
水産庁船舶岸壁（晴海ふ頭Ｈ３バース）陸電設備

電気供給業務仕様書

１ 目 的

水産庁船舶岸壁（晴海ふ頭Ｈ３バース）で使用する電気を需要に応じて供給

することを目的とする。

２ 需要場所

東京港晴海ふ頭Ｈ３バース（東京都中央区晴海５丁目１番地先）

３ 業種及び用途

船 舶

４ 仕 様

(1) 供給電気方式 交流３相３線式

(2) 供給電圧 ６，６００Ｖ

(3) 計量電圧 ６，６００Ｖ

(4) 標準周波数 ５０Ｈｚ

(5) 受電容量・台数 ５００ｋＶＡ ・２台

(6) 供給方式 一回線方式

(7) 契約電力 ３２１ｋＷ

契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力

をいうものであるが、ここでいう契約電力とは、

平成30年4月～令和3年3月における最大値を記し

ている。

(8) 予定使用電力量 ６５７，９５３ｋＷｈ

（月別の予定使用電力量は別紙１のとおり。）

(9) 予定力率 １００％

(10) 電力量等の検針

自動検針装置 有 携帯方式による通信端末（無線）

電力会社の検針方法 遠隔自動検針

(11) 需給地点

需要場所構内引込口に水産庁の施設した６，６００Ｖ側断路器電源側接続点

(12) 電気工作物の財産分界点

需要場所構内引込口に水産庁の施設した６，６００Ｖ側断路器電源側接続点
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(13) 保安上の責任分界点

電気工作物の財産分界点に同じ

５ 契約期間

自 令和 ４年 ４月 １日 午前 ０時

至 令和 ５年 ３月３１日 午後１２時

６ 応札者の条件

(1) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第３条第１項の規定に基づき一般

電気事業者としての許可を得ている者又は同法第１６条の２第１項の規定に基

づき特定規模電気事業者としての届出を行っている者であること。

(2) 予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める

入札参加資格者として、別紙２「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に

関する取組の状況に関する条件」に記載の条件を満たすこと。

７ 協 議

詳細な事項及び本仕様書に定めない事項については、当庁担当職員と必要に

応じて打ち合わせを行い対応するとともに、本業務について疑義が生じた場合

には、直ちに当庁担当職員と協議して対応するものとする。

８ そ の 他

(1) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有してい

ない。

(2) 船舶には発電設備を有している。

(3) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないそ

の他の供給条件については、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定

規模需要の標準（託送）供給条件による。なお、入札価格の算定にあたっては、

力率は１００パーセントとし、燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネ

ルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。

(4) 電力供給における料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次の

とおりとする。

ア 契約電力及び最大需要電力の単位は、１キロワットととし、その端数は、

小数点以下第１位で四捨五入する。

イ 使用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は、小数点以下第１

位で四捨五入する。
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ウ 料金その他の計算における合計金額の単位は、１円とし、その端数は、小

数点以下を切り捨てる。

エ 消費税額及び地方消費税額の単位は、１円とし、その端数は、小数点以下

を切り捨てる。

オ 国が政府契約の支払い遅延防止法等に関する法律(昭和24年法256）第８条

第１項により計算した遅延利息の額が百円未満であるときは、遅延利息を支

払うことを要せず、その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てるものとする。

(5) 料金の請求・支払等に関する事務処理については、当省担当職員と打ち合わ

せを行い、当省担当職員の指示により対応する。

-28-



別紙１　

使用月 契約電力(ｋＷ) 需要場所
月間予定使用量

（ｋＷｈ）

４　月 321 晴海ふ頭Ｈ３ 82,068

５　月 321 晴海ふ頭Ｈ３ 64,169

６　月 321 晴海ふ頭Ｈ３ 45,428

７　月 321 晴海ふ頭Ｈ３ 61,063

８　月 321 晴海ふ頭Ｈ３ 78,246

９　月 321 晴海ふ頭Ｈ３ 8,694

１０　月 321 晴海ふ頭Ｈ３ 61,993

１１　月 321 晴海ふ頭Ｈ３ 32,676

１２　月 321 晴海ふ頭Ｈ３ 54,076

１　月 321 晴海ふ頭Ｈ３ 51,507

２　月 321 晴海ふ頭Ｈ３ 34,214

３　月 321 晴海ふ頭Ｈ３ 83,819

合　計 657,953

令和４年度 水産庁岸壁（晴海ふ頭Ｈ３バース）陸電設備 使用予定数量

※契約電力は、平成30年4月～令和3年3月の最大値
　 月間予定使用量は、令和30年度～令和2年度の平均値
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（参考）

水産庁船舶岸壁（晴海ふ頭Ｈ３バース）

平成30年度 平成31年度 令和2年度

4月 193kW 210kW 220kW

5月 144kW 149kW 152kW

6月 156kW 188kW 258kW

7月 183kW 152kW 263kW

8月 180kW 190kW 321kW

9月 151kW 288kW 3kW

10月 134kW 254kW 219kW

11月 133kW 192kW 163kW

12月 173kW 195kW 227kW

1月 262kW 140kW 153kW

2月 132kW 197kW 187kW

3月 187kW 207kW 237kW

平成30年度～令和2年度月別実績

月
最大需要電力

（注）将来の最大需要電力の数値を示すものではない
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別紙２

１．条件

（１）

得点

① 0.000以上　0.475未満 70

0.475以上　0.500未満 65

（単位：ｋｇ－ＣＯ２／ｋＷｈ） 0.500以上　0.525未満 60

0.525以上　0.550未満 55

0.550以上　0.575未満 50

0.575以上　0.600未満 45

0.600以上　0.625未満 40

0.625以上　0.650未満 35

0.650以上　0.675未満 30

0.675以上  0.700未満 25

0.700以上 20

② 令和２年度の未利用エネルギー活用状況 1.35％以上 15

0.675％以上1.35％未満 10

0％超　   0.675％未満 5

活用していない 0

③ 令和２年度の再生可能エネルギー導入状況 3.00％以上 15

1.50％以上 3.00％未満 10

0％超      1.50％未満 5

活用していない 0

④ 5.00% 10

2.50% 5

活用しない 0

⑤ 取り組んでいる 5

取り組んでいない 0
（注）各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。

（２）

２．添付書類等

３．契約期間内における努力等
（１）

（２）

二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件

　①令和２年度１kWh当たりの二酸化炭素排出係数（調整後排出係数とする。）、②令和２年度の未利
用エネルギー活用状況、③令和２年度の再生可能エネルギー導入状況、④グリーン電力証書の調達
者への譲渡予定量（予定使用電力量の割合）、⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供
の取組の５項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が７０点以上であること。

(※)　財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センターの認証に係るグ
リーン電力証書に限る。

　グリーン電力証書の譲渡予定量を示すことにより入札資格を得た者が落札した場合、落札後、契約
までの間に、グリーン電力証書を国に譲渡することとする。譲渡とは、グリーン電力証書の発行を行っ
た者が、現在のグリーン電力証書の保有者を管理するための帳簿等の名義を、水産庁長官に変更す
ることをいう。書類等が有る場合、その書類等も譲渡することとする。

　入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、１（１）の条件を満たすことを示す書類及びその
根拠を示す書類を添付すること。

区　分要　素

令和２年度１ｋＷｈ当たりの二酸化炭素排出
係数（調整後排出係数）

グリーン電力証書（※）の調達者への譲渡予
定量（予定使用電力量の割合）

需要家への省エネルギー・節電に関する情
報提供の取組

　契約事業者は、契約期間の１年間についても、１（１）の表による評点の合計が７０点以上となるように電力を
供給するよう努めるものとする。

　１（１）の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求め
ることがある。
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別紙２

（表）

①

②

（算定方式）

令和２年度の供給電力量（需要端）

１．

①

②

２．

①

②

③

３．

４．

　令和２年度の未利用エネルギーによる発電電力量（送電端）

　令和２年度の供給電力量には他電気事業者への販売分は含まない。

別紙「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」の「各用語の
定義」

令和２年度
の未利用
エネル
ギー活用
状況

　「令和元年度１kWh当たりの二酸化炭素排出係数」（調整後排出係数）は、次の数値
とする。
　地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号）に基づき、環境大
臣及び経済産業大臣により公表されている平成３０年度の二酸化炭素排出係数。

　未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和２年度における未利用エネルギー
の活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。

令和２年度の未利用エネルギーによる発電電力量（送電端）（ｋＷｈ）を令和２年度の供給電力量（需要端）（ｋＷｈ）
で除した数値

令和２年度の未利用エネルギーの活用状況（％） 　　＝

　未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネル
ギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーに
よる発電量を算出する。

　未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の
実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分す
る。

　未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用
エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率か
ら未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、
当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とす
る。

　未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー（他社電力購入
に係る活用分を含む。ただし、一般電気事業者からの購入電力に含まれる未利
用エネルギー活用分については趣旨から考慮し、含まない。）をいう。

用　語

×１００

定　　　義

　工場等の廃熱又は排圧

　廃棄物の燃焼に伴い発生する熱（「電気事業者による再生可能エネルギー
電気の調達に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号）（以下「ＦＩＴ法」と
いう。）第２条第４項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除
く。）

　高炉ガス又は副生ガス

令和２年度
１kWh当た
りの二酸
化炭素排
出係数（調
整後排出
係数）

　令和２年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他電気事業者への販売
分は含まない。
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別紙２

③

（算定方式）

①＋②

③

①

②

③ 令和２年度の供給電力量（需要端（ｋＷｈ））

１．

２．

３．

④

・電力デマンド監視による使用電力量の表示（見える化）
・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス

（リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入）

　令和２年度の供給電力量（③）には他電気事業者への販売分は含まない。

需要家へ
の省エネ
ルギー・節
電に関す
る情報提
供の取組

　需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の
省エネルギーの促進の観点から評価する。
　具体的な評価内容として、

　例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需
要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電
気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金
の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・
節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対
象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力
量の通知等は評価対象とはならない。

用　語 定　　　義

　 再生可能エネルギーとは、ＦＩＴ法第２条第４項に定められる再生可能エネル
ギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力（３０，０００ｋ
Ｗ未満、ただし、揚水発電は含まない）、地熱、バイオマスを用いて発電された電
気とする。

　 令和２年度の再生可能エネルギー電気の利用量（①＋②）には他電気事業者
への販売分は含まない。

令和２年度
の再生可
能エネル
ギーの導
入状況

再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの

　令和２年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量
（送電端（ｋＷｈ））

　令和２年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量（送電端（ｋ
Ｗｈ））、ただし、太陽光発電の余剰電力買取制度および再生可能エネルギー
の固定価格買い取り制度による買取電力量は除く。

　×１００令和２年度の再生可能エネルギーの導入状況　 =　
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水産庁船舶岸壁（晴海ふ頭ＨＩバース）陸電設備

電気供給業務仕様書

１ 目 的

水産庁船舶岸壁（晴海ふ頭ＨＩバース）で使用する電気を需要に応じて供給

することを目的とする。

２ 需要場所

東京港晴海ふ頭ＨＩバース（東京都中央区晴海５丁目６番地先）

３ 業種及び用途

船 舶

４ 仕 様

(1) 供給電気方式 交流３相３線式

(2) 供給電圧 ６，６００Ｖ

(3) 計量電圧 ６，６００Ｖ

(4) 標準周波数 ５０Ｈｚ

(5) 受電容量・台数 ５００ｋＶＡ ・２台

(6) 供給方式 一回線方式

(7) 契約電力 ２７１ｋＷ

契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力

をいうものであるが、ここでいう契約電力とは、

平成30年4月～令和3年3月における最大値を記し

ている。

(8) 予定使用電力量 ４９８，９７０ｋＷｈ

（月別の予定使用電力量は別紙１のとおり。）

(9) 予定力率 １００％

(10) 電力量等の検針

自動検針装置 有 携帯方式による通信端末（無線）

電力会社の検針方法 遠隔自動検針

(11) 需給地点

需要場所構内引込口に水産庁の施設した６，６００Ｖ側断路器電源側接続点

(12) 電気工作物の財産分界点

需要場所構内引込口に水産庁の施設した６，６００Ｖ側断路器電源側接続点
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(13) 保安上の責任分界点

電気工作物の財産分界点に同じ

５ 契約期間

自 令和 ４年 ４月 １日 午前 ０時

至 令和 ５年 ３月３１日 午後１２時

６ 応札者の条件

(1) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第３条第１項の規定に基づき一般

電気事業者としての許可を得ている者又は同法第１６条の２第１項の規定に基

づき特定規模電気事業者としての届出を行っている者であること。

(2) 予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める

入札参加資格者として、別紙２「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に

関する取組の状況に関する条件」に記載の条件を満たすこと。

７ 協 議

詳細な事項及び本仕様書に定めない事項については、当庁担当職員と必要に

応じて打ち合わせを行い対応するとともに、本業務について疑義が生じた場合

には、直ちに当庁担当職員と協議して対応するものとする。

８ そ の 他

(1) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有してい

ない。

(2) 船舶には発電設備を有している。

(3) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないそ

の他の供給条件については、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定

規模需要の標準（託送）供給条件による。なお、入札価格の算定にあたっては、

力率は１００パーセントとし、燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネ

ルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。

(4) 電力供給における料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次の

とおりとする。

ア 契約電力及び最大需要電力の単位は、１キロワットととし、その端数は、

小数点以下第１位で四捨五入する。

イ 使用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は、小数点以下第１

位で四捨五入する。
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ウ 料金その他の計算における合計金額の単位は、１円とし、その端数は、小

数点以下を切り捨てる。

エ 消費税額及び地方消費税額の単位は、１円とし、その端数は、小数点以下

を切り捨てる。

オ 国が政府契約の支払い遅延防止法等に関する法律(昭和24年法256）第８条

第１項により計算した遅延利息の額が百円未満であるときは、遅延利息を支

払うことを要せず、その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てるものとする。

(5) 料金の請求・支払等に関する事務処理については、当省担当職員と打ち合わ

せを行い、当省担当職員の指示により対応する。
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別紙１　

使用月 契約電力(ｋＷ) 需要場所
月間予定使用量

（ｋＷｈ）

４　月 271 晴海ふ頭ＨＩ 57,606

５　月 271 晴海ふ頭ＨＩ 7,137

６　月 271 晴海ふ頭ＨＩ 56,727

７　月 271 晴海ふ頭ＨＩ 14,889

８　月 271 晴海ふ頭ＨＩ 104,806

９　月 271 晴海ふ頭ＨＩ 20,199

１０　月 271 晴海ふ頭ＨＩ 36,304

１１　月 271 晴海ふ頭ＨＩ 13,323

１２　月 271 晴海ふ頭ＨＩ 42,746

１　月 271 晴海ふ頭ＨＩ 39,537

２　月 271 晴海ふ頭ＨＩ 19,468

３　月 271 晴海ふ頭ＨＩ 86,228

合　計 498,970

令和４年度 水産庁岸壁（晴海ふ頭HIバース）陸電設備 使用予定数量

※契約電力は、平成30年4月～令和3年3月の最大値
月間予定使用量は、令和30年度～令和2年度の平均値
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（参考）

水産庁船舶岸壁（晴海ふ頭ＨＩバース）

平成30年度 平成31年度 令和2年度

4月 198kW 188kW 167kW

5月 3kW 137kW 106kW

6月 131kW 189kW 137kW

7月 144kW 4kW 143kW

8月 236kW 236kW 246kW

9月 128kW 139kW 271kW

10月 207kW 143kW 106kW

11月 171kW 3kW 137kW

12月 98kW 141kW 203kW

1月 83kW 177kW 196kW

2月 94kW 185kW 114kW

3月 237kW 194kW 224kW

平成30年度～令和2年度月別実績

月
最大需要電力

（注）将来の最大需要電力の数値を示すものではない
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別紙２

１．条件

（１）

得点

① 0.000以上　0.475未満 70

0.475以上　0.500未満 65

（単位：ｋｇ－ＣＯ２／ｋＷｈ） 0.500以上　0.525未満 60

0.525以上　0.550未満 55

0.550以上　0.575未満 50

0.575以上　0.600未満 45

0.600以上　0.625未満 40

0.625以上　0.650未満 35

0.650以上　0.675未満 30

0.675以上  0.700未満 25

0.700以上 20

② 令和２年度の未利用エネルギー活用状況 1.35％以上 15

0.675％以上1.35％未満 10

0％超　   0.675％未満 5

活用していない 0

③ 令和２年度の再生可能エネルギー導入状況 3.00％以上 15

1.50％以上 3.00％未満 10

0％超      1.50％未満 5

活用していない 0

④ 5.00% 10

2.50% 5

活用しない 0

⑤ 取り組んでいる 5

取り組んでいない 0
（注）各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。

（２）

２．添付書類等

３．契約期間内における努力等
（１）

（２）

二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件

　①令和２年度１kWh当たりの二酸化炭素排出係数（調整後排出係数とする。）、②令和２年度の未利
用エネルギー活用状況、③令和２年度の再生可能エネルギー導入状況、④グリーン電力証書の調達
者への譲渡予定量（予定使用電力量の割合）、⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供
の取組の５項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が７０点以上であること。

(※)　財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センターの認証に係るグ
リーン電力証書に限る。

　グリーン電力証書の譲渡予定量を示すことにより入札資格を得た者が落札した場合、落札後、契約
までの間に、グリーン電力証書を国に譲渡することとする。譲渡とは、グリーン電力証書の発行を行っ
た者が、現在のグリーン電力証書の保有者を管理するための帳簿等の名義を、水産庁長官に変更す
ることをいう。書類等が有る場合、その書類等も譲渡することとする。

　入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、１（１）の条件を満たすことを示す書類及びその
根拠を示す書類を添付すること。

区　分要　素

令和２年度１ｋＷｈ当たりの二酸化炭素排出
係数（調整後排出係数）

グリーン電力証書（※）の調達者への譲渡予
定量（予定使用電力量の割合）

需要家への省エネルギー・節電に関する情
報提供の取組

　契約事業者は、契約期間の１年間についても、１（１）の表による評点の合計が７０点以上となるように電力を
供給するよう努めるものとする。

　１（１）の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求め
ることがある。
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別紙２

（表）

①

②

（算定方式）

令和２年度の供給電力量（需要端）

１．

①

②

２．

①

②

③

３．

４．

　令和２年度の未利用エネルギーによる発電電力量（送電端）

　令和２年度の供給電力量には他電気事業者への販売分は含まない。

別紙「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」の「各用語の
定義」

令和２年度
の未利用
エネル
ギー活用
状況

　「令和元年度１kWh当たりの二酸化炭素排出係数」（調整後排出係数）は、次の数値
とする。
　地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号）に基づき、環境大
臣及び経済産業大臣により公表されている平成３０年度の二酸化炭素排出係数。

　未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和２年度における未利用エネルギー
の活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。

令和２年度の未利用エネルギーによる発電電力量（送電端）（ｋＷｈ）を令和２年度の供給電力量（需要端）（ｋＷｈ）
で除した数値

令和２年度の未利用エネルギーの活用状況（％） 　＝

　未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネル
ギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーに
よる発電量を算出する。

　未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の
実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分す
る。

　未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用
エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率か
ら未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、
当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とす
る。

　未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー（他社電力購入
に係る活用分を含む。ただし、一般電気事業者からの購入電力に含まれる未利
用エネルギー活用分については趣旨から考慮し、含まない。）をいう。

用　語

×１００

定　　　義

　工場等の廃熱又は排圧

　廃棄物の燃焼に伴い発生する熱（「電気事業者による再生可能エネルギー
電気の調達に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号）（以下「ＦＩＴ法」と
いう。）第２条第４項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除
く。）

　高炉ガス又は副生ガス

令和２年度
１kWh当た
りの二酸
化炭素排
出係数（調
整後排出
係数）

　令和２年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他電気事業者への販売
分は含まない。
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別紙２

③

（算定方式）

①＋②

③

①

②

③ 　令和２年度の供給電力量（需要端（ｋＷｈ））

１．

２．

３．

④

・電力デマンド監視による使用電力量の表示（見える化）
・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス

（リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入）

　令和２年度の供給電力量（③）には他電気事業者への販売分は含まない。

需要家へ
の省エネ
ルギー・節
電に関す
る情報提
供の取組

　需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の
省エネルギーの促進の観点から評価する。
　具体的な評価内容として、

　例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需
要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電
気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金
の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・
節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対
象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力
量の通知等は評価対象とはならない。

用　語 定　　　義

　 再生可能エネルギーとは、ＦＩＴ法第２条第４項に定められる再生可能エネル
ギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力（３０，０００ｋ
Ｗ未満、ただし、揚水発電は含まない）、地熱、バイオマスを用いて発電された電
気とする。

　 令和２年度の再生可能エネルギー電気の利用量（①＋②）には他電気事業者
への販売分は含まない。

令和２年度
の再生可
能エネル
ギーの導
入状況

再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの

　令和２年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量
（送電端（ｋＷｈ））

　令和２年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量（送電端（ｋ
Ｗｈ））、ただし、太陽光発電の余剰電力買取制度および再生可能エネルギー
の固定価格買い取り制度による買取電力量は除く。

　×１００令和２年度の再生可能エネルギーの導入状況　 =　　
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