国際ロータリー2017～18 年度会長 イアンＨ．Ｓ．ライズリー

第 2776 回例会 平成 29 年 12 月 15 日（金）
◇

点

鐘

成田

◇
◇

ロータリーソング
四つのテスト

◇

お客様紹介

温

会長

我等の生業
芦谷 源一 会員

共生建設株式会社
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一般社団法人 日本ガス協会
成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

角田 憲司 様
越川 和哉 様
滝澤

◇

実

政樹

様

様

ニコニコボックス
笠原

智

会員：

先日、イタリアへ新婚旅行に行ってまいりま

した。結婚したのは２年前なのですが、妻とやっと休みが合いま
して、フィレンツェ、ヴェネチア、ローマでそれぞれ２泊ずつし
てまいりました。事前に小寺会員や近藤会員から、
「イタリアはす
ごく良いところですよ」とお聞きしていましたとおり、すごくき
れいな街並みで、天気も良く、楽しんできました。ただ、毎日パ
スタと肉を食べていたせいで、妻が飽和状態になりまして、私はパスタなど食べてもいい
と思っているのですが、帰国後はずっと和食ばかりを食べています。ニコニコさせていた
だきます。
角田

憲司

元会員：

元会員の角田です。今日は機会がありま

して、このあとガスや電気の話をさせていただきますけれども、
それとは別に、１年半ぶりに例会に参加させていただき、昔から
の方々に加え、新しい方々も大変増えていらっしゃって、あらた
めて成田ロータリークラブはすごいなと感激している次第でござ
います。久々に皆様とお会いできましたのでニコニコさせていた
だきます。
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平山

秀樹

会員：

二点ニコニコさせていただきます。まず一

点目、成田年度が始まって副幹事を仰せつかっているにもかかわ
らず、しばらく丸テーブルで食事を始め、諸岡正徳会員や、小寺
会員にご注意を受けて席を移動する始末でした。皆様の友情のお
陰で、少しは自覚が高まったのか、本日は最初から副幹事席に座
れました。友情に感謝してニコニコします。二点目、卓上カレン
ダーです。例年のチャーリー古庄さんの写真による壁掛けカレンダーは皆様のご自宅にお
送りさせていただいております。本日みなさまのポストに入れていただいた卓上版は成田
コスモポリタン RC 会員の丸会員の写真で作りました。
表紙の写真は NAA から賞を取られた、
成田空港から見える富士山だそうです。
平野

省二

会員： 久しぶりでございます。先輩や同期生がい

っぱいいる中で、私もとうとう７７歳の喜寿を迎えました。先日、
香取さんに手配していただき、こちらの成田ビューホテルで子供
や孫たちに祝ってもらいました。「もうちょっとしっかりやるし
かないな」そんな感覚でおります。ありがとうございました。
角田 幸弘 会員： まず１つ目は、介護保険の審査員を１０年
続けたという事で成田市から表彰を受けました。もう１つは、先
日、うちの鉄道の会で、恒例の成田への還元事業として成田ゆめ
牧場にて下総みどり学園の４年生を対象に鉄道体験教室をやりま
した。
３７人を５つの班に分けての鉄道体験
①成田の鉄道の歴史

②エアロコ運転体験

③転てつ器操作体験

④古い客車の話

⑤サイクルトロッコで１周

全部の体験が終わって、２クラス３７人がゆめ牧場のトロッコ列車に乗ってパチリ！雨で
も元気です。
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◇

会長挨拶

成田

温

会長

成田コスモポリタンロータリークラブの越川様、滝澤様、よう
こそいらっしゃいました。そして角田 OB 会員、今日は卓話を楽
しみにしています。それから、見学者として根本さんが見えられ
ています。ぜひ入会の程、お願いしたいと思います。
今日の株価は１１月９日に付けた年初来高値の￥２３，３８２
からは下降気味でまた少し下がっているようです。
新幹線の台車に亀裂が入ったというニュースがありました。原因
はまだ不明ですが、大事故にならないで済んで良かったと思う次第でありますが、先日の
神戸製鋼のデータ改ざん問題や日産自動車、スバルの不正検査が発覚して問題になった事、
その後も三菱マテリアル子会社や、高い品質と独自の技術を持つ東レ子会社でも品質デー
タの改ざんが明らかになり、製造業や素材メーカーに対する不信の目が一段と厳しくなっ
ている時の今回の事故は何か流れが良くないと皆様も思っておいでだと思います。
今日は日本の品質に絡んでの海外のジョークが日経新聞に出ておりましたので紹介いた
します。
一昔前の海外のジョークだそうです。アメリカの自動車会社がある国と日本に部品を発注
しました。条件として「不良品は千個につき一個とする」とありました。ある国は「困難
です。期日に間に合いません。」と返答しました。日本は「不良品用の設計図をお送りく
ださい。」と返答いたしました。
海外から日本の製造業はこの様に見られていた様です。本当に最近の日本は大丈夫なのか
と思う次第であります。
ロータリアンとしては、四つのテストの最初に「真実かどうか」、ロータリーの目的の
第２番目の「職業上の高い倫理基準を保ち」、ロータリアンの行動規範の１番目にやはり
「個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準を持って行動する。」とありま
す。普段は何気なく目を通すだけですが、こういう時期に改めて読み直すと、自分自身も
反省する事が多々あるように思います。
１２月の行事としては、通常例会は本日の角田憲司 OB 会員の卓話で終了いたします。
そして２２日の夜間家族移動例会である忘年例会で今年の締めくくりとなります。多くの
会員や家族が参加してくれる様ですので、楽しく過ごしたいと思います。
以上で会長挨拶とさせていただきます。
◇ 表彰式
・米山功労者

第４回マルチプル

小寺

真澄

会員

第５回マルチプル

成田

温

会員
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◇

委員会報告

・成田環境ネットワーク
小宮山
今日は成田環境ネットワークから最終の案内でございます。

四郎

会員

１２月１９日（火）に空港周辺美化活動が実施されます。今回は
１３名の方にご協力をいただいております。９時１５分から出発
式が始まりますので、９時までに国際文化会館の駐車場に集合し
ていただくようにお願いいたします。当日は厳しい寒さも予想さ
れますので、風邪を引かないように防寒着を着用していただきた
いと思います。成田ロータリークラブの存在を
アピールするためにも、当日は当クラブのジャ
ンパーを着用していただきたいと思いますけれ
ども、かなり着込んだ中でジャンパーが着られ
るかどうか心配なんですけれども、さきほど成
田会長に相談しましたら「私は大丈夫」という
ことですので、参加される方は当クラブのジャ
ンパーを用意して参加していただきたいと思い
１２月１９日（火）、成田環境ネットワーク、空港周辺
道路美化活動が実施されました。当日参加され
た方々、寒い中お疲れ様でした。

ますのでよろしくお願いいたします。雨天の場
合には当日案内を申し上げます。

・会員増強・退会防止委員会

諸岡

正徳

委員長

会員増強・退会防止委員会からお知らせをさせていただきます。
来年の１月１９日（金）１８時から当成田ビューホテルにて、
入会３年未満の会員を対象としました退会防止のための食事会
を開催させていただきます。普段であれば、会長・幹事、皆様
がご出席されるのですが、今回は皆様の忌憚ない意見を聞きた
いという事で、上の方はご出席されません。一番上は所詮私で
ございますから、皆様ざっくばらんに皆様の普段のお聞きになりたいこと、要望などあり
ましたら、ぜひお集まりいただいてお話をいただければと思います。ただ、あまり要望事
項が多いようですと、私も成田会長にご報告しなければならないものですから、ほどほど
お手柔らかにお願いできればと思いますが、いずれにしましても１月１９日、入会３年未
満の会員の方、ぜひよろしくお願い致します。
・ロータリー財団委員会
諸岡市郎左衛門 リーダー
本日、堀口路加会員からポリオプラスに対しまして１０００米ド
ル（日本円にしまして１１２，０００円）のご寄付をいただきま
したのでご報告させていただきます。
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・クラブ管理運営委員会

角田

幸弘

委員長

路加

委員長

皆様ご存知の通り、来週は忘年家族例会が ANA クラウンプラザ
ホテルにて行われますけれども、その時にビンゴゲームを行い
ます。奥様方がお喜びになるような５０００円相当の賞品を１
人１点（中学生以下は不要）持ってきていただければと思いま
す。２２日、親睦委員会共々お待ちしておりますので、よろし
くお願い致します。
・諸岡ガバナー年度準備室委員会

堀口

本日、例会後に成田会長、石川元会長、神﨑年度および深堀年
度の会長・幹事さんと政策委員会の皆さんとで、第４回諸岡ガ
バナー年度準備室会議を開きますので、ご出席いただきたいと
思います。よろしくお願い致します。

◇

幹事報告

長原

正夫

幹事

【回覧】
・比国育英会バギオ基金より 2016 年度事業報告書と寄付のお
願い
・ハイライトよねやま

Vol.213

・ロータリー平和センターよりニュースレター第２号および
ロータリー平和フェローシッププログラムに関する資料
・茂原中央ロータリークラブより創立２５周年記念式典並びに
祝賀会のご案内
・二輪車同好会

初詣ツーリングのご案内

・ガバナー事務所及びガバナーエレクト事務所 年末年始休業日のご案内
・出欠表（海釣り、ゴルフコンペ、地区大会、忘年例会）
【連絡】
・成田ロータリークラブゴルフコンペ締切今日まで
・地区大会の締め切り 12/22 バスが出ますので申込よろしくお願いいたします。
・忘年例会 賞品はお１人様１点となりますので、ご夫妻で参加の場合は２点ご持参くだ
さい。中学生以下のお子様分はこちらで準備をしますので持参不要です。出席されるお
子様は出欠表に年齢の記入もお願いします。
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◇

卓話

電力・都市ガスの自由化について
（一社）日本ガス協会
角田

憲司

ただ今ご紹介いただきました日本ガス協会の角田です。成田
ロータリークラブには１年半位前までの４年半、旧千葉ガス時
代に在籍させていただきました。千葉ガスが親会社の東京ガス
に吸収されたことに伴い、現在は東京ガスから都市ガスの業界
団体である日本ガス協会に出向し、主に全国のガス会社の経営
支援を担当しております。
本日は、お世話になった成田ロータリークラブへのご恩返しも兼ねて、電力・都市ガス
の自由化についてお話しさせていただきます。
【小売全面自由化とは】
電気・都市ガスとも今般自由化されたのは家庭用を中心とした小売の分野であり、これ
で全ての小売分野が自由化されたので「小売全面自由化」と呼ばれています。一方、電力
や都市ガスを運ぶインフラ（送配電網、ガス導管網）には引き続き、国による規制がかけ
られています。
小売自由化とはどういうことかと申しますと、「１社の供給区域独占を認める代わりに
料金は規制する」という従来の公益事業規制の考え方を「小売の１社独占を廃止するとと
もに料金規制も原則廃止し、小売の新規参入を認める」に変えることです。
小売自由化で拡がるのは、図のとおり、「消費者の小売事業者選択の自由」と「新規小
売事業者の参入の自由」です。小売競争の活性化を通じて料金を最大限抑制し、需要家利
益の増進につなげるというのが小売自由化の狙いになります。
自由化で拡がるのは、「消費者の小売事業者選択の自由」と「新規小売事業者の参入の自由」
既存の電力・ガス会社以外の
事業者から消費者が購入先を選べること
同じことを指す

既存の電力・ガス会社以外の
小売事業者が新規参入できること

需要家選択肢の拡大
小売競争の活性化

料金の最大限の抑制

需要家利益
の増進

小売事業者の拡大

また、今般の自由化の背後には「電力と都市ガスの一体的な制度改革により総合エネル
ギー市場を創出する」という国の政策が存在しています。つまり、「東京電力や東京ガス
などの大手エネルギー企業は国内に閉じることなく、グローバル化して海外市場開拓・獲
得も目指しなさい」ということであり、電力・都市ガスの小売全面自由化はそのための手
段だったとも言えます。
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【自由化の進捗状況】
次に、家庭用自由化の進捗状況ですが、電力については８月時点で既存の電力会社から
新電力の自由料金へのスイッチが６．９％、既存の電力会社の規制料金から自由料金への
スイッチが４．９％、併せて新たに自由料金を選んだ消費者は１１．８％です。自由化が
進むというのは、広義には自由料金を選ぶ比率が増えることを意味します。
一方、都市ガスでスイッチが起きているのは、東京、大阪、東邦、西部という都市ガス
大手４社の市場と東京ガス周辺の中小都市ガス市場だけであり、全国的に進展しているわ
けではありません。最大市場である首都圏では、出川さんのＣＭで知名度を上げたニチガ
スは奮闘するものの、東京電力は出遅れております。
【電力・都市ガス小売は「おいしいビジネス」か】
さて、いわゆる新規参入者にとって、電力や都市ガス小売は「おいしいビジネス」なの
でしょうか。まず言えるのは、既存の電力・都市ガス会社にネットワーク使用料（託送料）
を支払わねばならないこともあり、「薄利な」ビジネスだということです。そのため、比
較的利益が確保しやすい「多使用需要家」をターゲットにするのが一般的です。また「と
ったり、とられたり」がずっと続くので「安定しない」ビジネスでもあります。さらには
「リスクを抱える」ビジネスであるとも言えます。たとえば電力の場合、参入時には高止
まりしていた既存電力会社の料金が、原発再稼働により下がる（＝発射台が下がる）リス
クがありますし、都市ガスの場合、参入する小売事業者にも消費機器保安の義務が課せら
れる「保安義務リスク」が存在します（電力には保安義務なし）。都市ガスに参入した電
力会社が保安のパートナーとしてＬＰガス事業者と組んでいるのはこのためです。
【消費者から見た電力・都市ガスの自由化】
最後は、消費者から見た電力・都市ガスの自由化についてです。家庭用電力のスイッチ
競争は、プロ野球のＦＡ（フリーエージェント）制度に似ています。全面自由化になり、
お客さまは自由に料金を選べるというＦＡ権を手に入れました。一方、球団にあたる既存
電力は優秀な選手を早くＦＡ宣言させて、若干お金を払ってでも囲い込みたいと動きます
し（ＦＡ残留）、新電力はいち早くＦＡ権を行使してもらって移し替えたいと動きます（Ｆ
Ａ移籍）。何百万件ある中から優秀な選手を見つけるのは大変ゆえ、携帯電話系やＬＰガ
ス系など様々なエージェントと組んで掘り起こしをしているのです。
ところで、仕事柄、消費者の方から「どう選んだらよいのか」とよく聞かれますが、私
のお奨めは、まず既存電力会社にウェブ会員登録し、自宅の電気の使用量を詳細に調べる
ことから始めてみることです。この詳細データを基にして「価格ドットコム」や「エネチ
ェンジ」といった比較サイトで分析してメリットのあるところを探し、「覚悟をもって」
申し込みます。「覚悟を持つ」にあたって覚悟の三原則があります。第１は、ウェブベー
スで検討ができること。ウェブを使えない人にはお勧めできません。第２は、選んだ以上、
自己管理・自己責任することで、チェックにはウェブが必要です。第３は、切り替え後も
適宜チェックすることで、特に子どもの独立など生活に変化があった時です。
さらに選択時のポイントがあります。「お得度ナンバーワンにこだわらないこと」、「自
分がここならば安心と思えるブランドを選ぶこと」、「セット割引や長期契約で縛られた
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いのならば中途解約時のリスクも覚悟すること」、「検針票を紙で受け取れるか、支払い
にコンビニが使えるかなどの利便性をチェックすること」などです。
最後に、今後の自由化を展望するにあたって、カギとなりそうなことを表にまとめてみ
ました。ご清聴ありがとうございました。

◇

点

鐘

成田

温

会長

出 席 表
会員数

出席義務者数

出席数

欠席数

出席率

前回補正

７４

７１

４８

２３

６７．６１％

７３．２３％

ＭＡＫＥ ＵＰ

ＣＡＲＤ
氏
小宮山 四郎 会員、眞々田

名
美智子 会員

月 日
ク ラ ブ 名
12 月 13 日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
第 2790 地区 RLI 推進委員会
12 月 16 日 第 3 回ＦＴブラッシュアップ研修
会

諸岡 靖彦、松田 泰長、神崎 誠、平山 秀樹
齊藤 三智夫 各会員

近藤 博貴、喜久川 登、成田 温、矢島 紀昭、神﨑 誠
なりた環境ネットワーク
佐久間 高直、吉田 稔、村嶋 隆美、香取 竜也
12 月 19 日
空港周辺道路美化活動
石橋 正二郎、谷 直知、永井 秀和、小宮山 四郎各会員

事務局 〒286-0127 成田市小菅 700
成田ビューホテル内
電話／FAX 0476-33-8786
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例会場 成田ビューホテル
電話 0476-32-1111
例会日 金曜日 12：30
例会出欠連絡先（直通）
電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078

