夏期の節電啓発について
平成２４ 年６月 ２２ 日
電力需給に関する検討会合
エネルギ ー・環 境会 議
Ⅰ

啓発活動に当たって の基 本的 考え 方
今夏 に見 込ま れる 厳し い電 力需 給状 況に 対し ては 、大 口需 要家、 小口 需要 家、

家庭と いっ た各 需要 家の 最大 限の 理解 と協 力を 得る こと が不 可欠で あり 、下 記の
点に留意して 啓発 活動 を行 って いく こと とす る。
（節電の普及啓発）
各需要 家の 理解 と協 力を 得て 、社 会全 体と して 効果 的な ピー クカッ トを 行う た
め、節 電に 関す る正 しい 知識 （必 要性 ・目 標・ 期間 ・時 間・ 内容等 ）と 理解 の普
及啓発に努め る。
（分かりやすい説明 とフ ィー ドバ ック ）
需要家 の積 極的 な取 り組 みを 促す よう 、個 々の 節電 取組 とそ の効果 を分 かり や
すく提 示す ると とも に、 節電 取組 の成 果を 目に 見え る形 で示 すこと によ り動 機付
けを図るよう 努め る。
（経済・社会活動や 健康 への 配慮 ）
需要家 が一 定の 負担 を等 しく 分担 しつ つ節 電に 取り 組む こと が求め られ る一 方 、
経済活 動、 社会 活動 への 負の 影響 を可 能な 限り 抑え るよ う配 慮する こと が重 要で
あり、節電啓 発活 動に 当た って は、 かか る観 点に 十分 に留 意する 。
また、 行き 過ぎ た節 電は 、熱 中症 等の 健康 被害 を生 じる おそ れもあ るた め、 節
電啓発活動に 当た って は健 康へ の配 慮等 につ いて も十 分周 知する 。
（一過性に終わらせ ず継 続的 な省 エネ 活 動へ ）
今回 の節 電啓 発活 動は 、夏 期の 電力 需給 状況 の改 善が 一義 的な目 的で ある が、
単に短 期的 な取 組と して 終わ らせ るの では なく 、経 済性 の向 上等に も寄 与す る形
での省 エネ の継 続的 な実 施を 通じ て、 我が 国の 長期 的な エネ ルギー 需給 構造 の強
化につなげる もの とす る。
（自治体との連携）
需要 家に 対す る節 電関 連情 報の 提供 にお いて は、 自治 体と の連携 を図 り、 効果
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的な啓発活動 を推 進す る。
Ⅱ

具体的啓発アクショ ン
下記 取組 を中 心と した 各種 の節 電啓 発対 策を 政府 とし て強 力に進 めて いく こと

とする。
①節電広報
○

新 聞、イン ター ネッ トな ど様 々な 媒体 を通じ て 、節 電の 必要性 や取 組に
ついて広く需 要家 に対 する 呼び かけ を行 う。

○

そ の際 、共 通ロ ゴや 基本 メッ セー ジを 準備す ると とも に 、どの よう な取
組がど の程 度の 節電 につ なが るか、を示 した 分か りや すい 節電 対策 メニ ュ
ーなど 、広 報に 当た って の共 通コ ンテン ツを 準備 し、国民 への 情報 提供 を
行う。

○

国 民向 けの 節電 関係 情報の 総覧 的な 発信 の場 とな るポ ータ ルサ イト「 節
電.go.jp」を 運営 する 。ま た節 電ア プリ の配 布を 行う 。

○

節 電広 報の 際に は、あわ せて 、行 き過 ぎた 節電 が熱 中症 発生 のリ スク を
高める こと や、適 切な 室温 管理 や水 分補 給な どの 予防 方法 等に ついて 情報
提供を行う。

②電力需給の見える 化や 需給 予想
○

電力 需給 状況 のリ アル タイ ムの「見 える 化」につ いて 即時 性を より 一層
高めること等 を通 じ、 国民 各層 の節 電に 向け た動 機付 けの 徹底を 図る 。

○

こ のた め、 電力 需給 状況 や電 力需 要予 想に つい て、 各電力 会社 から 情報
発信を 行い 、また 、政府 は「 節電.go.jp」を 始め 関係 府省 のホ ームペ ージ
等で情 報提 供を 行う 。さら に 、テレ ビ放 送 、公 共交 通機 関の 画面 表示 、携
帯電話、民間 WEB サイ ト等 の民 間事 業者 等に よる これ らの 情報 の幅広 い提
供に電力会社 は積 極的 に協 力す るこ とと し、 政府 はこ れを 促す。

③節電・省エネ教育
○

全 国の 小学 校に 節電・省 エネ の専 門家 であ る「省 エネ 家電 コン シェ ルジ
ュ」を派遣す る「 省エ ネ出 前授 業」 を実 施す る。

2

④節電・省エネ診断
○

工 場や オフ ィス ビル等 にお ける 無料 の節 電・省エ ネ診 断を 行う「無 料節
電診断」等を 実施 する 。

○

地 方自 治体 や公 的な 組織 、
民 間の 業界 団体 など が参 加費 無料 で開 催す る
節電・省エ ネに 関す る説 明会 に、節電・省エ ネの 専門 家を 無料 で派 遣す る
「無料講師派 遣」 を実 施す る。

⑤その他
○

ク ール ビス の徹 底に よ りオ フィ ス等 にお け る節 電を 図る とと もに 、 旅
行や外出の促 進を 進め るこ とに より 家庭 での 節電 を図 る。

Ⅲ

需給ひっ迫時の対応

（需給ひっ迫警報）
需要家 の節 電へ の協 力に も関 わら ず、 急激 な気 温変 化や 大型 発電所 の計 画外 停
止等に より 、電 力需 給が ひっ 迫す る可 能性 があ る場 合に は、 政府は 、予 めひ っ迫
が想定 され る特 定の 電力 会社 管内 に「 電力 需給 ひっ 迫警 報」 を発令 し、 報道 機関
や地方 公共 団体 等の 協力 を得 て、 緊急 節電 要請 を行 う。 併せ て、供 給面 にお いて
も、各 電力 会社 から 、ひ っ迫 する 電力 会社 に対 し、 最大 限の 電力融 通（ 東日 本・
中西日本間の 融通 を含 む） の実 施を 要請 する こと とす る。
全国各 地域 （電 力会 社管 内毎 ）に おい て、 緊急 時の 節電 のた めのネ ット ワー ク
（政府 機関（地 方経 済産 業局 等 ）
・地方 公共団 体・電力 会社・業 界団 体等 ）を 整備
する。 これ によ り需 給ひ っ迫 警報 発令 時等 にお いて 機動 的な 節電対 応を 行う とと
もに、 他電 力会 社管 内の ひっ 迫時 にお いて も一 層の 節電 を行 い、ひ っ迫 する 電力
会社管内への 融通 可能 量の 拡大 を目 指す 。
上記の 対応 を踏 まえ ても 、需 要の 見通 しが 一定 の水 準以 下と ならな い場 合、 計
画停電 の実 施を 回避 する ため の緊 急避 難的 な措 置と して 、民 間事業 者（ 電気 通信
事業者 等）の協 力の 下、
「緊 急速報 メー ル」等を 特定 の電 力会 社管内 の携 帯電 話ユ
ーザーに一斉 に配 信し 、周 辺の 電気 機器 の使 用を 至急 停止 するこ とを 要請 する 。
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