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春日井ロータリークラブ 
2015～2016 年度 WEEKLY REPORT クラブテーマ 

ニュートンのリンゴの木 ニュートン科学館 

本日のプログラム 
           司会   青山 博徳君 
・点 鐘            志水ひろみ君 

・ROTARY SONG   「四つのテスト」 

・今月の歌      「花は咲く」 

・ビジター紹介         志水ひろみ君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           志水ひろみ君 
・新会員入会式 藤川誠二君   小柳出和文君 

・セブＲＣ帰国報告 

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君 

今月の歌 

花は咲く（東日本大震災復興支援ソング） 

花は花は花は咲く いつか生まれる君に 

 花は花は花は咲く 私は何を残しただろう 

 

花は花は花は咲く いつか生まれる君に 

 花は花は花は咲く いつか恋する君の為に 

先週の記録 

 

幹事報告      幹事   長谷川英輝君 

次週予告    

3 月 25 日（金） セブＲＣ帰国報告 
入会式 藤川誠二君、小柳出和文君 
 

◎例会変更のお知らせ 

名 古 屋 北 
ＲＣ 

４月１日（金) ３月３０日（水）１８：００ 

合同例会の為マリオットアソシアホテル

犬 山 
ＲＣ 

４月５日（火) ４月５日（火） 

花見例会の為 犬山ホテル 

２０１６年３月２５（金）２２７２回（３月４例会） 

 

名 古 屋 城 北 
ＲＣ 

３月２９日(火) ３月２９日（火） 

夜間例会の為東急REIホテル 

江 南 ４月７日(木) ４月７日（木） 

   ＲＣ 合同花見例会の為 

名 古 屋 東 ４月１１日(月) ４月１２日（火） 

   ＲＣ 合同例会の為 国際ホテル 

名 古 屋 守 山 ３月３０日(水) ３月３０日（水） 

   ＲＣ 合同例会の為  

羽 島 ４月５日(火) ４月２日（土）１８：３０ 

   ＲＣ 観桜例会の為 ホテルパーク 

名 古 屋 葵 ３月３１日(木) ３月３０日（水） 

   ＲＣ 合同例会の為 東急ホテル 

名 古 屋 葵 ４月７日(木) ４月１０日（日） 

   ＲＣ 家族会の為 

千 種 ４月５日(火)  

   ＲＣ 春季家族会 

名 古 屋 名 北 ４月６日(水)  

   ＲＣ 合同夜間例会の為 アパホテル 

◎例会休会のお知らせ 

○小牧ＲＣ     ３月３０日（水）は休会 

○瀬戸ＲＣ     ３月３０日（水）は休会 

○名古屋清須ＲＣ  ３月２９日（火）は休会 

○瀬戸北ＲＣ    ３月２９日（火）は休会 

○名古屋丸の内ＲＣ ３月３１日（木）は休会 

○岡崎南ＲＣ    ３月２９日（火）は休会 
 
◎ビジター紹介   会長  志水ひろみ君 
○小牧ＲＣ     橋本 晃暢君 

 
出席報告       委員長  古屋 義夫君 

会員 60名 欠席23名 出席率61.7% 

先々週の修正出席 欠席2名 出席率96.7%

会      長 ： 志水ひろみ 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30

副  会  長 ：名畑  豊 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

幹   事 ：長谷川英輝  事 務 局 ：春日井市鳥居松町 5-45

会報委員長 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

   Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 



「行政の指導で年齢を聞くようなっている」と言

われたがおかしくないか。  

＜ポイント＞行政指導はしていない。ただ，契約

者 の 本 人 確 認 や 年 齢 で 割 引 対 象 と         

なる携帯電話とのセット販売などの場合は聞くこ

ともある。  

＜相談ケース３＞売電すれば儲かる 。「自由化で

売電ができるようになる。太陽光発電システムを

つけて売電すれば儲かる」と言われた。設置費は

２００万円と言われたが，問題はないか。 

＜ポイント＞勧誘自体は違反ではないが，売電で

儲かるかどうかは保証されていません。設備費の

妥当性も不明・・・  

１３．万が一，悪質な事業者がいたら 

例えば・・・  

「国の登録を受けていないのに『国の登録を受け

た』といって営業をしている事業者がいる」  

「『△△電力より５％安く売ります』と言われたの

に，それより高い電気料金を請求された」  

「『今より安く電気を売るから１年分前金を』と言

われて支払って以降，連絡がつかない」  

「契約時に説明を受けていない費用について負担

を求められた」 「解約を申し出たところ，法外な

解約手数料を請求された」 「解約を申し出たとこ

ろ，嫌がらせや脅しを受けた」 「『電気と〇〇の

セットにすれば安くなる』と言われ，求めていな

い商品をセット販売された」 「苦情や問い合わせ

をしてもまともに対応してくれない」  など悪

質な事業者がいたら・・・  

経済産業省電力取引監視等委員会までご相談くだ

さい！  

 電話：０３－３５０１－５７２５（直通）（平日 

9:30～12:00 13:00～18:30）  

 メール：ｄｅｎｔｏｒｉｉ＠ｍｅｔｉ．ｇｏ．

ｊｐ 

 

セブＲＣ調印式  

 

会長 志水ひろみ 

ＲＩ ３８６０地区フィリピン国、セブロータリー

クラブと姉妹クラブの提携のための公式訪問をし

てきました。 

合わせて「あしながおじさんプログラム」のため

の生徒の面接をし、対象の生徒の選考をしました。

次回の例会にはその報告をいたします。 

セブＲＣの皆さんの暖かい歓迎とおもてなしをい

ただき、姉妹クラブの締結が出来ましたことは大

変意義のある訪問でした。 

 

 
 

卓話 小野寺  誠君 

 

会員誕生日お祝い 

 
会長エレクト 閉会点鐘 

 



ニコボックス報告    委員長   岡嶋 良樹君

〇宜しくお願いします。小牧ＲＣ 橋本 晃暢君 
〇祝福の皆様おめでとうございます。小野寺君の 
卓話楽しみにしております。   古屋 義夫君 
〇入会して１ヶ月が経ちました。これからも宜し

くお願い致します。       下田 育雄君 
〇小野寺君の卓話を楽しみに。中電所長ガンバレ 
                宅間 秀順君 
〇卓話、楽しみです。      杤本 正樹君 
〇祝福を受ける喜びで。     北  健司君 
〇小野寺会員の卓話をきける喜び。貴田 永克君 
〇米山奨学生カウンセラー、無事終了しました。 
                社本 太郎君 
〇結婚記念を受ける喜びで。   伊藤  純君 
〇卓話、楽しみです。勉強します。近藤 秀樹君 
〇会員誕生日お祝い、ありがとうございました。 
                川瀬 治通君 
〇今日の歌「花は咲く」心を込めて歌います。 
                青山 博徳君 
〇誕生祝いありがとう。サイフ忘れ借金ですので 
次回形をつけます。ゴメンナサイ。 
〇姉妹都市市民の会へ入会して頂くようおねがい

します。            松尾 隆徳君 
 
〇本日卓話です。よろしくお願いいたします。 
                小野寺 誠君 
〇結婚記念日ありがとうございます。 
                速水 敬志君 
〇結婚記念ありがとうございます。風岡 保広君 
〇結婚記念のお花ありがとうございました。 
                加藤 将人君 
〇結婚記念日と昨日のゴルフ賞２つ頂き、ありが

とうございます。        梅村  守君 
〇小野寺さんのお話を楽しみにしています。 
                近藤 太門君 
〇祝福ありがとうございます。今日は代理で幹事

報告をさせて頂きます。よろしくお願い致します。 
                成瀬 浩康君 
〇妻への祝福ありがとうございます。 
                大原 泰昭君 
〇妻の誕生祝ありがとうございました。 
                加藤久仁明君 
〇祝福おめでとうございます。卓話を聞く喜びで。 
足立 治夫君  太田 弘道君  岡田 義邦君 
加藤  茂君  加藤 宗生君  清水  勲君 
野浪 正毅君  蓮野 美廣君  屋嘉比良夫君 
山田  治君  薮下 尚武君 
〇御協力、ありがとうございます。岡嶋 良樹君 
 
卓話            小野寺  誠君 

電力小売り自由化について（資料から抜粋） 

１．電力システム改革  

電気事業はこれまで，電力会社が地域ごとの独占

体制で，発電から送配電，販売までを一貫して担

ってきました。 電力システム改革は，法改正や市

場整備を通じて規制を緩和し，電気事業の仕組み

を大きく見直すことを目指します。日本では，1995

年から 4度にわたり電気事業改革が行われ，発送

電の一貫的な運用を担う「日本型モデル」を維持・

発展しつつ，競争を促進するための諸制度が導入

されてきました。  

２．電力システム改革の目的とスケジュール 

電力システム改革は東日本大震災を機に，検討が

進められてきました。主な目的は、①より効率的

で安定的な電力供給の仕組みをつくる。②事業者

の競争を促すことで，消費者の選択肢を増やす。 

③小売りの電気料金を 大限抑制する。  

「第一段階」2015年４月～＜電力供給の｢司令塔｣

と｢番人｣２つの新たな組織が誕生＞ 

○電力広域的運営推進機関の設置(2015 年 4 月) 

○電力取引監視等委員会の設置(2015 年 9月） 

2016 年４月、全ての消費者が電気の購入先を選べ

るように。○電力小売りの全面自由化 。 

「第三段階」2020 年以降、あらゆる事業者がより

公平に送配電ネットワークを使えるように。○送

配電部門の法的分離(送配電分離） 

(2020年4月) 国による電気料金チェックを廃止。

○料金規制の撤廃 

３．改革の柱「地域を越えた電気のやり取りを拡

大する」  

司令塔「電力広域的運営推進機関」とは・・・地

域を超えて電気をやり取りしやすくし，災害時な

どの停電を起こりにくくします。 その司令塔とし

て，平成 27年 4月に創設されました。  

番人「電力取引監視等委員会」とは・・・電力市

場において健全な競争が促されるよう市場の監視

機能を強化するため，経済産業大臣直属の組織 ①

適正な取引が行われているか厳正な「監視」を行

うほか，②必要なルールづくりなどに関して経産

大臣へ「意見・建議」を行う 。 

４．改革の柱「電気の小売りを全面的に自由化す

る」  

一般家庭やすべての企業向けの電気の小売販売ビ

ジネスへの新規参入を解禁します。事業者は、さ

まざまな工夫を行い、お客さまのニーズに沿った

メニューやサービスを提供するようになります。

電気をご利用するお客さまは、どの会社からどの

ようなメニューで契約するのか自由に選択できる

ようになります。  

５．改革の柱「送配電ネットワークを利用しやす

くする」  

発電した電気の売買には，送配電ネットワークを

利用することが不可欠です。ネットワークを誰も

が公平に利用（中立性の一層の確保）できるよう，



電力会社の送配電部門は発電・小売部門とは別の

会社に分離されます（法的分離）。  

６．段階的に進められてきた小売自由化 

○平成 12年 3月以降，小売分野の自由化は段階的

に導入されてきました。○現在、契約電力が 50kW

以上のお客さまが自由化の対象であり、当社にお

いては、販売電力量の約 2／3を占めています。  

○平成 28年 4月からは，一般家庭を含むすべての

お客さまが電力会社や料金メニューを自由に選ぶ

ことができます。  

７．4 月から家庭でも電気の購入先が自由に選べ

ます  

○小売全面自由化により、すべてのお客さまが電

気の購入先を自由に選択できます。〇地元事業者

の地産地消の電気を買う，生活スタイルにあった

料金体系を選ぶ，といったメニューの選択が可能

になります。  

８．小売全面自由化の手続き 

〇現在の電気需給契約（当社の料金メニュー）を

継続いただく際の手続きは不要です。※当社の新

料金メニューへの変更につきましては，当社ＷＥ

Ｂサイトや電話等での手続きが必要です。  

〇電気の購入先の変更（スイッチング）をご希望

される場合の手続きは， 新たに購入を希望する小

売電気事業者へのお申込みのみで完了します（現

契約先への廃止申込は不要です）。  

９．新たな小売電気事業者との契約締結の流れ 

〇新たな小売電気事業者への契約申込の際，スマ

ートメーターが未設置の場合は一般送配電事業者

が取替工事を行います。〇電気のご使用量は，一

般送配電事業者から小売電気事業者へ通知され，

それを元に電気料金が請求されます。  

１０．電気料金の構造  

○小売電気事業者は，お客さまから電気料金を受

け取る一方，発電事業者に「電気をつくる」ため

の費用（発電料）を，一般送配電事業者に「電気

を運ぶ」ための費用（託送料金）を払い，残りを

「電気を売る」ための費用（営業費）と利潤に充

てている。○託送料金は家庭向け電気料金の３０

～４０％程度（経産大臣の認可が必要）  

１１．よくあるご質問 

Ｑ：「電気の購入先を変えると新たに電線を引かな

ければならないのでしょうか？また、自分だけ停

電が多くなる恐れはないのでしょうか？」  

Ａ：今ある送配電網を使うので新たに電線を引く

ことにはなりません。 また、電気そのものの品質

や信頼性（停電の可能性など）は、どの小売電気

事業者から買っても同じです。さらに、契約した

小売電気事業者が電気を調達できなかった場合で

も、一般送配電   事業者がその分を補給する

ので、ただちに電気の供給が止まることはありま

せん。  

Ｑ：「マンションに住んでいますが、電気の購入先

を変えることはできますか？」  

Ａ：マンションにお住まいの方も、購入先を変え

ることはできます。 ただし、管理組合などを通じ

てマンション全体で一括して電気の購入契約を締

結している場合には、その契約やマンション内の

規約などで制限される場合があるので、管理組合

等にご確認ください。  

Ｑ：「電気の購入先を変えたい時には誰に申し込め

ばいいですか？」  

Ａ：新たに供給契約を結ぶ小売電気事業者に申し

出てください。（現契約先（中部電力など）への廃

止に関する申し出は不要です。）  

Ｑ：「電気の購入先を変える時に必要な個人情報な

どはありますか？」  

Ａ：①現在契約を結んでいる電力会社名（切り替

える前の供給元の名称（中部電力など） ）  

  ②お客さま番号 ③供給地点特定番号 ④切

替希望日 が必要です。  

Ｑ：「契約した小売電気事業者が倒産したら電気の

供給は止まってしまいますか？」  

Ａ：倒産によりただちに供給が停止することはあ

りません。新たな供給元が見つかるまでの間，こ

れまで供給を受けていた電力会社から供給を受け

ることになります。 

Ｑ：「小売電気事業者が契約している発電所が事故

で止まってしまったら供給も止まってしまいます

か？」  

Ａ：小売電気事業者が電気を調達できない場合，

その不足分は一般送配電事業者（現一般電気事業

者 ※中部電力など）が補給する制度になっていま

す。したがって，ただちに供給が停止することは

ありません。 

Ｑ：「停電した場合には，誰に問い合わせればいい

ですか？」  

Ａ：小売電気事業者にお問い合わせください。送

電線などの設備が原因で停電する場合もあるので，

一般送配電事業者にお問い合わせいただくことも

可能です。  

１２．新聞記事抜粋「悪質勧誘に注意 虚偽説

明・強引営業も」 

全国の消費生活センターにあった小売自由化に関

する主な相談  

＜相談ケース１＞自宅設備を点検したい 。電力会

社を名乗る人物から電話で「自由化に伴い，契約

してくれれば電気代が安くなる」と言われた。後

日に自宅に上がって設備を点検することになった

が不安だ。＜ポイント＞ 外のメーター以外に設備

の交換はありません。ほかの訪問販売の    

口実の恐れ！ 

＜相談ケース２＞個人情報を聞かれる。「電気代

が 4割安くなる」という電話を受けた。その際に


