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◆◆◆卸電力取引所情報◆◆◆ 

 

 ≪スポット取引≫10 月１日受け渡し分 

 

約定総量： 8 億 2905 万 3450kＷ時 

  

24 時 間： 4.49 円／kＷh（システムプライスの平均） 

  

昼 間 帯： 4.92 円／kＷh（システムプライスの８～22 時の平均） 

  

ピーク帯： 4.88 円／kＷh（システムプライスの 13～16 時の平均） 

 

※システムプライスとは、スポット取引の約定計算で得られた全国大の売り入札曲線と買

い入札曲線の交点の価格 
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【電力】  

 

        ■北陸電力   

  電気料金燃料費調整単価(2020 年 11 月分)のお知らせ  

  http://www.rikuden.co.jp/press/attach/20092901.pdf  

    

 ■北海道電力   

  2020 年 11 月分電気料金の燃料費調整について  

  http://www.hepco.co.jp/info/2020/1251043_1844.html  

    

 ■東北電力   

  ２０２０年１１月分の燃料費調整について  

  https://www.tohoku-epco.co.jp/news/fuel/1216385_2557.html  

    

 ■東京電力ホールディングス   

  東京電力エナジーパートナー：2020 年 11 月分電気料金の燃料費調整に

ついて  



 

 https://www.tepco.co.jp/ep/notice/pressrelease/2020/1555376_8665.html  

    

 ■東京電力ホールディングス   

  当社グループにおける新型コロナウイルス感染者の発生状況について  

  https://www.tepco.co.jp/press/news/2020/1555475_8969.html 

    

 ■電力中央研究所   

  電気新聞ゼミナール「発電所の長期運転は技術的に可能か？」 第 2 回 を

掲載  

  https://criepi.denken.or.jp/press/journal/denkizemi/2020/200930.html  

    

 ■電力広域的運営推進機関（ＯＣＣＴＯ）   

  <録画データ掲載>第 19 回 需給調整市場検討小委員会  

 

 https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchou

sei_19_annai.html  

    

 ■電源開発(Ｊパワー)   

  当社グループにおける新型コロナウイルス感染者の発生について  

  https://www.jpower.co.jp/oshirase/2020/09/oshirase200929.html  

    

 ■中部電力   

  2020 年 9 月度 定例記者会見 林社長挨拶  

  https://www.chuden.co.jp/publicity/teirei/1203093_3510.html  

    

 ■中部電力   

  中部電力ミライズ：2020 年 11 月分電気料金の燃料費調整について  

  https://miraiz.chuden.co.jp/info/press/1203089_1938.html  

    

 ■中国電力   

  2020 年 11 月分電気料金の燃料費調整について  

  https://www.energia.co.jp/assets/press/2020/20_0929_nenryo.pdf  

    

 ■四国電力   

  2020 年 11 月分電気料金の燃料費調整について  



 

 https://www.yonden.co.jp/press/2020/__icsFiles/afieldfile/2020/09/29/pr012.pdf

  

    

 ■四国電力   

  「KAGAWA わっしょい！！キャンペーン」への参加について  

 

 https://www.yonden.co.jp/notice/__icsFiles/afieldfile/2020/09/29/kagawa_wassy

oi_campaign.pdf  

    

 ■九州電力   

  2020 年 11 月分電気料金の燃料費等調整単価をお知らせします －前月分

から電気料金が値下がり－  

  http://www.kyuden.co.jp/press_h200929-1.html  

    

 ■九州電力   

  離島ユニバーサルサービス調整単価を更新しました。（法人のお客さま）

  

  http://www.kyuden.co.jp/agreement_adj_2020-11kouatsu-universal.html

  

    

 ■九州電力   

  燃料費調整単価を更新しました。（法人のお客さま）  

  http://www.kyuden.co.jp/agreement_adj_2020-11kouatsu.html  

    

 ■九州電力   

  離島ユニバーサルサービス調整単価を更新しました。（個人のお客さま）

  

  http://www.kyuden.co.jp/rate_adj_2020-11teiatsu-universal.html  

    

 ■九州電力   

  燃料費調整単価を更新しました。（個人のお客さま）  

  http://www.kyuden.co.jp/rate_adj_2020-11teiatsu.html  

    

 ■関西電力   

  ２０２０年１１月分電気料金の燃料費調整について  



  https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2020/0929_1j.html  

    

 ■沖縄電力   

  2020 年 11 月分電気料金の燃料費調整について  

  http://www.okiden.co.jp/shared/pdf/news_release/2020/200929.pdf  

    

 ■エネット   

  初期費用ゼロで BCP 対策を実現電気とセットで蓄電池を提供する新サー

ビス「EnneBattery」開始～岐阜県白川町が採用～  

  https://www.ennet.co.jp/news/detail?news_id=198  

    

 ■Looop   

  個人宅向け EV 充電器施工販売を開始 自宅充電インフラを整備して再エ

ネ普及促進  

  https://looop.co.jp/info/1862_20200929  
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【都市ガス】  

 

        ■北陸ガス   

  2020 年 11 月のガス料金について  

  http://www.hokurikugas.co.jp/company/press/2020/202011.html  

    

 ■北海道ガス   

  「北ガスの電気」の割引拡大について～環境にやさしく経済的な電気エ

ネルギーの拡大～  

  https://www.hokkaido-gas.co.jp/news/20200929-2  

    

 ■北海道ガス   

  原料費調整制度に基づくガス料金の調整について（2020 年 11 月検針分）

  

  https://www.hokkaido-gas.co.jp/wp-

content/uploads/2020/09/88a266aded32be0d218f9bbe1e414a3a.pdf  

    

 ■日本海ガス   



  原料費調整（スライド）制度に基づく２０２０年１１月のガス料金につい

て  

  https://my.ngas.co.jp/info/2020/09/post_114.html  

    

 ■日本ガス   

  2020 年 11 月のガス料金とエネファーム余剰電力買取単価について  

  https://www.nihongas.co.jp/news/2020/09/202011.html  

    

 ■東邦ガス   

  原料費調整制度に基づく 2020 年 11 月検針分のガス料金について  

  https://www.tohogas.co.jp/corporate-n/press/1218077_1342.html  

    

 ■東邦ガス   

  「わたしの答えは東邦ガス」シリーズの新 CM を放映開始  

  https://www.tohogas.co.jp/corporate-n/press/1217874_1342.html  

    

 ■東部ガス   

  原料費調整（スライド）制度に基づく 2020 年 11 月のガス料金について

（秋田地区）  

  https://www.tobugas.co.jp/topics/2020/09/202011-1.html  

    

 ■東部ガス   

  原料費調整（スライド）制度に基づく 2020 年 11 月のガス料金について

（郡山、いわき、水戸、土浦、守谷地区）  

  https://www.tobugas.co.jp/topics/2020/09/202011.html  

    

 ■東京ガス   

  原料費調整制度に基づく 2020 年 11 月検針分のガス料金について  

  https://www.tokyo-gas.co.jp/Press/20200929-01.html  

    

 ■長野都市ガス   

  原料費調整制度に基づく 2020 年 11 月検針分のガス料金について  

  https://www.nagano-toshi-gas.co.jp/news/2020/09/202011.html  

    

 ■中部ガス（サーラエナジー）   

  都市ガス料金の原料費調整についてのお知らせ（2020 年 11 月検針分）



  

  https://www.salaenergy.co.jp/news/ryokin202011/  

    

 ■大阪ガス   

  2020 年 11 月ガス料金の原料費調整について  

 

 https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2020/1290002_43661.html  

    

 ■大阪ガス   

  コロナ禍を想定した「全社総合防災訓練」を実施  

  https://www.osakagas.co.jp/company/tsushin/1289998_15288.html  

    

 ■静岡ガス   

  原料費調整制度に基づく 2020 年 11 月のガス料金について  

  https://www.shizuokagas.co.jp/page.jsp?id=44312  

    

 ■京葉ガス   

  原料費調整制度に基づく 2020 年 11 月検針分のガス料金について  

  https://www.keiyogas.co.jp/company/press/pdf/2020/20200929.pdf  

    

 ■岡山ガス   

  2020 年 11 月検針分のガス料金について  

  https://www.okagas.co.jp/info/13794  

    

 ■レモンガス   

  都市ガス（わくわくプラン）2020 年 11 月検針分ガス料金のお知らせ  

  https://www.lemongas.co.jp/citygas/price/202011_price.pdf  

    

 ■イーレックス   

  【ガス】2020 年 11 月の原料調整費を更新しました  

  http://www.erex.co.jp/news/adjustment/1244/  
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【石油】  

 

        ■石油資源開発（ＪＡＰＥＸ）   



  「コーポレートレポート 2020」を掲載しました  

  https://www.japex.co.jp/ir/library/annual.html  

    

 ■シナネン   

  シナネン、RE100 などへの加盟を支援する 「日本気候リーダーズ・パー

トナーシップ」へ賛助会員として参画（250KB 2P）  

  https://www.sinanen.com/news/pdf/20200929.pdf  

    

【プラント・機器メーカー】  

 

        ■三菱日立パワーシステムズ   

  タイ向けに M701JAC 形ガスタービン 2 基からなる 140 万 kW の天然ガ

ス焚き GTCC 発電設備の契約締結  

  https://power.mhi.com/jp/news/20200930.html  

    

 ■ノーリツ   

  増加し続ける築後 30 年超の集合住宅への給湯器取り替え業務をサポー

ト！【ノーリツ/お湯 net】に業界初の『PS 部材計測機能』を導入  

  https://www.noritz.co.jp/company/news/2020/20200929-004198.html  

    

 ■コロナ   

  除雪のわずらわしさや雪おろしの悩みを解決 融雪専用ボイラー３機種

を発売  

  https://www.corona.co.jp/news/newpro/post-268.html  

    

 ■アイシン精機   

  ららぽーと愛知東郷に「GHP XAIR（エグゼア）Ⅱ」が採用  

  https://www.aisin.co.jp/news/2020/012286.html  

    

【ファイナンス】  

 

        ■東京商工リサーチ   

  2019 年「電力事業者」の新設法人調査  

  http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20200929_02.html  

    

 ■国際協力銀行   



  英国 Moray East 洋上風力発電事業に対するプロジェクトファイナンス  

  https://www.jbic.go.jp/ja/information/press/press-2018/1129-

011637.html  

    

 ■国際協力銀行   

  インドネシア共和国ランタウデダップ地熱発電事業に対するプロジェク

トファイナンス  

  https://www.jbic.go.jp/ja/information/press/press-2017/0328-

010746.html  

    

【その他産業】  

 

        ■ジャパンマリンユナイテッド   

  次世代省エネ型バルクキャリア"NISEKO QUEEN"引渡  

  http://www.jmuc.co.jp/press/2020/niseko-queen.html  
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【シンクタンク・団体等】  

 

        ■北陸先端科学技術大学院大学   

  環境・エネルギー領域の中野助教の研究課題が RIST「「富岳」試行的利用

課題（早期利用課題）」に採択  

  https://www.jaist.ac.jp/whatsnew/info/2020/09/29-1.html  

    

 ■富士経済   

  次世代長期エネルギー貯蔵技術の世界最新動向  

  https://www.fuji-keizai.co.jp/report/detail.html?code=162008710  

    

 ■日本電機工業会（ＪＥＭＡ）   

  産業用汎用電気機器出荷実績 2020 年 8 月分データを掲載しました  

  http://www.jema-net.or.jp/Japanese/data/jds.html  

    

 ■日本エルピーガスプラント協会   

  ｗｅｂセミナー保安実務研修会 ＺＯＯＭ入室に関するご連絡（ZOOM 受

信テスト追加実施）  

  https://jlpa.or.jp/class_news/4474  



    

 ■新エネルギー・産業技術総合開発機構(ＮＥＤＯ)   

  「カーボンリサイクル・先進的な火力発電技術等の海外展開推進事業／

カーボンリサイクル・ 先進的な火力発電技術等に係る導入促進事業／カーボンリサイクル

関連技術に係る各国の方針や規制等の動向調査」に係る公募について （１０月３０日ま

で） 

  https://www.nedo.go.jp/koubo/EV2_100218.html  

    

 ■新エネルギー・産業技術総合開発機構(ＮＥＤＯ)   

  第 29 回新産業技術促進検討会 シンポジウム 「伝熱技術の新たな進展 ～

革新的な熱交換器で、省エネはここまで進む～」 の開催 （１０月２０日 WEB 開催） 

  https://www.nedo.go.jp/events/DA_100117.html  

    

 ■自然エネルギー財団   

  コーポレート PPA 実践ガイドブック：企業が結ぶ自然エネルギーの電力

購入契約  

  https://www.renewable-ei.org/activities/reports/20200930.php  

    

 ■経済同友会   

  櫻田謙悟経済同友会代表幹事の記者会見発言要旨  

 

 https://www.doyukai.or.jp/chairmansmsg/pressconf/2020/200929_2114.html  

    

 ■気候ネットワーク   

  【要請書】国内環境団体、中国電力の主要株主 47 機関に ダイベストメ

ントを求める要請書を送付  

  https://www.kikonet.org/press-release/2020-09-

29/divestment_from_Chugoku.ec  

    

 ■気候ネットワーク   

  【大学関係者向け連続ウェビナー】第１回自然エネルギー100％大学セミ

ナー ：自然エネルギー100％大学を実現する （１０月０３日 WEB 開催） 

  https://www.kikonet.org/event/2020-10-03  

    

 ■気候ネットワーク   

  [Joint Statement] SOMPO announces a New Coal Policy, which is the first 



among Japan’s Major Non-life Insurers  

  https://www.kikonet.org/eng/press-release/2020-09-

23/SOMPO_Coal_Policy_2020  

    

 ■環境省   

  平成 31 年度 家庭部門の CO2 排出実態統計調査の結果（速報値）につい

て  

  http://www.env.go.jp/press/108469.html  
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【原子力関連情報】  

 

        ■日本原子力産業協会   

  海外ニュース「キャラウェイ原子力発電所、2 度目の運転期間延長を計画」

  

  https://www.jaif.or.jp/journal/oversea/4768.html  

    

 ■日本原子力産業協会   

  国内ニュース「G20 エネルギー大臣会合、循環炭素経済に向け原子力の

有用性も」  

  https://www.jaif.or.jp/journal/japan/4773.html  

    

 ■大分県   

  伊方原子力発電所からの異常通報連絡関係（愛媛県公表資料）  

  http://www.pref.oita.jp/soshiki/13582/ikata-ehime.html  

    

 ■四国電力   

  伊方発電所 3 号機 特定重大事故等対処施設の設置工事における発火につ

いて  

 

 https://www.yonden.co.jp/press/2020/__icsFiles/afieldfile/2020/09/29/pr013.pdf

  

    

 ■原子力規制委員会   

  第 35 回原子力施設安全情報申告調査委員会開催  

  https://www.nsr.go.jp/procedure/shinkoku/tyousa_kaisai.html  



    

 ■原子力規制委員会   

  第 28 回原子力規制委員会の配布資料を公開  

  https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/010000577.html  

    

 ■原子力規制委員会   

  第 3 回特定兼用キャスクの設計の型式証明等に係る審査会合の配布資料

を公開  

 

 https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/cask_katashikisyoumei/

300000034.html  

    

 ■原子力規制委員会   

  福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果（9 月 29

日現在）  

  https://www.nsr.go.jp/data/000329061.pdf  

    

 ■原子力規制委員会   

  第 30 回原子力規制委員会 （１０月０７日） 

  https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/010000579.html  

    

 ■原子力規制委員会   

  第 376 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 （ １ ０ 月

０６日） 

 

 https://www2.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tekigousei/nuclear_faci

lities/190000209.html  

    

 ■原子力規制委員会   

  第 5 回発電用原子炉施設におけるデジタル安全保護系の共通要因故障対

策等に関する検討チーム （１０月０６日） 

 

 https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/digital/070000044.html

  

    

 ■原子力規制委員会   



  第 50 回東海再処理施設安全監視チーム （１０月０６日） 

 

 https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tokai_kanshi/17000005

5.html  

    

 ■原子力規制委員会   

  第 1 回渦電流探傷試験、超音波探傷試験及び漏えい率試験に係る日本電

気協会の規格の技術評価に関する検討チーム （１０月０６日） 

 

 https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/eddycurrent/070000004

.html  

    

 ■原子力規制委員会   

  第 903 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 （ １ ０ 月

０５日） 

 

 https://www2.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tekigousei/power_plan

ts/300002418.html  

    

 ■原子力委員会   

  第３０回原子力委員会定例会議 資料  

 

 http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2020/siryo30/index.htm  

    

 ■九州電力   

  （お知らせ）玄海原子力発電所３、４号機の常設直流電源設備（３系統目）

設置に係る設計及び工事計画認可申請書の補正書を提出しました －記載の適正化及び法

改正等の内容の反映を実施－  

  http://www.kyuden.co.jp/press_200929-1.html  

    

 ■宮城県   

  令和 2 年度福島原発事故による損害賠償についての個別無料相談会

 （１０月０７日ほか） 

  https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/gentai/kennnotorikumi-baishou.html
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【政府・省庁・自治体情報】  

 

        ■国交省  

  運輸事業の安全に関するシンポジウム２０２０～自然災害時の事業継続

を考える～ 

  https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo10_hh_000079.html 

   

 ■経産省  

  「電力の小売営業に関する指針」を改定しました 

  https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200929002/20200929002.html 
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【公募情報】  

 

        ■環境省  

  令和２年度「我が国循環産業の海外展開事業化促進業務」及び「二酸化炭

素排出抑制対策事業費等補助金（我が国循環産業の戦略的国際展開による海外でのＣＯ２

削減支援事業）」対象事業の選定結果について 

  http://www.env.go.jp/press/108489.html 

   

【組織改編および人事情報】  

 

        ■中部電力  

  役付職の人事異動について 

  https://www.chuden.co.jp/publicity/press/1202104_3273.html 
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               【 編集・発行 】 
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