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株式会社 能勢・豊能まちづくり https://nose-toyono.com/
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電力会社を切り替えよう
ー再エネ100％に向けて家庭・事業所・地域でできることー
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会社紹介2

株式会社 イー・コンザル

Environment  Energy  Equity  Economy  Empowerment

設立 2012年6月

代表取締役 榎原 友樹 (えはら ともき)

社員数 9名＋アルバイト

事業内容
環境・エネルギー分野の
コンサルティング

主な取引先

環境省 経済産業省
京都市 新城市 洲本市 淡路
市
国立環境研究所 NEDO IGES
京都大学 慶応大学 上智大学
東京大学 東京工業大学
龍谷大学 立命館大学
マレーシア工科大学 他多数

持続可能な社会
Sustainable World
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再生可能
エネルギー

脱炭素社会

地域経済循環気候変動適応 持続可能な社会

地域新電力

SDGs



自己紹介：これまでの歩み

高校生～
大学生

20～30代

現在

環境ボランティア活動に没頭
・エコキャンパス
・環境教育等

アニメのヒロインのように地球を救ってみたくて…

NPO等
NPO、地球環境パートナーシッププラザ等
・気候変動、生物多様性、SDGs…

・ステークホルダー、協働等

・国際協力NGOセンター(JANIC)
（外務省NGO専門調査員）

エコ・リーグ
・Campus Climate Challenge/国際ネットワーク

民間等

京都へ E-konzal入社
2020年度～ 能勢・豊能まちづくり
2021年度～ 自然エネルギー大学リーグ 事務局次長

一般社団法人ローカルグッド創生支援機構 マネージャー

電気メーカー

公共
東京都環境公社 東京都温暖化防止センター
再エネ普及、新電力設立・運営担当等
（再エネを活用した新電力虎の巻作成 https://www.tokyo-co2down.jp/municipality/fit-2）
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本日の内容

環境にいい？電気会社を選ぼう

地域新電力の取組

事例：能勢・豊能まちづくり

１

２
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日本の削減目標
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◼ 2020年度の削減目標はすでに達成している。

◼ 2050年度ネットゼロに向けて大幅な削減が必要。
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出典: 国立環境研究所 「日本国温室効果ガスインベントリ報告書 2020年提出版」をもとに作成

2005年度比

3.8%削減

2013年度比

26%削減

80%削減

2013年度比

46%削減

ネットゼロ



ライフサイクルでの排出量等

（出所）World Resources instituteウェブページ 「What Is Carbon Lock-in and How Can We Avoid It?」

水力

原子力

石炭

ガスコンバインドサイクル

洋上風力
陸上風力
太陽光
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ゼロカーボンに向けて
石炭・火力⇒再エネに
早急にシフトが必要



電力自由化：増える小売電気事業者

・716社（2021年4月）
・新電力のシェア約20％

◼新電力のシェアの推移

◼電力会社の分類

• 旧一般電気事業者の子会社 ・石油関係の新電力

• 通信・放送・鉄道関係の新電力 ・LPガス及び都市ガス関係の新電力

• 再生可能エネルギー関連の新電力 ・自治体新電力 等
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偏る電源所有

出典：電力・ガス取引監視委員会第15回制度設計専門会合（2017年1月） 資料

再エネ割合
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◼発電量の85％は大手所有



日本の電源と特徴

◼ 自治体・地域新電力が使う主な電源調達方法
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電源 特徴 価格

火力等発電者
等との
相対（直接）
契約

・発電者、他社新電力等との個別契約。 ・契約による

日本卸電力取
引所

・様々な電気が混じって取引される。
・スポット市場（1日前締切）、時間前
市場（1時間前締切）等がある。

・30分毎に価格が決ま
る。
・2017年度の関西エリ
アの加重平均約11円。

FIT電気 ・FIT認定を受けている再エネ設備の電
源。
・再エネと表現してはいけない。

・電力市場価格（ス
ポットエリアプライ
ス）と同じ（30分毎に
変動）

再エネ設置 ・FIT認定を受けていない再エネ設備の
電源。

・電気代で投資回収

・再エネ系新電力が
調達しやすいのはFIT

電気



固定価格買取制度（FIT）

⚫ 太陽光（ 10kW未満（家庭の屋根）） 19円/kWh…10年間

バイオマス（間伐材） 40円/kWh …20年間 （2021年度単価）

⚫ 再エネ賦課金 3.36円/kWh （2021年度） →標準家庭 10000円超/年 を支払う

⚫ FIT制度を利用して発電された電気は、「FIT電気」と表現

⚫ FIT電気は「環境にいい」という表現×
理由：FIT電気は、環境価値は広く賦課金を持っている国民が負担しているとしているから。

出典:経済産業省資源エネルギー庁
『なっとく再生可能エネルギー』
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・再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約
束する制度です。
・電力会社が買い取る費用の一部を電気をご利用の皆様から賦課金という形で集め、今はまだコ
ストの高い再生可能エネルギーの導入を支えていきます。



自然エネルギー 証書

自然エネルギー関連証書

⚫ 自然エネルギー由来の環
境価値（CO2 を排出しな
いなどの効果）を証書で
購入する制度がある。

⚫ 電力の契約とは別に証書
を購入することで、自然
エネルギーの電力を利用
しているのと同等とみな
すことができる。

図等出典:自然エネルギー財団「企業・自治体向け電力調達ガイドブック」https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/RE_Procurement_Guidebook_JP_2021.pdf

非化石証書

⚫ 非化石価値
ゼロエミ価値
環境表示価値がある

⚫ 非化石証書は、非FIT非
化石証書（大型水力・原
子力等由来）も存在。



環境にいい電気を買いたい！に必要な知識

1

2

3

環境価値の表示制度（複雑・難解）

電気の環境価値は、現制度外にも

FIT電気の価格の仕組み



電力会社の電源構成等の例
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出典:各社HP等の公表資料より(19年度実績値、21年度計画値等 対象年度違い 21年8月4日最終確認）
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関西電力

ENEOSでんき

大阪ガス

自然電力

生活クラブエナジー

みんな電力

再エネ FIT電気 水力 石炭 ガス火力・石油 原子力 取引所・その他

FIT電気再エネ
取引所・
その他

調整後排
出係数

(kg-CO2/kWh)

再エネメニュー
等

0.318
再エネECOメ
ニューあり

0.494
EV向け実質再エ
ネ100%メ
ニューあり

0.361
再エネメニュー
あり

0.159
実質再エネ

100%プランあ
り

0.395

0.371
FIT+再エネ

100%メニュー
あり

※電源構成の公表は、義務ではない

ガス・石油火力 原子力石炭
（大規模）

水力

電源構成



どんな電気を使いたいですか？

（実質）再エネ100％/（実質）CO2ゼロエミ

再エネ
100%

非化石証書（再エネ指定）等非化石証書（再エネ指定）等

FIT電気
100%
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火力
100%

出典：小売営業指針（2021年4月）
※FIT非化石証書（再エネ価値）と
非FIT非化石証書（原発等）を別の
電力市場にする制度改定予定されている

■環境価値・ゼロエミッション価値

再エネ100％
CO2ゼロ

再エネ100％
CO2ゼロ

実質再エネ100％
実質CO2ゼロ

※１ FIT電気については、3要件((ア)「FIT電気」であること、
(イ)FIT電気の割合、(ウ)FIT制度の各説明) が必要。
※２環境価値の表示・訴求と近接する分かりやすい箇所
に、電源構成や主な電源の表示を行い、これに再エネ指定
の非化石証書を使用している旨の説明を行うことを前提と
する。

※１上表の※１に同じ。
※２環境価値の表示・訴求と近接する分かりやすい箇所
に、電源構成や主な電源の表示を行い、これに非化石証書
を使用している旨の説明を行うことを前提とする。



電源構成や排出係数に関するルール

◼ FIT電気

• 「FIT電気」以外の表現をしてはいけない。

– ×「再エネ」、×「グリーンな電気」

• 火力発電等も含めた全国平均のCO2排出係数をもつ。

◼ 非化石証書等

• 非化石証書、グリーン電力証書、J-クレジットを電源と組み合わせるこ
とで、CO２排出量を減算することができる。

• 電源構成の表示に影響を与えるものではないが、
「実質的に再エネ〇％の調達を実現」と表現してよい。

• 非化石証書は、「再エネ指定」と「指定なし（大型水力・原子力）を含
む」の2種類。

◼ その他

• 電源構成の表示義務はなし。

• メニュー別の電源構成・排出係数も可。

15出典：経産省「小売電気営業指針」

電源構成表示例（案）
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環境にいい電気を買いたい！に必要な知識

1

2

3

環境価値の表示制度（複雑・難解）

電気の環境価値は、現制度外にも

FIT電気の価格の仕組み



どんな電気を使いたいですか？

◼どちらも再エネ発電ですが…

写真出典：みんな電力HP

土砂災害・景観等の
問題のある発電も

市民発電など
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⚫ 発電所が特定できる（トラッキング）の表示義務なし。
→発電所を公表している電気会社や、買い取る発電所の基準を設けている会社も
ある

※FIT非化石証書は、トラッキング付きとなる見込み
※RE100と認められるには、トラッキングが必要

例



再エネの電力の選択基準例

出典:自然エネルギー財団「企業・自治体向け電力調達ガイドブック」https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/RE_Procurement_Guidebook_JP_2021.pdf
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※自然エネの導入量を拡大する効果
例：自然エネを建設して、発電した電力を利用する。

注）追加性がなければ、再エネ（由来）電気を買っても、
日本全体の再エネ発電量は増えない。



環境にいい電気を買いたい！に必要な知識

1

2

3

環境価値の表示制度（複雑・難解）

電気の環境価値は、現制度外にも

FIT電気の価格の仕組み



新電力の原価構成
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①電源買取料金 ②託送料金
③
運
営
費

④
利
潤

・発電者、取引所等に支払い
・原価の5～6割程度

・送配電事業者
（関電等）へ支払い
・原価の2～4割程度
・削減余地はほぼなし

・原価の1～2割程度

ご家庭の場合 1kWh あたり電気料金 25円程度 +再エネ賦課金3.36円

10円弱15円弱程度までが採算ライン



新電力の課題：電力市場高騰

出典：経済産業省（2021）スポット市場価格の動向について

⚫ FIT電気割合の高い新電力の多くが大損益を被った。⇒FIT電気の買取がリスクに

⚫ 市場連動型（原価連動型）電気料金メニューの場合、消費者にも大きな負担が

原因
⚫大手発電会社の
LNG調達不足
⚫原発の予定外停
止など
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日本卸電力取引所の価格の特徴
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夏 例2021年8月6日(金) 冬 例2018年2月3日(金）

◼季節的な傾向

・朝・夕の家庭の暖房需要のある時間
帯に価格のピークが来る傾向がある。

・太陽光発電の増加により、晴天の日は市場価格のピークが日中からシフト
する傾向が顕著に。春・秋の休日日中は0円も。 需要カーブ図の出典東京電力

・冷房需要があり太陽光出力が低下す
る夕暮れ頃が電気代が高い傾向にある。



国内の発電量推移・割合（全国）

出典: ISEP(環境エネルギー政策研究所 Energy Chart https://isep-energychart.com/

夏：2020年8月3日（月）春：2020年5月2日（土）

約60％

冬：2020年12月22日（月）

・昼12時頃の需要に占める再エネ（太陽・水力・風力）割合

約40％
約12％
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昼

0.01円

夕方ピーク

6円

朝・夕

2-30円



環境にやさしい電気を買いたい！に必要な知識

◼1.環境価値の表示制度（複雑・難解）
• 火力+証書で「実質再エネ100%メニュー」

• 電源構成表示義務なし
→電源構成等も、目安に

◼2. 制度以外にも環境価値
• 再エネ発電ならどこでもいいのか？

• 通常、再エネを買っても、日本全体の再エネ割合が増える訳ではない

→追加性・発電所の確認

◼3.FIT電気の価値の仕組み
• 再エネ系新電力や、再エネを応援してくれる消費者に負担の可能性

• 容量市場、高度化法義務達成市場などの
火力・原子力を温存させるための施策が進行中

→利用時間のシフトなども有効

⇒理念・事業に共感できる、応援したい電気会社か？
24



再エネ関連の電気会社

◼ NGOの行う「パワーシフトキャンペーン（https://power-shift.org/choice/）」で紹介する電力会社

⚫ 参考情報：京都府では「電気事業者排出量削減計画書・報告書及び再生可能エネルギー供給
拡大計画書・報告書の公表」を行っている。 25

https://power-shift.org/choice/


本日の内容

電気会社を取り巻く環境

自治体/地域新電力

事例：能勢・豊能まちづくり

１

２

3



自治体が出資した電力会社

◼自治体出資は、75者に

出展：経産省 電力・ガス基本政策資料3 （2021年7月14日）

※これ以外に自治体が出資していなくても、地域活性化等を目的とした地域新電力会社も
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自治体新電力の傾向
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地域の再エネ電源等 公共施設等に供給

新電力会社
公共施設

家庭

工場等電力市場等

域内再エネ

◼事業体：自治体、地元企業、金融機関等が共同で出資

総出資額は1000万程度、自治体出資額は数百万円程度

◼電源：自治体所有や市内の再エネ電源も一部に利用

◼供給先：まずは、公共施設に供給し収益を安定化。

※採算ラインは、契約電力量5MW程度と言われることが多い

◼電気料金：大手電力の規制料金より数％低減

◼運営：他社に委託

地元企業 自治体 金融機関

出資・協力



自治体が行う新電力会社の目的

地域新電力を活用

行政サービスの低下

高齢化・人口減少による
歳出増・歳入減

資金流出温暖化防止の必要性

域外の化石燃料由来の電気購入
エネルギー代金の域外への流出

～地域課題の増加の懸念～

温暖化の進行
土砂災害・熱中症等の被害増加

対
策
を
講
じ
な
い
場
合

地域サービスの充実低炭素化 地域資金循環

地域自然資源の有効活用
省エネ・再エネ普及

地域課題の解決
防災等

資
金
活
用

～持続可能な地域社会～

エネルギー代金の流出抑制
地域雇用増・産業創出

目
指
す
社
会
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なぜ人気？自治体新電力

出典：一ッ橋大学「地域における再生可能エネルギーの実態と課題-第2回全国市町村アン
ケートおよび都道府県アンケート結果から」

N=115

※複数回答可。上位（回答20％以上）の項目のみ抜粋

0 20 40 60 80 100

エネルギーの地産地消

（域内の再生可能エネルギー電源の有効活用）につながるから

地域の活性化につながるから

地域の雇用を増やすことにつながるから

公共施設の電気料金の低減につながるから

災害などのリスク対応の強化につながるから

自治体内の民間業者・住民への安価な電気供給につながるか

ら

温室効果ガスの排出削減につながるから

地域のイメージアップにつながるから

高齢者見守りサービスなど電力供給と合わせた

行政サービスの実施につながるから

自治体新電力の設立・検討理由 ％
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地域サービスの充実が図れる！

登下校見守りサービス
いこま市民パワー

ICタグを持った児童が校門を通過した際、
あらかじめ設定しておいた保護者のメール
アドレスに校門通過情報がメール送信され
る

みやまウェルネス
プロジェクト

みやまスマートエネルギー

地域の中小企業を対象に健康経営優良法人
の取得を支援。そこで働く従業員の健康づ
くりの実践プログラムを企画提供すること
で、まち全体の健康意識の向上を目指す

出典：
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000016768.html

出典：http://miyama-se.com/wp-
content/uploads/2019/01/6ed1211c9d67969d9aa
a364225c80632.pdf

加賀っ子応援でんき
まるいでんき

加賀市内で18歳以下の子供と同居している
世帯の電気料金を基本料金を無料にするプ
ラン。
また電気料金から毎月100円をご指定の加
賀市内の小学校に寄付。

出典：
https://maruidenki.com/plan/KAGAKKOOHENDENK
I.html
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https://www.city.ikoma.lg.jp/0000016768.html
http://miyama-se.com/wp-content/uploads/2019/01/6ed1211c9d67969d9aaa364225c80632.pdf


補足：新電力会社にならなくてもできることも

32

◼発電者と需要者をつなぐ

◼自己託送制度

例：長野県

例：横浜市

※長野県は「地産都消」を
キャッチフレーズ



ドイツ・シュタットベルケ（stadtwerke, 都市公社）

• 1998年に全面自由化に踏み切ったドイツでは、自由化後、
競争の激化により倒産が相次ぎ、寡占化が進展。

•その中で、当初激減すると予想された「地域の電力会社」
の多く(900社)が生き残り、電力小売の2割強のシェアを
確保（1社あたり平均売上22億円）

•電気・ガス・熱供給・水道等、総合的なエネルギーサービ
ス等を提供

•需要家に密着（地域の公益を重視）したサービスによる地
域のロイヤリティ確保がポイント

• 100%再エネ由来など再エネ拡大の取り組みもある

ハンブルグエネルギー公社ホームページ 33



電気会社の仕事：需給管理①
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①需要予測
・供給先全体の30分毎の電力需要を予測。

似た条件の日の平均
などからそれなりに
予測ができます



電気会社の仕事：需給管理②

35

0

50

100

150

200

250

300

その他（電力市場等）

太陽光

水力・バイオマス

需要予測

②需要とぴったり合うように電源調達
・再エネの発電量（調達量）を予測
・需要予測と再エネ発電量の差分は、電
力市場や常時バックアップ等の電源で調
整
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予測修正

電気会社の仕事：需給管理③

36

③予測と実績が外れるとインバランス
・予測が外れても自動的に調整されるので停電
などは発生しな

予測が外れた
分はインバラ
ンス（ペナル
ティ料金）



新電力の運営

37

設立：最低限必要なのはパソコン１台と、約10万円
運営：日常業務はマニュアル化し、素人が対応可。完全委託も可

でも…

必要：地域の未来への本気、知見やネットワーク

（どちらもイメージ）

億単位の投資？
高度な専門性が

必要！？



運営の仕方で、地域経済付加価値に差

38

◼ 地域資本、地元雇用が重要

出典：「地域新電力の地域経済付加価値分析～地域の利益はやり方次第～」
（京都大学等再エネ大量導入を前提とした分散型電力システムの設計と地域的な経済波及効果に関する研究プロジェクト）

（みやまスマートエネルギー（株）の例で試算）



再エネ系 地域電気会社の主な課題

◼競争環境が発展段階 原価高騰リスク

◼送配電/連系線による再エネ導入の足かせ

◼環境価値訴求等の分かりにくさ

◼地域新電力も、運営方法によって地域の雇用や地域付加
価値（地域の利益）が減少

◼電力事業の制度変更・リスク

◼地域人材の育成



本日の内容

電気会社を取り巻く環境

地域新電力

事例：能勢・豊能まちづくり

１

２

3
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能勢町・豊能町

41

能勢町

豊能町

基礎情報
●能勢町

人口：9,701人（令和2年12月31日現在）

面積：98.68 km2

鉄道網：なし

●豊能町
人口：19,063人（令和2年12月31日現在）

面積：34.37 km2

鉄道網：能勢電鉄

41

ゼロカーボン宣言
SDGs未来都市選定（2021年度）
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誰が運営しているの？

42

能勢町・豊能町がそれぞれ150万円、社）地域循環型まちづくり推進機構が650万円

収益の株主配当を原則禁じた、

非営利型株式会社

収益は原則として事業維持、雇
用、地域サービス開発に利用す
ることを協定書に明記。

会社概要

社名 株式会社能勢・豊能まちづくり

設立年 2020年7月

役員 榎原友樹、上森一成（能勢町長）、
塩川恒敏（豊能町長）

社員 4名+地域おこし協力隊

住所 大阪府豊能郡能勢町宿野437番1

ホームページ https://nose-toyono.com/

メールアドレス info@nose-toyono.com

電話 072-200-3098

2018年度に環境省事業を共同で実施
（地域新電力の実現可能性調査）

mailto:info@nose-toyono.com
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エネルギーを軸にしたまちづくり
能勢町からも毎年大きなお金が流出

能勢町からのエネルギー代の流出額

流出する富（の一部）を還流 ➡ 継続的な資金確保

豊能町からのエネルギー代の流出額

8億円
年間の稼ぎ（付加価値総額）の

約3.5％に相当

14億円
年間の稼ぎ（付加価値総額）の

約7.6％に相当

43
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電力会社って何をやるの？
まずは電気の小売りからはじめます。それから徐々に地域の発電にも取り組みます。

わたしたちは、いわばでんきの販売店。太陽光発電や風力発電のよう
な発電所からのでんきを買い集めてきて、まちの施設に届けます。

わたしたちが集めるでんきはこだわりでんき。
でんきを変えるだけで、すぐにエコ、ずっとエコ。
できるだけ地域の電気を買ってきたい。
「いま」と「みらい」をつくるって、たぶんそういうことですよね。

販売はまず、公共施設から少しずつ。まちの事業者さんや一般家庭に
もサービスを広げていきます。

収益の一部ではじめるのは、まちをちょっとよくする4つのプロジェ
クト。どれもまちのみなさんによろこんでもらえるよう、少しずつ取
り組みを進めていきます

まちの
電力会社

作る人 販売する人 使う人

4つのプロジェクトに投資

集めて届けるでんきの販売店

交通 防災 わかもの リサイクル

44
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地域の高校の連携
e-bikeを活用した通学交通課題等に協議中

45
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エネルギー診断
電力需要の大きい公共施設について、専門家によるエネルギー診断を実施

46
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公用車のEV化に向けた取組・省エネ

電気代そのまま払い検証
（冷蔵庫の買い替え等）

能勢町における急速充電設備

47
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目指すサービス(1)

1．ぐるぐるまわる、でんき自動車

エネルギー×交通

コロナの自粛期間、買い物にでるのも大変でしたよね。

ちょっとまちにでること、おっくうになっていませんか？

まちの中をぐるぐるまわる、でんきの会社のでんき自動車。営業車ですが、よかったら

乗っていってください。おかいものや持ち帰りの荷物の宅配も、少しだったらできるか

も。いまどこにいるかはスマホをみればすぐわかる。

そんなに多くはできないけれど、移動手段がない困っている人にむけたちょっとうれし

いサービスです。

2．くらしをまもる、非常用電源

エネルギー×防災

台風や地震による被害、こわいですよね。2018年の台風21号では多くの住宅が停電する

など、安心・安全が脅かされています。わたしたちは災害を防ぐことはできませんが、

災害時の備えは万全にしておきたいと思っています。

でんきが止まっても、発電できる太陽光発電があれば大丈夫。わたしたちはアスレチッ

クフィールド冒険の森さんと協力し、停電時に太陽光発電がつかえる避難所を整備して

いきます。

避難所まで来られない人には太陽光発電でつくったでんきをくるまにためて、はこびま

す。公用車のハイブリッド自動車を使った移動式の発電所も少しずつ増やしていくつも

りです。

昼間にためて
でんきを運ぶ

でんきがつかえる
キャンプ場に避難

ぐるぐるまわる

電気自動車

くらしをまもる

非常用電源

48
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目指すサービス(2)

3．わかもの世代と知恵の協力

エネルギー×教育

このまちの「みらい」をどうしたいのか、それは「みらい」に住む人に聞くのが一番で

す。これからのまちを考えるのも若いこどもたち。

教育現場と連携しつつ、わたしたちの持つデータや経験をもとに、高校生をはじめとし

たこどもたちに伝えていきます。また、こどもたちの知恵をわたしたちのつぎの取り組

みに活かします。まちの課題を考えて実践していくって、ほんとうのまなびのカタチだ

と思いませんか。もちろんこどもたちだけではありません。老若男女をまきこんで、こ

のまちの「いま」と「みらい」を一緒に考えていきます。

このまちのことを本気でかんがえるわかものが増えれば、いつかきっとこのまちに戻っ

てくる。そんな息のながい取り組みです。

4．みんなでつくるリサイクル発電所

エネルギー×リサイクル

まちで使われた太陽光発電パネル。せっかくエコなものなのに、使い捨てはかわいそう。

国の制度などでは、太陽光発電は20年間使うことを前提にされていますが、ほとんどのパ

ネルはまだまだ使えます。

屋根においていたけど、家屋が古くなったので取り外したい。だいぶまえに設置したけど

今は空き家になっていて、だれも管理していない。こんな中古パネルを集めてきて、市民

参加のリサイクル発電所をつくります。

太陽光発電パネルだけではありません。電気自動車につかわれる電池だって、ほんとはま

だまだ使えるはず。どうすれば再利用できるのか、みんなの知恵をあつめて工夫します。

わかもの世代と

知恵の協力

データと学びの場の提供

知恵の提供

高等学校

みんなでつくる

発電所

中古パネ
ル

利用可能か
どうかの確認

設置（公共
施設など）

みんなの発電所

あつめる

49
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様々な可能性
街灯整備や電動補助4輪車等様々な可能性を検討中

教育

健康 環境

防災

交通

50



< 2021 Nose-Toyono Machidukuri. All rights reserved.>

能勢・豊能まちづくり会社の課題
小売電気事業の道は険しく、課題も山積。。

• 大手電力会社との価格競争

• 電力需要の確保と長期契約

• 過去の三セクの苦い経験

• 需給管理と事業管理の継続的な能力開発

• 地域サービスと収益確保の「鶏と卵」

• 自前電源の不足

• 再エネ調達のための予測技術・調整技術

51

でも、地域発、様々なチャレンジ！



http://www.e-konzal.co.jp/

m.Kitahashi@e-konzal.co.jp

本資料の作成にあたっては、文書等の情報掲載にあたり、細心の注意を払っておりますが、
内容についての誤り及び内容に基づいて被った損害について、当社は一切責任を負いません。

https://nose-toyono.com/

midori.Kitahashi@nose-toyono.com
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