業の公平性への配慮に苦労したとの声もあった。 

 

地域新電力事業への参入・出資で苦労したこと、ネックになったこと n=11 

 
（注）関係者の合意形成の下の、議会、庁内（財政部門）、庁内（施設管理部門）、住民、その他、は内数 
（資料）地方自治体へのアンケート調査結果 
 

 

地方自治体における課題と対応例 

・議会向けのわかりやすい資料の作成と情報公開への対応（アンケート調査結果） 

・設立の趣旨、事業内容、メリット、リスク管理などを庁内各部門（議会、財政部門、施設管理

部門）に理解してもらうのに苦労（アンケート調査結果） 

・議会、住民へ地域経済循環や地域課題解決の有効な手段になることへの理解醸成（アンケート

調査結果） 

・新電力事業を実施する事業者に出資・参画いただき、専門のノウハウ等の提供を受けている。

（アンケート調査結果） 

・インターネット等から情報収集し、プロポーザルにより選定した事業パートナーからサポート

を受けた。（アンケート調査結果） 

・出資元企業との情報共有のほか、地域新電力の取組を支援する団体への加入を考えている。（ア

ンケート調査結果） 

・実証事業・FS 調査等による知見の蓄積（アンケート調査結果） 

 

（資料）地方自治体へのアンケート調査結果 
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３．地域新電力の事業運営上の課題 

 地域新電力の事業立ち上げに当たっては、「事業運営ノウハウ」、「顧客開拓」、「電源調達」、「資金調達」、「需

給管理」等が課題となっていることを見てきたが、その後の事業継続・拡大に当たっての事業運営上の課題に

ついて、アンケート調査結果やヒアリング調査結果をもとに整理する。 

 

（１）電源調達の課題 

 地域新電力事業を行う上で電源調達は も重要な課題として位置づけられており、市場変動リスクの低減の

ほか、電気料金以外でのアピールポイントとして地元の再生可能エネルギーの調達などを課題としてあげる事

業者が多い。また、事業立ち上げ当初の公共施設等中心の需要は、太陽光発電との親和性が高いが、顧客拡大

を図る中で、水力発電やバイオマス発電などのベースロード電源の調達を希望する声が多く聞かれた。 

 各事業者の電源調達については全てが公表されている訳ではないが、地域新電力の多くは、市場調達や常時

バックアップ電源への依存が高く、地域内の電源調達は FIT 太陽光からの部分的な調達に限られているケー

スが多い。なお、「（株）やまがた新電力」のように、9 割近くを出資・参画企業等の幅広い県内電源からの調

達（同社 HP より：2019 年度計画＝FIT 電気（太陽光）36％、FIT 電気（風力）23％、FIT 電気（小水力）

6％、FIT 電気（ﾊﾞｲｵﾏｽ）24％、その他 11％）を実現しているケースもある。 

こうした中で、岩手県、秋田県、山形県の企業局では水力発電所の売電先の募集に当たって、地域貢献など

を評価する公募型プロポーザルによって２０２０年度から地域新電力への売電を行うこととしている（岩手県

＝久慈地域エネルギー（株）、秋田県企業局＝ローカルでんき（株）、山形県企業局＝（株）やまがた新電力）。 

電源調達の手法の一つとして特定卸供給制度もあり、今回実施した発電事業者へのアンケート結果では、特

定卸供給の内容の認知度は 31％にとどまるものの、地域新電力に販売しても良いが新電力からのオファーが

ないなどの結果も読み取れるため、地域内からの電源調達を拡大できる可能性は高いと思われる。ただし、発

電事業者からはプロジェクトファイナンスで資金調達している場合、電力供給先の変更は金融機関との協議が

必要となり、金融機関からは発電事業者の信用力低下とみなされる懸念があるため、地域新電力への電力供給

に消極的にならざるを得ないとの意見もあった。 

また、地元からの電源調達については自治体から地域内の発電事業者への声掛けについても期待する声があ

ったほか、ベースロードとなる大型電源などについては、１社で調達するのは困難であり、新電力の事業者が

連携して調達する手法についても関心が寄せられている。 

 

電源調達の課題 

・昼間の電源は豊富だがベースロード電源が不足（アンケート） 

・地元の水力発電、風力発電、一般住宅等卒 FIT 電源からの調達を検討している。（Ａ社） 

・地元電源調達（県営水力やＦＩＴ太陽光など）の一層の拡大。（Ｃ社） 

・電源調達は市場頼みであり、リスクヘッジのため相対契約を増やしたいが、発電側の情報がな

い。（Ｄ社） 

・地域内の新電力が連携して１者では買えない電源を確保できれば、スケールメリットに繋がる

可能性がある。（Ｄ社） 

 

 

（２）顧客開拓の課題 

 地域新電力の多くは事業立ち上げに当たって、自治体の公共施設等との契約で一定の販売量を確保し、営業

や販管費を極力抑えることでシンプルな経営体としているケースが多い。そうした場合であっても地域で継続

的な事業を行う上では、将来的な地域貢献や地域内への各種サービスの提供を視野に、地域住民や地域企業へ

の販路を拡大する意向を有している。 
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① 一般家庭、低圧への営業シフト 

  一般家庭や低圧の顧客開拓に当たっては営業や顧客管理、決済等に係る多額の経費が必要となるため、慎

重に検討している事業者が多い。一方で、ガス事業者系の新電力では既存の顧客に電気とのセット販売を行

うことで顧客サービスの拡大を図っているケースも見受けられる。 

地域新電力においても地域のガス事業者などＢｔｏＣの事業を展開する地元有力企業との連携により低

コスト、低リスクで一般家庭等の顧客開拓を進めるこことが考えられる。 

 
一般家庭、低圧への営業を円滑に進めるためのアイデア、ポイント 

・公的施設中心の営業体制から、一般住民への営業への転換が課題。（アンケート調査結果） 

・契約先は自治体等の高圧需要が中心。一般家庭等の需要開拓も必要だが、営業・決済コストに

加え、需要予測や債権回収のリスクも悩ましい。（Ｄ社） 

・自社の認知度が低いため、周知への取組みと一般家庭向け電力料金プラン開発を急ぐ。 

（アンケート調査結果） 

・ガス事業との連携は双方のメリットに繋がる可能性がある。（Ｄ社） 

・一般家庭向けに出資者のガス事業者との連携で電気とガスのセット販売を開始。（Ａ社） 
（資料）小売電気事業者へのアンケート調査結果、地域新電力へのヒアリング調査結果 

 

② 高圧での価格競争の激化 

 地域新電力へのヒアリング調査時に、高圧での価格競争が地方部でも激化しているとの意見が多くあった。

第１章のデータも、高圧での地域新電力のシェアが 2018 年 10 月以降、低下しており、旧一般電気事業者の域

外展開や大手新電力の地方展開などもあって、価格競争の激化にさらされている。 

また、工場等の高圧需要家の顧客開拓に当たっては、各社各様の需要想定に課題があるほか、相対交渉時の

価格提案では、需要特性に応じた電源調達コストを反映する価格設定についてのノウハウがないため、外部の

アドバイスを得る必要があるとの声が聞かれた。 

 
顧客開拓の課題 

・高圧では価格競争の激化が課題。（アンケート調査結果） 

・自治体施設は随意契約でとれているが、一般競争入札になると受注できない。（Ｄ社） 

・地方でも大手新電力の営業が増えており、契約先の切替もあり、脅威。（Ｄ社） 

・大手電力の巻き返し営業が脅威。（Ｉ団体） 

・大口顧客への取り戻し営業があり対応したが敗戦。（アンケート調査結果） 

・新規顧客向けの料金設定等についてのノウハウがなくアドバイザーを活用。（Ｅ社） 
（資料）小売電気事業者へのアンケート調査結果、地域新電力へのヒアリング調査結果 
 
③ 価格以外の付加価値 

地域新電力の多くは、販管費などを抑えた身軽な経営体制により一定の価格競争力を有していると考えら

れるが、今後、地域貢献などを見据えた継続的な経営を行う上で料金以外に顧客に訴求できる新たなサー

ビスや価値の提供が必要であり、ヒアリング等においても省エネサービスや新たな技術を活用したＶＰＰ

（ﾊﾞｰﾁｬﾙﾊﾟﾜｰﾌﾟﾗﾝﾄ）、ＤＲ（ﾃﾞｨﾏﾝﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝｽ）、ＰＰＡ（初期費用なしで太陽光発電を設置活用するモデル）

など様々なサービス提供などを検討していくことが重要との声が多くあった。しかし、自社のみで新たな

技術を獲得して新たなサービスを構築して提供することは難しく、技術を有する企業や地域新電力間での

連携が重要との声があった。 

 また、自治体のエネルギー関係計画との連携やレジリエンスの強化、電力の地産地消などによって需要

家に訴求することを目指している事業者もあった。  
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価格以外の付加価値例 

本業での対策 本業以外の新事業実施による対策 

 

・価格競争以外の付加価値を付ける必要。（Ｄ社） 

・再エネ、地域の電力に理解のある需要家への

売電。（アンケート調査結果） 

・エネルギー地産地消等による付加価値遡及、

差別化。（アンケート調査結果） 

 

 

・太陽光のＰＰＡ2や省エネサービスなどの事

業展開。（アンケート調査結果） 

・熱供給、交通エネルギー等の事業領域を拡大。

（Ａ社） 

・再エネ余剰電力の活用、水素活用、スマート

コミュニティ等を検討。（Ｅ社） 

・地域振興への貢献を目指したＥＳＣＯ事業、

マイクログリッドにも取組を。（Ｊ団体） 

・ＶＰＰ3への取組が必要。大手の技術を地域

新電力にもつなげる必要。（Ｉ団体） 

・個別需要家の需要動向を蓄積することで、将

来のＶＰＰやＤＲ4につなげていきたい。（Ｃ

社） 

（資料）小売電気事業者へのアンケート調査結果、地域新電力へのヒアリング調査結果 

 

（３）制度変更等の情報不足の課題 

 電力システム改革は小売りの全面自由化からほぼ５年を経過し、発送電分離で 終盤を迎えつつあるが、

様々な経過措置のほか、適正な競争環境を整備するための制度改正や新たな市場の開設等が引き続き予定され

ており、地域新電力事業にも影響を及ぼすことが必至の状況にある。 

 一方で、地域新電力は身軽な経営体制が特徴でもあり、経営管理等の機能が脆弱で、複雑かつ多岐にわたる

さまざまな制度変更等の情報を収集し、経営上のリスクを判断して対策を立てることは困難であり、 

経営上の重要な課題として位置づけられている。 

 制度変更等に関する情報については、需給管理等委託先や同業他社、新聞報道等から得ているが、 近にな

って地域新電力の取組を支援する団体の設立が相次いでおり、団体に参画している地域新電力からは、団体か

らの情報や会員企業間での情報交換への評価が高く、今後ともその役割を高めることが期待されている。 

制度変更等の情報不足の課題 

・制度改正等のリスクに対応できる事業を行うための人材育成が必要。（Ｄ社） 

・制度変更等の将来動向に関する情報が不足している。（Ｈ市） 

・制度変更等の事業リスクや事業ノウハウに関する情報が不足。（Ｂ市） 

・国の制度変更に伴うリスクへの対応力。（Ｃ市） 

・支援団体からの情報提供と横のつながりが有り難い。（Ｄ社） 
（資料）地域新電力、地方自治体へのヒアリング調査結果 

 

  

                                                  
2 ＰＰＡ：電力会社と電力事業者（発電者）の間で締結する「電力販売契約」を指す。この PPA をもとに新しい電力販売のビ

ジネスモデル「PPA モデル」ができている。電力事業者が太陽光発電システムを顧客（電力消費者）の敷地や屋根などに設置

して、発電した電力を売ることで事業としている。 
3 ＶＰＰ：仮想発電所（バーチャルパワープラント）とは、需要家側エネルギーリソース、電力系統に直接接続されている発電

設備、蓄電設備の保有者もしくは第三者が、そのエネルギーリソースを制御(需要家側エネルギーリソースからの逆潮流(※)も含

む)することで、発電所と同等の機能を提供すること。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/about.html 
4 ＤＲ：ディマンドリスポンス(DR)とは、需要家側エネルギーリソースの保有者もしくは第三者が、そのエネルギーリソースを

制御することで、電力需要パターンを変化させること。 
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/about.html 
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コラム：地域新電力事業に関連する制度の動き 

（１）インバランス料金制度 

容易に貯蔵できない電力の需給バランスを確保するための仕組みとして、2016年４月の小売全面自由化を機に、計画値同時

同量制度が導入され、発電事業者や小売事業者が実需給前に提出する計画と実際の発電・需要実績との差分（インバランス）を、

一般送配電事業者が調整力電源を用いて調整する一方、調整に要する費用については、卸電力取引所における市場価格をベース

としたインバランス料金を通じて回収されるように設定してきた。 

しかし、現行の制度では、エリアの需給逼迫時にインバランス料金が必ずしも相応に高くならず、事業者に対して需給一致を

促すインセンティブが十分に働かないことが少なからずあるほか、一般送配電事業者の調整力コストの回収が不十分などの課題

がある。このため、電力・ガス取引監視等委員会において制度改正のための検討が行われており、２０２２年度には制度が改正

される予定。 

 

（２）需給調整市場 

電力系統の周波数維持等を行う上で需給バランスを調整する必要があり、旧一般電気事業者が主に自社電源等によって調整を

行ってきたが、2016 年 10 月以降は一般送配電事業者による調整力の公募が始まっている。この調整力公募の状況を踏まえ

つつ、系統の広域化による効率化や調整力確保に係る市場メカニズムの導入等を目指して、２０２１年度に需給調整市場を開設

し、電源ごとの反応速度や容量に応じた調整力の種別ごとの調達について、段階的に市場に移行する予定であり、調整力の費用

負担は託送料金やインバランス料金に影響する可能性がある。 

 

（３）容量市場 

小売全面自由化や再生可能エネルギーの導入拡大による卸電力市場の取引拡大・市場価格の低下により、電源の投資予見性の

低下が懸念されている一方で、電源投資は適切なタイミングで行われる必要がある。電源の新設・リプレース等が十分にされな

い状態で、既存発電所が閉鎖されていく可能性があり、その結果、中長期的な供給力不足が顕在化した場合、電源開発に一定の

リードタイムを要することから、需給がひっ迫する長期間にわたって電気料金が高止まりする問題等が生じる。このため、将来

の我が国全体の供給力を効率的に確保する仕組みとして、発電所等の供給力を金銭価値化し、多様な発電事業者等の市場参加に

よって供給力を確保する仕組みとして容量市場を２０２０年度に開設（２０２４年度の必要量の調達）することとしている。な

お、容量の調達にかかる費用の一部は、容量拠出金として小売電気事業者の負担を想定している。（経過措置が設けられる予定） 

 

（４）ベースロード市場 

新電力によるベースロード電源へのアクセスを容易にすることを目的に、日本全体の供給力の９割弱を占める大手電力グルー

プ及びＪパワーが保有するベースロード電源の市場供出を制度的に求め、新電力が年間固定価格で購入可能とするベースロード

市場について、２０１９年７月に初回オークションを実施し、以後、年に３回の取引を実施。各エリア（北海道、東日本、西日

本）の約定価格は全てのオークションにおいて、基準エリアの平均エリアプライスを下回る水準で取引が行われた。（東日本エ

リアの 3 回のオークション約定価格の平均＝９．７１円／kWh ＜ 同エリアの平均エリアプライス＝１０．６８円／kWh） 

なお、政策目的として重複のある常時バックアップからベースロード市場への移行策については引き続き検討を行う予定。 

 

（５）非化石価値取引市場 

非化石価値を顕在化し、取引を可能とすることで、小売電気事業者の高度化法（※）の非化石電源調達目標の達成を後押しす

るとともに、需要家にとっての選択肢の拡大、固定価格買取り（FIT）制度による国民負担の軽減を図ることを目的に非化石価

値取引市場が創設され、2018 年５月にＦＩＴ電源に係る初回のオークションが実施された。また、2020 年からは非 FIT 電

源の非化石価値についての取引も開始される。新電力においても非化石市場の活用を通じて需要家への環境価値等に訴求するメ

ニューの提供なども可能となる。 

※小売電気事業者は、エネルギー供給構造高度化法により、自ら調達する電気のうち、化石燃料を使わずに発電する非化石電

源の比率を 2030 年までに 44％以上にすることが求められている（年間電力販売量が５億 kWh 以上）。 

 

（６）電力先物市場 

電力先物取引は、電力小売自由化によって価格変動リスクが増加することを踏まえ、卸市場の活性化と合わせて、透明かつ公

正な価格形成機能の提供と価格変動リスクのヘッジ機能の提供を担う市場として、東京証券取引所において 2019 年９月に試

験上場により取引が開始されている。電力先物と JEPX スポット取引を併用することで、将来の価格を固定しながら現物調達・

販売が可能となり、再エネ調達に係る回避可能費用のヘッジを行うなどの活用により、地域新電力にとっての収支の安定化につ

ながることが期待できる。 

 

（７）託送料金制度 

託送料金とは、電気を送る際に小売電気事業者が利用する送配電網の利用料金として一般送配電事業者が国の認可を受けて設

定する料金で、発電・小売の自由化部門の公正な競争環境を担う重要な制度であり、小売電気事業者が販売した電気の量に応じ

て託送料金を負担している。 送配電設備は高経年化対策等の構造的課題を抱える中で、需要見通しが不透明化し、投資予見可

能性が低下する一方、再エネの主力電源化に向けた系統整備やレジリエンス強化のための地域間連系線といった環境変化に的確

かつ機動的に対応する必要など、様々な観点から制度の見直しの議論が行われている。費用負担方法についても、発電側基本料

金の導入やＦＩＴ賦課金方式、災害復旧費用の相互扶助方式などが検討されており、託送料金制度の一部改正を含む電気事業法

改正法案が第２０１回通常国会に提出されている。 
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４．地域新電力の競争環境上の課題 

 地域新電力の低圧分野の電力単価については、旧一般電気事業者の規制料金を下回っており、一定の価格競

争力を有していると考えられるほか、アンケート調査においても一定の利益を得ていることが確認された。 

 また、競争環境に関わる法制度については、現状で地域新電力が事業として成り立っているとして、一定の

評価をしているとの声が聞かれたものの、多くの暫定・特例措置があり、今後の制度改正によって競争環境に

大きな影響を及ぼす恐れについて懸念する声があり、制度改正等の議論に地域新電力の声をもっと反映して欲

しいとの要望が聞かれた。 

 市場競争環境については、 近になって高圧部門の競争が激化しており、入札などで価格競争になると地域

新電力は大手の新電力等に太刀打ちできないとの声が多くなっており、価格以外の付加価値を訴求することが

重要な課題となっている。 

 また、個別の制度では、託送料金が高いとの指摘が多く、特に地産地消の推進へのインセンティブを求める

声があったほか、旧一般電気事業者の深夜電力の料金単価は現状の託送料金を考えると太刀打ちできないとの

声も聞かれた。 

 

５．地域新電力の強み 

 地域新電力へのアンケート調査結果から、地域新電力の事業継続に向けた自社の強みとして、以下の点が挙

げられている。 

・自治体や地元有力企業の出資を受けていることで信用力がある。 

・自治体のエネルギー施策、地域振興施策、エネルギーレジリエンス対策と連携している。 

・公共施設等への電力供給により収益のベースができている。 

・地元電源からの電力調達を行えている。 

 
小売電気事業の事業継続に向けた自社の強み 

〇自治体や地元有力企業の出資を受けていることで、信用力がある 

・市と密接な関係にあるため、公益的事業としてお客様に理解を得やすい。 

・地元のお客様の理解を得ながら営業を展開できている点。 

・行政主導型の新電力会社であり、地元経済会も協力して取り組んでいる。 

 

〇自治体のエネルギー施策、地域振興施策、エネルギーレジリエンス対策と連携している 

・地元自治体のエネルギー関連政策に基づく新電力事業であること。 

・再エネ発電設備の建設、運営、ノウハウを保有していることで、エネルギーの 適利用や、BCP

といった地域課題に対応が可能。 

・市や市の有力企業が協力して取り組む事業であること。 

・利益が地元の活性化につながる。 

 

〇公共施設等への電力供給により収益のベースができている。 

・公共施設に供給することで収益のベースが作られている。 

・自治体施設‐出資企業への供給が全体の契約電力の 6割以上を占める。 

 

〇地元電源を持っていること 

・地場電源の調達（再エネ特卸）。（自治体主導型） 

・市内に電源資源があるということ。（自治体主導型） 

（資料）小売事業者向けアンケ―ト調査結果 
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６．地域新電力の今後の事業展開に好影響を及ぼすと考えられる社会トレンド 

（１）持続可能な開発目標（SDGs） 

 持続可能な開発目標 17 のうち、エネルギーに関連する目標として、「目標 7: エネルギーをみんなに そし

てクリーンに」がある。目標 7の具体的なターゲット（未来像）として、「2030 年までに、安価かつ信頼でき

る現代的エネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保する。」や「2030 年までに、世界のエネルギーミック

スにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。」が挙げられている。 

 
目標７のターゲット 

7.1 2030 年までに、安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保

する。 

7.2 2030 年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡

大させる。 

7.3 2030 年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。 

7.a 2030 年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率、および先進的かつ環境負荷の低い

化石燃料技術などのクリーンエネルギーの研究および技術へのアクセスを促進するため

の国際協力を強化し、エネルギー関連インフラとクリーンエネルギー技術への投資を促進

する。 

7.b 2030 年までに、各々の支援プログラムに沿って開発途上国、特に後発開発途上国および小

島嶼開発途上国、内陸開発途上国のすべての人々に現代的で持続可能なエネルギーサービ

スを供給できるよう、インフラ拡大と技術向上を行う。 

（資料）国連開発センター 

 

 また、「目標 13：気候変動に具体的な対策を」の具体的ターゲットとして、「すべての国々において、気候

変動に起因する危険や自然災害に対するレジリエンスおよび適応力を強化する。」が挙げられている。 

目標 13 のターゲット 

13.1 すべての国々において、気候変動に起因する危険や自然災害に対するレジリエンスおよび

適応力を強化する。 

13.2 気候変動対策を国別の政策、戦略および計画に盛り込む。 

13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減、および早期警告に関する教育、啓発、人的能力および

制度機能を改善する。 

13.a 重要な緩和行動や実施における透明性確保に関する開発途上国のニーズに対応するため、

2020 年までにあらゆる供給源から年間 1,000 億ドルを共同動員するという、UNFCCC の先

進締約国によりコミットメントを実施し、可能な限り速やかに資本を投下してグリーン気

候基金を本格始動させる。 

13.b 女性、若者、および社会的弱者コミュニティの重点化などを通じて、後発開発途上国にお

ける気候変動関連の効果的な計画策定や管理の能力を向上するためのメカニズムを推進

する。 

（資料）国連開発センター 

 

地域新電力は、自治体や地域の電気料金の削減や地域内のエネルギー活用を目的に参入したところが多く、

自治体や地域への地場の再生可能エネルギー電力の供給を通じ、目標７のターゲットである安価かつ信頼でき

る現代的エネルギーサービスの提供や、再生可能エネルギーの割合増大に貢献することが期待される。 

また、地域新電力の強みに、自治体のエネルギー政策、地域振興施策、エネルギーレジリエンス対策と連携

していることが挙げられており、地域新電力のエネルギーレジリエンス対策への取組は、目標 13 のターゲッ

トである「すべての国々において、気候変動に起因する危険や自然災害に対するレジリエンスおよび適応力を

強化する。」にもつながる。地域新電力の自治体のエネルギー政策、地域振興施策、エネルギーレジリエンス

対策と連携した事業活動は、SDGs への取組を進める自治体のサポートにもなる可能性がある。 
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（２）COP21 のパリ協定合意 

2015 年 12 月に COP21 でパリ協定の合意がなされ、2016 年 11 月から発効した。 

 政府は、パリ協定に基づく温室効果ガスの低排出型の発展のための長期的な戦略として、「パリ協定に基づ

く成長戦略としての長期戦略」を、令和元年６月 11 日に閣議決定した。 

終到達点としての「脱炭素社会」を掲げ、それを野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現することを

目指すとともに 、2050 年までに 80 ％の削減に大胆に取り組むこと、ビジネス主導の非連続なイノベーショ

ンを通じた「環境と成長の好循環」の実現 、取組を今から迅速に実施、世界への貢献、将来に希望の持てる

明るい社会を描き行動を起こすことを基本的な考え方（ビジョン）に掲げている。 

 また、温室効果ガス排出削減対策・施策として、再エネの主力電源化や、2050 年までにカーボンニュート

ラルでレジリエントで快適な地域とくらしを実現、地域循環共生圏の創造が、挙げられている。 

 地域新電力は、再エネ電源由来の電力販売を通じ、事業者における温室排出ガス削減への取組に貢献してい

るほか、自治体のエネルギー政策、エネルギーレジリエンス対策と連携した取組を通じ、カーボンニュートラ

ルでレジリエントで快適な地域とくらしの実現、地域循環共生圏の創造にも貢献可能である。 

また、産業界においては、政府の「地球温暖化対策計画」に基づき、各業種毎に低炭素社会実行計画を策定

し、取り組みを進めており、地域新電力によって再エネ由来の電力供給ができれば、各企業の計画の進展に貢

献できる可能性がある。 

 

（３）第５次エネルギー基本計画 

 2018 年 7 月に策定された「エネルギー基本計画」においては、2030 年に向けたエネルギーミックスの確実

な実現と、脱炭素化への世界的なモメンタムを踏まえ、2050 年のエネルギー転換・脱炭素化に向けた挑戦を

掲げている。特に”多層化・多様化した柔軟なエネルギー需給構造”の構築に向けて、電力システム改革を通じ

て多様な主体がエネルギー分野に参入し、競争の促進や効率的な市場への変革を実現するとともに、地域に新

たな産業を創出するなど、地域活性化への貢献も期待されるとしており、その一翼を地域新電力が担うことが

期待される。さらには、再生可能エネルギーの主力電源化を進める上で、系統制約が顕在化しており、一層の

再生可能エネルギーの導入には分散型エネルギーシステムの普及・拡大が必要となっている。レジリエンス機

能の強化と合わせた、需給一体型のシステムの実現には地域新電力が担う役割も大きいと考えられる。 

 

（４）地域循環共生圏 

2018 年 4 月に閣議決定した第五次環境基本計画では、国連「持続可能な開発目標」（SDGs）や「パリ協定」

といった世界を巻き込む国際な潮流や複雑化する環境・経済・社会の課題を踏まえ、複数の課題の統合的な解

決というＳＤＧｓの考え方も活用した「地域循環共生圏」が提唱された。「地域循環共生圏」とは、各地域が

美しい自然景観等の地域資源を 大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資

源を補完し支え合うことにより、地域の活力が 大限に発揮されることを目指す考え方である。 

 「地域循環共生圏」の将来像には、自律分散型のエネルギーシステムとして、“エネルギーの地産地消と地域

間融通”が普及している姿が描かれている。地域新電力によるエネルギーの地産地消への取組みは、他地域の

地域新電力と連携することで、地域間でのエネルギーの融通を推進する主体になりうると考えられる。また、

「地域循環共生圏」の将来像には、災害に強いまちづくりとして、“災害時でも安心感のあるインフラ・エネ

ルギーシステム”が普及している姿が描かれている。地域新電力の強みに、自治体のエネルギー政策、地域振

興施策、エネルギーレジリエンス対策と連携していることが挙げられることから、地域新電力と自治体が連携

して非常時にも安定して電力供給が可能な仕組みを構築していくことで、災害時でも安心感のあるエネルギー
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システムの実現が可能になると考えられる。 

 

（資料）環境省 地域循環共生圏ポータルサイト 

 

（５）再エネ１００宣言「RE Action」 

 再エネ 100 宣言 「RE Action」とは、企業、自治体、教育機関、医療機関等の団体が使用電力を 100％再

生可能エネルギーに転換する意思と行動を示し、再エネ 100％利用を促進する新たな枠組みであり、参加要件

として遅くとも 2050 年迄に使用電力を 100%再エネに転換する目標を設定し、対外的に公表することを掲げ

ており、国内でも６０以上の団体が参加を表明するなど活動は広がりを見せており、新電力各社においても参

加企業向けの新たな仕組みやメニューを開発する取組みがはじまっている。 

 

（６）Society5.0 

Society 5.0 とは、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステム

により、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）のことである。狩猟社会（Society 

1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会を

指すもので、第５期科学技術基本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱された。 

イノベーションで創出される新たな価値により、モノやサービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ

提供されるとともに、社会システム全体が 適化され、経済発展と社会的課題の解決を両立していける社会と

なる。 

エネルギーに関し、Society 5.0 では、気象情報、発電所の稼働状況、EV の充放電、各家庭での使用状況と

いった様々な情報を含むビッグデータを AI で解析することにより、「的確な需要予測や気象予測を踏まえた多

様なエネルギーによって安定的にエネルギーを供給すること」「水素製造や電気自動車（EV)等を活用したエネ

ルギーの地産地消、地域間で融通すること」「供給予測による使用の 適提案などによる各家庭での省エネを

図ること」といったことができるようになるとともに、社会全体としてもエネルギーの安定供給や GHG 排出の
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削減などの環境負荷の軽減を図ることが可能となることが、想定されている。 

 
（資料）内閣府ホームページ 

 

 地域新電力は、前述したように、エネルギーの地産地消に取組んできており、他地域の地域新電力と連携す

ることで、地域間でのエネルギーの融通の推進主体になりうると考えられる。また、需給管理を内製化してい

る地域新電力であれば、蓄積された需給管理ノウハウを生かし、的確な需要予測や多様なエネルギーの使用が

可能になるほか、各家庭における省エネ対策のサポートも行えると考えられる。 
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第３章 東北地域における地域新電力の競争力強化のための取組 

 

１．地域新電力の将来展望と可能性 

 地域新電力は様々な課題やリスクを抱えつつも、自治体との連携や地域経済界との密接な関係を強みとし、

地域特性に応じたニーズへの対応などを通じて、大手の新電力にはない新たなサービスを提供することによっ

て、地域密着型の事業発展につながる可能性がある。 

 

（１）地方自治体のエネルギー関連計画や事業との連携 

 自治体では地球温暖化対策法に基づく計画があるほか、東日本大震災を契機としたエネルギーの地産地消な

どの計画を策定し、その実現に向けた取組の一つとして地域新電力を位置づける例もある。また、自治体がエ

ネルギー関係の計画や事業などを今後、策定・実行する上で地域新電力の機能が有効に働くことが期待される。 

 東北地域では、山形県が「山形県エネルギー戦略」に掲げるエネルギーの「地産地消」や「供給基地化」な

どの実現を目指して県の出資・主導で「（株）やまがた新電力」を設立したほか、県の「エネルギーの地産地

消モデル推進事業」の実施に当たって地域新電力の機能を活用して補助事業者のモニタリングを行うなど、県

の計画実現や施策の実施に当たって、地域新電力の機能を活用している。 

 また、鹿角市では地域の豊富な再生可能エネルギーの「地産地消」をコンセプトに「（株）かづのパワー」

を立ち上げ、地元民間企業の水力発電所からの電源を調達して地域内への供給を開始するなど、「地産地消」

の実現を図っている。 

 今後、自治体においても低炭素化の推進やＳＤＧｓへの取組みが重要となる可能性も高く、地域新電力の機

能を通じて課題解決につながる可能性を踏まえ、自治体においても地域新電力と継続的な関係を構築していく

ことが望まれる。 

  

（２）分散型エネルギーシステムの実現 

 分散型エネルギーシステムは再生可能エネルギー等の分散型電源の普及拡大に合わせてその実現が期待さ

れており、「第五次エネルギー基本計画」や「地域循環共生圏」でもその実現に向けて取組みを進めることと

している。また、 近の災害の多発によるレジリエンス強化策としても注目されており、昨年の台風１５号で

は、千葉県の「むつざわスマートウェルネスタウン」における地産天然ガスを活用したマイクログリッドが注

目された。 

東北地域では先行事例として「（一社）東松島みらい都市機構」の「スマート防災エコタウン」があるほか、

福島県の葛尾町では「葛尾創生電力（株）」がマイクログリッドを構築して２０２０年１２月に営業を開始す

べく準備を進めている。 

 こうした先行事例は自治体との連携のもとで各種補助事業を活用したモデル的な事業が中心であり、需給一

体型の分散型エネルギーシステムをビジネスモデルとしていく上では、再生可能エネルギーの価値の創出や技

術・制度などに様々な課題があり、その実現を図る上では地域新電力としての機能と役割が重要になると思わ

れる。 

 また、地域内の企業において、再エネ 100 宣言「RE Action」への参加の増加や、低炭素社会実行計画の実

現に向けて、再生可能エネルギーへのニーズが高まる可能性が高く、そうした企業向けに地域新電力が豊富な

東北地域の再生可能エネルギーを活用した地産地消や分散型エネルギーの実現により地域ニーズに対応した

メニューを提供する可能性も広がることが期待される。 

 このほか、制度面では現行の特定送配電事業や特定供給制度に加え、電気事業法の改正による「配電事業者

制度の創設」、「配電網の独立化」が予定されている。このような各種の制度を地域新電力が活用することで、
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地域密着型の特性を活かした事業展開につながる可能性がある。 

  

（３）新たなノウハウ獲得、技術の活用によるサービスの提供 

 地域新電力は小売電気事業を通じた新たなサービスの提供により地域に貢献することを設立の目的として

いる事業者も多く、事業継続に当たっても重要な取組みとなっている。 

 2009 年 1 月から開始した固定価格買取制度から１０年が経過し、買取期間の終了を迎える卒ＦＩＴ電源が

増加する中で、各事業者が買取りメニューを開発し提供を開始している。地域新電力における取組みは遅れて

いるが、顧客の囲い込みに加え、地産地消や非化石価値としての活用も見据えた取組みを推進することが求め

られる。 

 また、顧客の省エネを支援する ESCO 事業などを展開する地域新電力があるほか、今後の技術開発や制度改

正等を見据えてＶＰＰ（ﾊﾞｰﾁｬﾙﾊﾟﾜｰﾌﾟﾗﾝﾄ）、ＤＲ（ﾃﾞｨﾏﾝﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝｽ）、ＰＰＡ（初期費用なしで太陽光発電を設

置活用するモデル）など様々なサービス提供により地域貢献を果たしていく可能性がある。 

 また、地域新電力が有する顧客のスマートメーターのデータについては、個人情報や競争情報に配慮しつつ

も活用を促進することが期待されており、今後は高齢者の見守りサービスなどの新たなサービスや他産業との

連携につながる可能性がある。 

 

（４）地域課題解決への貢献 

 地域新電力の設立に当たって自治体との連携による地域課題解決や地域振興等を目的に掲げる事業者が多

く、自治体への寄付によるスポーツ・防災等の地域活動支援や、自治体課題と連携した子育て支援や商店街支

援などの電気料金メニューの提供などを行っている事例がある。 

 また、ドイツのシュタットベルケをモデルとして電力小売事業で得た収益を公共交通などの赤字部門の公共

サービスに活用しつつ、全体としての利益を確保する取組みを目指す地域新電力もあり、「日本シュタットベ

ルケ・ネットワーク」では国内の地域新電力の取組みへの支援を行っている。 

 東北地域でも電力小売事業を核として、震災復興まちづくりの事業実施の一翼を担う事業者や、観光 DMO

の役割を担う事業者など、地域への貢献を果たす地域新電力が存在している。 

 地域新電力は地域住民等からの支持がなければ、自治体にとっても地域新電力との連携の意義を問われる可

能性もあるため、電気料金以外での地域貢献は重要な取組みとなる。 

 

２．地域新電力の競争力強化のための取組 

 低圧部門の電力自由化から４年が経過し、この間に地域新電力も徐々に増加しており、 近になって自治体

等における関心も一層高まっている。これまでみてきたように地域新電力は多くの課題や将来のリスクを 

抱える一方で、自治体計画の実現や分散型エネルギーの担い手、地域ニーズに対応するサービス提供、地域課

題の解決など多様な期待と可能性を秘めている。 

 しかし、地域新電力の多くは必要経費を 低限に抑えるなど脆弱な経営体制にあるため、自社で全ての 

課題やリスクに対応しつつ新たな事業展開までも実施することは無理があり、様々な主体との連携や提携など

が必要となる。 

（１）地域内での連携 

地域新電力の活動は地域に根ざしたものであり、自治体や地経済界が事業に関わっていることで地域内の

信用力を高めていることが強みである。また、自治体のエネルギー関連計画の実現や地域企業などの様々

な地域課題についても地域新電力事業を核として地域内企業が連携した取組みを行うことで解決に近づく

可能性もある。地域新電力をそれぞれの地域特性に応じて育成し、その機能を地域として活用していくた
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めに、地域内の関係者が良好な関係を継続的に構築し、地域内の需要開拓や新たなサービスの提供、地域

内の電源調達と地産地消などを推進することによって、地域新電力の事業発展と地域課題解決につながる

と考えられる。 

（２）地域新電力事業の関係者による連携 

 全国的にも地域新電力が増加するなかで、地域新電力の取組み支援する全国団体が相次いで設立されて

おり、参加企業からも様々な情報提供やサービス機能の提供、会員間の情報交換などによって高い評価を

得ている。地域新電力の脆弱な経営体制にあってこうした専門機関や新電力間の連携は重要であり、特に

今後の新たな技術を活用した地域へのサービスの提供などを効率的に行うための取組みへの発展も期待

される。 

 また、今後は東北地域や各県単位での新電力関係者の連携を促すことによって、身近な場面での情報交

換のほか、共同での電源調達や事業立ち上げ時の支援、新たなサービス提供への提携など、地域内での効

率的な事業展開につながることが期待される。 

（３）制度改正等への対応 

 地域新電力を取り巻く事業環境は引き続き制度改正などによって様々なリスクがあるほか、地域の特性

を活かした新たなサービスの提供などにおいて、制度上の制限が支障となる可能性もあり、地域新電力に

取組む多くの声を集めて制度改正等に反映するような取組みも今後は必要となるため、上記①の団体など

の連携の進展も期待される。 

 一方で、今年度に入って、資源エネルギー庁では「分散型エネルギープラットフォーム」が、また、環

境省では「地域における温暖化対策を通じた地域経済活性化のための連絡会」が開催され、地域新電力に

関わるテーマについても情報交換が行われている。各地の地域新電力においても行政機関のこうした取組

みに多くが参加し、多様な参加者との情報交換により 先端の情報に触れるとともに、地域の実態を制度

や取組みに反映するための活動にも関わっていくことが重要となる。 

 

コラム：ドイツの「シュタットベルケ」 

（平成 29 年 8 月 日本シュタットベルケ・ネットワーク設立趣意書より） 

ドイツには、電力小売り事業や再生可能エネルギー発電事業の担い手として、シュタットベルケという事業体が存在しています。

シュタットベルケは自治体出資法人ですが、その経営は民間に委ねられており、以前、わが国で見られた第三セクター等とは似

て非なるものです。 シュタットベルケは、電力小売り事業や再生可能エネルギー発電事業の他、地域の配電網の管理運営事業、

熱供給事業等のエネルギー事業を行うだけでなく、廃棄物処理（廃棄物発 電）事業、上下水道事業、地域交通事業、公営プー

ルの運営事業など、地域に必要な幅広いインフラサービス事業を行っています。 また、シュタットベルケは、自治体出資の民

間経営事業体として、エネルギー事業等で得た収益を利用して地域の公共交通サービスや公営プールの運営などの赤字事業を自

社の内部事業として取り込み、地域に必要なインフラサービスの提供を行いつつ、事業体全体としては黒字を確保し、事業体と

しての持続可能性を確保している点に特徴があります。単体事業としては不採算であっても、例えば、地域の公共交通サービス

を自社の事業として取り込むことで、地域住民からの認知度を高め、地域に貢献する企業としてのイメージを高めることで、電

力小売り事業等に好影響を与えることができます。このように、シュタットベルケは地域に密着した官民連携型のインフラサー

ビス事業者であり、その存在感は近年、ますます高まっています。 ドイツには 1,40０程度のシュタットベルケが存在すると

されており、100 年を超える歴史を有し、従業員数が 1,000 人を超える規模のシュタットベルケが存在する一方、地域の資

源を有効活用して地域内に新たな事業と雇用を生み出すべく、新しく設立されるシュタットベルケも存在しています。 
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３．おわりに 

・本調査では、自治体等において関心が高まっている地域新電力についての競争環境の実態把握や事業を拡大

していくための課題や解決方策のあり方、さらには地域活性化のあり方などの検討を行い、地域新電力の競

争力強化のための取組みの提案を試みた。 

 

・適正な市場環境の整備については、地域新電力事業に多大な影響を与える制度改正などが今後とも山積して

おり競争環境に与える影響も図りかねている状況にあるほか、新たなサービスに関連する様々な技術等が進

展しつつあるなど、将来のリスクの程度や事業のあり方について、現時点で一般的な形で整理することは困

難であった。 

・また、アンケート調査やヒアリング調査などを通じて、新電力事業者や自治体、さらには発電事業者の声が

寄せられ、多くの課題や将来に向けた可能性、地域での取組みの方向性などについて一定の整理を行ってき

た。 

・これらの課題や方向性について、意見交換を行う場として「地域新電力応援セミナー＆交流会」を予定して

いたが、新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から中止となり、多くの意見を伺う貴重な機会が失われ

たことは残念であった。 

・本調査を通じて、自治体や地域経済界において地域新電力を通じた地域貢献や地域活性化への関心や期待が

高まっており、地域新電力の設立も相次いでいる状況にあることを改めて確認できた。 

・地域新電力は分散型エネルギーシステムの実現などのエネルギー政策における役割も期待される事業であり、

一層の競争環境の整備に加え、地域における地域新電力の連携・共同した取組み等についての検討が求めら

れる。 

・ 後に、本調査において、アンケート調査及びヒアリング調査にご協力いただきました皆様に、この場をお

借りして厚く御礼申し上げます。本報告書が、地域新電力における課題解決の一助となれば幸いです。 
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参考資料 

参考資料１：アンケート調査票（小売事業者向け） 

東北地域における地域新電力に関するアンケート調査票 

 
問１ 最初に貴社の小売電気事業についておうかがいします。正社員数、アルバイト数については以下の回答

欄に具体的にご記入ください。需給管理業務、純利益額については、最もあてはまる番号１つに〇をつけてく

ださい。 

 回答欄 

小売電気事業の従業員数 正社員    人 、アルバイト等    人 

需給管理業務 １．自社内で実施、２．外部委託 

小売電気事業の純利益額 １．500 万円未満、２．500 万円以上 1,000 万円未満、 

３．1,000 万円以上 5,000 万円未満、４．5,000 万円以上１億円未満、 

５．１億円以上 

 

問２ 小売電気事業運営における自治体との協力関係はどのようなものですか。それぞれについて最もあては

まる番号１つに、あてはまる記号すべてに○をつけてください。 

自治体による出資もしくは自治体との協定等 １．あり →出資比率は？ （    ）％、２．なし 

自治体施設への電力供給 １． あり、２．なし 

自治体が所有する発電設備からの電力の調達 １．あり、２．なし 

地域振興、地域活性化に向けた連携（現在） １．あり →具体的内容は？ 

 a.地域の雇用創出、b.地域産品、観光とのコラボ 

 c.住民向け事業の提供、d.自治体への寄付 

 e.その他（               ） 

２．なし 

地域振興、地域活性化に向けた連携（今後） １．あり →具体的内容は？ 

a.地域の雇用創出、b.地域産品、観光とのコラボ 

 c.住民向け事業の提供、d.自治体への寄付 

 e.その他（               ） 

２．なし 

 

問３ 小売電気事業に参入した目的はどのようなものですか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．自治体や地域の電気料金の削減 

２．電気事業を通じた地域経済循環（地域外に流出しているエネルギー費を地域に取戻す） 

３．収益を通じた地域課題解決、地域振興、地域活性化への貢献 

４．顧客へのサービス強化（「ガスと電気のセット割引」等、貴社の他事業との組み合わせによるサービス） 

５．地元自治体のエネルギー関連計画の実現 

６．自社・関連会社の電源活用 

７．地域内のエネルギー活用（エネルギーの地産地消） 

８．非常時の電源確保 

９．その他（                                          ） 

 

  



33 
 

問４ 小売電気事業の立上げに当たり、直面した課題として、どのようなことがありましたか。あてはまる番

号すべてに○をつけて、具体的内容について記載ください。また、それらの課題をどのように解決されました

か。具体的に記載ください。 

１． 事業運営ノウハウの不足→具体的には？（法律・制度、需給管理、顧客管理など）  

             

 

           →解決策は？ 

               

 

２．資金調達の課題    →具体的には？（設備資金、運転資金など） 

               

 

 →解決策は？ 

               

                                        

３．電源調達の課題    →具体的には？（市場調達、ピーク電源、ベースロード電源など） 

 

 

 →解決策は？ 

    

 

４．顧客開拓の課題    →具体的には？（高圧、低圧など） 

 

 

 →解決策は？ 

 

 

５．その他        →具体的には？ 

                                            

 

  →解決策は？ 

      

 

６．特段、事業立ち上げに当たり、直面した課題はなかった  

 

問５ 今後とも、小売電気事業を継続的に運営していくにあたり、将来のリスク要因としてどのようなことが

考えられますか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．制度変更（電力市場制度、託送料金制度、その他） ２．他社競合 

３．経営管理等                   ４．市場変動（電源調達、小売価格） 

５．新たな技術開発等                ６．その他（                 ） 
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問６ 問５でご回答いただいたリスクを回避するために、どのような対策をとられていますか。具体的にご記

入ください。 

 

 

 

 
問７ 事業継続にあたり、御社の強みがあれば、具体的にご記入ください。 

 

 

 

 

問８ 小売電気事業経営に関連する情報をどのような先から収集していますか。あてはまる番号、記号すべて

に○をつけてください。 

１．地域新電力の取組を支援する団体 →具体的には？ 

a.ローカルグッド創成支援機構 

b.エネルギー・地方創生ネットワーク協議会 

c.地域活性エネルギーリンク協議会 

d.日本シュタットベルケネットワーク 

e.その他（                       ） 

２．需給管理委託先 

３．同業他社 

４．発電事業者 

５．自治体 

６．行政機関、日本卸電力取引所（JEPX）、電力広域的運営推進機関等 

７．地域内企業 

８．外部有識者、専門家、コンサルタント 

９．マスコミ報道、新聞・雑誌記事、Web 情報 

10．その他（                               ） 

11．情報収集はしていない。                                    

 

参考 地域新電力とは 

 ここでいう地域新電力とは、自治体・地域内企業が主体となって設立され、地域内の経済循環や、地域貢献

を視野に入れた事業運営を行っている小売電気事業者のことを指します。 
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問９ 東北経済産業局では、2020 年２月頃に管内の地域新電力、発電事業者、地方自治体等を対象に、「地域

新電力応援セミナー（仮称）」を開催し、地域新電力に関する情報を発信するとともに、参加者間で情報交換

や交流等を行う場を提供したいと考えております。貴社が参加することを想定した場合、「地域新電力応援セ

ミナー（仮称）」で知りたい情報や希望する情報交換・交流内容は何ですか。あてはまる番号すべてに○をつ

けてください。 

（知りたい情報） 

１．東北地域における地域新電力の設立状況、事業内容 

２．地域新電力と自治体との関係性・協力関係 

３．地域新電力が地域にもたらす効果、地域貢献・地域活性化事例 

４．地域新電力事業に関連する電力制度の 新情報 

５．地域新電力に関連する補助制度等の情報 

６．再生可能エネルギー電気特定卸供給制度の内容 

（希望する情報交換・交流内容） 

７．同業他社との情報交換・交流 

８．発電事業者との情報交換・交流 

９．自治体との情報交換・交流 

10．再生可能エネルギー電気特定卸供給制度による電力供給を希望する発電事業者とのマッチング 

11．その他（                                         ） 

12．特段、必要とする情報や希望する情報交換・交流内容等はない 

 

問 10 今後、地域新電力が共同して取組みたいこと、行政に期待することとして、どのようなことがありま

すか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．地域新電力間での電力の融通 

２．他の地域新電力と電源の共同調達 

３．東北地域内における地域新電力間での情報共有の場の創設 

４．発電事業者の地域新電力への理解醸成（再生可能エネルギー電気特定卸供給制度の活用について） 

５．エネルギーの地産地消への普及啓発 

６．その他（                                    ） 

 

問 11 地域新電力の事業経営に関し、意見・要望等ございましたら、以下にご自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 最後に、ご回答者様のことについておうかがいします。 

貴社名/部署                / 

お役職/ご担当者名                /    

ご連絡先 TEL:           ／E-mail： 

※問９のセミナーの開催情報、本調査事業の結果等について、メールによる情報提供

を希望しますか？（いずれかに〇）（はい /いいえ） 

ご協力ありがとうございました 
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参考資料２：アンケート調査票（地方自治体向け） 

東北地域における地域新電力に関するアンケート調査票 

 
問１ 貴自治体では、エネルギー関連の計画の策定や、エネルギー関連の補助金・モデル事業を

活用していますか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．「地球温暖化対策に関する法律」に基づく「地方公共団体実行計画」の策定 

２．SDGs 未来都市計画（環境未来都市計画）の策定 

３．低炭素まちづくり計画の策定 

４．バイオマス活用推進計画もしくはバイオマスタウン構想の策定 

５．その他エネルギー関連計画の策定（具体的に：                  ） 

６．補助事業・モデル事業の活用（具体的に：                    ） 

７．流出エネルギー費の算出等が可能な“地域経済循環分析自動作成ツール”の活用 

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

８．エネルギー関連の計画策定や補助金・モデル事業を活用していない 

 

参考 地域新電力とは 
 ここでいう地域新電力とは、自治体・地域内企業が主体となって設立され、地域内の経済循環

や、地域貢献を視野に入れた事業運営を行っている小売電気事業者のことを指します。 

 

問２ 貴自治体は、地域新電力について興味をお持ちですか。最もあてはまる番号に１つ○をつ

けてください。 

１．興味がある     ２．興味がない     ３．どちらでもない 

 

問３ 貴自治体は、地域新電力のことをご存知ですか。最もあてはまる番号に１つ○をつけてく

ださい。 

１．地域新電力という言葉も、地域新電力の具体的な活動も知っている 

２．地域新電力という言葉は知っているが、具体的な活動についてはよくわからない 

３．地域新電力という言葉を知らなかったし、具体的な活動もよくわからない 

 
（問１で選択肢「１．」～「７．」のいずれかに○をつけた方にのみおうかがいします。選択肢「８．」

に○をつけた方は、問５にお進みください） 

問４ エネルギー関連計画や関連施策の中に、地域新電力の設立、活用等が位置づけられていま

すか。あてはまる番号に１つ○をつけてください。 

１．位置づけられている 

２．位置づけられていない 

 
（すべての方におうかがいします） 
問５ 貴自治体には地域新電力が設立されていますか。あてはまる番号に１つ○をつけてくださ

い。 

１．設立されている   →問５－１～問５－３へ 

２．設立されていない  →問６へ 

  

と 
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（問５で選択肢「１．」に回答した方にのみおうかがいします） 
問５－１ 貴自治体における地域新電力事業への参入・出資状況についておうかがいします。あ

てはまる番号に１つ○をつけてください。 

１．参入・出資しており、今後も継続する予定である      →問５－２～問５－３へ 

２．参入・出資しているが、今後は参入・出資をとりやめる予定である 

→問５－２～問５－３へ 

３．参入・出資していないが、今後、参入・出資したい     →問５－２、問６へ 

４．現在・今後とも、参入・出資する予定はない        →問６へ 

 
（問５－１で選択肢「１．」～「３．」に回答した方にのみおうかがいします） 
問５－２ 貴自治体が地域新電力事業への参入・出資するにあたり、苦労したこと、ネックにな

ったこと（今後、参入・出資予定の場合は、苦労しそうなこと、ネックになりそうなこと）はど

のようなことですか。あてはまる番号、記号すべてに○をつけてください。また、既に参入・出

資している自治体では、それらの課題をどのように解決されましたか。具体的にご記入ください。 

１．関係者の合意形成→具体的には？ 

a.議会、b.庁内（財政部門）、c.庁内（施設管理部門）、d.住民、 

e.その他（             ） 

→解決策は？                              

 

２. 地域内企業の参画・出資の確保 

→解決策は？  

 

３．地域新電力事業にかかるノウハウの不足 

→解決策は？  

 

４．電力事業に係る制度の 新情報の把握 

→解決策は？  

 

５．その他（                                    ） 

 
（問５－１で選択肢「１．」、「２．」に回答した方にのみおうかがいします） 
問５－３ 貴自治体が、地域新電力から期待されていることはどのようなことですか。あてはま

る番号すべてに○をつけてください。 

１．自治体に出資してもらうことで、地域新電力の社会的な信用力が向上 

２．公共施設への電力供給 

３．地元発電事業者からの電力調達への働きかけ 

４．自治体が保有する発電設備からの電力の調達 

５．その他（                                    ） 
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（すべての方におうかがいします） 
問６ 貴自治体が地域新電力事業に期待することはどのようなことですか。あてはまる番号すべ

てに○をつけてください。 

１．自治体や地域の電気料金の削減 

２．電気事業を通じた地域経済循環（地域外に流出しているエネルギー費を地域に取戻す） 

３．収益を通じた地域課題解決、地域振興、地域活性化への貢献 

４．顧客へのサービス強化（「ガスと電気のセット割引」等、地域新電力会社の他事業との組み合

わせによるサービス） 
５．地元自治体のエネルギー関連計画の実現 

 

６．自治体が保有する電源の活用 

 

７．地域内エネルギーの活用（エネルギーの地産地消） 

 

８．非常時の電源確保 

 

９．その他（                                    ） 

 

 

 

問７ 地域新電力に関連する情報をどこから収集していますか。あてはまる番号、記号すべてに

○をつけてください。 

１．地域新電力の取組を支援する団体 →具体的には？ 

a.ローカルグッド創成支援機構 

b.エネルギー・地方創生ネットワーク協議会 

c.地域活性エネルギーリンク協議会 

d.日本シュタットベルケネットワーク 

e.その他（                 ） 

２．需給管理委託先 

３．地域新電力に参入している他自治体 

４．発電事業者 

５．地域新電力 

６．行政機関、日本卸電力取引所（JEPX）、電力広域的運営推進機関等 

７．地域内企業 

８．外部有識者、専門家、コンサルタント 

９．マスコミ報道、新聞・雑誌記事、Web 情報 

10．その他（                                    ） 

11．情報収集はしていない。 
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問８ 東北経済産業局では、2020 年２月頃に管内の地域新電力、発電事業者、地方自治体等を対

象に、「地域新電力応援セミナー（仮称）」を開催し、地域新電力に関する情報を発信するととも

に、参加者間で情報交換や交流等を行う場を提供したいと考えております。貴自治体が参加する

ことを想定した場合、「地域新電力応援セミナー（仮称）」で知りたい情報や希望する情報交換・

交流内容は何ですか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。 

（知りたい情報） 

１．東北地域における地域新電力の設立状況、事業内容 

２．地域新電力と自治体との関係性・協力関係 

３．地域新電力が地域にもたらす効果、地域貢献・地域活性化事例 

４．地域新電力事業に関連する電力制度の 新情報 

５．地域新電力に関連する補助制度等の情報 

６．再生可能エネルギー電気特定卸供給制度の内容 

（希望する情報交換・交流内容） 

７．地域新電力に参入・出資する他自治体との情報交換・交流 

８．地域新電力事業者との情報交換・交流 

９．発電事業者との情報交換・交流 

10．再生可能エネルギー電気特定卸供給制度による電力供給を希望する地域新電力事業者とのマ

ッチング 

11．その他（                                    ） 

12．特段、必要とする情報や希望する情報交換・交流内容等はない 

 
問９ 地域新電力の設立・活用に向け、意見・要望等ございましたら、以下にご自由にご記入く

ださい。 

 

 

 

  

最後に、ご回答者様のことについておうかがいします。 

貴自治体名/部署                / 

お役職/ご担当者名                /    

ご連絡先 TEL:           ／E-mail： 

※問８のセミナーの開催情報、本調査事業の結果等について、メールによ

る情報提供を希望しますか？（いずれかに〇）（はい /いいえ） 

ご協力ありがとうございました 
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参考資料３：アンケート調査票（発電事業者向け） 

東北地域における地域新電力に関するアンケート調査票 

 
問１ 貴社が、再生可能エネルギーの発電設備を設置したのは、どのような理由からです

か。あてはまる番号すべてに〇をつけてください。 

１．立地環境に恵まれていたから（日照、風況、近隣に原料やエネルギー源が所在） 

２．遊休地を保有しており、何らかの収益を生む事業を行いたいと考えていたから 

３．地域貢献、復興支援 

４．再生可能エネルギー普及への貢献 

５．自治体の理解・協力があったから 

６．その他（                                 ） 

 
問２ エネルギーの地産地消の実現に向けては、「再生可能エネルギー電気特定卸供給」制

度（以下、参考１ご参照）を活用する方法があります。貴社は、「再生可能エネルギー電気

特定卸供給」制度をご存知でしたか。最もあてはまる番号に１つ○をつけてください。 

１．制度の名前も制度の内容も知っていた 

２．制度の名前は知っていたが、制度の内容は知らなかった 

３．制度の名前も制度の内容も知らなかった 

 

参考１ 再生可能エネルギー電気特定卸供給制度とは 

送配電事業者が買い取る FIT 電源は、原則、卸電力取引市場を通じ、小売電気事業者に

供給されますが、小売電気事業者と FIT 認定事業者との間に合意がある場合、送配電事業

者が FIT 電源、小売電気事業者を特定し、相対供給できます。このことを、再生可能エネ

ルギー電気特定卸供給といいます。 

 
（資料）第 13 回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会 

再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会「資料１ FIT 制度の抜本見直しと再

生可能エネルギー政策の再構築」より作成 
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問３ 貴社の電力の販売先としてあてはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．東北電力 

２．「再生可能エネルギー電気特定卸供給」を通じ、小売電気事業者へ 

３．個別相対契約により、小売電気事業者へ 

４．その他（                                 ） 

 

参考２ 地域新電力とは 

 ここでいう地域新電力とは、自治体・地域内企業が主体となって設立され、地域内の経

済循環や、地域貢献を視野に入れた事業運営を行っている小売電気事業者のことを指しま

す 

 

参考３ 地域新電力への電力供給を行うメリット 

 発電事業者が地域新電力への電力供給を行うメリットとして、次のことが考えられます。 

 －再エネ価値を評価してもらえる（プレミアム価格で購入してもらえる） 

－地元住民からの信頼が増す、評判が高まる 

 －地元自治体との関係構築、関係強化につながる 

 －ＲＥ１００等を希望する企業の地元への誘致につながる 

 －ＣＳＶ経営を行う企業としての社会的認知度が高まる 

 －見学者、マスコミ等の取材が増える 

 

問４ 貴社は、東北地域内の地域新電力から卸供給の相談を受けた場合、地域新電力に電

力供給を行う意向をお持ちですか。どちらかあてはまる番号に○をつけてください。 

１．地域新電力への電力供給を行う意向を有している →問４－１~問４－２へ 

２．地域新電力への電力供給を行うつもりはない   →問４－２へ 

 

（問４で選択肢「１．」に回答した方のみにおうかがいします） 
問４－１ どのような条件が充足されれば、地域新電力への電力供給を行ってもよいとお

考えですか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．ＦＩＴ価格よりも高く買い取ってもらえる 

２．地域新電力が、自社から調達していることを積極的にＰＲしてくれる 

３．その他（                                 ） 

４．特段、求める条件はない 
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（すべての方におうかがいします） 
問４－２ 地域新電力への電力供給にあたり、どのような課題がありますか、もしくは想

定されますか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。 

１．地域新電力からオファーがない 

２．卸供給の手続きが面倒 

３．地域新電力の需要と発電量のバランス  

４．その他（                                 ） 

５．特段の課題はない 

 

問５ 地域新電力事業に関連する情報をどこから収集していますか。あてはまる番号、記

号すべてに○をつけてください。 

１．地域新電力の取組を支援する団体 →具体的には？ 

a.ローカルグッド創成支援機構 

b.エネルギー・地方創生ネットワーク協議会 

c.地域活性エネルギーリンク協議会 

d.日本シュタットベルケネットワーク 

e.その他（               ） 

２．需給管理委託先 

３．同業他社 

４．地域新電力に参入している自治体 

５．地域新電力 

６．行政機関、日本卸電力取引所（JEPX）、電力広域的運営推進機関等 

７．地域内企業 

８．外部有識者、専門家、コンサルタント 

９．マスコミ報道、新聞・雑誌記事、Web 情報 

10．その他（                               ） 

11．情報収集はしていない。 
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問６ 東北経済産業局では、2020 年２月頃に管内の地域新電力、発電事業者、地方自治体

等を対象に、「地域新電力応援セミナー（仮称）」を開催し、地域新電力に関する情報を発

信するとともに、参加者間で情報交換や交流等を行う場を提供したいと考えております。

貴社が参加することを想定した場合、「地域新電力応援セミナー（仮称）」で知りたい情報

や希望する情報交換・交流内容は何ですか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。 

（知りたい情報） 

１．東北地域における地域新電力の設立状況、事業内容 

２．地域新電力と自治体との関係性・協力関係 

３．地域新電力が地域にもたらす効果、地域貢献・地域活性化事例 

４．地域新電力事業に関連する電力制度の 新情報 

５．地域新電力に関連する補助制度等の情報 

６．再生可能エネルギー電気特定卸供給制度の内容 

（希望する情報交換・交流内容） 

７．同業他社との情報交換・交流 

８．地域新電力事業者との情報交換・交流 

９．自治体との情報交換・交流 

10．再生可能エネルギー電気特定卸供給制度による電力供給を希望する地域新電力事業者

とのマッチング 

11．その他（                                ） 

12．特段、必要とする情報等はない 

 

問７ エネルギー政策に関し、意見・要望等ございましたら、以下にご自由にご記入くだ

さい。 

 

 

 

最後に、ご回答者様のことについておうかがいします。 

貴社名/部署  

お役職/ご担当者名  

ご連絡先 TEL:           ／E-mail： 

※問６のセミナーの開催情報、本調査事業の結果等について、メー

ルによる情報提供を希望しますか？（いずれかに〇） 

（はい /いいえ） 

ご協力ありがとうございました 
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参考資料４：アンケート調査結果 

 

第１節 アンケート調査の概要 

 

１．調査対象 

 東北地域の小売電気事業者、地方自治体、発電事業者を対象にした。 

 

（１）小売電気事業者 

 東北地域（青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県）に本社が所在する小売電気事業者

41 件 

 

（２）地方自治体 

 東北地域の県、市町村の再生可能エネルギー担当部署 264 件 

 

（３）発電事業者 

 東北地域に本社が所在する FIT 認定事業者 982 件 

 

２．調査方法 

 郵送配布郵送回収法 

 

３．調査実施期間 

 2019 年 11 月 19 日（火）～12 月２日（月） 

 

４．回収状況 

 すべての調査対象において、回収率が５割を超えた。 

 発送数（a） 回収数（b） 回収率（b/a） 

小売電気事業者 41 29 71％ 

地方自治体 264 188 71％ 

発電事業者 982 507 52％ 
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第２節 アンケート調査結果 

１．小売電気事業者向けアンケート調査結果 

（１）従業員数、需給管理業務実施の有無、小売電気事業の純利益額（問１） 

①事業者の従業員数 

 
従業員の分布状況 

 
 
②需給管理業務実施の有無 

 
需給管理業務の実施の有無（n=29） 
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２⼈以下 ３〜５⼈ ６~10⼈ 11~20⼈ 21~50⼈ 51~100⼈

⾃社内で実施, 

5, 17%

外部委託, 23, 

79%

無回答, 1, 4%
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③小売電気事業の純利益額 

 

小売電気事業の純利益額（n=29） 

 
 

（２）自治体との協力関係（問２） 

①自治体による出資もしくは自治体との協定等 

 

自治体による出資もしくは自治体との協定等（n=29） 

 
 

 出資比率を尋ねたところ、 小値が 4.8％、 大値が 66.7％であった。 

 

 

  

500万円未満, 

9, 31%

500万円以上
1,000万円未満, 

6, 21%

1,000万円以上
5,000万円未満, 

9, 31%

5,000万円以上
１億円未満, 3, 

10%

１億円以上, 0, 

0%

無回答, 2, 7%

あり, 7, 24%

なし, 22, 76%
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②自治体施設への電力供給 

 
自治体施設への電力供給（n=29） 

 
 

③自治体が所有する発電設備からの電力の調達 

 

自治体が所有する発電設備からの電力の調達（n=29） 

 
 

  

あり, 19, 66%

なし, 10, 34%

あり, 6, 21%

なし, 23, 79%
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④地域振興、地域活性化に向けた連携（現在、今後） 

 

地域振興、地域活性化に向けた連携（現在、今後）（n=29） 

 
 

地域振興、地域活性化に向けた具体的な内容（青線：現在、橙線：今後） 

 
その他の具体的内容 

現在 今後 
・子育て応援プラン 

・スマートコミュニティ推進協議会への参加、

情報提供等 

・地域活性につながる活動をしている団体、個

人等に寄付 

・スポーツ、防災、子供支援の活動 

・省エネ、災害対応 

 

・子育て応援プランの継続 

・スマートコミュニティ推進協議会への参加、

情報提供等 

・地産エネルギーの買取。低炭素化事業の展開。 

・地域電源の積極的な導入 

・スポーツ、防災、子供支援の活動の充実 

・地域文化活動（スポーツ）の支援 

・PPA 事業の推進による防災力の向上 

・災害対応等 

・港区との連携 

 

（３）小売電気事業に参入した目的（問３） 

 
小売電気事業に参入した目的（n=29） 

あり, 15, 52%

なし, 11, 38%

無回答, 

3, 10%

あり, 20, 69%なし, 5, 17%

無回答, 4, 

14%
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その他
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（４）小売電気事業の立上げ時に直面した課題、課題の解決策（問４） 

 
小売電気事業の立上げ時に直面した課題（n=29） 

 
 

小売電気事業の立上げ時に直面した課題の具体的内容及び課題解決策 

課題 課題の具体的内容 課題解決策 
事業運営ノウハ

ウの不足 
・法律、制度、需給管理 ・コンサル会社導入、外部委託 
・法律、制度、需給管理 
 

・コンサルタント、需給管理の外

部委託 
・全て ・コンサル会社によるアドバイ

ス・支援 
・電力事業の専門家が町内にはい

なく、ノウハウはない。 
・専門会社に経営・需給調整含め

て外部委託。 
・電事法含めた制度の理解と事業

の関わり 
・電源調達先より教示をうけなが

ら進めている 
・需給管理についてのノウハウが

ゼロであり、知識のある所に頼

る必要があった。 

・エネルギーコンサルへの委託で、

凌いだ。 
 

17
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23
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1

0 5 10 15 20 25

自治体や地域の電気料金の削減

電気事業を通じた地域経済循環（地域外に流出しているエネルギー費を地域に取戻す）

収益を通じた地域課題解決、地域振興、地域活性化への貢献

顧客へのサービス強化（「ガスと電気のセット割引」等、貴社の他事業との組み合わせによるサービス）

地元自治体のエネルギー関連計画の実現

自社・関連会社の電源活用

地域内のエネルギー活用（エネルギーの地産地消）

非常時の電源確保

その他

12
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9

6

9

0 2 4 6 8 10 12 14

事業運営ノウハウの不足

資金調達の課題

電源調達の課題

顧客開拓の課題

その他

特段、事業立ち上げに当たり、直面

した課題はなかった
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・需給管理 ・外部委託 
・需給管理 ・委託することで解決 
・需要予測 ・業務委託 
・制度と商習慣や個社事業方針の

理解不足。例えば太陽光発電事

業者から電力を調達する際に当

社はみなし小売業者との一定比

率での部分買取りを希望してい

た。制度としては認められてい

るため実現可能と想定していた

が、みなし小売事業者の事業判

断で受け付けてもらえないケー

スがあった。 

・事業検討や交渉を通して、制度

や相手方の事業環境、事業方針

を理解し、ノウハウを蓄積。 
 

・地方単体で行うとするとやはり

法制度・需給管理・事業運営等

のノウハウは一切なく相談先を

探すことに苦労した。 

・支援団体への会員加入が非常に

大きかった。会員になる事で需

給管理ノウハウはもちろん、他

の新電力との交流や主に東京で

開催する説明会のフィードバッ

ク等して頂けるため、地方にい

ながらも情報共有を行う事がで

きている。 

・事業運用全般と需給管理 ・手始めに取次事業から始めた 
資金調達の課題 ・交付金の支給にタイムラグ（4

か月）があり、立替費が不足し

た。 

・主力株主の自治体より利率の低

い資金を借り入れた。 

・運転資金 ・親会社からの支援 
・運転資金 ・親会社からの資金での支援 
・電力市場からの調達が大きいほ

どキャッシュフローが厳しくな

ります。（市場は約 2 日後支払い

だが、お客さまからの入金は約

2 か月後となる） 

・政策金融公庫からの借り入れに

より 2 か月分のキャッシュフロ

ーをまわすことができている。 

・将来的な運転資金不足懸念 ・銀行融資枠確保 
・調達にかかる運転資金 ・バランシンググループに参加し

たので調達にかかる運転資金は

必要としていない 
電源調達の課題 ・市場調達が主だった場合、相場

の高騰で赤字月が複数回発生 
 

・相対電源の供給先を見つけ、定

額の仕入れができるようになっ

た 
・JEPX 価格が乱高下した場合に

調達ができない。1 時間前市場

でも調達できない場合がある。 

・相対契約による電源調達を増や

す。先物取引等で前もって調達

しておく 
・市場調達（高騰時の仕入れコス

ト増） 
・常時 BU 導入、相対導入 
 

・JEPX の高騰 
 

・常時 BU の導入、相対契約の導

入 
・市場調達の占める割合が高く、

価格の競争力が弱い。 
・他電力会社との連携。 
 

・市場調達 ・ベースロード電源の調達 
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・自社電源がほぼなかったため、

市場及び常時バックアップから

の購入がほとんどだった。 

・結果として初年度黒字となって

いるが、常時バックアップの契

約 kW や他に相対契約の検討な

ど立上げ前にシミュレーション

を重ねることが重要と思いま

す。 
・日中（昼）の電源は、豊富にあ

り、余剰も発生するが夜間が不

足 
 

・ベースロードとして使える、水

力、バイオマス電力確保に努力

する。 

顧客開拓の課題 ・公的施設中心の営業体制から、

一般住民への営業が課題 
 
 

・当社の認知度が低いため、周知

への取り組みと一般家庭向け電

力料金プラン開発を急ぐ 

・高圧、低圧 ・とびこみ営業 
・高圧：価格競争の激化、低圧：

認知度の不足 
・高圧：なし、低圧：地道な営業

活動 
・高圧は、大手電力会社が安く（破

格）提供しているので厳しい状

況である（ひっくりかえされて

いる） 

・地域の個人宅など低圧を中心に

営業している 
 
 

・大手電力の値下げ ・無い 
・価格以外でもスイッチングの説

明が伝わらない（必要性・メリ

ット） 

・マンパワーが必要となってい 

る 

・単独ではネットワークもあまり

大きくなかったので、営業には

非常に苦労した。 

・市が全面的にバックアップを行

ってくれた。（公共施設はすべて

随意契約。市内民間企業につい

ても市役所の方を中心に営業同

行を行っていただいた 
・深夜電力、融雪用電力、農事用

電力など基本料金が通年かから

ない契約には、手が出ず、電力

会社に優位性を与えている現状

にある。それは、接続送電サー

ビスのメニューが通年のみであ

るため。 

・託送送電サ－ビスも見直しが必

要かと思います。もしくは、発

送分離であれば、今ある選択約

款プランを廃止すべきである。 
 

その他 ・大手電力の取り戻し営業 
・大口顧客に格安条件を提示し、

敗戦。2～3 社 

・なし 

・供給地点番号が不明の場合、電

力会社に問い合わせるしかな

く、問い合わせると電力会社が

再営業をかけてきたことがあり

ます。 
 

・電力会社が切り替えに必要な情

報を単独で持つのではなく、広

域機関が持つべきかと思う。ま

た、お客様番号から供給地点番

号のみの情報であれば個人情報

にはならないはず。 
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・小売事業者には必要性が低いと

想定していた、電気工事に関す

るノウハウの不足。需要者が電

気工事を行う場合、契約先の小

売業者へまず工事申込をし小売

事業者から一般送配電事業者へ

申し込むルールとなっている。

新電力とみなし小売事業者で一

般送配電業者への申込窓口やフ

ローが異なること、その他、み

なし小売事業者との技術知識、

ノウハウ、体制の違いなどから、

当社へ切り替える前のみなし小

売事業者の対応のほうが、当社

の対応よりもスムーズだったと

いう指摘を需要者から受けたこ

とがあった。 

・一般送配電業者と連絡調整しな

がら手続きを整理し、ノウハウを

蓄積するとともに、需要者へ手続

きを周知することで理解をいただ

いた。 

・自治体との共同事業であること

から公益性が必須。よって、地

域新電力が果たすべき役割、ア

クションプランの設定に時間を

要した。 

 
 

・契約いただいている需要家がア

ンペア変更等で工事が伴う場

合、電気工事店が新電力につい

てよく理解しておらず、誤解が

生じたりして新電力は「めんど

くさい」という考えの方がいる。 

・なるべく丁寧に説明し協力をお

願いしてはいるが、もっと上の

ほうから（大手電力や行政機関）

電気工事店への教育をしていた

だきたい。 

・悪質な勧誘をする新電力の存在 ・難しい 
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（５）小売電気事業の継続的運営に向けた将来のリスク要因、リスク回避対策（問５、問６） 

 

小売電気事業の継続的運営に向けた将来のリスク要因（n=29） 

 
 

 上述のリスクを回避するためにどのような対策を講じているか、尋ねたところ、以下のような回答が得られ

た。 

リスク回避対策 

・小売電気事業だけではない、太陽光の PPA や省エネサービスなどの事業展開 
・自治体だけではなく、地域の地場企業を巻き込んだ事業運営 
 （制度変更、他社競合、経営管理等、市場変動、政治リスク） 
・相対電源の供給先を常に２社以上は持てるように情報収集、関係性継続に注力している （他

社競合、市場変動） 
・相対契約先の選定等、変動に備えていますが、なかなか進んでいない。 
 （制度変更、市場変動） 
・情報収集、セット販売（制度変更、他社競合、市場変動） 
・外部委託先では柔軟に対応できるよう、例えば需給調整システムなど内製化を行っている。（制

度変更、他社競合、市場変動、新たな技術開発等） 
・支援団体の指導を仰いでいる。また、定期的に自治体との会合により課題の共有化と対策を検

討している。（制度変更、他社競合、市場変動） 
・市場調達の割合を下げ、相対取引による調達を主にしている。（市場変動） 
・自前の安価な発電設備を持つ。（制度変更、市場変動） 
・電気事業を取り巻く環境について動向を注視している。 
（制度変更、他社競合、市場変動、新たな技術開発等） 

・再エネ、地域の電力に理解のある需要家への売電（制度変更、他社競合、市場変動） 
・制度変更：情報収集と早期の対応協議 
他社競合：エネルギー地産地消等による付加価値訴求、差別化 
市場変動：市場に頼らない安定的な調達 

・制度変更：制度の変更後の運用が流動的な仕組みについては、導入を慎重に検討する。（連携線

オークション等） 
・市場変動：影響を BG 内で吸収できるよう調整する 
・長期的な安定電源の確保、グループ内の小売電気事業者によるバックアップ 
（制度変更、市場変動） 

・情報収集及び政府が力を入れている制度の活用を進めている。（制度変更） 
・他社競合: 営業担当者や協力業者からの情報を収集・分析しつつ、当社の優位性の確保策を講

ずる（PR する） 
経営管理: 特に、労務管理面について、セミナー等への参加や、専門家の協力を得てリスク回

22

20

3

27

1

1

0 5 10 15 20 25 30

制度変更（電力市場制度、託送料金

制度、その他）

他社競合

経営管理等

市場変動（電源調達、小売価格）

新たな技術開発等

その他
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避策を講ずる。 
・市場変動（電源調達）: 自然エネルギーの到達、確保に向け、連携先発電事業者を探索中。 
・他社競合：価格以外の付加価値をつけるよう新しいサービスを検討する 
市場変動：JEPX に頼らずとも好いバランスの取れた電源調達をめざす 

 （他社競合、市場変動） 
・電源調達ルートの開拓（制度変更、他社競合、市場変動） 
・他社競合：「安さ」のみの追求ではないところで、販売している電力のブランド化、地域創生、

活性化できるプランの提供など。（制度変更、他社競合、市場変動） 
・安定した電力の確保（水力発電所からの供給）、固定価格での買取 

（制度変更、他社競合、市場変動） 
・ハウジンググループでの情報交換、BL 電源の調達 
（制度変更、他社競合、市場変動） 

・制度変更：説明会には極力参加し情報収集を行う。 
市場変動：他の新電力会社との意見交換を積極的に行い、卸売りを行っている企業とは相対契

約の検討を行う。 
・市場変動のみならず、容量市場制度による小売事業者の負担額も心配。自前の電源確保を目指

している。（制度変更、他社競合、市場変動） 
 

（６）小売電気事業の事業継続に向けた自社の強み（問７） 

 
小売電気事業の事業継続に向けた自社の強み 

〇本業や親会社の顧客基盤 

・親組織（生協）の組合員が存在する事 

・親会社がガス会社なので顧客基盤があるのが強み。 

・本業がガス事業であるため、固定費が少なくて済む。 

・ガス事業の顧客があること。 

・既存事業との相乗効果（ガス） 

 

〇地元の理解を得ていること 

・地場企業とのリレーション 

・地元のお客様の理解を得ながら営業を展開できている点。 

・自治体主導型の新電力会社であり、地域内の経済会も協力して取り組んでいます。 

・地元自治体のエネルギー関連政策 

・市や市の有力企業が協力して取り組む事業であること。 

 

〇地元電源を持っていること 

・地場電源の調達（再エネ特定卸供給） 

・市内に電源資源があるということ。 

 

〇地場顧客との信頼関係 

・これまでの事業継続性や地域のお客さまとの信頼関係など。 

・60 年以上ある LP ガス事業の信用（地域インフラの一角を担ってきた自信）と、地域密着の事

業活動に向けた社員全体の心がまえ 

・市と密接な関係にあるため、公益的事業としてお客様に理解を得やすい。需給管理等を内製化

しているため、事業ノウハウやお客様データが地域内に蓄積されている（他地域新電力事業の

立上・運営サポートや電力データを用いた省エネ提案等が行える） 

・地場産業として顔の見える商売を心がけています。 

・地域に密着しているということ。競合他社の電話勧誘は門前払いするが、当社の足を使った勧

誘には耳をかたむけて下さるケースが非常に多い。 

 

〇顧客のフォロー 

・対面での顧客説明、アフターフォロー 
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・お客様ひとりひとりを大切に営業する 

 

〇ノウハウの蓄積 

・2000 年の電力自由化以降、電力事業にかかわってきた経験と知見 

・再エネ発電設備の建設、運営、ノウハウを保有していることで、エネルギーの 適利用や、BCP

といった地域課題に対応が可能。 

・若い年齢層の社員が半数以上おり、業務に関する様々な知識、ノウハウを共有、蓄積できる仕

組みを強化していくことで、次世代を担う人材を確保する。 

 

〇その他 

・公共施設に供給することで収益のベースが作られている。 

・利益が地元の活性化につながる。 

・FIT バイオマス電源をグループで保有している点。 

・森林未利用材 100％のバイオマス発電の電源を調達している。 

・自治体施設‐出資企業への供給が全体の契約電力の 6割以上を占める 

・関連会社内の契約に限定しているため、顧客減少リスクが少ない 

・地域に根ざした社会貢献活動。 

 

（７）小売電気事業経営に関連する情報の収集源（問８） 

 

小売電気事業経営に関連する情報の収集源（n=29） 
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地域新電力の取組を支援する団体

ローカルグッド創成支援機構

エネルギー・地方創生ネットワーク協議会

地域活性エネルギーリンク協議会

日本シュタットベルケネットワーク

その他

需給管理委託先

地域新電力に参入している他自治体

発電事業者

地域新電力

行政機関、日本卸電力取引所（JEPX）、電力広域的運営推進機関等

地域内企業

外部有識者、専門家、コンサルタント

マスコミ報道、新聞・雑誌記事、Web情報

その他

情報収集はしていない
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（８）「地域新電力応援セミナー」で知りたい情報や希望する情報交換・交流内容（問９） 

 

地域新電力応援セミナー（仮称）」で知りたい情報や希望する情報交換・交流内容（n=29）

 
 

（９）今後、地域新電力が共同して取組みたいこと、行政に期待すること（問 10） 

 

今後、地域新電力が共同して取組みたいこと、行政に期待すること（n=29） 
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（知りたい情報）

東北地域における地域新電力の設立状況、事業内容

地域新電力と自治体との関係性・協力関係

地域新電力が地域にもたらす効果、地域貢献・地域活性化事例

地域新電力事業に関連する電力制度の最新情報

地域新電力に関連する補助制度等の情報

再生可能エネルギー電気特定卸供給制度の内容

（希望する情報交換・交流内容）

地域新電力に参入・出資する他自治体との情報交換・交流

地域新電力事業者との情報交換・交流

発電事業者との情報交換・交流

再生可能エネルギー電気特定卸供給制度による電力供給を希望する地域新電力事業者とのマッチング

その他

特段、必要とする情報や希望する情報交換・交流内容等はない
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地域新電力間での電力の融通

他の地域新電力と電源の共同調達

東北地域内における地域新電力間での情報共有の場の創設

発電事業者の地域新電力への理解醸成（再生可能エネル

ギー電気特定卸供給制度の活用について）

エネルギーの地産地消への普及啓発

その他
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（10）地域新電力の事業経営に関する意見、要望（問 11） 

 地域新電力の事業経営に関する意見、要望としては、以下のものが挙げられた。 
 

地域新電力の事業経営に関する意見、要望 

・自治体新電力で成果を上げている事例はまだ少ないという認識。県と市が中央の新電力から破

格の値段で電気を購入していて、地元の新電力を活用しない理由を聞きたい。 

・地域新電力の事業展開（例: 再エネや省エネ事業など）を支援する国の補助があれば有り難い。 

・小規模の水力や風力の発電設備の設備コストを下げて欲しい 

・送電容量の増強をして欲しい 

・提案したある会社から「新電力にすると災害時の復旧が遅くなると聞いたが・・・」との話が

あった。 

・従来の第 3セクターの様な存在として、規模の小さな地域新電力を設立するのは意味が全くな

いと思います。自治体が出資していることを理由に、その自治体物件を競争なしに契約するこ

とも、意義がうすく、不公平と考えています。送配電設備まで含めて、投資するような存在で

なければ意味がありません。 
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２．地方自治体向けアンケート調査結果 

（１）エネルギー関連の計画の策定やエネルギー関連の補助金・モデル事業の活用状況（問１） 

 
エネルギー関連の計画の策定やエネルギー関連の補助金・モデル事業の活用状況（問１）n=188 

 
 

その他、策定しているエネルギー関連計画 

・エネルギー関係の計画・ビジョン・戦略 

・再生可能エネルギー計画・ビジョン 

・地域新エネルギービジョン 

・スマートコミュニティ、スマートシティ関連計画 

・エネルギー関連産業振興戦略 

・地域省エネルギービジョン ／等 

 
地域新電力の設立、活用等の位置づけの有無（問４）n=150 
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「地球温暖化対策に関する法律」に基づく「地方公共団体実行計画」の策定

SDGs未来都市計画（環境未来都市計画）の策定

低炭素まちづくり計画の策定

バイオマス活用推進計画もしくはバイオマスタウン構想の策定

その他エネルギー関連計画の策定

補助事業・モデル事業の活用

流出エネルギー費の算出等が可能な“地域経済循環分析自動作成ツール”の活用

エネルギー関連の計画策定や補助金・モデル事業を活用していない

位置づけられ

ている, 14, 9%

位置づけられ

ていない, 136, 

91%
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（２）地域新電力への関心（問２） 

 

地域新電力への関心（問２）n=188 

 
 

（３）地域新電力の認知度（問３） 

 

地域新電力の認知度（問３）n=188 

 
 

  

興味がある, 

68, 36%

興味がな

い, 21, 11%

どちらでもな

い, 98, 52%

無回答, 1, 1%

地域新電力とい

う言葉も、地域

新電力の具体的

な活動も知って

いる, 68, 36%

地域新電力とい

う言葉は知って

いるが、具体的

な活動について

はよくわからな

い, 87, 46%

地域新電力とい

う言葉を知らな

かったし、具体

的な活動もよく

わからない, 33, 
18%

無回答, 0, 0%
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（４）地域新電力の設立状況（問５） 

 

地域新電力の設立状況（問５）n=188 

 
 

①地域新電力事業への参入・出資状況（問５－１） 

 
地域新電力事業への参入・出資状況（問５－１）n=23 

 
  

設立されてい

る, 23, 12%

設立されてい

ない, 165, 88%

無回答, 0, 0%

参入・出資し

ており、今後

も継続する予

定である, 9, 

38%

参入・出資し

ているが、今

後は参入・出

資をとりやめ

る予定である, 

0, 0%

参入・出資し

ていないが、

今後、参入・

出資したい, 2, 

8%

現在・今後と

も、参入・出

資する予定は

ない, 13, 54%
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②地域新電力事業への参入・出資で苦労したこと、ネックになったこと、解決策（問５－２） 

 
地域新電力事業への参入・出資で苦労したこと、ネックになったこと（問５－２）n=11 

 
 

地域新電力事業への参入・出資で苦労したこと、ネックになったことの解決策（問５－２）n=11 
苦労したこと、ネックに

なったこと 

解決策 

関係者の合意形成 ・わかりやすい資料づくり、すべての情報公開（対議会） 

・事業内容、メリット、リスク管理など、理解を得られるま

で複数回説明し、合意を得た（対議会、庁内（財政部門）、

庁内（施設管理部門）） 

・地道な説明（対議会） 

・それぞれ市議会全員協議会、庁内説明会等で設立の趣旨及

び事業内容等について説明を行った（対議会、庁内（財政

部門）、庁内（施設管理部門） 

・ 終的には、知事の政策的判断（対庁内（財政部門）、庁内

（施設管理部門） 

・トップの判断（対庁内（財政部門）） 

・経済性が見込めるモデルの構築、電力資金の域内循環によ

る経済効果の説明など（対議会、庁内（財政部門）、電源所

有者） 

・地域主体による新電力事業が、地域内の経済循環や地域課

題解決の有効な手段になりうることについて、PR していく

必要があると考える。（対議会、住民） 

地域内企業の参画・出資

の確保 

・県内経済団体の代表企業が発起人となり、地域内の候補企

業に呼びかけ 

・公平性を保ちながら出資者を限定させるため、工業会等の

地元事業者を中心とした組織の会員から募集 

・地域主体による新電力事業が、地域内の経済循環や地域課

題解決の有効な手段になりうることについて、PR していく

必要があると考えています。 

 

地域新電力事業にかかる

ノウハウの不足 

・外部有識者を招いた勉強会 

・既存電力業者の協力 

・新電力事業を実施する事業者に出資・参画いただき、専門

のノウハウ等の提供を受けている 

・専門的なノウハウが必要となる業務（需給調整）について

10

6

6

3

1

1

7

7

4

2

0 2 4 6 8 10 12

関係者の合意形成

議会

庁内（財政部門）

庁内（施設管理部門）

住民

その他

地域内企業の参画・出資の確保

地域新電力事業にかかるノウハウの不足

電力事業に係る制度の最新情報の把握

その他
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は、当初外部委託（後に自前化） 

・実証事業・FS 調査等による知見の蓄積、需給調整委託業者

からのノウハウ提供 

・インターネット等から情報収集し、プロポーザルにより選

定した事業パートナーからサポートを受けた 

・地元出資企業との情報共有のほか、地域新電力の取り組み

を支援する団体への加入を考えています 

電力事業に係る制度の

新情報の把握 

・外部有識者を招いた勉強会 

・積極的な情報収集及び参画事業者との定期的な情報共有を

図った 

・自ら情報収集に努めるとともに事業パートナーから情報を

いただいている 

 
③地域新電力から期待されていること（問５－３） 

 
地域新電力から期待されていること（問５－３）n=9 

 
 
  

8

8

1

1

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

自治体に出資してもらうことで、地域新電力の社会的な信用力が向上

公共施設への電力供給

地元発電事業者からの電力調達への働きかけ

自治体が保有する発電設備からの電力の調達

その他
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（５）地域新電力に期待すること（問６） 

 

地域新電力に期待すること（問６）n=188 

 
 

（６）地域新電力に関連する情報の収集源（問７） 

 
地域新電力に関連する情報の収集源（問７）n=188 

 
  

118

105

112

12

23

21

113

107

9

0 20 40 60 80 100 120 140

自治体や地域の電気料金の削減

電気事業を通じた地域経済循環（地域外に流出しているエネルギー費を地域に取戻す）

収益を通じた地域課題解決、地域振興、地域活性化への貢献

顧客へのサービス強化（「ガスと電気のセット割引」等、地域新電力会社の他事業との組み合わせによるサービス）

地元自治体のエネルギー関連計画の実現

自治体が保有する電源の活用

地域内エネルギーの活用（エネルギーの地産地消）

非常時の電源確保

その他

8

4

3

2

1

1

5

22

18

23

39

9

25

88

5

66

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

地域新電力の取組を支援する団体

ローカルグッド創成支援機構

エネルギー・地方創生ネットワーク協議会

地域活性エネルギーリンク協議会

日本シュタットベルケネットワーク

その他

需給管理委託先

地域新電力に参入している他自治体

発電事業者

地域新電力

行政機関、日本卸電力取引所（JEPX）、電力広域的運営推進機関等

地域内企業

外部有識者、専門家、コンサルタント

マスコミ報道、新聞・雑誌記事、Web情報

その他

情報収集はしていない
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（７）「地域新電力応援セミナー（仮称）」で知りたい情報や希望する情報交換・交流内容（問８） 

 

地域新電力応援セミナー（仮称）」で知りたい情報や希望する情報交換・交流内容（問８）n=188 

 
 

（８）地域新電力の設立・活用に向けた意見・要望等（問９） 

 

地域新電力の設立・活用に向けた意見・要望等（問９） 

・地域内経済循環を促進させる政策を期待しています。 
 
・成功事例だけでなく失敗事例も紹介いただきたい 
・地域新電力を設立している自治体等はどの程度あるのか。また、設立する場合どの程度費用が

掛かるのか教えていただきたい。 
 
・当市は域外資本の再エネ発電が豊富にあったことから、電力資金の域内循環を図るために新電

力を設立したが、すべての地域に有効であるとは思わない。また、主旨に賛同しても、現状よ

り高い料金メニューでは需電家の参加は難しく、現状は系統からの電気を安くすることは規模

の小さい新電力には困難。目的の明確化、電源などの経済リソース、収支モデルの精査が必要

である。 

  

  

122

120

151

65

80

37

66

40

25

11

7

18

0 20 40 60 80 100 120 140 160

（知りたい情報）

東北地域における地域新電力の設立状況、事業内容

地域新電力と自治体との関係性・協力関係

地域新電力が地域にもたらす効果、地域貢献・地域活性化事例

地域新電力事業に関連する電力制度の最新情報

地域新電力に関連する補助制度等の情報

再生可能エネルギー電気特定卸供給制度の内容

（希望する情報交換・交流内容）

地域新電力に参入・出資する他自治体との情報交換・交流

地域新電力事業者との情報交換・交流

発電事業者との情報交換・交流

再生可能エネルギー電気特定卸供給制度による電力供給を希望する地域新電力事業者とのマッチング

その他

特段、必要とする情報や希望する情報交換・交流内容等はない
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３．発電事業者向けアンケート調査結果 

（１）再生可能エネルギーの発電設備を設置した理由（問１） 

 

再生可能エネルギーの発電設備を設置した理由（問１）n=507 

 
 

その他の具体的内容 

・他者からの勧誘 

・会社方針 

・温暖化防止、環境対策 

・本業の収益向上、経営安定化 

・事業性があるため 

・優遇税制が活用できるため 

・施設の有効活用 
 
（２）再生可能エネルギー電気特定卸供給制度の認知度（問２） 

 

再生可能エネルギー電気特定卸供給制度の認知度（問２）n=507 

 
  

183

157

183

326

101

70

0 50 100 150 200 250 300 350

立地環境に恵まれていたから（日照、風況、近隣に原料やエネルギー源が所在）

遊休地を保有しており、何らかの収益を生む事業を行いたいと考えていたから

地域貢献、復興支援

再生可能エネルギー普及への貢献

自治体の理解・協力があったから

その他

制度の名前も

制度の内容も

知っていた, 
157, 31%

制度の名前

は知ってい

たが、制度

の内容は知

らなかった, 

149, 29%

制度の名前も

制度の内容も

知らなかった, 
198, 39%

無回答, 3, 1%
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（３）電力販売先（問３） 

 
電力販売先（問３）n=507 

 
 

（４）地域新電力への電力供給意向（問４） 

 

地域新電力への電力供給意向（問４）n=507 

 
 

地域新電力への電力供給を行ってもよいと考える条件（問４－１）n=252 

 
 
  

465

31

34

21

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

東北電力

「再生可能エネルギー電気特定卸供給」を通じ、小売電気事業者へ

個別相対契約により、小売電気事業者へ

その他

地域新電力へ

の電力供給を

行う意向を有

している, 252, 

50%

地域新電力へ

の電力供給を

行うつもりは

ない, 238, 47%

無回答, 17, 3%

225

108

35

18

0 50 100 150 200 250

ＦＩＴ価格よりも高く買い取ってもらえる

地域新電力が、自社から調達していることを積極的にＰＲしてくれる

その他

特段、求める条件はない
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（５）地域新電力への電力供給にあたっての課題（問４－２） 

 

地域新電力への電力供給にあたっての課題（問４－２）n=507 

 
その他の具体的内容 

・買取価格 

・地域新電力との取引の長期継続性への不安 

・メリットの欠如 

・東北電力との取引の安定感 

・東北電力との関係性維持の必要性 

・自社からの電力供給の安定性への懸念 

・自社の電力供給条件にマッチすること 

・固定価格での買取が維持されなくなる懸念 

・FIT 期間中は供給先の変更は行わない考え 

 

 

248

148

154

60

111

0 50 100 150 200 250 300

地域新電力からオファーがない

卸供給の手続きが面倒

地域新電力の需要と発電量のバランス

その他

特段の課題はない
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（６）地域新電力事業に関連する情報の収集源（問５） 

 

地域新電力事業に関連する情報の収集源（問５）n=507 

 
 

（７）地域新電力応援セミナー（仮称）で知りたい情報や希望する情報交換・交流内容（問６） 

地域新電力応援セミナー（仮称）」で知りたい情報や希望する情報交換・交流内容（問８）n=507 

 
  

12

3

4

2

0

3

20

55

22

50

18

21

29

145

12

264

0 50 100 150 200 250 300

地域新電力の取組を支援する団体

ローカルグッド創成支援機構

エネルギー・地方創生ネットワーク協議会

地域活性エネルギーリンク協議会

日本シュタットベルケネットワーク

その他

需給管理委託先

地域新電力に参入している他自治体

発電事業者

地域新電力

行政機関、日本卸電力取引所（JEPX）、電力広域的運営推進機関等

地域内企業

外部有識者、専門家、コンサルタント

マスコミ報道、新聞・雑誌記事、Web情報

その他

情報収集はしていない

265

183

217

211

169

164

65

86

59

82

8

91

0 50 100 150 200 250 300

（知りたい情報）

東北地域における地域新電力の設立状況、事業内容

地域新電力と自治体との関係性・協力関係

地域新電力が地域にもたらす効果、地域貢献・地域活性化事例

地域新電力事業に関連する電力制度の最新情報

地域新電力に関連する補助制度等の情報

再生可能エネルギー電気特定卸供給制度の内容

（希望する情報交換・交流内容）

地域新電力に参入・出資する他自治体との情報交換・交流

地域新電力事業者との情報交換・交流

発電事業者との情報交換・交流

再生可能エネルギー電気特定卸供給制度による電力供給を希望する地域新電力事業者とのマッチング

その他

特段、必要とする情報や希望する情報交換・交流内容等はない
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（８）エネルギー政策に関する意見・要望等（問７） 

 エネルギー政策に関する意見・要望等として挙げられたものは、次のとおりである。 

 

エネルギー政策に関する意見・要望等（問７） 

・FIT 終了後の動向に係る情報提供依頼 

・小規模事業者に配慮した制度設計要望 

・設備への補助金制度創設要望 

・送配電システムへの不安 

・原子力発電所の撤廃、再稼働停止と CO2 削減に係る施策充実の要望 
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参考資料５：地域新電力応援セミナー＆交流会 チラシ 

（新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止） 
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参考資料６：地域新電力の取組を支援する団体の講演資料 
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