に企業努力をしても値上げせざ
るを得ないだろう。
ゼロカーボン北海道の期待の

に値上がりしている。燃料費調
される再生エネルギー活用促進

マス発電などの買取価格に充当

星である太陽光、風力、バイオ
１９９０年橋本内閣は欧米に
整制度という電力会社には便利
賦課金ＦＩＴは２０１２年に

電気料金の２割増では
経営が成り立たない
割高い日本の電気料金
な制度で、原油値上げ分はすべ

売も開始され２０１６年には一

経て２０００年には電力小売販
力を例にとると、電力量単価＠

適用される契約種別の業務用電

ルやホテル、学校、病院などに

れている。ところが、ここに来

電力に少なからぬシェアを奪わ

北ガスをはじめとする新規参入

で ３ 割 も の 料 金 値 上 げ を 行 い、

本大震災の泊原発の停止の影響

いう約束の下一度も値下げしな

「泊発電所が再開するまで」と

不足で３割の大幅値上げのあと

災の輪番停電まで実施した電力

降もさらに上がる。東日本大震

調整単価は＠１・

の負担だから」と＠０・

と

倍の＠３・

円／

円／ｋＷｈに

も毎年自動積算され今年はなん

ｋＷｈで通した法案が、こちら
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円に対して約２割がカー

年の規程業務用単価に比べると

３割の値上げである。２０１０

油上昇の燃調単価を加えると約

ボンニュートラルへの負担、原

力 か ら 日 本 一 高 い 北 電 に 戻 り、

る。本来１割程度安かった新電

低保障約款を適用する事態とな

金での契約を受け付けないと最

きている。これを北電が通常料

電に戻さざるを得ない事態が起

る新電力倒産により、契約を北

切り替えが、原油価格上昇によ

から取り組んでいた新電力への

意識の高い企業や自治体が早く

が起きている。電気料金削減に

新の情勢ではとんでもないこと

が顕れつつある中で、さらに最

業生産、国民生活に深刻な影響

電気料金高騰で企業経営、産

ト、自治体財政を考えて新電力

る。一歩誤ると今まで経営コス

ように需要家に対応すべきであ

出したときのような混乱のない

社、

組合が倒産し北電が１６００

年に日本ロジスティック共同

ない。事情は違うが、２０１６

け付けないということは許され

か発電コストが上がったから受

い。北電の供給力が足りないと

いくという事はあってはならな

国の作った制度で企業が潰れて

いくら想定外の事態だとしても

ス ト リ ゾ ー ト 救 済 措 置 で あ る。

きなどのセーフティネット、ラ

のように契約会社が倒産したと

新電力に移行した需要家が今回

ただ、最低保障約款は本来は

くてはならない。ＳＤＧｓとか

国民も自分の身は自分で守らな

べきである。とはいえ産業界も

ィーネット措置を今すぐ検討す

に失敗した。国と道はセーフテ

府の緊急対策が必要である。

出ているように電気料金にも政

ように、ガソリンに政府補填が

はない。コロナに国家融資が出た

にも経済界にも電力会社にも罪

戦争を原因としている。産業界

とらえるべきである。

イルショック以来の非常事態と

らゆる価格が上昇していく。オ

因とした価格転嫁で北海道のあ

たない。次は電気料金高騰を原

さ
■ かまの最
低保障約款

実に６割の値上げである。産業

さらにその２割増しである。製

に移行した企業や自治体が全国
る北海道でさらにその

国の電力自由化制度は明らか

と
■ いま出来る こはな
にか

今回のエネルギー高騰は国際

用の高圧電力単価では更に影響

造業は成り立たない。倒産する

カーボンニュートラルとか耳ざ
割増しのレベルですら競合

自治体に送電停止予告を

は大きい。

で最も高い電気料金を払ってい
の

の会社を守らなくてはならない。

であり、日本は燃料を全て輸入

電気契約を変更しなくてはなら

これでは北海道の製造業も食

だがまだ省エネの余地はある。

危うい。絞り尽くしているはず

は経営が危ない。自治体財政が

できない新電力会社を参入させ

指した発送電分離の制度設計が

品加工業もサービス業も成り立

るはずもない。

いますぐ打てる手を打たなくて

原油輸入コストは為替でも上が

間違いだったのだろうか。

年前水準の円安である。 ていたか、全国発電プールを目

る。電気料金はこれからさらに

さらに

に頼っているのだから当然先進

33

なくなる。株主や市民が納得す

2

もちろんこのレベルは全国一

会社も出るのではないか。北電

・

ラな制度だから、業務用ならば

同じ単価を適用するというズボ

じで政策的料金制度に配慮せず

０１２年の３割値上げの時と同

ていないか。再エネ賦課金は２

ずのＦＩＴ制度でもとり負けし

エネ事業者にメリットがあるは

いる。これでは本来北海道の再

プロジェクトの多くが挫折して

いても系統連携の制限で再エネ

し北海道は広大な土地を持って

べきと考えるべきだろう。ただ

太陽光が増えたのだから慶祝す

なっている。それだけ日本中で

45

比べて
を引き下げるために電力自由化

般家庭まで自由化が拡大された。
・ 円に対して６月の燃料費

てロシアのウクライナ侵略によ
いまま、今回もしも燃料費調整

北海道電力は２０１１年の東日

る原油、ＬＮＧ価格の高騰が誰
制度の上限係数１・５を超える

円で来月以

も想定していなかったとんでも
と次回は規程料金の本格値上げ
分

ない事態を引き起こしている。
申請になる。総発電出力の
の を占める原子力発電所が
年間休止したまま毎年巨額の費
用がかかりながら再稼働の目処

■先進国で最も高い
電気料金に
ロシアによる侵略の影響で原
がついていないのだからどんな

「一家庭当たり月１００円程度

て電気料金に転嫁されている。

〈第３回〉電気料金高騰で電力自由化は崩壊

を打ち上げた。９社独占体制に

時論・持論・自論

北海道電力の場合は事務所ビ

越智文雄の

対して発電事業者の参入解禁を

危機管理コンサルタント

わりの良いことではなく、自分

値上がりせざるを得ない。

油価格が高騰し、電気代が急激

レベ
ルの

3
11

85

国でも最も高い電気料金になる。 た電力自由化の仕組みが間違っ

2
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全国電気料金比較表（業務用電力）

の だ ろ う か。 さ ら に、 さ ら に、
これを放置してきたのは経営

足をどう解決するかにもかかっ

年の冬季オリンピック誘致の誘

特に札幌市と道には２０３０

ている。

ない施設がどれだけあって全部
引力としてもオールＬＥＤの

の放漫であり自治体の失政に他

原油高と円安、コロナによる
をＬＥＤ化するのにいったいい
「環境五輪開催都市札幌」をア

このＬＥＤ化でさえ今資材不足

サプライチェーンの閉塞により
くらかかるのか。もしも蛍光管
ピールして欲しい。ゼロカーボ

ならない。まだＬＥＤ化してい

あらゆるものが値上がりする中
が２０２５年になくなってしま
ン都市宣言をしている

と値上げに直面している。

で、ＬＥＤ各メーカーもこれか
うとしたらその対策をどうする

自治体

ら２割から３割の値上げを予定

ない。東日本大震災の未曾有の

も人手不足で値上げせざるを得

しているようだ。電気工事単価
気 料 金 対 策 の プロジェク ト チ ー

示 を 出 す べき で あ り、首 長 は 電

のか。経営者は今すぐ部下に指

くないオバケ」を退けて、今す

を認識し、組織の中の「やりた

料金高騰を緊急事態であること

も宣言していない自治体も電気

「いま出来ることは蛍光管の間
付 け な い で い た の か。 一 方 で、

態となる前にいままでなぜ手を
声をきっかけにオールＬＥＤ化

「ゼロカーボン北海道」の掛け

北海道の自治体のほとんどは

業界は「あと６年は蛍光管を製

器具が生産終了したときに照明
年度の着手を計画している。札

を成し遂げ、数十の自治体は今

以上の市町村がオールＬＥＤ化

自由に使える財政メリットがあ

業界に特需が生まれて、さらに

明るくなって、地元の電気工事

新たな予算を使わずに街中が

式

方

年間で照明をＬＥＤ化してこな
造する」と約束した。すでに３
幌市も北海道も５００から２０
る。それがリースによる自治体

■ 行革の 極の致リース

ぎ議会にかけるべきである。

ぐに全施設の見積もりをして急

ムを立ち上げるべきである。

引きとこまめなスイッチオフで
ほとんどの人の念頭にないよう
の検討を始めている。すでに

年。こんな事

ある」などと誰かが言い出しそ
だが２０１９年に安定器と照明

電力ひっ迫から

年前の東日本

かったことこそが省エネ対策の
年が経っている。何らかの措置
００もの施設が残っているとい
オールＬＥＤ化である。それが

うだが、それは

サボタージュである。照明は事
を取らないと最短あと３年で蛍
う。今のままの公共事業発注の

対策の中でも最も現実的な方法

投資が数年で回収できる脱炭素

量の７割近くを削減し、省エネ
ＥＤ器具に交換するという最も

切れるたびに定価で一台ずつＬ

蛍光管がなくなると今の管が

なく膨大な量になるＬＥＤ資材

能である。資金調達方法だけで

なる前に間に合わせるのは不可

考え方でこれらを蛍光管がなく

減が付いてくる。民間であれば

してついでに大きなカーボン削

唯一の対策であり、その結果と

電気料金高騰への今すぐできる

である。今ここまで追い詰めら
ざるを得ない。

愚かで馬鹿馬鹿しい選択となら

れるまでなぜ手付かずであった

区や大阪府

ば工事費も２分の１から３分の

具の取り付け手数料だと考えれ

て、民間手法で照明のリース器

う公共工事の考え方を切り替え

電力入札の意向を新電力と北電

業と自治体は今すぐ契約更改と

ある。新電力と契約している企

なる前に今すぐ検討するべきで

していることを認識して即時の

よる経営危機、財政危機に直面

長はとにかく今電気料金高騰に

ている。企業経営者と自治体首

ス発注で考えることで膨大な手

不可能であるが照明配置図面を

膨大な施設を現地調査する事は

る前に、蛍光管が無くなってし

自治体から評価され実践されて

このモデルは北海道の多くの

ＬＥＤ化

検索→あかりみらい

自治体

対策を指示するべきである。

に問い合わせるべきである。

間と人件費と工事費が浮く革命

送っていただければ数週間で議

自治体ＬＥＤ化に当たっては、

的行政改革が成し遂げられる。

会説明できるレベルの試算分析

まう前に、新電力から契約解除

いるだけでなく、全国の自治体

をお送りする。

の通知が来て北電の２割増しに

る前に、ＬＥＤ代が値上がりす

これ以上電気代が値上がりす

入札と工事をたった１回のリー

１程度に削減できる。数百回の

LED化実施済自治体試算例（一部）

の獲得と長期の分割支払いが難
しい。それに比べて自治体の場
年分割で資金を立て替える。

合はリース会社は喜んで低料率
で
自治体の場合にはこれほど高く
なった電気料金をＬＥＤ化で
％以上削減した削減額の範囲内
でリース代を支払いさらに福祉
や教育やコロナ対策に使える予
算が産まれるのである。いまま
での一つ一つの施設を建築発注
で価格見積もりをしていくとい

にも広がり、東京

リース手法は常識であるが与信

大震災の時の話である。この

務所の使用電力の半分近くを占
光管がなくなる。

30

の調達と電気工事業界の人手不
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めている。ＬＥＤ化は照明使用

11

63

の自治体からも試算依頼が増え
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リースによる単月の費用配分イメージ

