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今冬の電力需給状況と福岡県の取組みについて 

○ 平成２６年１０月３１日、政府（電力需給に関する検討会合）において今冬

の電力需給見通しが示され、九州電力管内においては、平成２６年１２月１日

～平成２７年３月３１日までの平日（ただし、１２月２９日～３１日、１月２

日を除く）の８時～２１時の間において、「数値目標を設けない節電」の要請

がなされた。 

○ 今冬の需給見通しにおいては、定着節電分の需要減少を見込んでおり、需要

家に対して、節電の確実な実施が要請された。九州電力管内においては、節電

の定着分として、平成２２年度比▲３．７％を見込み、節電を行うに当たって

の目安とされた。 

○ 本県では、県民生活の安定・安全・安心及び県内経済の持続的発展を確保す

るため、県自らの取組みや県民・事業者における節電対策等を「福岡県におけ

る冬季の節電への取組み」として取りまとめ、九州電力(株)に対して、電力供

給の確保や県への情報連絡等に万全を期すよう要請を行うとともに、県民・事

業者・行政が一体となった節電の取組みを推進した。 

○ 今冬の九州電力管内の最大電力需要は、気温の影響を除くと、平日平均で、

平成２２年度に比べ▲７％程度の減少となり、節電効果は、昨冬と同水準で推

移した。 

１ 九州電力管内・福岡県内における電力需給状況 

（１）今冬の最大電力需要 

  今冬における最大電力需要は、１２月１７日１９時に発生し、１，４６６万ｋＷで

あったが、８．３％の供給予備率が確保された。（表１） 

（表１）今冬の時間最大電力量（九州電力資料） 

 
今冬の需給見通し※ 

（平成２６月１０日３１日公表〕 
 

実績最大値 

平成２６年１２月１７日 

１９：００ 

最大電力需要 
１,５１６万ｋＷ 

（最高気温：２．１℃） 
 

１,４６６万ｋＷ 

（最高気温：６.３℃） 

供給力 １,５６２万ｋＷ  １,５８８万ｋＷ 

供給予備力 

（供給予備率） 

 ４６万ｋＷ 

（３．０％） 
 

１２２万ｋＷ 

（８.３％） 

   
 ※ 定着節電分として H25 年度冬の節電効果の９割程度を見込む。H23 年度冬並みの厳寒を想定 
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（２）今冬の電力需要実績 

今冬の最大電力需要は、気温の影響を除くと、平日の平均で、平成２２年度に比べ

▲７％（▲９１万ｋＷ）程度の減少となり、節電効果は、昨冬と同水準で推移した。 

（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              九州電力資料    

 

（３）九州電力管内と福岡県内の販売電力量 

九州電力の１２月～３月の販売電力量は、九州全体の値が平成２２年度比で５．５％

減少であるのに対し、本県は５．９％減少であった。本県の家庭部門の削減率は、九

州全体の値よりも０．６ポイント高かった。（表２，表３） 

（表２）九州電力管内の販売電力量 

 

  

H26 年度（億 kWh） H22 年度（億 kWh） 差（億 kWh） 
（H26-H22) 

H22 

同期比（%） 12月 1 月 2 月 3 月 計 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

電灯（一般家庭等） 23.2 35.5 28.8 26.6 114.1 24.9 36.1 32.4 26.1 119.4 ▲5.3 ▲4.5 

業務･産業用小口等 22.1 25.8 24.8 23.3 96.0 23.7 27.1 28.0 24.5 103.3 ▲7.3 ▲7.0 

大口 19.2 18.5 17.4 19.0 74.1 19.9 19.7 18.5 20.0 78.1 ▲3.9 ▲5.1 

計 64.6 79.8 71.0 68.9 284.2 68.4 82.9 78.9 70.6 300.7 ▲16.6 ▲5.5 

 

（表３）福岡県内の販売電力量 

 

  

H26 年度（億 kWh） H22 年度（億 kWh） 差（億 kWh） 
（H26-H22） 

H22 

同期比（%） 12月 1 月 2 月 3 月 計 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

電灯（一般家庭等） 9.1 13.9 11.3 10.4 44.7 9.7 14.3 12.8 10.3 47.1 ▲2.4 ▲5.1 

業務･産業用小口等 8.4 9.7 9.3 8.8 36.2 9.0 10.3 10.7 9.4 39.5 ▲3.3 ▲8.3 

大口 7.0 6.7 6.5 7.1 27.3 7.4 7.2 6.7 7.2 28.4 ▲1.1 ▲3.9 

計 24.5 30.3 27.1 26.3 108.2 26.2 31.7 30.2 26.9 115.0 ▲6.8 ▲5.9 

                                   ※ 九州電力提供資料をもとに推計 

（図１）節電対策の効果〔電力需要と最高気温との相関（平日）〕 
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２ 県自らの率先した節電対策 

〔節電実績〕 

１２月～３月の電力使用量は、平成２２年度比１１％削減となった。（表４） 

（表４）平成２６年度冬（１２月から３月）の県機関における節電実績 

（平成２２年度比）  １２月 １月 ２月 ３月 １２月～３月合計 

知事部局(議会棟含む) ▲１４％ ▲２３％ ▲１６％ ▲１８％ ▲１８％ 

    
行政棟 ▲３０％ ▲３１％ ▲２６％ ▲２６％ ▲２９％ 

行政棟以外 ▲８％ ▲２０％ ▲１３％ ▲１６％ ▲１５％ 

教育庁 １％ ▲１９％ ▲９％ ▲７％ ▲９％ 

警察 ▲２％ ▲１５％ ▲８％ ▲９％ ▲９％ 

合計 ▲４％ ▲１９％ ▲１０％ ▲１１％ ▲１１％ 

 

＜参考＞県自らの取組み 

（１）主な省エネ・節電対策 

     ○ 空調管理の徹底 

      ・ 設定温度１８℃を徹底し、ブラインドを適切に調整 

     ○ エレベータの稼働台数の削減 

      ・ 利用頻度に応じてエレベータの稼働台数を削減 

     ○ 庁舎・施設内の照明の間引き 

      ・ 執務室の照明の間引き（室内照度を原則５００ルクスとする） 

     ○ 時間外勤務縮減の徹底 

・ 毎週水曜日の定時退庁日とは別に、毎週金曜日の「省エネ・ノー残業デー」

の取組みを継続 

     ○ 県有施設等における再生可能エネルギー導入、省エネ対策の早期実施 

      ・ 再生可能エネルギー導入、省エネ対策をできる限り早期に実施 

    

   （２）主なピークカット対策 

○ 電気ポット等の使用禁止 

 ・ １７時～２０時における電気ポット等の使用を停止 

○ コピー機、プリンターの使用台数の削減 

    ・ １７時～２０時におけるコピー機、プリンターの使用台数を削減 

 

（３） 追加のピークカット対策（電力需給ひっ迫警報発出時） 

○ 電気ポット等の使用禁止 

 ・ 警報発出時間帯において、電気ポット等の使用を停止 

○ コピー機、プリンターの使用台数の削減 

    ・ 警報発出時間帯において、コピー機、プリンターの使用台数を削減 

     ○ 県有施設の業務実態に応じたピークカット対策の実施 

      ・ 計測機器等の使用時間の変更など、業務実態に応じた対策を実施 
     

       ※ 期間を通じて、需給ひっ迫警報が発出されなかったため、 

追加のピークカット対策は実施していない。 
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３ 事業者における節電対策への支援 

取組み内容 実 績 

①①①①セミナー等の開催セミナー等の開催セミナー等の開催セミナー等の開催 

    ・セミナーの開催により、効果の高い省エネ・節電対策等

の情報提供を行う 

 

 ・省エネ省エネ省エネ省エネ講座（業務部門編）講座（業務部門編）講座（業務部門編）講座（業務部門編） 

＜環境保全課＞ 

〔〔〔〔開催回数開催回数開催回数開催回数〕〕〕〕        ３回３回３回３回 

〔参加者数〕１８８名〔参加者数〕１８８名〔参加者数〕１８８名〔参加者数〕１８８名 

・省エネ講座（産業部門編）・省エネ講座（産業部門編）・省エネ講座（産業部門編）・省エネ講座（産業部門編） 

 ＜環境保全課＞ 

〔開催回数〕〔開催回数〕〔開催回数〕〔開催回数〕        ３回３回３回３回 

〔参加者数〕１８５名〔参加者数〕１８５名〔参加者数〕１８５名〔参加者数〕１８５名 

・省エネ・節電現場講習・省エネ・節電現場講習・省エネ・節電現場講習・省エネ・節電現場講習 

＜環境保全課＞ 

〔開催回数〕〔開催回数〕〔開催回数〕〔開催回数〕        ４回４回４回４回 

〔参加者数〕〔参加者数〕〔参加者数〕〔参加者数〕    ８３名８３名８３名８３名 

・省エネ・節電事例発表の開催・省エネ・節電事例発表の開催・省エネ・節電事例発表の開催・省エネ・節電事例発表の開催 

＜環境保全課＞ 

〔開催回数〕〔開催回数〕〔開催回数〕〔開催回数〕        １回１回１回１回 

〔参加者数〕２１６名〔参加者数〕２１６名〔参加者数〕２１６名〔参加者数〕２１６名 

・コージェネレーション導入セミナーの開催・コージェネレーション導入セミナーの開催・コージェネレーション導入セミナーの開催・コージェネレーション導入セミナーの開催 

＜エネルギー政策室＞ 

〔開催回数〕〔開催回数〕〔開催回数〕〔開催回数〕        ２回２回２回２回 

〔参加者数〕１１０名〔参加者数〕１１０名〔参加者数〕１１０名〔参加者数〕１１０名 

②②②②相談相談相談相談対応対応対応対応及び専門家派遣及び専門家派遣及び専門家派遣及び専門家派遣  

 ・中小企業振興センター、福岡県中小企業団体中央会で

県内事業者からの相談に対応＜中小企業振興課＞ 

〔相談件数〕〔相談件数〕〔相談件数〕〔相談件数〕        ３件３件３件３件 

〔派遣件数〕〔派遣件数〕〔派遣件数〕〔派遣件数〕        １件１件１件１件 

・九州環境管理協会で、節電に関する専門的な相談に対

応＜環境保全課＞ 
〔相談件数〕〔相談件数〕〔相談件数〕〔相談件数〕    ７８件７８件７８件７８件 

・九州環境管理協会で、事業者の求めに応じ、省エネの

専門家を派遣し、アドバイスを行う＜環境保全課＞ 

〔相談件数〔相談件数〔相談件数〔相談件数〕〕〕〕    ３８件３８件３８件３８件 

〔派遣件数〕〔派遣件数〕〔派遣件数〕〔派遣件数〕    ３８件３８件３８件３８件 

 

４ 県民（家庭）における節電対策への支援 

取組み内容 実 績 

①①①①｢ふくおか省エネ・節電県民運動｣｢ふくおか省エネ・節電県民運動｣｢ふくおか省エネ・節電県民運動｣｢ふくおか省エネ・節電県民運動｣の実施の実施の実施の実施   

 ・ 多くの県民に、省エネルギー・節電に取り組んでも

らうため、「ふくおか省エネ・節電県民運動」を実施 

省エネ･節電宣言を行った県民を対象に、省エネ・節

電宣言証（携帯ストラップ）を進呈し、協賛企業で商

品の割引などの特典を付与 

１２～翌年２月の電気使用量が前年よりも削減で

きた方や契約種別毎の平均的な電気使用量を下回っ

た方に、抽選で九州エコライフポイントや協賛企業賞

を進呈＜環境保全課＞ 

〔宣言者数〕〔宣言者数〕〔宣言者数〕〔宣言者数〕 

８０，０２８０，０２８０，０２８０，０２２２２２名名名名 

〔協賛企業数〕〔協賛企業数〕〔協賛企業数〕〔協賛企業数〕     

３７３７３７３７企業企業企業企業 

②②②②県民からの相談への対応県民からの相談への対応県民からの相談への対応県民からの相談への対応  

 ・ 福岡県地球温暖化防止活動推進センターにおいて、

県民からの家庭における省エネルギー・節電相談に対

応（相談料：無料）＜環境保全課＞ 
〔〔〔〔相談件数相談件数相談件数相談件数〕〕〕〕     ８１８１８１８１件件件件 
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５ 県民･事業者への情報提供 

① 県広報媒体による広報 

広報媒体名 広報実績 

福岡県だより 

（全戸配布広報紙） 
１月号（１月１日発行）に記事を掲載 

広報テレビ番組 １２月２０日 ＦＢＳ「ふくおか新発見」（16:55～17:00） 

広報ラジオ番組 
１２月１８日、１月８日 

ＦＭ福岡「福岡県だより」（9:35～9:40） 

「福岡県庁」Twitter（ツイッター） 

１２月１日  ふくおか省エネ・節電県民運動 

１２月１１日 ふくおか省エネ・節電県民運動キャンペーン 

１月２２日 企業向け省エネ・節電現地見学会 

２月１８日 企業向け省エネ・節電セミナー 

県庁ホームページ 「節電・省エネルギーの情報サイト」を開設し、各種情報を提供 

ふくおかエコライフ 

応援サイト 
省エネ・節電に関する情報を提供 

県エネルギー総合情報 

ポータルサイト 

「ふくおかのエネルギー」 

省エネ・節電に関する情報を提供 

② 街頭キャンペーンの実施 

○ 節電要請期間の初日となる平成２６年１２月１日に「節電・省エネに関する街頭キャ

ンペーン」を実施。 

〔実施場所〕北九州市（ＪＲ小倉駅前）、福岡市（新天町） 

〔実施機関〕 福岡県、九州経済産業局、九州地方環境事務所、北九州市、福岡市、

福岡県地球温暖化防止活動推進センター、九州電力、 

北九州商工会議所 

〔実施内容〕 節電・省エネの呼びかけ（チラシ等の配布） 

 

 

 

 


