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副会長挨拶	 阿部副会長

新電力会社の倒産が急増している。みなし小売電気
事業者（旧・一般電気事業者）を除く「新電力会社」

（登録小売電気事業者）の倒産は、2021年度（2021年
4 月～22年 3 月）に14件発生した。年度を通じて倒産
が 2 ケタに達したのは初めてで、前年度の 2 件から急
増、過去最多を大幅に更新した。また、電力小売事業
からの撤退や新規申し込み停止も相次いでおり、2021
年 4 月に営業が確認できた新電力約700社のうち、約
4 ％に当たる31社が過去 1 年間で倒産や廃業、事業撤
退などを行ったことが分かった。

2021年度に倒産した新電力の多くは自前の発電所を
持たず、調達の多くを卸市場に依存していた。そのた
め、昨シーズン（2020－21年）冬の市場価格高騰で電
力調達コストが大きく上昇し、採算性が悪化した。加
えて莫大なインバランス分の支払い負担が重荷とな
り、F-Power（2021年 3 月会社更生法）をはじめ、巨

額の負債を抱え経営破綻に至った。その後も、電力調
達価格は下がらず、秋以降はエネルギー価格の高騰で
卸電力価格が再度高騰。 1 度目のインバランス料金支
払いで経営余力を削がれた新電力各社の経営を直撃し
ており、2022年 3 月にはホープエナジーが負債300億
円を抱えて破産手続き開始決定を受けた。新電力の経
営を圧迫している卸電力価格は、実際にどのくらいの
インパクトをもたらしているのか。日本卸電力取引所

（JEPX）のデータを見ると、2021年 1 月のシステム
プライスは 1 キロワット200円を超えるなど急騰。そ
の後は、数円～10円程度で推移していたが、10月以降
は燃料高を背景に再度上昇。2021年12月は月間平均で
17円となり、前年同月から 2 割増加している。

一方で、電力の販売価格はほとんど変化が見られ
ず、横ばい状態が続いている。電力・ガス取引監視等
委員会のデータを基に帝国データバンクが推計したと
ころ、新電力における2021年12月時点の電力販売価格
平均は、供給 1 メガワット（MW）当たり約 1 万9,000
円。前年同月の約 1 万6,000円から19％上昇したもの
の、同月における電力調達価格の上昇幅（約24％）を
下回る。

この結果、新電力の販売利益（電力販売価格-電力
調達価格）は、2021年11月はわずか190円で、直近
ピークの2020年 5 月（約 1 万4,600円/ 1 MW）の 1 割
にも満たないなど、電力調達価格の高騰で利益が急激
かつ大幅に圧迫されている様子が鮮明になっている。
実際の電力販売価格は供給する契約電圧によって異な
り、特に家庭用の低圧電力に比べてより安値に設定さ

本日の例会

第1845回例会　令和 4年 4月25日
今週の歌　「我等の生業」
卓　　話　「私の人生
 （今まで歩んできた事を伝えます）」
 新井　　清 パスト会長

第1844回・第1845回の記録

次回の例会

第1846回例会　令和 4年 5月 9日
今週の歌　「君が代」　「奉仕の理想」
卓　　話　「青少年奉仕月間
 「青少年交換について」」
　　青少年交換委員会委員長
 和泉谷　研 様（大阪帝塚山RC）　　
　　青少年交換委員会副委員長
 久松　秀夫 様（大阪御堂筋本町RC）



れている事業者向け特高・高圧分野の電力供給では、
調達価格が販売価格を上回る「逆ザヤ」状態になって
いる事業者も多いとされる。足元の 3 月ではスポット
の調達価格が20円を超える日が続き、月間の市場価格
は平均27円に上昇するなど、より厳しい経営を余儀な
くされている。

エネルギー価格の高騰で電力の調達コストが膨ら
み、新電力各社の収益を大きく圧迫している。2021年
冬にも、電力市場価格は一時 1 キロワット当たり200
円を超えるなど、現在よりも高値圏で推移していた時
期があった。ただ、当時と異なるのは値上がりが長期
間にわたり、かつ短期的には値下がりの材料が乏しい
点で、新電力各社の経営は当時以上に厳しく、相次い
で事業撤退や新規契約を凍結しているほか、経営破綻
が多発する要因にもなっている。今後も、ウクライナ
危機を受けた原油・液化天然ガス（LNG）の相場高
騰など、世界的なエネルギー需給のひっ迫が想定され
る。発電量の多くを火力で占める日本では、高値圏に
ある電気料金がさらに上がる可能性があり、新電力各
社においても値上げに踏み切るなどの対応が求められ
る。ただ、これまで安値であることを理由に差別化を
図り、顧客を獲得してきただけに十分な価格転嫁がで
きない可能性もあり、現状以上の市場価格上昇に耐え
きれない事業者の倒産が今後も発生する可能性が高い。

ゲスト紹介	 瓜生副SAA

本日のお客様は、石黒 伸様に、ゲストスピーカー
としてお越し頂いております。本日の卓話よろしくお
願いいたします。

そして、米山奨学生のエランバム, ガントイビ様に
お越し頂いております。

本日の例会をゆっくり楽しんでください。

幹事報告	 木下幹事

1  ． 4 月に結婚記念日をお迎えになられる会員様にお
祝いのお花をお送り致しました。おめでとう御座い
ます。

2  ．本日より新しい米山奨学生エランバム, ガントイ
ビさんが来られております。次年度米山記念奨学会
委員長 瀬川カウンセラー、ご紹介をお願い致しま
す。（インド出身・大阪女学院・期間2022年 4 月 1
日から2024年 3 月31日）

　 　それでは奨学金を授与致します。阿部会長代理お
願い致します。

3 ．次週開催の新旧合同理事会の件
　 　第14回（ 4 月度）理事会（新旧合同理事会）と次

年度理事会があります。例会終了の19：00～です。
また、終了後に懇親会が御座います。お車での参加
はご遠慮下さい。

出席報告	 出席委員会　本田委員長

●会　員　数　42名　
　出席会員数　36名（内Web出席　 2 名）
●来　　　客　 2 名　　本日の出席率　92.31％
● ※コロナ禍によるメーキャップ規定により 4 月 4 日

の出席率は100％

職業奉仕委員会	 堀委員長

吹田西ロータリークラブのホームページ内・会員専
用のなかに、「私の職業タウンページ」というページ
がございます。

これは当クラブ会員の職業に関する会社等の情報、
事業内容、私の職業奉仕又は私の職業奉仕の考え方、
対応可能な出前授業、同じく対応可能な職場体験プロ
グラムといった情報を掲載していただいております。

現時点におきましては2015－2016年度の情報から更
新されておらず、今年度職業奉仕委員会の計画として
最新の情報へ更新を行ないたい次第です。皆様からい
ただいた情報を基に、ホームページ上の情報を更新さ
せていただきます。

ゴルフ同好会	 阿部副会長・仁科会員

第 2 回杦本会長杯ゴルフコンペを 4 月 6 日（水）尾家
パスト会長のご好意により茨木カンツリー倶楽部にて
行いました。

当日は桜が満開で最高の春日和、ゴルフ日和になり
ました。

退会された鈴木基弘様、尾家パスト会長、石﨑パス
ト会長御婦人を含む20名に参加いただきました。各自
持ちハンデでの競技で、優勝者は堀会員でOUT52、
IN43、グロス95、HDCP27、NET68、でした。

堀会員おめでとうございます。



野球同好会	 清水（大）会員

今年は第37回全国ロータリークラブ野球大会が阪神

甲子園球場で開催されます。

我がクラブの試合日程が本日決まりましたのでお知

らせいたします。詳細は追ってご報告させて頂きます。

日　　時： 9 月10日（土曜日）

試合時間：第 7 試合　17：00～18：15

対戦相手：北海道　赤平RC

会　　場：阪神甲子園球場

ニコニコ箱	 清水（大）副SAA

●井伊パスト会長　家族会中止残念でした。

●清水（大）会員　結婚記念日のお花ありがとうござい

ました。30年の真珠婚でした。

●長屋会員　息子が大学に合格しました。

●塚脇会員　本日レストランのご案内を入れさせて頂

きました。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱� 12,000円

　　　　　　　　累計のニコニコ箱� 975,000円

　　　　　　　　累計のニコニコB� 11,000円

（1844回開催分）
120歳を目指すべき理由
� 石黒　　伸�ドクター

〇〇歳まで生きる。

といった明確な寿命目標のもとで生きている人はほと

んどいないだろう。その理由は、寿命を定めた科学が

存在しないからである。つまり、老化科学（ジェロサ

イエンス）はまだ黎明期であり、寿命予測が全くでき

ないのだ。

私は、数多くの認知症高齢者を長年観察してきた。

結果、稚拙と言わざるを得ない認知症医療を目の当た

りにし、これを是正すべく 1 冊の本を書いた。認知症

高齢者がどういう運命を辿るのか？是非ご一読された

し。

これまで、長寿国家「日本」と言われてきたが今は

どうだろう？センテナリアンと呼ばれる100歳以上の

卓　　　話

日本人は現在8.6万人。一方アメリカは、10.5万人であ

る。問題は彼らの状態だ。日本において自立生活がで

きるセンテナリアンは 2 割ほどで、米国のそれは 5 割

近くになる。つまり、センテナリアンの健康レベル

は、明らかに米国人が日本人を上回っているのだ。

有史から江戸時代までの約1,600年間、ヒトの平均

寿命はおよそ15～30歳くらいであった。しかしながら

近年200年間の平均寿命の延伸率は驚異的である。ま

さに指数関数的に爆増だ。そして、2022年現在の小学

生たちの多くは、玄孫（やしゃご）や来孫（らいそ

ん）と元気に遊べることがほぼ確実だろうと考えられ

ている。2045年の平均寿命予測値は145歳である。

現在60歳代の方々は、医療でなくテクノロジーの恩

恵で120歳までは十分生きられるだろう。しかし、ま

だ数十年は病気にならないよう不断の努力が必要だ。

これを乗り切れば、病気とは無縁となり未来は非常に

明るい。

120歳越えという超長寿を達成するメリットは 3 つ

ある。 1 つは、お金だ。如何様にも資産を増やすこと

ができるし、突然死も激減するためお金にまつわる争

い事も減るであろう。

次に、迷惑をかけなくて済む。病気と無縁になるこ

とであらゆることが自立可能となるし、テクノロジー

が身体機能を拡張させてくれる。

最後に、サステイナブルな社会貢献が可能となる。

我々の知能は、年齢を重ねるごとに高まる。特に結晶

性知能は人生経験の蓄積であり、長生きであればある

ほどデータベースが膨らむ。物事を俯瞰的に考えるメ

タ認知能力も向上する。唯一、流動性知能は低下する

がそれはテクノロジーがカバーしてくれる。

今ヒトは、テクノロジーの大躍進時代を迎えたこと

で超長寿命期に入った。まさに不老不死時代の幕開け

だ。2030年以降、ヒトは「生きる質」をいかに高める

か？を真剣に考えるようになり、不老長寿ビジネスは

医療ニーズを上回る可能性が高い。なぜなら、現代人

を苦しめるほとんどの慢性疾患は「老化」が原因であ

り、その老化治療が進化すれば、病気とは必然的に無

縁となるからだ。

さぁ、再度あなたに問いたい。

「これからどんな人生を送りたいですか？」



奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

第 2 回杦本会長杯ゴルフコンペ

卓話　石黒ドクター 米山奨学生　エランバム, ガントイビ様


