
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の歌  

       「少年時代」 

夏が過ぎ風あざみ 

誰のあこがれにさまよう 

青空に残された 

私の心は夏模様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【洋食ランチ形式】 

タコと飛び子のオレンジマリネ サラダ仕立て 

カボチャの冷製ポタージュスープ 

骨付きモモ肉の白胡麻焼き 照焼きソース 

ご飯 

デザート 

コーヒー 

 

 

 

例
会
予
定 

9 月 2 日（金） 9 月 9 日（金） 9 月 16日（金） 9 月 23日（金） 

第 3回理事会 11：15～ 例会 12：30～ 例会 12：30～ 休会 

例会 12：30～ 卓話 日比 雄将君 祝福  

卓話 鈴木 克幸君  卓話 キナンレーシングチーム 

石田 哲也様 
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例会場：ホテルプラザ勝川 
 

2022年 8月 26日（金）2523回（8月第 3例会） 

本日のプログラム 
司会  会場委員会

・点鐘                            会長 加藤 宗生君 

・ROTARY SONG   「我等の生業」 

・今月の歌     「少年時代」 

・ビジター紹介                 会長 加藤 宗生君 

・委員会報告 

・会長挨拶                          会長 加藤 宗生君 

・卓話                        加藤  茂君 

                           伊藤 正之君 

・幹事報告                         幹事 下田 育雄君 

 

 

 



 

先週の記録 

幹事報告        幹事  下田 育雄君 

１．報告事項です。 

（1）８月１２日に谷口怜美さんが無事にセントレ

アから出国しました。 

（2）８月２０日に当クラブが受け入れるブレーデ

ン君が来日します。時間は１５時となります

ので、１４：４５に入国ロビーで待ち合わせ

てお出迎えを予定しております。ご都合のつ

く方は、是非セントレアまで足をお運びくだ

さい。 

２．次週以降の予告です。 

・来週は加藤茂君と伊藤正之君の卓話を予定し

ております。  

・９月２日は先だって入会式を行いました鈴木

克幸君の自己紹介卓話が予定されております。 

・また、再度の案内となりますが、9月 2日に第

3回理事会が予定されています。 

・また、9月 30日はガバナー補佐訪問となって

います。会の終了後にクラブ協議会が予定され

ています。参加対象の委員長、そして入会 3年

未満の方は日程のご調整をお願い致します。 

 

出席報告        委員長 下別府正樹君 

会員 52名 出席 29名 出席率 55.7% 

先々週の修正出席 出席 51名 出席率 100.0% 

 

ニコボックス報告    委員長 下別府正樹君 

○菱川くん 卓話たのしみです。 加藤 宗生君 

○先週、谷口さんが出国しました。

明日はブレーデン君が来日しま

す。いよいよ交換留学がスタート

します。皆さん宜しくお願いしま

す。 

下田 育雄君 

○母の葬儀に際し、御芳志を賜り感

謝申し上げます 

大原 泰昭君 

○中学 2年の孫がカナダ国立バレエ

スクールに合格しました。4 年間

トロントで勉強します。 

川瀬 治通君 

○菱川くん 卓話楽しみです。

U.S.A.ブレーデン君いよいよ明日

来日です。 

古屋 義夫君 

○皆様お久しぶりです。菱川さんの

卓話楽しみです。 

和田 了司君 

○祝福 ありがとうございます。 成瀬 浩康君 

○祝福を頂きありがとうございま

す。 

山田 治君 

○先月は妻の誕生日祝いをありが

とうございました 

廣田 誠君 

○祝福の皆さんへ!! 近藤 太門君 

○祝福の皆さんへ!! 加藤 茂君 

○明日甲子園に行って来ます 青山 博徳君 

○入会ご承認ありがとうございま

す 
鈴木 克幸君 

○菱川さん!!卓話めちゃ楽しみに

してまーす。 
岡本 博貴君 

○卓話楽しみにしています。 清水 勲君 

芝田 貴之君 岩村 幸正君 中川  健君 

小川  長君 北  健司君 長谷川久幸君 

三上  努君 宅間 秀順君 峠 テル子君 

菱川 一馬君   

○ご協力ありがとうございます。 

出席・ニコボックス委員会 

卓話              菱川 一馬君 

 皆さま、こんにちは。中部電力パワーグリッド春日

井営業所の菱川です。本日はこのような貴重な機会

をいただき誠に有難うございます。本日は、皆さま

の生活や企業活動に大きな影響を及ぼしております

「最近の電力事情」について、話させていただけれ

ばと思います。新型コロナの感染状況が厳しく、電

力会社という性質上、例会は Zoom参加とさせてい

ただいておりましたが、今日は、直接お会いして話

すべきと思い会場に来ております。話す内容として

は、どちらかと言うと申し上げづらい内容も含まれ

ておりますが、直接お会いして、皆さまの声をお聞

きし、思いを肌で感じさせていただければと思って

おります。説明する項目としては５つで、①電力需

給ひっ迫状況、②託送料金の見直し、③最終保障供

給料金の見直し、④生産性向上の取り組み、⑤付加

価値サービスのご提供となります。 

① 電力需給ひっ迫状況 

ご覧いただいている資料は、経済産業省ＨＰにあ

る「電力需給に関する検討会合」の資料です。資料

が少々古い点はご容赦ください。まず、厳しい電力

需給になっている背景としては、近年の脱炭素化の

流れの中で、再生可能エネルギーの導入拡大によ

り、火力発電所の稼働率が低下し休廃止が増加した

ことがあげられます。加えて、本年 3月の福島県沖

地震で火力発電所が停止しており、厳しい状況とな

っています。夏季は、10年に一度の猛暑を想定した

需要に対し、安定供給に最低限必要な予備率 3％を

上回っているものの、7月の東北・東京・中部エリ

アの予備率は 3.1％と非常に厳しい見通しとなって

いました。冬季は、10 年に一度の厳寒を想定した需

要に対し、東京から九州まで計７エリアで予備率

３％を下回り、特に東京エリアにおいて 1 月、2月

は予備率がマイナスとなるなど、2012年以降で最も

厳しい見通しとなっています。最新の予備率の数値

については、後ほど説明させていただきます供給面

の対策等により持ち直してきておりますが、次のよ

うなリスク要因があるため動向を注視しておりま

す。１つ目は、想定を超える電力需要の増加があり

ます。東日本大震災後、皆さまの節電・省エネによ

り、特に夏季の電力需要が大きく減少していました

が、ここ数年、増加傾向にあります。２つ目は、燃

料の調達リスクがあります。2022年 2月のロシアに



よるウクライナ侵攻で、エネルギーを取り巻く情勢

は一変しました。非ロシア産エネルギーの調達競争

は激化しており、ＬＮＧ等の価格が高騰していま

す。さらに、ロシア産ＬＮＧの供給が途絶するリス

クもかつてなく高まっており、我が国のエネルギー

の安定供給は予断を許さない状況にあります。十分

な燃料を確保できない場合、燃料不足により火力発

電が必要な時に発電できなくなる恐れがあります。

供給面の対策ですが、基本的には休止している火力

発電所の稼働がメインとなります。需要面の対策

は、基本的に節電・省エネしかありません。国は小

売電気事業者に対して、需給ひっ迫時に需要を抑制

した需要家に対価を払う需要抑制策の普及拡大を図

ることとしています。現状、足元の電力需給は極め

て厳しい状況ですが、電気事業者としては、いかな

る事態においても、生活や企業活動に支障が生じな

いよう、万全を尽くしていきたいと考えておりま

す。今夏、無理のない範囲で、できる限りの節電に

ご協力いただき、改めてお礼申しあげます。今冬に

ついては近くなりましたら具体的なお願いをさせて

いただくことになろうかと思います。ご迷惑をおか

けし心苦しいですが、その際はどうぞよろしくお願

いいたします。 

② 託送料金の見直し 

そもそも託送料金とはから説明させていただきま

す。託送料金は、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、私ども一

般送配電事業者が国の認可を受け設定するもので

す。発電事業者が「電気をつくる」ための発電料、

小売電気事業者が「電気を売る」ための営業費とと

もに、電気料金の一部として構成しております。本

制度の背景としては、2020年の第 201回通常国会に

おいて、「強靭かつ持続可能な電気供給体制の確立

を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」

が成立し、私ども一般送配電事業者における送配電

網の強靭化等の必要な投資の確保とコスト効率化を

両立させるとともに、再エネの主力電源化を図るこ

とを目的として、新たに 2023 年度から導入される

ものです。レベニューキャップ制度では、私ども一

般送配電事業者は、国が定める指針に規定された

「目標」の達成に向けて、今後 5年間に実施する

「事業計画」を策定することとなっております。ま

た、国の指針に基づき、「事業計画」の実施に必要

と見込まれる費用および収入の見通しを見積り、経

済産業大臣の承認を受けることとなっております。

長期的な電力需要は人口減少や省エネの進展等によ

り減少すると想定しており、一方で、高度経済成長

期に建設した大量の送配電設備の更新や、再生エネ

の導入拡大への対応による送配電網の増強、設備・

運用の高度化等が必要と見込んでおります。当社で

は、電力ネットワークの次世代化に向けた取り組み

を進めつつ、安定供給・品質を維持しながらコスト

アップや収入減を吸収する効率化の取り組みを続け

ており、多額のコスト低減を反映しております。本

来でしたら値下げ改定をさせていただきたいところ

ですが、需給関係費用などの制御不能な外生的な費

用が大幅に増加することから差し引きで増加してし

まいます。現在、国に提出した書類では、現行の託

送料金か継続した場合に比べて 506 億円／年増加す

る見込みとなっています。これは、現行収入単価に

対して 0.40 円／ｋＷｈ増加、率にして 8.6％増加で

あります。今後、国による厳しい審査・査定がある

ため相応の圧縮があると思われます。なお、実施時

期につきましては 2023年 4 月 1 日を予定しており

ます。当社といたしましては、安定供給、再エネ導

入拡大、レジリエンス強化等を図るために必要な投

資を効率的かつ計画的に実施しながら、引き続き、

さらなる効率化に取り組むことで、託送料金の上昇

抑制に努めてまいりますので、何卒、ご理解賜りま

すようお願い申し上げます。 

③ 最終保障供給料金の見直し 

最終保障供給とはから説明させていただきます。

最終保障供給とは、高圧・特別高圧で電気の供給を

受けるお客さまが、どの小売電気事業者とも小売契

約の締結に至らなかった場合に、地元の私ども一般

送配電事業者が、小売契約を締結されるまでの間、

一時的な電力供給を保証する制度です。私ども一般

送配電事業者は必ず電力を供給する義務があり、こ

れが電力自由化で小売電気事業者が倒産・徹底して

も電気が止まらないゆえんです。昨今の燃料価格の

高騰に伴い、卸電力市場価格の高騰が続いた結果、

最終保障供給料金が一部の小売料金より安価な水準

となり、最終保障供給を選択されるお客さまが急増

する状況となっております。国はこうした状況は小

売市場における競争や適切な価格形成を阻害するお

それがあることから、国の審議会で最終保障供給料

金の在り方に関して議論を行い、具体的な見直し内

容について取りまとめを行いました。当社は、これ

を受けて、本年 9月 1 日を実施日とする最終保障供

給約款の変更届出を経済産業大臣に行いました。現

在、当社の最終保障供給料金は、中部電力ミライズ

が設定している標準料金メニューの 2割増しに相当

する料金を設定しています。今回、電力量料金につ

いて、中部エリアの市場価格の月間平均価格に基づ

き算定された「市場価格調整額」を加減算する見直

しを行います。なお、基本料金、従量料金、燃料費

調整額、再エネ賦課金については変更ありません。

制度上は以上ですが、足元の中部エリアの市場価格

は高騰していますので、値上げになると見込まれま

す。対象のお客さまにはダイレクトメールで順次お

知らせしておりますので、何卒、ご理解賜りますよ

うお願い申し上げます。 

④ 生産性向上の取り組み 

当社グループは、東日本大震災以降の省エネ意識

の高まりなどによって電力需要が減少する中、原価

低減の徹底を目的として、2017年に「トヨタ生産方

式の考え方に基づくかいぜん活動」を開始しまし

た。かいぜん活動では、「仕事の本質追及」と「ム

ダの徹底排除」の習慣化を目指し、技術系の現場作

業だけでなく、事務系の机上業務も含め仕事のやり

方をゼロベースで見直しており、これまでにグルー

プ全体で約 2,700件の業務改善に取り組んできまし

た。「かいぜん活動」は、「コスト削減」「新たな価

値の創出」「人財育成」の３つの点で当社グループ



の持続的な成長に大きく貢献するものと考えており

ます。まず「コスト削減」の効果としては、これま

での「かいぜん活動」で、送配電設備の維持管理の

効率化による支出削減や、水力発電所の稼働率向上

による発電量の増加などで、累計 130億円の効果が

出ています。次に、「新たな価値の創出」について

ですが、これまでの「かいぜん活動」により、仕事

の棚卸しが進み、一つひとつの業務プロセスについ

て、その必要性や本質を見直すことで、業務のスリ

ム化を加速させております。これまでに約 1,600 人

分の業務量が削減され、約 460人を新成長分野等へ

シフトしております。そして３点目は「人財育成」

の観点です。「かいぜん活動」おいて、これまでの

仕事のやり方をゼロベースで見直すには、いくつか

のハードルを乗り越える必要があります。工夫や試

行錯誤を繰り返し、ひたむきに取り組むことで、厳

しい経営環境の中にあっても挑戦し続ける精神力

や、競争を勝ち抜く発想力を身に付けることができ

ると考えています。このように、「かいぜん活動」

は、単なる合理化の取り組みではなく、人づくりの

ための鍛錬の場として人財の育成に大きく貢献して

いると考えております。「かいぜん活動」に終わり

はなく、今後もこの活動を一層拡大・深化させてい

く所存です。 

⑤ 付加価値サービスのご提供 

先ほど、当社グループの生産性向上の取り組みの

説明の中で、「新たな価値の創出」という話があり

ましたが、長期的な電力需要の減少による収入減を

想定しているため、新たな収入源として付加価値サ

ービスのご提供をはじめております。いくつかサー

ビス名称と概要だけでもご紹介させていただければ

と思います。（１）「みまもりポール」という防犯カ

メラです。私どもにご用命いただければ電気の契

約、電柱への共架手続きをワンストップで実施させ

ていただきます。地域の安心・安全のために、是

非、ご検討をお願いいたします。（２）「スマート子

メーター」。これは私ども電気の契約のための親メ

ーターとは別にお客さまが子メーターを保有してい

る場合に、その子メーターをスマートメーター化す

ることにより、自動検針ができるというものです。

会社の寮やテナントなどが想定されますが、最近で

は、省エネや節電要請の高まりにより、工場等でも

部門・ライン毎の電気の「見える化」のために導入

するメリットがあるのではと考えております。

（３）そして、最後に「エアロコ」。昨今の新型コ

ロナの感染防止対策として、ＣＯ2濃度を計測し、

換気状態を「見える化」する商品があります。居酒

屋やスポーツクラブなど、空調の節電も図りつつ、

必要な換気をする場合にお役に立てると思います。

多店舗でも遠隔で確認できます。その他にも色々あ

りますが、弊社のホームページに掲載されておりま

すので、お時間がある時に見て頂ければ幸いです。 

本日は、私どもの話を聞いていただき、有難うご

ざいました。引き続き、電力の安定供給の責務を果

たし、新たな価値の創出に努めてまいりますので、

今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 出席・ニコボックス委員会 
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祝福司会 親睦活動委員会 

三上 努君 
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祝福 アテンダンス表彰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話 菱川 一馬君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 下田 育雄君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


