
仕 様 書 ２ 
Ⅰ 共通事項 

 １ 適用 

 この仕様書は、春日井市クリーンセンター余剰電力売却（バイオマス電力・非バイ

オマス電力）売却に適用する。 

 ２ 施設概要 

(1) 発電場所      愛知県春日井市神屋町 1番地２ 

(2) 対象施設名     春日井市クリーンセンター 

(3) 業種        官公庁 

(4) 用途        一般廃棄物処理施設（一般ごみ焼却施設） 

 ３ 仕様 

(1) 受給地点 

愛知県春日井市神屋町 1番地２ 

春日井市が施設したガス絶縁型受電設備と中部電力パワーグリット株式会社

が施設したケーブルヘッド導体引出棒との接続点とする。 

(2) 供給電圧、計量電圧、標準周波数、供給電気方式 

ア 供給電圧       70,000 V（標準電圧） 

イ 計量電圧       70,000 V（標準電圧） 

ウ 標準周波数      60 Hz 

エ 供給電気方式     交流３相３線式（常用、予備線の 2回線） 

(3) 契約電力、発電設備 

ア 契約電力（需要電力） 2,600 kW 

イ 発電設備       蒸気タービン発電機    7,000 kW 

 ４ 認定発電設備の区分等  

本設備は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置

法（平成 23 年法律第 108 号）第６条に規定される認定発電設備である。  

(1) 設備名称 クリーンセンター発電所  

(2) 設備 ID  R000015D23  

(3) 発電事業者名 春日井市  

(4) 設備の区分 バイオマス発電設備 

（一般廃棄物・木質バイオマス以外のバイオマス燃料）  

(5) 認定日 平成 25 年２月 18 日  

(6) 調達期間 123 月  

(7) 調達価格 17.00 円／kWh（消費税及び地方消費税を含まない。） 



 

 ５ 検針日及び計量 

電力量計の検針は毎月末日の 24 時とする。検針は中部電力ミライズ株式会社が

設置した計量器および自動検針により行う。中部電力ミライズ株式会社より入手

した需給電力（記録）量を基に電力量を算定する。 

 ６ 既設電力量等の検針 

(1) 計量器        精密電力量計 複合計器（時間帯別・精密級） 

(2) 自動検針装置     有り 

(3) 電力会社の検針方法  遠隔自動検針 

 ７ 電力量の算定期間 

  電力量の算定は、毎月１日０時から当該月の末日 24 時までの期間とする。 

 

Ⅱ バイオマス電力に関する事項 

１ 固定価格買取制度による認定期間 

平成 25 年２月 18 日～令和５年５月 17 日まで （123 月） 

２ バイオマス比率の算定 

  バイオマス比率は、毎月、春日井市がごみの組成分析を行い算定し通知する。 

 

Ⅲ 非バイオマス電力に関する事項 

  非バイオマス電力における単価の区分は、夏季昼間、その他季昼間、休日等・

夜間の３種類とする。季節等の区分は以下のとおり。 

１ 季節等 

夏季 7 月 1 日～9月 30 日まで 

その他季 夏季以外の期間 

休日等 

・日曜日 

・「国民の休日に関する法律｣に規定する休日 

・1 月 2，3日、4月 30 日、5月 1，2日、12 月 30，31 日 

２ 時間等 

昼間 
夏季(休日等除く)の 8時～22 時まで 

その他季(休日等除く)の 8時～22 時まで 

夜間 昼間以外の時間(休日等の 0時～24 時含む) 

 

 



Ⅳ 予定最大送電電力及び予定売却電力量 

１ 予定最大送電電力 5,000 kW 

２ 売却電力量 

(1) 令和３年度予定売却電力量                   別紙 資料１ 

(2) 月別売却電力量実績（平成 29 年度～令和２年 11 月）       別紙 資料２ 

(3) クリーンセンター運転計画・実績（平成 30 年度～令和３年度）別紙 資料３ 

(4) 月間送受電電力量実績（平成 29 年度～令和２年 11 月）     別紙 資料４ 

 

Ⅴ 特記事項 

１  本契約で売却する非バイオマス電力は「電気事業者による再生可能エネルギー

電気の調達に関する特別措置法」に基づき売却するバイオマス電力を除いた電力

であり、非バイオマス電力量は送配電事業者から通知される。 

２ 予定売却電力量は、運転計画の変更、修繕・改修、焼却炉等及び発電設備の運

転状態もしくは故障等により変動する場合があるが、春日井市はその予定売却電

力量に拘束されるものではなく、何らの義務を負うものではないものとする。 

３  料金の算定に新たに必要とする計量器及び通信装置の設置に要する費用は、全

て買受者の負担にて設置するものとする。接続供給検討及び連系工事（負担金）

については平成 28 年１月 19 日にて実施済みであるが、新たに連系変更等により

生じる費用については買受者の負担とする。 

また、一般送配電事業者の設置する既設設備で余剰電力売却に必要な改造工事

等が必要な場合の費用は買受者の負担とする。 

４ 接続供給検討及び連系工事については平成28年１月19日にて実施済みである。 

 ５ 仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄する一般送

配電事業者の定めに準じるものとし、春日井市と契約者の協議により定めるもの

とする。 

６ 余剰電力の売却に関し、発電設備の解列、発雷に伴う系統との分離等、また、

送受電の変動についての連絡は春日井市からは行わない。 

７ 系統安定のための出力調整については可能な範囲で誠意をもって対応する。 

８  計量設備（一般送配電事業者の設備であって、売電に使用する変成器および計

器を言う）は契約期間中の検定満了に伴う検定及び取替予定は無いが、不具合や

故障等で負担金が発生した場合は、売払者と買受者で協議し、その負担を決定す

る。 

 

 



９ 当該発電設備は、買受者が構成するバランシンググループに加入する。 

当市は、余剰電力送電計画（年間計画、月間計画および週間計画）を買受者  

に提供するものとする。原則として、週間計画は、事前に２週間分の余剰電力量

の予定を提供する。バランシンググループの加入やインバランスに伴う費用は、

買受者の負担とする。 

10 非化石電源に係る認定等について 

(1) 本契約で売却する非バイオマス電力は非化石電源として事業者登録済みで

ある。 

  (2) 非化石電源として使用する場合の手続きについては買受者が実施すること。 

  (3) 非化石電源として使用する場合の費用については、全て買受者の負担とする。 

11 売却電力の供給 

(1) バイオマス電力関係 

  ア 固定価格買取期間中の取扱い 

    クリーンセンター余剰電力のうち、電気事業者による再生可能エネルギー

電気の調達に関する特別措置法（平成23年法律第108号）に基づく固定価格

買取制度による買取期間中（平成25年２月18日から令和５年５月17日）のバ

イオマス電力（ＦＩＴ電力）については、発電事業者である春日井市と小売

電気事業者との合意に基づき、小売電気事業者が中部電力パワーグリッド株

式会社との「再生可能エネルギー特定卸供給契約」により調達し、対象の公

共施設へ供給すること。また、供給する電力には、トラッキング付非化石証

書（春日井市クリーンセンター由来）を付与すること。 

イ 固定価格買取期間満了後の取扱い 

固定価格買取制度による買取期間満了後のバイオマス電力（非ＦＩＴ電

力）については、発電事業者である春日井市と小売電気事業者による相対契

約に基づき、小売電気事業者が環境価値（非ＦＩＴ非化石証書）を含めて調

達し、クリーンセンター由来の環境価値とともに対象の公共施設へ供給する

こと。 

(2) 非バイオマス電力関係 

令和３年４月１日から令和４年３月31日まで他契約により売却している非

バイオマス電力（非ＦＩＴ電力）については、当該契約期間満了後から、春日

井市と小売電気事業者による相対契約に基づき、春日井市クリーンセンター由

来の環境価値とともに対象の公共施設へ供給すること。 



(3) 運転計画等 

クリーンセンター余剰電力の売却は、運転計画の変更、焼却炉及び発電設備

の運転状態や故障等による変動、設備の修繕や大規模改修等により、一定期間

停止する場合がある。この停止期間においても、対象の公共施設に電力を安定

的に供給すること。 

※別表「バイオマス電力及び非バイオマス電力売却及び購入等予定表」参照 

(4)余剰する売却電力の取扱い 

対象の公共施設に電力を供給してもなお余剰する売却電力は、買受者の需要

として取り扱うこと。この場合の非化石電源は、他に売却しても差し支えない。 

12 プロポーザル時の見積において、非バイオマス電力（非ＦＩＴ電力）の余剰売

却電力の料金算定は、売却電力量に単価と消費税率を乗じた金額とする。（少数

点以下第２位以下を四捨五入とする） 

 


