
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二度にわたる発電機周りの事故を乗り越えて、今年 1 月より「ながわ小水力発電所」が本格稼働し、グ
リーンコープでんきの電源に組み込まれました。２０１６年に（一社）グリーンコープでんきが共同事業主とし
て参加し、砂防法、河川法などの申請許可を経て２０１８年１２月に、２０２０年６月完工をめざして着工し
ましたが、およそ１年半遅れでの稼働と売電開始となりました。 

１月～２月がちょうど渇水期にあたるため、発電は１５０kWh 程度（最大出力７００kWh）となっています
が、大きなトラブルもなく順調に連続運転が行われています。※信濃川系奈川の出水期は、春先４月～５
月の北アルプスの雪融け水が流れだす頃で、この時期の発電量が１年のうちで最大になります。 

原発に頼らずに脱炭素社会の実現を目指していくためには、このような自然エネルギーによる発電を増
やしていくことが不可欠です。私たちの手で、持続可能な循環型社会をつくり、「みどりの地球をみどりのま
まで」子どもたちにつなげましょう。 

小水力発電所の特徴 

〇安定した電力源 
太陽光発電のように天候の影 
響を受けにくいため、安定した 
電力の供給が可能です。 

〇環境貢献 
化石燃料を使用した発電に代わるものとして、クリーンな
循環エネルギーである水力を利用しているため、ＣＯ２排
出抑制効果があります。エネルギーを地産地消すること
により、他の地域へ環境負荷を与えることはありません。 

〇学習 PR・まちおこし 
環境にやさしい発電施設を設置することにより、設置者
の環境貢献 PR や学校等の環境学習教材として、あるい
は、まちおこしなどにも活用されます。-長野県庁 HP より

 グリーン電力出資金出資者 

 グリーンコープでんき利用者 
の皆様 

2022 年２月２１日発行 

一般社団法人グリーンコープでんき 

 

金原砂防堰堤脇から取水します。取水口には落ち葉

や枯れ木の混入を防ぐ除塵機が設置されています。 

この砂防ダムの落差を利用し、水圧管を通過し
た水が水車を回すことによって発電します。 
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２０２０年、当時の菅首相は２０５０年に

カーボンニュートラル社会を実現するという

方針を打ち出しました。それは、２０１５年

ＣＯＰ２１（第２１回気候変動枠組条約締約

国会議）で採択されたパリ協定（地球平均気

温上昇を産業革命以前と比較して１ .５℃に

抑えることを目標）を受けてのことで、それ

ほどに温暖化による地球の危機的状況を認識

されたということだと受け止められます。  

なお、日本における温暖化対策は、１９９

７年のＣＯＰ３で採択された京都議定書を受

けて、翌年温対法（温暖化対策推進法）が施

行されてから本格的に始まりました。発電所

の燃料の約７６％が石炭や石油、天然ガスと

いう日本で、その中の石炭を２０３０年には

１９％まで低減化、２０５０年に｢ゼロ｣にす

るという目標を掲げ、脱炭素社会に向けてフ

ェーズアウト (段階的に廃止)していくために

動き出したのが、「非化石価値取引市場」です。 

 

 

 温暖化対策として、２００９年に非化石エ

ネルギー推進を目的とする高度化法（エネル

ギー供給構造高度化法）が制定され、その中

で２０３０年までに非化石電源化率４４％以

上とすることが小売電気事業者に義務化され

ました。  

それを後押しするために環境価値を可視化

する手段として、ＪＥＰＸ（日本卸電力取引

所）に非化石価値取引市場が開設され、２０

１８年にＦＩＴ非化石証書の取引が、２０２

０年４月から非ＦＩＴ非化石証書の取引が始

まりました。  

  

 

 

 

 

その後、２０２１年にさらに抜本的な制度

改正が行われました。現在、次の３種の非化

石証書の取引が行われています。  

 

 

 

 

 

 

※ＦＩＴ非化石証書にはトラッキングの有・無があります。 

これまで非化石価値取引市場や取引される

非化石証書に関しては、電力業界や専門家、

消費者団体などから様々な反応・意見等が出

され、検討されてきたという経過があります。 

■日本における温暖化対策の制度の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非化石価値取引市場そのものが、事業者レ

ベルで動いているので、電気利用者からは見

えにくくなっていると言われています。  

「グリーンコープでんき」の電源は、ほぼ自然エネルギーで
すが、それが「ＦＩＴ電気」であるために「環境価値」を謳う
ことができません。その理由を探ります。 

地球温暖化、何とかしなければと動き出した 

非化石価値取引市場とは 

非化石証書の枠組みは複雑で分かりにくい

１９９７年 ＣＯＰ３（気候変動枠組み条約第３回締約国

会議）で京都議定書※が採択 

       ※先進国全体で温室効果ガス排出量を

５％削減するという国際条約 

１９９８年 温暖化対策推進法（温対法）施行 

２００９年 エネルギー供給構造高度化法（高度化法）

制定・施行 

２０１１年 東日本大震災 

２０１５年 ・高度化法改定（２０３０年に大手電力小売

のうち、４４％以上を非化石電源とすることを

義務付ける） 

・エネルギーミックスの見直し（再エネ２２～２

４％ 原発２０～２２％） 

２０１６年 ･高度化法改定し、電気小売事業者に４４％

非化石電源化を義務化 

・電力小売全面自由化スタート 

２０１７年 ＦＩＴ非化石価値取引市場制定 

２０１８年 まずＦＩＴ非化石証書の取引開始 

２０１９年 卒ＦＩＴの取り組み始まる 

２０２０年 カーボンニュートラル宣言 

２０２１年 高度化法改正（再エネ非化石価値取引市場

と高度化法義務達成市場）に分割される。
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 そもそも私たちが日常使っている電気から

環境価値を分離するという仕組みは、「原発を

なくしたい」「ＣＯ２を削減したい」と思って

ＦＩＴ電気を選んでいる消費者にとって理解

し難いのではないでしょうか。  

私たちは、２０１２年に再エネ固定価格買

取(ＦＩＴ )制度が施行されたことと２０１６

年の電力自由化で、脱原発・再エネ推進に貢

献する発電所をつくるとともに電気を選択で

きるようになりました。それは同時に温室効

果ガスであるＣＯ２の低減にもつながること

にもなると認識していました。  

 しかし国は、電気の環境価値を「証書」と

して可視化し、その上、ＦＩＴ非化石証書を

購入しても再エネ普及にはつながらない、再

エネは脱炭素化に貢献しないと言います。  

また、非化石価値取引市場では年４回オー

クションが実施され、非化石証書の価格（環

境価値）が変動することになっています。  

 

 

   グリーンコープでんきの現在（２０２２年

１月）の電源はＦＩＴ電気と卒ＦＩＴ電気で、

実質はＣＯ２排出ゼロです。これまでそう発

表されていました。しかし、これまでと算定

の考え方が変えられたようで、制度上は「Ｃ

Ｏ２排出ゼロ」とは言えなくなっています。  

 なぜかというと、ＦＩＴ制度を活用した太

陽光や風力などの再エネ発電の買取価格に再

エネ賦課金が使われていることによるもので

す。つまり、再エネの環境価値は、再エネ賦

課金を負担している電気利用者のものであっ

て、電気小売業者がＦＩＴ電気を売る際に「環

境価値」をアピールすることはできないとい

うことです。  

電気事業者別排出係数には、基礎排出係数

と調整排出係数があり、ＦＩＴ電気の「基礎

排出係数」は当然「ゼロ」です。一方、「調整

後排出係数」は火力などを含めた全国平均の

電気のＣＯ２排出量で計算されます。  

したがって、今年１月公表の最新データで

は、グリーンコープでんきの調整後排出係数

は「0.000390t-CO2/kWh」となっています。

この分の非化石証書を購入してはじめて「Ｃ

Ｏ２を排出しない」という環境価値をアピー

ルすることができます。 

なお、非化石証書を購入しないでグリーン

コープでんきの電源構成を広報する場合は、

以下のようなグラフと文言を添付することが

義務付けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 非化石価値取引市場には問題だと思われ

る点がいくつかあります。  

非化石証書には３つのタイプの証書があ

ります（前頁参照）。その中の「ＦＩＴ非化

石証書」の販売収入は電気利用者が払ってい

る再エネ賦課金の軽減に充てられるだけで

環境価値もない、再エネ普及にも役立たない

という位置付けとなっています。  

一方、「非ＦＩＴ非化石証書（再エネ措定

なし）」の対象電源に原発が含まれており、

原発事業者が証書を購入することで「ＣＯ２

フリー」「ゼロエミ」という環境価値を取得

することができます。環境汚染の元凶ともい

える放射性廃棄物を排出する原発に環境価

値が付与され、しかも証書収入分は原発を保

有する大手電力会社に還元され、原発の維

持・拡大に使われます。 

この制度にはおかしさがいっぱいです。皆

で考えていきませんか？      （了） 

ＦＩＴ電気は再エネなのに、環境価値がない？なぜ？ 原発に、「環境価値」があるっておかしい！ 
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■グリーンコープでんき 

 

 

生協名
GC事業所
契約件数

組合員
契約件数

契約容量
(kW)

しがまる生協 1 0 4

ＧＣ生協おおさか 8 57 275

ＧＣ生協ひょうご 8 35 177

ＧＣ生協とっとり 2 47 220

ＧＣ生協（島根） 1 94 401

ＧＣ生協おかやま 6 166 702

ＧＣ生協ひろしま 9 193 874

ＧＣやまぐち生協 5 497 2,117

ＧＣ生協ふくおか 101 2,014 8,926

ＧＣ生協さが 17 120 706

ＧＣ生協（長崎） 11 234 1,175

ＧＣ生協くまもと 39 564 2,987

ＧＣ生協おおいた 15 316 1,375

ＧＣ生協みやざき 2 157 576

ＧＣかごしま生協 12 213 950

単協計 236 4,707 21,461
(一社)グリーンコープでんき(低圧) 66 515
(一社)グリーンコープでんき(高圧) 65 5,015

総合計 367 4,707 26,991  
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・グリーン電力出資金は、市民発電所の建設費に
充てられています。 

・２０２２年１月末支出総額は８億４,８８１万円で、
残高は１億３,７７１万円となっています。 
市民発電所の建設は継続して調査や検討をす
すめています。

・皆さんから出資いただいたグリーン電力出資金の総額
(実際に振り込んでいただいた額)は、９億８,６５２万円
になっています。 

・出資目標額(積立目標額)は、１月２６日現在で１１億
１１６万円になっています。 

１月にグリーンコープでんきを供給した契約件
数は、ＧＣ事業所、組合員契約件数、ＧＣ商
品のお取引先も含め下表のとおりです。 

【関西電力エリア】 
 ・敦賀グリーンパワー 

（燃料：バイオマス）・・・・・・・９８．８％ 
 ・家庭用太陽光発電・・・・・・・・・・・・１．２％ 
【中国電力エリア】 

・敦賀グリーンパワー 
（燃料：バイオマス）・・・・・・・・９８．５％ 

・家庭用太陽光発電・・・・・・・・・・・・・１．５％ 
【九州電力エリア】 

・敦賀グリーンパワー 
（燃料：バイオマス）・・・・・・・・・９４．９％ 

・ながわ小水力発電所・・・・・・・・・・・１．３％ 
・三峰川第一・第二発電所・・・・・・・・１．３％ 
・杖立温泉熱バイナリー・・・・・・・・・・・１．２％ 
・家庭用太陽光発電・・・・・・・・・・・・・０．９％ 
・馬洗瀬小水力発電所・・・・・・・・・・・０．４％ 

 
※グリーンコープでんきは、電源となっている発電所を

すべて特定しています。 
※グリーンコープでんきの電源には、原発由来の電気

は一切含まれていません。 

■グリーン電力出資金 

これまで支出した事業と金額 848,810,221

137,716,279

神在太陽光発電所、平池水上太陽光発電所、深年太陽光発電所、若
宮物流センター、広島物流センター、やまぐち西部地域本部、グ
リーン未来ソーラー発電所、豊浦太陽光発電所、馬洗瀬小水力発電
所、杖立温泉熱バイナリー発電所、ながわ小水力発電所、霧島太陽
光発電所、熊本菊池太陽光発電所、国東第二自然電力太陽光発電所

グリーン電力出資金の残高

＜2021 年 12 月～2022 年 1 月発電量実績.＞ 

生協名 申込人数 申込件数 出資目標額

しがまる生協

ＧＣ生協おおさか 196 221 16,590,000

ＧＣ生協ひょうご 85 99 7,646,000

ＧＣ生協とっとり 127 139 10,620,000

ＧＣ生協（島根） 231 243 10,980,000

ＧＣ生協おかやま 141 156 13,490,000

ＧＣ生協ひろしま 661 802 84,007,000

ＧＣやまぐち生協 546 631 41,060,000

ＧＣ生協ふくおか 5,213 6,079 517,872,000

ＧＣ生協さが 308 351 44,005,000

ＧＣ生協（長崎） 558 621 56,479,000

ＧＣ生協くまもと 1,437 1,650 123,674,000
ＧＣ生協おおいた 756 845 68,568,000
ＧＣ生協みやざき 274 311 26,065,000
ＧＣかごしま生協 701 809 80,111,000

合　　計 11,234 12,957 1,101,167,000

（一社）グリーンコープでんきの各発電所の２０２１
年１２月～２０２２年１月の実績です。 

《発電・売電実績について》 
・発電量は前年実績比 １００.２％でした。 
・売電額は前年実績比 １００.４％でした。 

《出力制御について》 
２０２１年１２月～２０２２年１月の出力制御指示日
は、神在太陽光発電所は２日、深年太陽光発電所
は１日、グリーン未来ソーラーは指示日無しでした。

■市民発電所

発電所 出力(kW) 発電量(kWh) 売電額(円) 出力制御損失（円）

神在太陽光発電所 1,057 140,170 5,606,800 159,612
平池水上太陽光発電所 1,260 188,465 6,784,752 ―

深年太陽光発電所 1,550 295,010 10,620,365 45,626
若宮物流センター 47 5,748 206,938 ―

広島物流センター 47 6,398 230,327 ―

やまぐち西部地域本部 54 6,346 262,221 ―

ｸﾞﾘｰﾝ未来ｿｰﾗｰ(10箇所) 244 67,466 1,569,539 0

合　　計 4,259 709,604 25,280,942 205,238

     「グリーンコープでんき託送料金訴訟」 

      第６回口頭弁論・報告集会のご案内
 

【日時】 ２０２２年３月２３日（水）１１時～ 
【場所】 福岡地方裁判所 １０１号法廷 

※コロナ禍で傍聴席は最大４０名程度と制限
されています。傍聴者多数の場合、先着順
もしくは抽選となることがあります。予めご了
承ください。 

【報告集会】今回も法廷終了後、弁護士会館で
報告集会を開催する予定です。この
場で裁判の内容を共有します。 

傍聴に来ま
せんか？ 

■グリーン電力出資金 
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