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１．電気料金の値上げ申請に 
至るまでの背景と取り組み 
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（単位：億円）

5,520

販売電力量

317億kWh

燃料費・

購入電力料

人件費
修繕費

減価償却費

事業報酬

その他（公租公課、

原子力ﾊﾞｯｸｴﾝﾄﾞ費用、

その他経費、控除収益、

接続供給託送収益）

収入不足額：508 

（17.41円/kWh）
（19.01円/kWh）

修正指示：▲136

単価差：
(1.60円/kWh)

6,164

6,028

１－１．前回の電気料金値上げの概要（１） 

・当社は、泊発電所の長期間の停止に伴う火力燃料費の増加などにより、財務状況が大幅に悪化したことから、
昨年9月に電気料金値上げを実施いたしました。※1 

・その際、原価算定期間は平成25年度～27年度の3ヵ年とし、原価算定の前提として、泊発電所1号機が平成25
年12月、2号機が平成26年1月、3号機が平成26年6月に発電再開するものと想定しておりました。 

前回の電気料金値上げの概要 

申請日 認可日 実施日 

平成25年4月24日 平成25年8月6日 平成25年9月1日 

※1 その後、消費税率引き上げに伴う電気料金の見直しを平成26年1月24日に届出し、平成26年4月1日から実施しております。 

※四捨五入の関係で、合計等が一致しない場合
があります。（以降のページも同様） 

※販売電力量には自社消費分を含みません。 
（以降のページも同様） 

泊1号機 泊2号機 泊3号機 

平成25年12月 平成26年1月 平成26年6月 

【原子力発電所再稼働の前提】 

規制部門 自由化部門 

7.73% 11.00% 

【値上げ率】 
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前提どおりに泊発電所が再稼働できれば、

燃料費等は減少し、収支は改善
燃料費

購入電力料

H25 H26

現行料金に含まれる

燃料費等

H27

1号：25/12

2号：26/1

3号：26/6
現行料金原価（3ヵ年平均）

・泊発電所の停止中は火力燃料費等が嵩む一方、再稼働後は燃料費が大きく減少いたしますが、料金収入は
3ヵ年の原価の平均で設定されるため、平成25年度は値上げを実施しても費用が収入を上回ることとなり、収
支は厳しいものと想定しておりました。 

・しかしながら、前提どおりに泊発電所が再稼働できれば、平成26年度以降は燃料費等の減少により収支が改
善し、純資産も回復が図られるものと見込んでおりました。 

１－１．前回の電気料金値上げの概要（２） 

泊発電所再稼働と燃料費等の関係（現行料金） 

2,772億円 1,605億円 1,504億円

14% 81% 81%

燃料費

購入電力料

原子力

設備利用率



6 １－２．泊発電所の再稼働に向けた取り組み 

・当社はこれまで、原子力規制委員会による新規制基準への適合性の確認を早期に得られるよう真摯に対応
するとともに、安全対策工事についても早期に完了させるよう、全力を挙げて取り組んでおります。 

・しかしながら、審査では追加の解析などが必要なご指摘もいただいており、時間を要している状況です。 

【適合性審査への対応状況】 （平成26年9月2日現在）

泊発電所3号機 泊発電所1,2号機

平成25年7月
平成25年7月

平成26年3月（補正）

59回 29回

【安全対策工事の進捗状況】

泊発電所3号機 泊発電所1,2号機

原子炉格納容器
スプレイ配管の2重化

平成26年内完了目標 工事不要

適合性審査を踏まえて
追加・変更した主な工事 竜巻防護設備

内部火災対策工事
内部溢水対策工事 等

更なる追加・変更が発生する可能性はあるものの
早期の工事完了を目指して全力で取り組んでおります

申請時期

審査会合の開催状況

新規制基準施行時点（平成25年7月）で
計画していた安全対策工事

機器本体の搬入や据付けまで
ほぼ完了

➢資料については、27項目中、重大事故対策、

津波、および火山影響評価等の25項目を提出

➢残り2項目（重大事故対策機器・設備の評価、

基準地震動）は基準地震動に関連するもの

➢基準地震動の策定に向けた審査継続中

➢3月25日の審査会合において補正申請

の概要を説明

➢地震動、津波、および火山影響評価等

の項目について、プラント影響評価を除き

泊3号機と合わせて審査中



7 【参考】審査会合への資料提出状況（泊3号機） 

主な審査項目(27項目）  提出日 

主
要
な
プ
ラ
ン
ト
関
係
審
査
項
目 

重大事故対策 

確率論的リスク評価 平成25年12月10日 

有効性評価（炉心損傷防止） 平成25年10月 1日 

有効性評価（格納容器破損防止） 平成25年 9月26日 

有効性評価（SFP、停止中） 平成25年10月 1日 

解析コード 平成25年12月17日 

緊急時対策所・制御室 平成25年10月22日 

設計基準 
事故対策 

内部溢水 平成25年12月24日 

内部火災 平成25年12月19日 

外部火災 平成25年10月 8日 

竜巻（影響評価･対策） 平成25年12月24日 

火山（対策） 平成25年12月19日 

工事計画関連（注） 
耐震耐津波 平成26年 1月14日 

重大事故対策機器・設備の評価 準備中 

保安規定関連（注） 

組織･体制 平成25年12月19日 

教育･訓練 平成25年12月19日 

ＬＣＯ／ＡＯＴ     平成26年 4月24日(※) 

重大事故対策の手順書（大規模損壊を含む） 平成25年12月19日 

主
要
な
地
震
・
津
波
・ 

火
山
関
係
審
査
項
目 

   敷地内の破砕帯 平成25年10月 9日 

地震動 

 敷地及び敷地周辺の地下構造 平成25年10月 9日 

 震源を特定して策定する地震動 平成25年 9月11日 

 震源を特定せず策定する地震動     平成26年 2月20日(※) 

 基準地震動 準備中 

 耐震設計方針 平成26年 1月14日 

津 波 
 基準津波 平成25年 8月14日 

 耐津波設計方針 平成26年 1月14日 

   地盤・斜面の安定性 △平成25年11月29日 

    火山影響評価 平成25年 9月25日 

（出所）平成26年2月12日 第42回原子力規制委員会資料「別紙1：審査会合への資料提出状況（平成26年2月10日現在）」をもとに当社作成。（※）は2月10日以降の当社資料提出分。 
  ※１ 「提出」欄の日付は当該項目について資料の提出があった日付。△は一部について提出された日付。 
  ※２  本資料は事業者からの資料の提出状況を示すものであって、審査内容についての進捗を示すものではない。 
  ※３ （注）は方針についての資料提示がなされた日付を記載。今後、個別機器の評価など、認可のための詳細事項の資料提示が必要。 



8  【参考】泊発電所の安全対策工事について（１） 

※①～⑧の工事箇所は９頁参照。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・泊発電所では当初計画した泊３号機の対策工事は概ね完了しております。 
泊１，２号機についても３号機に続いて工事が完了するよう取り組んでおります。 

１．当初計画した泊発電所の安全対策工事 

〔燃料損傷防止対策〕 
①原子炉内燃料などの冷却手段多様化のため、常設ポンプ【1～3号機】のほかに、可搬型注水ポンプ車、可搬

型送水ポンプ車【1～3号機共用】を追加配備 
 

〔原子炉格納容器破損防止対策〕 
②燃料損傷により発生する水素の濃度を低減し、水素爆発を防ぐ設備(静的触媒式水素再結合装置)を設置  

【1～3号機】 

〔電源の確保〕 
③全ての電源を失った場合に備え、代替非常用発電機（常時接続）【1～3 号機】、可搬型代替電源車（移動発電

機車）【1～3号機共用】を追加配備※1 
④事故時の対応に直流電源が必要な設備への電力供給を増強するため、蓄電地を増設※2【1～3号機】 

※1  非常用ディーゼル発電機(1～3 号機：各 2 台)を既に設置済み。 ※2  蓄電池(1～3 号機：各 2 組)を既に設置済み。 

〔水源の確保〕 
⑤事故時でも蒸気発生器などへの給水を継続するための代替屋外給水タンクを設置済み(80m3×5 基)    

【1～3号機共用】 

〔放射性物質の拡散抑制対策〕 
⑥放射性物質の拡散を抑制するため、放水砲を配備【1～3号機共用】 

〔その他の対策〕 
⑦安全上重要な機器が設置されているエリア浸水を防ぐため、水密扉等を設置【1～3号機】（工事中） 
⑧新規制基準で事故時の対応拠点として求められている１～３号機共用の緊急時対策所を設置（工事中） 



9  【参考】泊発電所の安全対策工事について（２） 

※①～⑧の工事内容は８頁参照。 



10 １－３．これまでの経営効率化の取り組み（１） 

・これまで、事業所の統廃合、業務の集中化、組織のスリム化などにより人材の効果的な活用を図り、効率的
な業務運営を推進してきました。その結果、平成25年度末の従業員数は、ピークとなった平成7年度と比べて
790人減少しています。 

・管理職を対象とした年俸制の導入と年収水準の引下げ、金利変動型の年金制度の導入と年金給付利率の
引下げ、社有保養所の廃止など、人事労務諸制度の見直しを実施し、人件費の削減を図ってきました。 

＜主な業務効率向上の取り組み＞ 

   項目 取り組み内容 

事業所 
統廃合 

H7～H13年度 
営業所の統廃合 
▲32箇所（79→47） 

H7～H14年度 
電力所の統廃合 
▲8箇所（33→25） 

H10年度 火力保守センターの廃止 

業務の 
集中化 

H9～H17年度 
総務・労務・経理業務等の本店
集中化 

H14～H15年度 
引越し・契約アンペア変更等の
電話受付業務の集中化・委託化 

組織の 
スリム化 

H21～H22年度 本店マネージャー職位の削減 

＜主な人事労務諸制度見直しの取り組み＞ 

項目 取り組み内容 

人事賃金
制度 

の見直し 

H12年度 
管理職を対象に成果･業績に
基づく年俸制を導入 

H14年度 管理職の年収水準を引下げ 

H19年度 
H20年度 

早期退職制度の実施 

年金制度
の見直し 

H17年度 

退職給付制度の見直し 
・金利変動型の確定給付企
業年金制度を導入 

  →年金給付利率を段階的
に引下げ 

・確定拠出年金制度を導入 

福利厚生
制度 

の見直し 
H13年度～ 

社有保養所を段階的に廃止
（12→1施設） 
 ・保有する1施設についても

売却を含め検討中 

従業員数   平成7年度 ⇒ 平成25年度  790名減少 
        （ 6,526人 ⇒ 5,736人 ） 

＜人件費＞ 



11 １－３．これまでの経営効率化の取り組み（２） 
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・ これまで、長期的な観点から電力の安定供給と供給コストの低減、さらに低炭素社会の実現に向け、
バランスのとれた電源構築を目指し、燃料種別の多様化を推進してきました。

・ その結果、近年では中国・インド等の台頭による資源価格高騰の影響は受けたものの、海外炭を燃料
とする苫東厚真発電所、原子力の泊発電所の導入により、当社の発電コストは大きく低減しました。

・ しかしながら、平成24年度以降は、泊発電所の長期停止により、震災前と比べて火力燃料費等が大
幅に増加しています。

泊発電所

2号機運転開始

苫東厚真発電所

4号機運転開始

泊発電所

1号機運転開始

泊発電所

3号機運転開始

海外炭

資源価格の高騰

泊発電所

3号機通年運転

泊発電所

全基停止
（H24.5～）原子力

昭和 平成

（円/kWh）＜電源構成と燃料単価の推移＞

苫東厚真発電所

2号機運転開始

＜燃料種別の多様化＞

（年度）



12 １－３．これまでの経営効率化の取り組み（３） 

・設備の廃止や事業所の統廃合、社宅・寮の廃止などにより不要となった土地・建物については、継続して売
却を進めてきました。 

＜資産売却（土地、建物） ＞ 

・これまで、保有する有価証券のうち、当初の投資目的に照らし投資の必要性が低下し保有意義が薄れたと判
断したものについては、市場動向等も勘案のうえ、適宜売却してきました。 

＜資産売却（有価証券） ＞ 

・当社グループではこれまで、経営環境の変化に柔軟かつ的確に対応し、グループ内の経営資源の有効活用
を図るため、事業の再編・統廃合などを実施してきました。 

＜グループ会社の再編・統廃合＞ 

⇒ 土地・建物の売却実績（平成12年度～平成25年度） 約150件 売却額 約42億円 

⇒ 有価証券の売却実績（平成13年度～平成25年度） 38銘柄 売却額 約212億円 

⇒ 平成16年に最大19社あったグループ会社は、13社にまで減少 
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（空白） 



14 １－４．現行の電気料金に反映している経営効率化 

費用項目
H25
年度

H26
年度

H27
年度

H25～27
年度平均

主な取り組み内容

人件費 125 125 125 125
・役員報酬の削減
・給料手当の削減
・厚生費の削減

需給関係費 34 43 43 40
・調達方法の多様化等による燃料費の削減
・購入電力料の削減
・卸電力取引所の活用

設備投資
関連費用

(198)
11

(149)
31

(155)
49

(167)
30

・多様な発注方式の採用などによる資機材調達コストの低減効果の
反映

・工事実施時期や工事内容の見直し等

修繕費 79 103 102 95
・多様な発注方式の採用などによる資機材調達コストの低減効果の
反映

・新技術・新工法の開発・導入等

諸経費等 67 66 64 66
・普及開発関係費の削減
・その他の費用の削減

合計
[503]

316
[486]

368
[489]

383
[493]

356

（単位：億円）

※（ ）内は効率化の設備投資への反映額
※ [ ]内は効率化の設備投資への反映額を含めた合計額

・ 平成25年4月の電気料金の値上げ申請にあたりましては、値上げ幅を抑制するため、最大限の
効率化努力として平成25～27年度の3年間平均で356億円の効率化を反映しました。



15 １－５．国からの修正指示を踏まえた補正内容 

費用項目
H25～27
年度平均

主な査定内容

人件費 34
・役員報酬の引き下げ
・社員の年収水準の引き下げ
・退職給与金の期待運用収益率を2.0%に設定

需給関係費 34
・他社販売電力料について、売り入札に係る利益額を想定し削減
・他社購入電力料のうち、今後契約を締結するものについて、調達価格
のさらなる削減を織り込み

設備投資
関連費用

11
・先行投資等に係る費用の削減
・工事価格のさらなる削減を織り込み

修繕費 14
・先行投資等に係る費用の削減
・工事価格のさらなる削減を織り込み
・スマートメーター単価の引き下げ

諸経費等 43
・節電、省エネ推進を目的とした費用等の削減
・情報システム関連費用について緊急性のあるもの以外を削減

合計 136

（単位：億円）

・ 平成25年8月の料金認可の際には、国から示された査定方針に基づき、申請原価からさらに
平成25～27年度平均で136億円を補正しました。
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（空白） 



17 １－６．平成２５～２７年度の経営効率化の取り組み 

460億円程度
452億円

現行料金の効率化額
および補正額 実 績

国の査定方針に
基づく補正額

136億円/年

平成25年度

現行料金に
反映している

効率化額

316億円

504億円

追加的な
コスト削減等

220億円

590億円程度

経営効率化

370億円

現行料金の効率化額
および補正額 計 画

平成26年度

519億円

現行料金に
反映している

効率化額

383億円

追加的な
コスト削減等

により

140億円を
上回る水準を

目指す

経営効率化

390億円

現行料金の効率化額
および補正額 計 画

平成27年度

・ 現行の電気料金に反映している最大限の効率化額に加え、国の査定方針に基づく補正額を上回
るコスト削減に、全社を挙げて取り組んでいます。

・ 平成25年度は、452億円を上回る460億円程度を達成しており、平成26年度については、504億円
を大きく上回る590億円程度のコスト削減に向けて取り組んでいきます。

・ 平成27年度についても同様に、効率化額と補正額の合計519億円を上回るコスト削減を実施する
考えであり、今後検討を深めていきます。

・ 当社としては、厳しい経営状況の中、これらの取り組みにとどまらず、引き続き費用全般にわたるコ
スト削減に取り組んでいきます。

国の査定方針に
基づく補正額

136億円/年

現行料金に
反映している

効率化額

368億円

国の査定方針に
基づく補正額

136億円/年

追加的な
コスト削減等

140億円

経営効率化

320億円



18 １－７．経営効率化の平成２５年度実績 

・ 平成25年度は、現行の電気料金の申請時に表明した人件費削減や資機材調達コストの低減をは
じめとした経営効率化計画を着実に進めるとともに、安定供給に支障をきたさない範囲で最大限
の工事繰り延べなどを実施しました。

・ これらの取り組みの結果、現行の電気料金に反映している経営効率化額316億円に140億円程度
を上積みした460億円程度のコスト削減を達成しており、国の査定方針に基づく補正額136億円に
ついても対応しています。

費用項目
申請時計画

（億円）

実績
（億円程度）

主な取り組み内容

人件費 125 120
○役員報酬の削減
○給料手当の削減
○法定厚生費、一般厚生費の削減

需給関係費 34 70 ○石油に比べ安価な国内炭火力の稼働増等

設備投資
関連費用

(198)
11

(200)
10

○グループ会社取引単価引き下げなどによる資機材調達コストの低減
○工事実施時期や工事内容の見直し等

修繕費 79 150
○グループ会社取引単価引き下げなどによる資機材調達コストの低減
○工事実施時期や工事内容の見直し等

諸経費等 67 110
○普及開発関係費の削減（イメージ広告削減等）
○グループ会社取引単価引き下げなどによる調達コストの低減
○その他の費用の削減

合計
[503]

316
[650]

460

国の査定方針に
基づく補正額

（136億円/年）と
の合計額

452
※（ ）内は効率化の設備投資への反映額
※ [ ]内は効率化の設備投資への反映額を含めた合計額

現行の電気料金に反映している経
営効率化額に、国の査定方針に基
づく補正額を加えた452億円を上回
るコスト削減を実施。



19 １－８．経営効率化の平成２６年度計画 

・ 平成26年度も引き続き、現行の電気料金に反映している人件費の削減や資機材調達コストの低減
をはじめとした368億円の経営効率化を着実に実施していきます。

・ さらに、泊発電所の発電再開時期の遅れによる厳しい収支状況を踏まえ、安定供給の観点から本
来であれば実施すべき工事についても供給支障リスクを大幅に増加させない範囲で繰り延べるな
ど、220億円程度の追加的なコスト削減を実施します。

・ この結果、平成26年度のコスト削減等は合わせて590億円程度となり、国の査定方針に基づく補正
額136億円についても対応しています。

費用項目
申請時
計画

（億円）

追加的な
コスト削減等
（億円程度）

主な取り組み内容

人件費 125 5 一般厚生費の削減

需給関係費 43 ― (国内炭の調達に最大限努めるなどのコスト削減を実施中)

設備投資
関連費用

(149)
31

(180)
α

設備の経年化対策工事等の一時的な繰り延べや工程見直し

修繕費 103 120
供給支障リスクを大幅に増加させない範囲での補修工事の繰り延
べ

諸経費等 66 85 委託の一時的な繰り延べ、社内研修や技術研究等の実施繰り延べ

資産売却 ― 10 現在使用中の社宅を含む土地、建物の売却

合計
[486]

368
[400]

220

国の査定方針に
基づく補正額
（136億円/年）

との合計額

504

※（ ）内は効率化の設備投資への反映額
※ [ ]内は効率化の設備投資への反映額を
含めた合計額

合計 590億円程度

現行の電気料金に反映している経営効率化額に、国
の査定方針に基づく補正額を加えた504億円を上回
るコスト削減を計画。
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1,212 2,214

3,149

燃料費・

購入電力料

3,230

その他

の費用

4,029

4,119
3,828

3,834

▲280 ▲460

収入

5,486 6,188

5,791 6,076

▲146
▲1,186 ▲988

0

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

収支の推移（単独）

（
（

効率化等
赤字

赤字
赤字

（億円）

泊が全基稼働 泊が全基停止

全
費
用
の
約
半
分

燃料費等が2,000億円程度増加

 １－９．燃料費等の大幅な増加による厳しい収支・財務の状況（１） 

・泊発電所が全基稼働し道内で使われる電気の４割を担っていた平成22年度と比べると、平成25年度は火力
の割合が４割から８割まで増加したことで、燃料費・購入電力料が２千億円程度増加し全費用の約半分を占
める状況となっています。 

・このため、昨年9月からの電気料金値上げによる増収194億円に加え、460億円程度のコスト削減に取り組ん
だものの、 燃料費等の大幅な増加を賄うことはできず、平成25年度は988億円の経常損失となりました。 
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・純資産は平成22年度末に3,659億円ありましたが、平成25年度末には資本金を下回る929億円まで2,700億円
以上減少し、自己資本比率は過去最低の5.4%となりました。有利子負債残高についても、1兆2,965億円と過去
最高の水準に膨れ上がりました。 

・このままでは債務超過も視野に入る危機的な財務状況となったことから、緊急的な純資産の回復方策を実施
いたしました。 

 １－９．燃料費等の大幅な増加による厳しい収支・財務の状況（２） 



22 １－１０．純資産の早期回復に向けた方策 

・純資産の早期回復方策として、渇水準備引当金の取崩しを実施したほか、500億円の優先株式を発行するこ
とといたしました。 

渇水準備引当金 
の取崩し 

○渇水準備引当金は、水力発電所の発電電力量の増減によって生
じる収支変動を緩和するための制度です。 

○渇水時以外では、例えば事故などにより予測されない損失が生じ、
これに充てる財源がない場合に、経済産業大臣の許可を受けて、
「特別の理由」による取崩しが可能とされています。 

○泊発電所の長期停止という予測し得ない状況により、平成25年度
末の純資産が資本金を下回ることは、「特別な理由」に該当するも
のとして、平成26 年4月、経済産業大臣の許可を受け全額取崩し
を実施いたしました。 

193億円 

優先株式の発行 

○毀損が進んだ純資産の早期回復による財務基盤の安定化を図り、
信用力を維持していく観点から、平成26 年6月に開催された定時
株主総会の承認を経て、株式会社日本政策投資銀行を割当先と
した500 億円の優先株式を発行することといたしました。 

500億円 
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（空白） 



24 １－１１．新規制基準適合性審査において課題となっている論点 

・以下の２点について、現時点においても審査が続いており、設備の耐震評価等を行うための基準地震動が確
定しておりません。 

   ①積丹半島西岸の海岸地形評価に関する論点 
   ②震源を特定せず策定する地震動評価に関する論点（岩手・宮城内陸地震の考慮について） 

・当社は、審査会合で出される様々なご指摘に対し、可能な限り速やかにデータを提示し説明してまいりました
が、追加の解析などが必要なご指摘も多く、時間を要しております。 

・このような状況の中、更なる安全性向上の観点から、震源を特定せず策定する地震動として、岩手・宮城内陸
地震を検討対象とすることといたしました。 

原子力規制委員会のご指摘・見解 当社の見解 

①積丹半島西岸の海岸
地形評価に関する論点 

・波食棚が海面より高いところがあり、
地震性隆起の可能性を否定できな
いのではないか。 

・現在の海岸地形の形成過程を適
切に評価し地震性隆起に伴うもの
ではない事を明確に説明できなけ
れば、活断層を設定して地震動を
想定することを検討すべき。 

・指摘の波食棚は潮位変化や波浪時の波
の影響により形成されたものであり、地形
の高低は岩種の違いによる波に対する侵
食抵抗の強弱によるもの。 

・陸域・海域の地質調査結果を総合的に勘
案すると、現在の海岸地形を隆起させるよ
うな活断層は認められず、対象の海岸地
形は地震性隆起によるものではない。 

②震源を特定せず策定
する地震動評価に関す
る論点（岩手・宮城内陸
地震の考慮について） 

・ニセコ・雷電火山群の地下構造や
地震地体構造等に関して、更なる
分析が必要。 

・安全側に考慮するという考え方もあ
るのではないか。 

・泊発電所周辺は背景とする地形、地質構
造の分布状況などから、岩手・宮城内陸
地震の震源域とは条件が異なると判断で
きるので対象外とする。 

 
⇒7月18日の審査会合において、基準
地震動の検討対象とすることを表明 



25 １－１２．泊発電所の再稼働の見通し 

・現状を踏まえた発電再開時期は前回の料金改定時の想定から大幅に遅れる見通しですが、現段階で想定し得
る最も早い再稼働時期の見通しとして、基準地震動が平成26年10月に確定するものと想定し、さらに再稼働まで
に必要な審査工程を考慮のうえ、泊発電所3号機が平成27年11月、1号機が平成28年1月、2号機が平成28年3月
に再稼働するものとしております。 

平成２６年度 平成２７年度 

上期 下期 上期 下期 

適
合
性
審
査 

設
置
変
更
許
可 

       基準地震動審査      ▼基準地震動確定 
 
                                補正書作成→審査書案提示→ﾊﾟﾌﾞｺﾒ等→審査書決定 
 
                                 設置変更許可(3号)▲ ▲設置変更許可(1,2号)              

工
事
計
画
認
可 

                           耐震計算の再評価、耐震計算の審査 (3号) 
                          
                                                                                            ▲工事計画認可(3号) 
                                                                                         耐震計算の再評価、耐震計算の審査  (1号)  
                                   
                                                                                                                                             ▲工事計画認可(1号) 
                                                 耐震計算の再評価、耐震計算の審査(2号)   
                           
                                                                                                                                                                                                   ▲工事計画認可(2号)                                             

当
社
対
応 

    安全対策追加工事（ｽﾌﾟﾚｲ配管・内部火災対策など）                            使用前検査、起動操作(3号) 
 
                                                                                                                       ▲H27.11再稼働(3号) 
                                                                                        使用前検査、起動操作(1号) 
                                                                    
                                                                                                   H28.1 再稼働(1号) ▲ 
                                                                                                                                                                                          使用前検査、起動操作(2号) 
                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                       H28.3 再稼働(2号) ▲                                          



26 １－１３．（まとめ）電気料金値上げの理由 

【前回の電気料金値上げ】 H25/9より実施 （値上げ率：規制7.73% 自由11.0%、原価算定期間：H25年度～H27年度の3ヵ年）

＜効率化と査定による値上げ幅の抑制＞

○ 効率化356億円／年と補正額136億円／年を反映

○ H25年度は、値上げによる増収194億円と、

460億円のコスト削減を図ったものの、988億円の経常損失

○ H25年度末の純資産は929億円となり資本金割れ

【収支財務の状況】

○ 純資産の早期回復策として、

渇水準備引当金193億円取崩し、優先株500億円発行を実施

○ 現行料金に反映した効率化368億円に加えて、

220億円の追加的なコスト削減を計画

【H26年度の取り組み】

＜再稼働の前提＞

○ 適合性審査対応と安全対策工事に全力を挙げて取り組んでいる

○ 設備の耐震評価等を行うための基準地震動について、

２つの課題が残っている状況

【再稼働に向けた取り組み】

【今回見直した再稼働の前提】

○ 新たな基準地震動の設定が必要となり、それに伴い耐震計算

の再評価を改めて実施することが不可避であることから、

再稼働は大幅に遅れる見通し

【再稼働の見通し】

【電気料金値上げの理由】

➤コスト削減に取り組んでいるが、泊発電所の停止が長期化するため、火力燃料費などの大幅な増加を

吸収することはできず、このままでは燃料調達や設備の保守・保全などに必要な資金の調達が困難となり、

電力の安定供給に支障をきたすおそれがあります。

➤このような状況を踏まえ、「電源構成変分認可制度」

に基づき、電気料金の値上げを申請いたしました。

泊1号機 泊2号機 泊3号機 原子力設備利用率
H25年12月 H26年1月 H26年6月 59%

泊3号機 泊1号機 泊2号機 原子力設備利用率
H27年11月 H28年1月 H28年3月 11%

泊発電所が営業運転に復帰した後には電気料金の引下げを行いたいと考えています。 
電気料金の値上げにより、お客さまに大きなご負担をおかけすることとになることから、どのような  
対策が可能か様々なご意見を伺いながら検討してまいります。 
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（円/kWh）

現行単価

19.01円/kWh

値上げ幅

3.72円/kWh

１－１４．電気料金値上げ申請の概要 

電源構成の変動に伴う原価の変動額 

・今回の電気料金の値上げにつきましては、「電源構成変分認可制度」に基づき、以下に示す各費用を対象に
原価変動額を算定しております。 

・この結果、現行料金の原価算定期間（H25-27）のうち、残りの2年間（H26-27）において、年平均：1,184億円の
原価増が見込まれるため、規制部門では、平成26年10月1日から平均17.03%の値上げを申請し、自由化部門
では、同日から平均22.61%の値上げをお願いすることといたします。 

 販売電力量 

  1,184億円  ÷ 318億kWh 

変動額   H26-27平均 

（単位：億円）

今回（A） 前回（B） 変動額（Ｃ）

(H26～27平均) (H25～27平均) A－B

2,199 1,460 739

950 500 450

※1 ▲33 ▲65 33

12 59 ▲ 47

81 72 9

3,210 2,026 1,184

※1 販売電力料は控除収益

合 計

販 売 電 力 料

原子力バックエンド費用

事 業 税

燃 料 費

購 入 電 力 料

※燃料費調整単価および消費税相当額を含んでいません。 



28 【参考】電源構成変分認可制度の概要 

・電気料金値上げの認可を経ていることを条件に注1、当該原価算定期間内において、事業者の自助努力の及
ばない電源構成の変動があった場合に、総原価を洗い替えることなく、当該部分の将来の原価の変動のみを
料金に反映させる料金認可改定 

①基本スキーム及び法的根拠（法律第19条第1項に基づく認可） 

 ・自動変動ではなく、公聴会等を経る通常の認可プロセスとする。 
 ・当該スキームは、前回改定時に料金改定の認可を受けた事業者に適用。 

②適用条件 

 ・原価算定期間内において、社会的経済的事情の変動により、「燃料消費数量」の変更に伴う燃料費の変動
が見込まれる場合に限る。 

③対象費用 

 ・燃料消費数量に連動して変動する費用を対象とする（単価は変動させない）。 
 ・具体的には、以下の４項目８費用 

   １．燃料費 

   ２．バックエンド関係費用 
   （使用済燃料再処理等発電費、特定放射性廃棄物処分費） 

   ３．購入・販売電力料 
   （地帯間購入電源費、他社購入電源費、地帯間販売電源料、他社販売電源料） 

   ４．事業税 

※ 本スキームによる料金値上げ後、原価算定期間中に当該事象が解消された場合には直ちに料金値下げを
実施するよう、認可に当たり法第100条に基づき条件を付す。 

 

  注1 認可後、法第19条第7項の規定に基づき、消費税率引き上げに伴う電気料金の変更を届出した場合等を含む。 

【出典】第11回電気料金審査専門委員会(平成24年11月29日)  
    配付資料 参考6より抜粋（一部修正） 
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1号：25/12

2号：26/1

3号：26/6

泊発電所の停止が続くため、

現行料金に含まれない燃料費等の増加が見込まれる

H25 H26 H27

現行料金に含まれる

燃料費等

燃料費

購入電力料

3号：27/11

1号：28/1

2号：28/3

現行料金原価（3ヵ年平均）

0% 0% 22%
原子力

設備利用率

【参考】今回の値上げ対象について 

泊発電所再稼働と燃料費等の関係（今回前提） 

今回の対象期間 

・平成26年度以降に増加する燃料費等のうち、現行料金原価（3ヵ年平均）を上回る部分が今回の値上げの対象
となります。 

H26年度以降に増加する燃料費等のうち、 
現行料金原価(3ヵ年平均)を上回る部分が 

今回の値上げの対象 
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２．電気料金の値上げによる 
   お客さまへの影響について 



31 ２－１．電気料金設定の考え方 

原価変動額の配分 

電気料金の設定方法 

※ 値上げ前の電力量料金単価および値上げ後の電力量料金単価には、燃料費調整単価を含んでおらず、消費税 
   等相当額を含みます。 

※ 電圧ごとの上乗せ単価は、各部門に配分された原価変動額を販売電力量で除し、消費税等相当額を加えて算 
   定しています。 
※ 特別高圧と高圧では、送電線・配電線で失われる電力（送配電ロス）が異なるため、上乗せ単価に差が生じます。 

・今回改定は、燃料費等の費用増加を電気料金に反映するものであるため、お客さまの電気のご使用量に対
応する電力量料金単価に以下の単価を一律に上乗せいたします（基本料金単価には変更ありません）。 

・なお、全てのお客さまに公平なご負担をお願いする観点から、自由化部門のお客さまにつきましても、規制部
門と同日からの値上げをお願いすることとし、規制部門の料金が認可時に変更となった場合には、認可され
た原価にもとづいて、自由化部門の料金についても見直しいたします。 

上乗せ単価（税込） 

3.86 円/kWh 

3.96 円/kWh 

4.11 円/kWh 

1,184億円 
625億円 

559億円 

値上げ前の 

電力量料金単価 

値上げ後の 

電力量料金単価 

規 制 部 門（低圧） 

自由化部門（高圧・特別高圧） 

低  圧 

高  圧 

特別高圧 

原価変動額 

省令に基づき電力量比で配分 
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契約電力等
ご使用量
（月間）

値上げ後の
お支払額
（月間）

値上げ前の
お支払額
（月間）

値上げ額
（月間）

値上げ率

30Ａ 260kWh 8,302円 7,233円 1,069円 14.78%

13ｋＶＡ 1,300kWh 47,274円 41,931円 5,343円 12.74%

8ｋＷ 650kWh 21,634円 18,962円 2,672円 14.09%

契約電力
ご使用量
（年間）

値上げ後の
お支払額
（年間）

値上げ前の
お支払額
（年間）

値上げ額
（年間）

値上げ率

2ｋＷ 1,496kWh 27,397円 21,865円 5,532円 25.30%

従 量 電 灯 Ｂ

従 量 電 灯 Ｃ

低 圧 電 力

融 雪 用 電 力 Ａ
（ ホ ッ ト タ イ ム １ ９ ）

電気供給約款 

２－２．規制部門の主な料金メニューの値上げ影響 

選択約款 

※ 値上げ後のお支払額は、申請している単価および届出予定の単価で算定しています。 

※ 値上げ前後のお支払額には、燃料費調整額を含まず、消費税等相当額および平成26年5月分以降に適用

される再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みます。 

※ 低圧電力については、力率割引を適用しています。 

※ 融雪用電力Ａについては、力率割引および検知制御装置付融雪用機器割引を適用しています。 

※ 融雪用電力Ａは、ロードヒーティングとして4か月間使用するモデルとしており、季節ごとの使用電力量の変

動が大きいため、年間の影響額を記載しています。 



33 【参考】ご家庭向け電気料金（至近の推移） 

家庭用モデル料金による比較（平成24年12月～平成25年2月の貿易統計実績値による比較） 

※ 算定モデル：従量電灯Ｂ、30Ａ、260kWh/月 

※ 日割計算を考慮しない場合の料金を試算したものであり、消費税等相当額などを含みます。 

※ 前回改定前料金には、平成25年5月分料金に適用される燃料費調整額を含みます。 

※ 平成24年12月～平成25年2月における原油・海外炭の貿易統計実績値は以下のとおりです。 

平成24年12月 平成25年1月 平成25年2月 3か月平均 

平均原油価格 58,538円/kℓ 61,317円/kℓ 65,134円/kℓ 61,612円/kℓ 

平均海外炭価格 9,925円/t 10,477円/tt 10,909円/tt 10,439円/tt 

6,626円 

6,939円 

7,233円 

8,302円 
1,069円 

前回改定前 前回改定後 今回改定前 今回改定 

 前回値上げ額 313円 

 消  費  税  率  変  更  に  よ  る  増 195円  
 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ発電促進賦課金等の増  99円  

 今回値上げ額        
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契約容量
ご使用量
（年間）

値上げ後の
お支払額
（年間）

値上げ前の
お支払額
（年間）

値上げ額
（年間）

値上げ率

8ｋＶＡ 23,001kWh 425,600円 331,067円 94,533円 28.55%

契約容量等
ご使用量
（年間）

値上げ後の
お支払額
（年間）

値上げ前の
お支払額
（年間）

値上げ額
（年間）

値上げ率

6ｋＶＡ
＋6ｋＷ

21,720kWh 440,820円 351,554円 89,266円 25.39%

契約容量
ご使用量
（年間）

値上げ後の
お支払額
（年間）

値上げ前の
お支払額
（年間）

値上げ額
（年間）

値上げ率

12ｋＶＡ 11,961kWh 285,755円 243,891円 41,864円 17.17%

時 間 帯 別 電 灯
（ ド リ ー ム ８ ）

時 間 帯 別 電 灯
＋ 融 雪 用 電 力 Ｌ

３ 時 間 帯 別 電 灯
（ ｅ タ イ ム ３ ）

２－３．オール電化住宅にお住まいのお客さまへの値上げ影響（１） 

※ 値上げ後のお支払額は、届出予定の単価で算定しています。 
※ 値上げ前後のお支払額には、燃料費調整額を含まず、消費税等相当額および平成26年5月分以降に適用

される再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みます。 
※ 季節ごとの使用電力量の変動が大きいため、年間の影響額を記載しています。 

給湯：電気温水器（4.4kW）、暖房：蓄熱式電気暖房器（20.5kW）の場合 

給湯：電気温水器（4.4kW）、暖房：電気ボイラー（6.4kW）の場合 

※ 通電制御型機器割引（電気温水器4kVA、蓄熱式電気暖房器5kVA）を適用。 

※ 通電制御型機器割引（電気温水器4kVA）を適用。 

給湯：エコキュート（1.5kW）、暖房：ヒートポンプ暖房システム（4.7kW）の場合 

※ 通電制御型機器割引（電気温水器2kVA）、非蓄熱式電気暖房割引Ⅱ型を適用。 
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値上げ前の単価

上　乗　せ　単　価

値上げ後の単価

値　 上　 げ　 率

値上げ後の
お支払額
（年間）

値上げ率

425,600円 28.55%

99,624円 14.78%

  14.54 円/kWh

＋ 4.11 円/kWh

  10.43 円/kWh

料金メニューの単価
従量電灯Ｂ（一般住宅など）

第２段階料金

15.77%

  30.17 円/kWh

＋ 4.11 円/kWh

  26.06 円/kWh

値上げ額
（年間）

料金メニュー

時間帯別電灯
（オール電化住宅など）

従量電灯Ｂ
（一般住宅など）

時間帯別電灯（オール電化住宅など）

昼間時間帯（第２段階料金）

  32.00 円/kWh

＋ 4.11 円/kWh

  36.11 円/kWh

12.84%

94,533円

12,828円

夜間時間帯

値上げ前の
お支払額
（年間）

331,067円

86,796円

39.41%

電力量料金単価における値上げ率 

・オール電化住宅にお住まいのお客さまが加入されている時間帯別電灯（ドリーム８）などの料金メニューの場
合、夜間時間帯の単価は他の料金メニューよりも低い水準にあるため、一律の幅で値上げした場合、値上げ
率が高くなります。 

・値上げ率が高い夜間時間帯のご使用量が多いことから、お支払額における値上げ率も高くなります。 

※ 値上げ後のお支払額は、届出予定の単価および申請している単価で算定しています。 

※ 値上げ前後のお支払額には、燃料費調整額を含まず、消費税等相当額および平成26年5月分以降に適用

される再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みます。 

※ 値上げ後の単価は、届出予定の単価（時間帯別電灯）および申請している単価（従量電灯Ｂ）であり、燃料

費調整単価を含まず、消費税等相当額を含みます。 

お支払額における値上げ率 

２－３．オール電化住宅にお住まいのお客さまへの値上げ影響（２） 
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平成8年
改定

平成10年
改定

平成12年
改定

平成14年
改定

平成17年
改定

平成18年
改定

平成20年
改定

平成25年
改定

今回
改定

232,265 217,501 210,889 207,041 207,843 227,716 255,775 313,595 425,600

262,493 243,056 220,155 217,656 217,183 235,860 255,775 268,415 331,067

▲ 30,228 ▲ 25,555 ▲ 9,266 ▲ 10,615 ▲ 9,340 ▲ 8,144 0 45,180 94,533

▲11.52% ▲10.51% ▲4.21% ▲4.88% ▲4.30% ▲3.45% 0.00% 16.83% 28.55%

改 定 前 料 金

増 減 額

増 減 率

（単位：円）

改 定 料 金

２－４．オール電化住宅にお住まいのお客さまの電気料金の推移（１） 

契約種別：時間帯別電灯、給湯：電気温水器（4.4kW）、暖房：蓄熱式電気暖房器（20.5kW）の場合 

※ 算定モデル：契約容量8kVA・使用電力量23,001kWh/年（昼間3,034kWh/年・夜間19,967kWh/年） 

※ 通電制御型機器割引（電気温水器4kVA・蓄熱式電気暖房器5kVA）を適用。 

※ 時間帯別電灯は、平成2年11月に創設。 
 
（以降は33ページと共通） 

※ 消費税等相当額（平成8年は税率3％、平成10年～平成25年は税率5％、今回は税率8％）を含みます。 

※ 改定前料金には、今回改定を除き、旧約款にもとづく燃料費調整額を含みます。 

※ 平成25年改定の改定前料金・改定料金には、平成25年5月分以降の再生可能エネルギー発電促進賦課金および太
陽光発電促進付加金を含みます。 

※ 今回改定の改定前料金・改定料金には、平成26年5月分以降の再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みます。 

・北海道におけるオール電化住宅は約２０．７万戸あり、北海道の全世帯数（約２７２万世帯・出典：住民基本台帳）に占め
る割合は約８％となっています。 

・オール電化住宅にお住まいのお客さまの電気料金の推移は以下のとおりです。 
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平成17年
改定

平成18年
改定

平成20年
改定

平成25年
改定

今回
改定

236,801 253,559 280,052 333,916 440,820

254,287 263,260 280,052 291,978 351,554

▲ 17,486 ▲ 9,701 0 41,938 89,266

▲6.88% ▲3.68% 0.00% 14.36% 25.39%

平成20年
改定

平成25年
改定

今回
改定

200,260 232,803 285,755

200,260 206,828 243,891

0 25,975 41,864

0.00% 12.56% 17.17%

改 定 前 料 金

増 減 額

増 減 率

（単位：円）

（単位：円）

改 定 料 金

改 定 前 料 金

増 減 額

増 減 率

改 定 料 金

契約種別：時間帯別電灯＋融雪用電力Ｌ、給湯：電気温水器（4.4kW）、暖房：電気ボイラー（6.4kW）の場合 

契約種別：３時間帯別電灯、給湯：エコキュート（1.5kW）、暖房：ヒートポンプ暖房システム（4.7kW）の場合 

※ 算定モデル（時間帯別電灯）： 
契約容量6kVA・使用電力量11,603kWh/年
（昼間3,034kWh/年・夜間8,569kWh/年） 

※ 通電制御型機器割引（電気温水器4kVA）
を適用。 

※ 算定モデル（融雪用電力Ｌ）： 
契約電力６kW・使用電力量10,117kWh/年 

※ 融雪用電力Ｌは、平成16年7月に創設。 

※ 算定モデル：契約容量12kVA・使用電力量11,961kWh/年 
（午後1,572kWh/年・朝晩3,439kWh/年・夜間6,950kWh/年） 

※ 通電制御型機器割引（電気温水器2kVA）・非蓄熱式電気暖房
割引Ⅱ型を適用。 

※ ３時間帯別電灯は、平成19年10月に創設。 

２－４．オール電化住宅にお住まいのお客さまの電気料金の推移（２）  
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３．お客さまへのご説明について 



39 ３－１．お客さまへのご説明について（規制部門） 

ご家庭などのお客さま 

○検針時に配布するチラシ等により、お客さまへ幅広くお知らせしております。 
 
○当社ホームページにおいて、詳細かつタイムリーな情報提供を行うとともに、お客

さまご自身で値上げ影響額を試算することができるツールやご契約メニューを変
更した場合の電気料金を比較することができるツール、節電・省エネ方法とその効
果の目安を確認することができるツールをご紹介しております。 

 
○オール電化住宅にお住まいのお客さまなどには、ダイレクトメールを送付し、お知

らせしております。 

お客さま説明会の 
開催 

○道内各地において、お客さま説明会を開催し、ご説明しております。 
 

各種団体さま ○自治体さま、経済団体さま、消費者団体さま等に向けては、訪問や説明会等を通
じて、ご説明しております。 

お問い合わせへの対応 

○値上げに関するご意見・ご質問等の専用窓口（電気料金お問い合わせ専用ダイ
ヤル）を設置し、お問い合わせへお応えしております。 

 
○お電話でのお問い合わせがご不便なお客さまにつきましては、ＦＡＸによるお問い

合わせも承っております。 

・規制部門のお客さまへは、値上げを申請するに至った背景、値上げ申請の内容、値上げによる影響額等につ
いて、検針時の配布チラシ、当社ホームページ等により幅広くお知らせしております。 

・また、各種団体の皆さまへの訪問やお客さま向けの説明会等を通じ、丁寧なご説明に努めております。 



40 【補足】お客さまへのご説明について 

 
・昨年の値上げに続き、今回、更なるご負担をお願いすることとなることから、昨年以上に丁寧な周知・ご説明
を行っております。 

 ①検針時に配布するお知らせチラシの拡充 （全道２６０万口） 
   ・A４版（前回）からA３版に紙面を拡大 
   ・お客さまの多様な使用形態に合わせてモデル料金のバリエーションを追加 

 ②個別説明の実施 
   ・全てのお客さまを対象とした説明会の開催 
    ➢８／５募集開始（新聞広告・当社ホームページへの掲載）。開催日程は、８月中の土日を中心に設定 
   ・話中を回避するための専用フリーダイヤル回線数の増強（全道１０支店で、計５５回線） 
   ・各種団体等への訪問 

 ③オール電化住宅にお住まいのお客さまへのダイレクトメール送付によるご説明  
   ・新たに実施（約２６万５千件） 
   ・８／１１、１３、１８の３回に分けて、ダイレクトメールを発送 

 ④料金負担の軽減に向けたご提案の実施 
   ・当社ホームページへの「ご契約メニュー変更シミュレーション」ツールの掲載 
   ・時間帯別電灯（ドリーム８）の「夜間開始時間（２３時が標準）の変更」による料金負担の軽減に 
    関するご提案 
   ・従量電灯B・Ｃ、時間帯別電灯（ドリーム８）、３時間帯電灯（ｅタイム３）間のメニュー変更による 
    料金負担の軽減に関するご提案 
   ・当社ホームページでの、お客さまの節約・省エネにつながる情報発信 
 ［昨年値上げ時の実績］ 
   ・オール電化お客さま説明会 ・・・ 全道５１箇所、２，６３４人へご説明 
   ・各種団体等への訪問件数 ・・・ 約２，４００件 
   ・電話でのお問合せ件数 ・・・約７，０００件（専用フリーダイヤル 全道１０支店で計４６回線） 
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（空白） 
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【参考】電源の多様化と再生可能エネルギー 
導入拡大に向けた取り組みについて 



43 【参考１】石狩湾新港発電所（LNG火力）の建設 

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

環境影響評価

建設工程

発電所 出力(万kW) 着 工 運転開始

1号機 56.94 H27年 9月 H31年 2月

2号機 56.94 H30年11月 H33年12月

3号機 56.94 H37年11月 H40年12月

合 計 170.82

・既設火力発電所の経年化への対応、燃料種の多様化、電源の分散化を図り、将来的な電力の
安定供給を確実なものとするため、石狩湾新港発電所（ＬＮＧ火力）の導入を計画。

・1号機は、平成26年8月18日に準備工事を開始し、

平成31年2月に運転を開始する予定。

１号機建設工事

２号機建設工事

（準備工事)
*8/18開始

▼試運転開始

▼試運転開始▼着工（11月）

▼着工（9月）

発電所イメージ

（準備工事）

詳細設計

▼3/17評価書届出

▼ 3/24確定通知受領

▼ 4/24 手続き終了



44  【参考２】新エネルギーの原価への織り込みと当社の取り組みについて 

・  新エネルギーは低炭素社会の実現に向けて重要である一方、風力発電や太陽光発電は気象状況により出力が

大きく変動するため、導入にあたっては電力品質に与える影響への配慮が必要。 

・ 今回原価は、至近実績や新規申込み状況を踏まえ、既存調整力において最大限連系可能な範囲内で織り込み。 

＜連系可能量＞ 

 風力発電：実績データに基づき系統影響を評価し段階的に拡大。当社調整力により36万ｋＷまで拡大可能。 

 太陽光発電：火力発電の出力調整により70万ｋＷ（出力抑制対象である500ｋＷ以上の太陽光）まで拡大可能。 

   〔H25年7月の省令改正により、30日を超える出力抑制に対しても金銭補償がないことを許容される場合は、引き続き連系可能〕 

・ 当社の調整力だけでは更なる拡大が困難な状況のため、風力導入拡大に向け、東京電力㈱と共同で北本連系設

備を活用した実証試験を計画し、連系可能量を20万ｋＷ拡大（風力は56万ｋＷまで拡大）。この他、大型蓄電池実

証試験や家畜系バイオマス発電に係る研究開発など、新エネルギー導入拡大に向け引き続き取り組んでいく。 

・ 新エネルギー拡大のための追加コストが生じる場合の負担のあり方については、今後、国の委員会で議論される

ものと考えている。 

太陽光発電・風力発電の実績および今回原価

太陽光発電 H25 H26 H27

実績/今回原価 35万kW 71万kW 102万kW

(500kW以上再掲) 19万kW 47万kW 71万kW

風力発電 H25 H26 H27

実績/今回原価 32万kW 32万kW 35万kW

0.7 3.7 7.8
15.6 15.6 15.9 17.0

24.1 24.3 25.8 25.8 25.7 27.6 28.9 28.9 31.6 32 35

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.7 2.2 3.1 4.3 6.3
10.4

35.4

71

102

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

太陽光発電導入実績（右：網掛）

（年度）

（万kW）

15万kW
25万kW

31万kW
36万kW

56万kW
風力発電導入実績（左：白抜）

風力連系可能量

100
110

実績

H24年12月
実証試験実施案件決定

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○新エネルギーの原価への織り込みと取り組みについてです。○今回原価については、至近の実績傾向や新規申し込み状況を踏まえ、当社調整力の範囲内で最大限連系可能な範囲で織り込でいます。○新エネルギーについては、CO2を排出しないメリットがある一方、特に風力発電や太陽光発電は出力変動が大きいため、電力品質に悪影響を与えないよう配慮しながら拡大してきましたが、ＦＩＴ制度によりメガソーラーを中心に多くのお申込みがあり、既に北海道で調整できる規模を超えている状況です。○このため、新たに東京電力と共同での実証試験により風力発電の拡大に取り組むほか、大型蓄電池の実証試験など、引き続き新エネルギーの拡大に向けて取り組んでまいります。○１１ページから１３ページに各実証試験の説明を記載しております。　○１４ページをご覧ください。



45  【参考３】風力発電導入拡大に向けた東京電力との実証試験 

・ 風力発電の導入拡大に向けた新たな取り組み（需給調整面の課題への対応）として、東京電力(株)と共同で、既

設地域間連系線を利用した実証試験を実施。 

・ 本実証試験では、風力発電出力予測にもとづいて、既設地域間連系線を通じて東京電力(株)に電気を送電するこ

とにより、東京電力(株)の調整力を活用。 

・ 本実証試験にあたり、平成23年12月に20万kWの風力発電募集を実施、平成24年12月に実施案件決定。 

・ 平成28年度以降、実証試験を開始する予定。 

・  そのほか、当社が出資しているSPC２社（日本送電（株）、北海道北部風力送電（株））において現在、開発可能性

調査を行っているところ。 

ウィンド 
ファーム 

ウィンド 
ファーム 

ウィンド 
ファーム 

北海道地域内 
の系統 

風力発電出力制
御技術の導入 

既設地域間 
  連系線 

既設地域間 
連系線の活用 

ウィンド 
ファーム 

東京電力へ送電 
時間 

東
京
電
力
へ
の
送
電
電
力 

風力発電出力 

送電電力 

30分 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
（説明省略）



46  【参考４】大型蓄電池実証試験 

・ 経済産業省の「大型蓄電システム緊急実証事業」に応募し、採択。（平成25年7月31日公表） 

・ 住友電気工業㈱と当社が共同で275kV基幹系統の南早来変電所にレドックスフロー電池（15MW×4時間容量）を

設置し、実証試験を実施。 

・ 実証期間：平成25年度～平成30年度（平成27年12月目途に設置工事完了、その後３年間で実証試験を実施） 

    【実証項目】  
• 蓄電池を周波数調整用電源とみなした周波数変動抑制制御手法の開発  
• 蓄電池による余剰電力（下げ代）対策運転手法の開発  
• レドックスフロー電池の性能評価 等 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
（説明省略）



47  【参考５】家畜系バイオマス発電に係る研究開発 

・ 北海道の基幹産業である畜産業とも密接に関係し、地域に根ざしたエネルギーである家畜系バイオマス発電の出

力制御に係る研究開発に取り組むもの。 

・ 家畜系バイオマス発電は、現在まで連系実績が少なく、出力の特性を把握し、電力系統への影響を評価していくこ

とが必要。 

・ 家畜系バイオマス発電は、電気と熱の併給により熱も含めた蓄エネルギーが可能であり、本研究開発では、電気

と熱を効率的に制御することで、出力制御技術の開発とエネルギーの有効利用方策の検討を進める。 

・ 研究期間：平成26年度～平成30年度 

 実証プラントでの研究開発 
 （酪農学園大学構内） 

 大規模プラントでの研究開発 
 （鹿追町、別海町） 

電気の流れ

バイオマス発電機
（新設50kW+既設30kW）

ヒートポンプ（50kW）

貯湯槽

出力を制御

熱の流れ

発電機の排熱

温水を供給

学内設備

予測データ

状況に合わせて運転制御
（余剰電力を熱に変換）

電力系統
発電量

バイオマス発電機

攪拌（かくはん）器、
ポンプなどの
電力使用量

発電機の排熱

補機などの
電力使用量

バイオマスプラント設備
（原料槽、発酵槽など）

酪農設備などでの
電力使用量

周辺設備

発酵槽の加温など
ヒーター、
温水使用量
灯油使用量など

熱の流れ

ボイラ

電気の流れ

電力系統

※本研究開発は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合 開発機構（NEDO）の「電力系統出力変動対応 
   技術研究開発事業」の一つとして、当社と北海道大学が共同で実施。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
（説明省略）



48 【参考６】風力発電や太陽光発電の導入状況 

・ 風力は、風況がよいエリアに導入が進んでおり、系統規模に対する導入量の比率としては、北海道が
全国で最も進んでいる状況。 

・ 太陽光は、日照条件や敷地確保等に優れるエリアを中心に導入が進んでいる。北海道における平成
27年度の導入量は、平成25年度の35万kWに対し、102万kWと2.9倍に拡大する見込み（44頁参照)。 

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄 10社計 

導入量(万kW) 35 81 335 221 22 169 118 68 272 18 1,340 

最大需要との比較 7.8％ 6.1％ 6.6％ 8.4％ 4.2％ 6.0％ 10.6％ 12.4％ 16.6％ 11.8% 8.2％ 

（出所）第２回新エネルギー小委員会 電気事業連合会プレゼン資料（導入量は、平成26年3月末時点の数字。最大需要は、平成25年度夏季実績）をもとに
当社作成。 

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄 10社計 

導入量(万kW) 32 62 37 22 15 12 30 12 43 2 267 

最大需要との比較 7.1％ 4.7％ 0.7％ 0.8％ 2.9％ 0.4％ 2.7％ 2.2％ 2.6％ 1.3% 1.6％ 

＜太陽光発電＞ 

＜風力発電＞ 

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄 10社計 

最大需要(万kW) 450 1,322 5,093 2,623 526 2,816 1,112 549 1,634 152 16,277 



49  【参考７】各電源の発電コスト 

（出所）コスト等検証委員会第8回会合資料 
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