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「おかやま水力電気活用プラン」募集要項 

 
 
 岡山県と中国電力株式会社（以下「中国電力」という。）は，岡山県企業局（以下「県

企業局」という。）が保有する水力発電所を活用した「おかやま水力電気活用プラン」を

創設し，２０２０年７月より，県内企業等を対象に電力供給を実施することとしました。 
 「おかやま水力電気活用プラン」は，「おかやまＣＯ２フリー電気」と「おかやま地域

応援電気」の２種類の料金メニューにより構成します。 

ついては，「おかやま水力電気活用プラン」の適用を希望される企業等は，この募集要

項（以下「要項」という。）に基づき，申請書類をご提出ください。 

 

１ 目的 

 (１) おかやまＣＯ２フリー電気 

ＣＯ２排出量の削減等，環境意識の高い岡山県内の企業等に対して，県企業局が所

有・運営する県内水力発電所で発電された電力のみを供給することで，電気のご使

用に係るＣＯ２排出係数をゼロとし，適用企業等の環境経営を後押しします。 

価格は，中国電力の一般的な料金メニューに一定額を加算し，お支払いいただい

た料金の一部を，岡山県が実施する環境保全事業に利用することで地域に貢献しま

す。 

(２) おかやま地域応援電気 

   「平成３０年７月豪雨」等によって被災された岡山県内の企業等および岡山県に

新規立地する企業等に対して，中国電力の一般的な料金メニューから減額した価格

で電力の供給を行います。これにより，適用企業等の復興を後押しするとともに，

岡山県の経済活動の活性化を目指します。 

 

２ 用語の定義 

  要項において，次に掲げる用語の意味は，それぞれ次に規定するとおりとします。 

 (１) 企業等 

   法人その他の団体および個人事業主をいいます。ただし国，独立行政法人等，地

方公共団体，地方独立行政法人等を除きます。 

 (２) 申請者 

   「おかやま水力電気活用プラン」の適用を希望し，要項に基づいて申請する企業

等をいいます。 

 (３) 適用企業等 

   「おかやま水力電気活用プラン」の適用を受ける企業等をいいます。 

 (４) 供給対象箇所 

   「おかやま水力電気活用プラン」による電力の供給を希望する箇所であって，中

国電力と電気の需給契約を締結している，または締結予定の需要場所をいいます。 



 (５) おかやまＣＯ２フリー電気 

   県企業局の水力発電所で発電された電力のみを供給することにより，電気のご使

用に係るＣＯ２排出係数をゼロとすることができる料金メニューをいいます。 

価格は，中国電力の一般的な料金メニューに一定額を加算します。なお，水力発

電所で発電された電力のみを供給するため，火力発電に使う燃料価格の変動を料金

に反映させる燃料費調整は行いません。 

 (６) おかやま地域応援電気 

   中国電力の一般的な料金メニューから減額した料金メニューをいいます。 

なお，要項８（留意事項（３）ＣＯ２排出係数の扱い等）に記載のとおり，供給す

る電力は，岡山県内の水力発電所に限定されるものではありません。 

 

３ 供給上限量 

「おかやま水力電気活用プラン」の総供給上限量は，県企業局の水力発電所の発電

量約２億１千万キロワット時／年とします。 

そのうち，おかやまＣＯ２フリー電気は約４千万キロワット時／年，おかやま地域応

援電気は約１億７千万キロワット時／年を供給上限量とします。 

 

４ 需給契約の要件 

  「おかやま水力電気活用プラン」の適用を希望される場合は，次の要件を満たして

いただきます。なお，供給対象箇所に適用する料金メニューは，「おかやまＣＯ２フリ

ー電気」，「おかやま地域応援電気」のいずれか一方とします。 

 (１) 申請者は，岡山県内に事業所を置く，または置こうとする企業等であること。 

(２) 供給対象箇所は，岡山県内に立地していること。 

(３) 申請者は，供給対象箇所において，中国電力から電力の全量の供給を受けてい

ること。（これから電力の供給を受ける場合は，中国電力から電力の全量の供給を

受ける予定であること。） 

(４) 供給対象箇所は，供給電圧が高圧（６，０００ボルト）であり，契約電力が   

原則として２，０００キロワット未満であること。 

 (５) 申請者は次のいずれにも該当しないこと。 

  イ 直近１事業年度の法人税，消費税および県税に係る徴収金を滞納している者 

  ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号および同条第６号の規定による暴力団または暴力団員が経営する企業

もしくは実質的に経営を支配する企業またはこれに準ずる者 

(６) 毎月の料金算定期間を１日から月末日までとすることに同意いただくこと。 

 (７) 「おかやま地域応援電気」については，申請者は，次のいずれかに該当するこ

と。 

イ 「平成 30 年７月豪雨」災害およびそれ以降の災害でり災証明を取得している

企業等であること。 



ロ 岡山県中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業による補助金の交付を受

けている企業等であること。 

ハ 新規立地等により，申込日から過去３年以内に，別紙１「『おかやま地域応援

電気』の新規立地等対象補助金一覧」の補助金の交付を受けている企業等である

こと。 

 

５ 適用条件 

 (１) 料金 

   中国電力の電気契約要綱（以下「契約要綱」という。）および標準料金表（以下「料

金表」という。）に基づき締結している，または新たに締結する電気需給契約（以下

「需給契約」という。）によるものとし，基本料金，電力量料金および再生可能エネ

ルギー発電促進賦課金の合計といたします。なお，電力量料金はイまたはロによる

ものとします。 

イ おかやまＣＯ２フリー電気 

電力量料金は，その１月の使用電力量によって算定し，次の料金を加算するもの

といたします。 

なお，年度ごとに加算する料金を変更することがあります。 

１キロワット時につき １円００銭 

ロ おかやま地域応援電気 

電力量料金は，その１月の使用電力量によって算定し，別紙２「『おかやま地域

応援電気』電力量料金」のとおりといたします。 

また，電力量料金は，料金表別表１（燃料費調整）（１）イによって算定された

平均燃料価格が 26,000円を下回る場合は，料金表別表１（燃料費調整）（１）ニに

よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，料金表別表１（燃料費調整）

（１）イによって算定された平均燃料価格が 26,000 円を上回る場合は，料金表別

表１（燃料費調整）（１）ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといた

します。 

なお，料金表に定める電力量料金が変更された場合は，変更後の料金表に記載す

る電力量料金に基づいて，別紙２「『おかやま地域応援電気』電力量料金」を変更

いたします。 

(２) 契約期間 

  イ おかやまＣＯ２フリー電気 

    需給契約が成立した日から，料金適用開始日が属する年度の末日までとします。 

    契約期間満了に先だって，お客さまと中国電力の双方が，需給契約の廃止また

は変更について申入れを行なわない場合は，需給契約は，契約期間満了後も２０

２４年３月３１日まで１年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 

    なお，適用開始日は，原則として計量日といたします。 

ロ おかやま地域応援電気 



   需給契約が成立した日から，２０２４年３月３１日もしくは料金適用開始日よ

り２年が経過した年度の末日のいずれか先に到達する日までとします。 

    なお，適用開始日は，原則として計量日といたします。 

 (３) 契約種別 

   契約要綱に定める「業務用電力」「業務用ＴＯＵ」「高圧電力」「高圧ＴＯＵ」のい

ずれかとします。 

なお，契約種別が前記以外のとき，需給契約に付帯する契約に加入しているとき

等は，「おかやま水力電気活用プラン」の適用を受けることができない場合がありま

す。 

 (４) 中途解約 

   適用企業等は，県企業局または中国電力が天災その他の事由により「おかやま水

力電気活用プラン」による電力の供給が困難となった場合を除き，原則として中途

解約できないものとします。 

適用企業等のやむを得ない事由により中途解約するときは，「おかやま地域応援電

気」の料金適用開始日から需給契約の消滅日の前日までの期間（以下「精算対象期

間」という。）について，標準料金表を適用して算定される料金と既に申し受けた精

算対象期間の料金に相当する料金との差額を申し受けます。ただし，「おかやまＣＯ

２フリー電気」における加算料金に相当する金額の精算は行いません。 

   なお，契約要綱５２（需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金お

よび工事費の精算）に基づく精算を実施した場合は，本項は適用しません。 

 

６ 申請手続 

  申請手続は，次のとおりとします。なお，この申請は，需給契約の変更の申込みを

兼ねるものとします。 

 (１) 申請方法 

   別紙３「お問い合わせ先一覧」に記載の中国電力の担当セールスセンターへお問

い合わせください。申請書類をご案内します。  

 (２) 申請期間 

   先着順に随時受付しますが，供給上限量に達した場合，もしくは２０２３年３月

３１日をもって受付を終了します。 

(３) 提出先 

中国電力の担当セールスセンターに申込書類をご提出ください。 

 

７ 審査等 

(１) 審査の流れ 

中国電力は，申請書類の受付後，要項４（需給契約の要件）の合致について申請

書類の確認を行い，「おかやま水力電気活用プラン」の適用可否を決定します。 

なお，受付時に供給上限量を超過していた場合，要項４（需給契約の要件）を満



たしても適用できない場合があります。 

(２) 適用可否の通知等 

申請書類の受付後，原則として，１か月以内に適用可否を決定し，申請者へ通知

します。 

通知後は，中国電力と電気需給契約書を締結していただきます。 

 

８ 留意事項 

(１) 申請書類の取扱い 

イ 情報の利用 

申請書類に記載された情報については，県企業局と中国電力で共有します。 

県企業局と中国電力は，「おかやま水力電気活用プラン」の供給に必要な情報を

利用することができるものとし，審査の必要があるときは，申請書類に記載され

た情報について，岡山県の関係機関に照会できるものとします。 

ロ 申請書類の返却 

提出された申請書類は，返却しません。 

(２) 虚偽申請等による適用の解除等 

申請書類に虚偽の記載，申請に不正の行為等があったときは，「おかやま水力電

気活用プラン」の適用を解除します。 

また，適用が解除された企業等は，要項５（適用内容(４)中途解約）に準じた精

算を実施します。 

(３) ＣＯ２排出係数の扱い等 

イ おかやまＣＯ２フリー電気 

県企業局の水力発電所で発電された電力のみで供給するため，「地球温暖化対策

の推進に関する法律」に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」の報

告に用いるＣＯ２排出係数はゼロとなります。 

なお，発電所の故障等により，県企業局の水力発電所から供給できない場合は，

岡山県内に立地する中国電力の水力発電所から供給します。 

ロ おかやま地域応援電気 

県企業局の水力発電所で発電された電力は，中国電力の電力供給に活用しますが，

「おかやま地域応援電気」は，中国電力が保有・調達する電源全体から供給するも

のであり，県企業局の水力発電所で発電された電力に電源を限定するものではあり

ません。 

なお，「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく「温室効果ガス排出量算

定・報告・公表制度」の報告に用いるＣＯ２排出係数は，国が公表する中国電力の

値のうち，一般的な料金メニューに加入する他のお客さまと同様の値となります。 

(４) 適用企業等に対する調査 

県企業局と中国電力は，「おかやま水力電気活用プラン」の適用が，適用企業等に

よる岡山県の経済活性化や環境経営の推進に貢献することを目的としています。 



ついては，県企業局と中国電力は，適用企業等に対して，上記目的の更なる推進

のために，申請書類に基づき各種調査を実施することがありますので，その際はご

協力をお願いします。 

(５) 要項の変更 

   県企業局と中国電力は，この要項を変更することがあります。この場合の契約条

件は，変更後の要項によるものとし，この要項の変更について，県企業局および中

国電力のホームページ上でのお知らせ等，適切な方法により適用企業等にお知らせ

します。  

(６) その他 

イ 電気需給契約書および本要項に定めのない事項については，契約要綱および料

金表の定めるところによるものとします。 

ロ 料金には，消費税等相当額（消費税法の規定により課される消費税および地方

税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。）を含みます 

ハ 「おかやまＣＯ２フリー電気」の適用を受けるお客さまには，本メニューに係る

認証書を交付します。 

 

９ お問い合わせ先 

 ＜電気のご契約内容に関するお問い合わせ先＞ 

別紙３「お問い合わせ先一覧」に記載の中国電力の担当セールスセンター 

 

＜電気のご契約以外の内容に関するお問い合わせ先＞ 

〒703-8278 岡山県岡山市中区古京町 1-7-36 

岡山県企業局 経営推進室 

電 話：０８６－２２６－７５４４ 

ＦＡＸ：０８６－２２３－２５８４ 

 

 



別紙１ 
「おかやま地域応援電気」の新規立地等対象補助金一覧 

 
 
 「おかやま地域応援電気」の申込みにあたり，新規立地等により申込みを行う場合は，次の表に定める岡山

県の補助金の交付を受けていることが要件となります。 
 

補助金の名称 備考 

岡山県大型投資・拠点化促進補助金 すべての区分が対象となります 

新企業立地促進補助金 すべての区分が対象となります 

新物流施設誘致促進補助金  

本社機能移転促進補助金 
本社機能移転に係る社宅借上げ支援補助金 

 

支店等新規開設促進補助金  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 

「おかやま地域応援電気」電力量料金 

 

「おかやま地域応援電気」の電力量料金は，１キロワット時につき，次のとおりとします。  

 

１．業務用電力 

 夏季料金 その他季料金 

標準料金表 １４円３４銭 １３円１１銭 

おかやま地域応援電気 １３円６３銭 １２円４５銭 

 

２．業務用ＴＯＵ 

 ピーク時間料金 
昼間時間料金 

（夏季） 

昼間時間料金 

（その他季） 
夜間時間料金 

標準料金表 １９円０５銭 １５円８４銭 １５円０２銭 ９円８７銭 

おかやま地域応援電気 １８円１０銭 １５円０５銭 １４円２７銭 ９円３７銭 

 

３．高圧電力Ａ（契約電力５００キロワット未満） 

 夏季料金 その他季料金 

標準料金表 １４円９１銭 １３円６３銭 

おかやま地域応援電気 １４円１６銭 １２円９５銭 

 

４．高圧電力Ｂ（契約電力５００キロワット以上） 

 夏季料金 その他季料金 

標準料金表 １２円７５銭 １１円６６銭 

おかやま地域応援電気 １２円１１銭 １１円０８銭 

 

５．高圧ＴＯＵＡ（契約電力５００キロワット未満） 

 ピーク時間料金 
昼間時間料金 

（夏季） 

昼間時間料金 

（その他季） 
夜間時間料金 

標準料金表 ２１円００銭 １７円４６銭 １６円２８銭 ９円８７銭 

おかやま地域応援電気 １９円９５銭 １６円５９銭 １５円４７銭 ９円３７銭 

 

６．高圧ＴＯＵＢ（契約電力５００キロワット以上） 

 ピーク時間料金 
昼間時間料金 

（夏季） 

昼間時間料金 

（その他季） 
夜間時間料金 

標準料金表 １６円８６銭 １４円０３銭 １２円９３銭 ９円８７銭 

おかやま地域応援電気 １６円０２銭 １３円３２銭 １２円２８銭 ９円３７銭 



別紙３ 

お問い合わせ先一覧 

 

 

 

 

 

 

供給箇所の立地する住所 担当のセールスセンター 住所 お問い合わせ先 

岡山市，久米南町，玉野市 岡山統括セールスセンター 

〒700-8706 

岡山市北区内山下 1丁目 11番 1号 

うちさんげ電気ビル内 

０１２０－４１１－６６９ 

岡山市，備前市，瀬戸内市，赤磐

市，和気町，久米南町，美作市 
岡山東セールスセンター 

〒704-8191 

岡山市東区西大寺中野 422番地の 3 

中国電力株式会社岡山東営業所内 

０１２０－４１５－３２２ 

津山市，鏡野町，赤磐市，美作市，

真庭市，美咲町，久米南町，西粟

倉村，勝央町，奈義村，新庄村，

和気町，岡山市 

津山セールスセンター 

〒708-0002 

津山市上河原 208-3番地 

中国電力株式会社津山営業所内 

０１２０－４１０－２５４ 

倉敷市，総社市，都窪郡早島町，

岡山市，加賀郡吉備中央町，笠岡

市，井原市，浅口市，矢掛町，里

庄町，高梁市 

倉敷セールスセンター 

〒710-0016 

倉敷市中庄 2293番地の 2 

中国電力株式会社倉敷営業所内 

０１２０－４１２－７１７ 

高梁市，新見市，総社市，井原市，

真庭市，加賀郡吉備中央町 
高梁セールスセンター 

〒716-0061 

高梁市落合町阿部 1723番地の 5 

中国電力株式会社高梁営業所内 

０１２０－４１３－８２３ 

 

○ 電気の供給箇所の立地する住所のフリーダイヤルにお電話いただくと，中国電力のカスタマーセンターにつながります。 

○ カスタマーセンターの受付時間は，平日９時から２０時です。 

注．下表において，同一市町村で複数のフリーダイヤルが記載されている場合，いずれのフリーダイヤルにおかけいただいても，

カスタマーセンターで対応します。 


