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九州電力株式会社による電気料金値上げ申請に係る公聴会 

平成25年１月31日（木） 

 

 

【議長】  定刻になりましたので、ただいまから九州電力株式会社による電気料金値上

げ申請に係る公聴会を開催いたします。 

 公聴会の開催に当たりまして、九州経済産業局長の広実郁郎よりご挨拶申し上げます。 

【広実局長】  ただいまご紹介いただきました、九州経済産業局長の広実でございます。

本日は、九州電力による料金値上げ申請に係る公聴会にご出席いただきまして、大変あり

がとうございます。一言ご挨拶申し上げます。 

 昨年11月27日に、現行の規制部門の電気料金を平均8.51％引き上げる料金認可申請が九

州電力から提出されております。値上げ認可申請については、中立性、客観性を確保しつ

つ、外部専門家の知見を取り入れるため、総合資源エネルギー調査会総合部会電気料金審

査専門委員会において、関西電力からの申請もあわせて審議いただいております。 

 公聴会は、電気事業法に基づく審査プロセスの一環として、広く一般の皆様のご意見を

伺うことを目的に開催するものでございます。本日と明日２日間、お申し出いただいた36

名の陳述人の方からご意見をいただく予定であります。本日は専門委員会の委員の方々に

も会場にお越しいただいております。陳述人の方々からのご意見を今後の審議に反映させ

ていただきます。公聴会の進行に当たっては、専門委員会委員長の安念先生にお願いして

おります。 

 陳述人の方からご意見をいただくに当たっては、皆さんの持ち時間の中で、経済産業省

や九州電力との質疑応答を行うこととしております。いただいたご意見は、今後、国民の

声とあわせて事務局から専門委員会に報告し、審議に反映させていただきます。また、い

ただいた意見のご回答については後日公表する予定となっております。本日は忌憚のない

ご意見をよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

【議長】  ありがとうございました。 

 私、今回の公聴会を主宰する議長といたしまして経済産業大臣から指名された、資源エ

ネルギー庁電力市場整備課長の片岡でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 本公聴会は、九州電力の電気料金値上げ申請に係る審査プロセスの一環として、電気事
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業法第108条に基づき、広く一般の意見を聞くことを目的に開催するものであり、運営方法

や手続については電気事業法施行規則第134条に定められております。お手元の資料の資料

２に書いてございます。 

 今回の公聴会開催に当たっては、経済産業省に対し36人の方から意見陳述の届け出をい

ただき、全員が陳述人として経済産業大臣から指定されております。本日は第１日目とし

て、このうち26名の方にお越しいただいております。申請内容の精査に際して、本公聴会

を通じて、皆様方の忌憚ないご意見を賜りたいと考えております。 

 また本日は、申請者である九州電力から、瓜生社長以下お越しいただいております。さ

らに電気料金審査専門委員会の辰巳菊子委員、松村敏弘委員、南賢一委員にも会場にお越

しいただいております。なお、委員の先生方には区切りのよいところでコメントをお願い

したいと思います。 

 これから、陳述人による意見陳述に入りたいと思いますが、議事進行の中立性を高める

観点から、進行は電気料金審査専門委員会の安念潤司委員長にお願いしたいと思います。

なお、議事進行人は、陳述人による意見陳述の円滑を図るため、通常の議事進行、例えば、

持ち時間の案内、質疑応答の議事進行、静粛な議事を保つための注意喚起などを行います。

円滑な議事進行が困難と議事進行人が判断した場合には、議長に要請の上、議長に議事進

行を差し戻すことができます。 

 では以後、安念委員長に議事進行をお願いいたします。 

【議事進行人】  皆さん、おはようございます。議事進行人を仰せつかりました安念と

申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の議事次第に従って進めてまいります。このお手元の資料の冊子がご

ざいますが、その資料３をごらんいただけますでしょうか。公聴会についての注意事項で

ございます。ごらんのとおりでございますが、念のため読み上げさせていただきます。 

 まず、意見陳述人の方々へのお願いでございます。 

 意見陳述は、あらかじめ届け出があり、大臣から指定された方以外の方による陳述はで

きません。 

 意見陳述は、既に届け出られた意見陳述届出書に基づくこととし、これを補足すること

は差し支えありませんが、できるだけ簡潔に要点を述べるようにお願いいたします。 

 本日は、九州電力の電気料金値上げ申請を含む、電気供給約款の変更に係る公聴会です

ので、事案の範囲を超えて発言することはできません。 
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 持ち時間は、議事進行上１人当たり15分以内となっております。持ち時間の中で、意見

陳述後、経済産業省または九州電力にご質問いただくことが可能です。念のため申し上げ

ておきますが、ご発言と、それから経産省、九州電力からの答弁と申しますか、発言を含

めて、込み込みで15分ということでございますので、窮屈でございますが、よろしくお願

いいたします。意見陳述人の方のご発言の時間をできるだけ確保するために、経産省及び

九電からのご発言はできるだけ簡潔に、要旨をお述べいただくようにご協力お願いしたい

と存じます。 

 陳述開始後、意見陳述時間の残り５分前にベルを１回、１分前にベルを２回、陳述終了

時、つまり15分たったところでベルを３回鳴らしますので、これらを目安に陳述を進め、

制限時間内で陳述を終えるようお願いを申し上げます。 

 陳述の指名があっても席におられない場合、議事進行上、後順位となる場合があり、他

の陳述人からの陳述が全て終わっても席におられない場合には、意見を述べないとみなさ

れる場合がありますから、ご注意ください。 

 次の陳述順の方は、控席にてお待ちください。 

 次に、傍聴人の皆様へのお願いでございます。 

 議事中は静粛に願います。携帯電話は電源をお切りいただくか、マナーモードに設定し

てください。 

 公聴会の秩序を乱し、もしくは不穏な言動をするときは、発言を禁止され、または退場

を命ぜられることがありますから、そのようなことのないようご注意ください。ビラを配

るなどの行為も認めておりません。 

 会場内は禁煙です。飲食もご遠慮いただいております。 

 休憩時間等において会場外に退出し再入場される場合は、受け付けの際にお渡ししたカ

ードと身分証をご提示ください。なお、お帰りの際は出口にて係員にご返却ください。 

 その他公聴会に関しては、議長及び係員の指示に従うようお願いを申し上げます。 

 それでは、陳述人の方の意見陳述をお願いすることにいたします。お名前の読み誤り等

ございましたら、大変申しわけありませんが、その場でご訂正いただければ幸いです。 
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意見陳述１番：吉田恵子様 

【議事進行人】  最初に、１番の吉田恵子さんにお願いを申し上げます。 

【吉田恵子】  失礼します。佐賀県の唐津市の吉田恵子と申します。 

 より放射能が強く、熱量が高く、融点が低い危険なＭＯＸ燃料は、ウラン燃料の10倍の

値段だとのことです。ＭＯＸ燃料を使う玄海３号機の燃料費は、１年間で84億円。同じ出

力の４号機の２倍かかるとのことです。原発をより危険にするために、どうしてそんなに

たくさんのお金を払わなければならないのでしょうか。原発をより危険にするための電気

料金値上げには絶対反対です。 

 12月８日に、玄海原発近くから風船を1,000個飛ばすプロジェクトに参加しました。風船

は偏西風の影響を受けたらしく、７時間で403キロメートル先の徳島県まで飛び、さらに奈

良県まで行きました。玄海原発で過酷事故が起きたら、西日本一帯が放射能汚染される可

能性があるのです。 

 次に、関西電力は、発電していない原発の維持費を年466億円、日本原電に支払っている

と報道されていますが、九州電力でも同じ実態があると思います。稼働しなくても巨額な

維持費がかかりますが、稼働すれば数万年以上にわたる管理が必要な、そしてその見通し

も立ち得ない核廃棄物の問題が、さらに拡大してしまいます。直接処分で10万年、再処理

すれば数万年とのことですが、再処理すれば再処理工場から空に、海に、毎日大量の放射

能が放出されてしまいます。 

 使用済みウラン燃料１トンにつき、１年後でも８京９千兆ベクレル、広島原爆セシウム

89兆ベクレルの1,000発分です。玄海原発ではおよそ270トンのウラン燃料が使われ、３号

機ではＭＯＸ燃料まで使われています。使用済みウラン核燃料を地下に埋めても、地殻変

動や地下水の動向で放射能が拡散する可能性があります。放射能は遺伝子をも傷つけ、体

の免疫力を失わせます。原発は被曝労働なしにはあり得ません。人を被曝させておいて生

み出された電気で安楽な暮らしをすることは、人として本来許されるべきことではありま

せん。 

 原発は廃炉と決めなければ、電気料金を値上げしても、問題を継続し、先送りする行為

にほかなりません。原発は稼働せず、廃炉と決め、核廃棄物のより安全な管理方法を研究

し、老朽化した火力発電は二酸化炭素の排出が少ない効率のよいガスタービンコンバイン

ドサイクル発電に変えて調節しながら、再生可能なクリーンエネルギーへの転換を図るべ

きです。今でも電気は足りています。原発が稼働すれば、原発は出力調整が難しく、再生
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可能なクリーンエネルギーの普及を妨げます。 

 新聞に、九電の廃炉費用が2,962億と書いてありました。再稼働しなければ2015年に積立

金36億円不足すると書いてありましたが、直接処分で10万年に及ぶ使用済み核燃料の安全

な管理のめどが立っていないのだから、廃炉費用も当然、2,962億円では済みません。それ

以上の膨大な金額になると思います。その間、被曝労働が続いていくわけです。稼働すれ

ばするほど、その使用済み核燃料が増えていく問題について、特に考えてほしいと思うの

です。 

 寄附金が十数億円と書いてありましたけど、私たちの電気料金で寄附金を出すというこ

とは、やはりしてはならないと、当然してはならないと思います。役員報酬が１人3,200

万円とも書いてありましたけれども、それだけのお金を電気料金を通じて私たちのお金か

ら払うということは、とりもなおさず、その使用済み核燃料、核廃棄物の問題を未来に先

送りし、子孫を苦しめることに手をかすことになってしまうのです。私たちはそういうこ

とは絶対にしたくはありません。やはり廃炉と決め、原発は稼働せず、その前提のもとで

電気料金について考えてほしいと思います。その点についてお考えをお願いします。 

【議事進行人】  ご発言は一応、以上でよろしゅうございますか。 

【吉田恵子】  はい。 

【議事進行人】  それでは、九州電力からの答えをお求めになりますね。 

【吉田恵子】  はい。 

【議事進行人】  はい、わかりました。それじゃあ、特に料金と関連の深い部分につい

て、例えばＭＯＸ燃料であるとか原電への支払い、さらには原発の必要性について、お答

えをいただけますでしょうか。 

【九電（瓜生社長）】  はい、立って……。 

【議事進行人】  いやいや。どうぞ、座ったままで。 

【九電（瓜生社長）】  今ご指摘がありましたＭＯＸ燃料、確かにご指摘のとおり、非常

に高い燃料ではございます。おっしゃるとおりでございますが、ただ私どもは、国際的な

公約の中で、余剰のプルトニウムを持たないという、そういう公約の観点からプルサーマ

ルの実施が必要というふうに考えておりまして、その中で核燃料サイクルをしっかり確立

した上でですね、このＭＯＸ燃料を使用していくということにいたしております。 

 それから、先ほど申されました関電さんの話に出てきました分につきましては、私ども

は日本原電さんからの受電を、電気をいただいておりませんので、支出はしておりません。 
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 それから、原子力自体のですね、私どもは、原子力自体、確かに皆さん、福島の特にテ

レビ等で爆発した事象が脳裏に残っておられて、非常にインパクトが強くてですね、その

気持ちは十分、私どもも認識はしておりますけど、ただ私どもとしては、やはり３Ｅ＋Ｓ、

安全を大前提にですね、しっかり原子力という一つの、放射性廃棄物をうまく、崩壊する

熱をですね、うまく管理しながら、安全に使う道をですね、やはり人類としては持ってお

く必要があるだろうというふうに思っていますので、やはり原子力についてはですね、必

要最低限、必要なものはですね、導入していくべきではないかという、そういう気持ちで

ございます。 

【議事進行人】  ちょっと、ご発言はお控え願えませんでしょうか。この場はフロアの

方からのご発言をいただく場ではございませんので。まことに申しわけございません、お

気持ちはよくわかるんですけども、ご遠慮いただければと存じます。お任せいただけませ

んでしょうか、その点につきましては。 

 ちょっとお待ちください。議事の進行については私に任せていただいておりますので、

その点についてはお任せをいただくしかありません。人間はですね、技術的な細かい問題

について立って答弁するというのは大変難しいのでございます。厳密にお答えをいただか

なければなりませんので、座ってお話をいただきます。それは意見陳述人の方についても

答弁いただく方についても同じにいたしますので、この点については、どうぞご了解をい

ただきます。以上です。 

 はい、どうぞ。まだ若干時間はございます。 

【吉田恵子】  先ほどのお答えに関して、どうしても納得がいかないことは、やはり使

用済み核燃料の処理、処分のめどが立っていないということです。いくら、これくらいの

費用がかかると言われましても、めどが立っていない以上、10万年にわたる問題である以

上、それ以上の費用がかかるだろうということは、当然そうなると思うんですよ。事故に

なれば、さらに制御不能になって、膨大な被害が考えられるわけですし、その使用済みＭ

ＯＸ燃料の処理、処分についても、まだ検討がなされていないと思うんですよ。そういっ

た、まだ見通しの立ち得ないことがあるのに、やはり稼働すればするほどその問題が拡大

するということがあるのに、それをそのまま続けていくということが、やっぱり問題だと

思うんですよ。子々孫々をこれ以上苦しめてはならないと思うんですよ。 

 だから、やっぱりここは一旦踏みとどまって、その使用済み核燃料の問題をどういうふ

うにすれば安全に管理することができると、みんなが安心してこれならばと。完全という
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ことは絶対あり得ないと思うんですけど、安全に近づけるというか、より安全な方向にそ

れをどう管理するかということを、やはりここはしっかり考えて、みんなで研究していか

なければならないと。そこのところをぜひ考えていただきたいと思うわけです。その上で

の電気料金ではないかと。そのことについて、経済産業省の方もどんなふうに考えておら

れるかをお願いします。 

【議事進行人】  いかがですか。最終処理のめどが立っていないではないかというご指

摘です。 

【滝澤調整官】  経済産業省の滝澤と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたしま

す。座って失礼いたします。 

 ご指摘のとおりですね、使用済み燃料の処理の問題というのは非常に大きな問題だなと

いうふうに思っております。責任あるですね、エネルギー政策を構築する中でですね、し

っかり政府としても検討してまいりたいというふうに考えております。 

【議事進行人】  若干時間が残っておりますが、役員の報酬の問題についてもお答えを

いただきましょうか。 

【吉田恵子】  そうですね。やはり私たちから見れば大変高額であるということは、そ

れはそうなんです。１人につき3,200万円という数字を考えたときに、やっぱり真っ先に考

えるのは、それだけの料金を私たちのお金でつぎ込むということは、いまだもって核廃棄

物の問題がめどが立っていないのに再稼働を目指してあるから、結局、拡大することを支

援することになってしまうと。やっぱり、そういうことはやっぱりしたくないわけです。

お金を払ってまで子孫に迷惑をかけるようなことをやっぱりしたくないわけです。そんな

ふうに思うわけです。だから結局は、核廃棄物の問題をここは考えてほしいということで

す。 

【議事進行人】  それでは、よろしゅうございますか。 

【吉田恵子】  はい。 

【議事進行人】  どうもありがとうございました。 

 窮屈な時間でほんとうに申しわけございません。これは吉田さんだけではなく、全ての

陳述人の方に申し上げることでございますが、なお、ご質問されたい事項が残っておりま

したら、別途２月４日までに、大変短くて恐縮でございますが、２月４日までに書面にて

事務局までご送付ください。そういたしますと、事務局において、国民の声とあわせて、

電気料金審査専門委員会における審議の上、回答を作成し、公表することとなっておりま
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す。 

 吉田さん、どうもありがとうございました。 
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意見陳述２番：舩越秀之様 

【議事進行人】  それでは、第２番の舩越秀之さんにお願いを申し上げます。 

【舩越秀之】  福岡市に在住する舩越です。大きく分けて３点ございます。 

 まず第１点目でございますけども、九州電力の役員給与、社員の給与の削減についてで

ございます。 

 九州電力の役員給与は、前期、平成22年４月１日から平成23年３月31日と同額とされる

なら、総額で約９億5,000万となります。これを17名の役員で割ると、１人当たり約5,580

万円となります。新聞等で報道されるように、20％削減しても１人当たり4,460万円となり

ます。同社は今年度中にも債務超過、一般企業で言えば倒産が予測されている非常事態に

もかかわらず、経営責任を全く果たしていない役員に対してこれだけの役員給与を出す必

要があるのか、また、それを平然と受け取る役員に企業経営ができるか、できる能力と危

機管理体制があるのか。私は到底思えません。 

 以前、日本航空が債務超過になりかけたとき、当時の社長の西松氏が年間約1,000万円の

給与しかもらわず、しかも通勤もバス、電車等を利用し、このことがアメリカのＣＮＮテ

レビで放映されたことを記憶にとどめられている方も多いと思います。 

 ２番目としまして、社員の方々の平均年収については、昨年はいろんな業種の中で日本

の第６位でしたが、本年は７位となっています。ちなみに今年度の業種別では、１位が総

合商社で約1,100万円、２位がテレビ、３位が通信、４位が石油、５位がビール、６位が損

害保険、７位が電力、８位が海運、９位が携帯電話、10位がプラントで約730万円となって

おります。その電力業界の中でも、九州電力の社員の平均年収は業界３位の約830万円とな

っております。 

 私は昨年７月の２日月曜日に、九州電力の瓜生社長がパフォーマンスとも言える節電要

請のビラを朝から駅等の街頭で配っていた日、私は所用で６時過ぎに九電の本社前から高

砂の知人宅へ行っておりました。九電本社の社員たちが、ぞろぞろとそのとき出てき、高

砂付近の居酒屋へ消えていく光景を見てしまいました。そして、その一人に「九電の社員

の方ですか」と尋ねると、「そうです」と答えました。節電要請をした当日、そろいもそろ

ってなぜ居酒屋へ行くのか、心境が理解できませんでした。当然、高給をもらっていなけ

れば居酒屋等へは行きませんし、国民の多くの方々が必死で働き、わずかな給与で節約し

ているときに、九電の社員は何を考えているのかと思いました。 

 節電要請というものは、電力会社にとっては安定的に電力を供給する義務があり、その
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ためさまざまな恩恵を国から、いわゆる国民の血税をもらっているのに対し、このことは、

社員のモラルの低さと経営陣の社内統制ができていないことと痛感いたしました。このよ

うな無責任な社員になぜ高給を支払う必要があるのか、私を含めた国民一般には理解でき

ないと思います。 

 また、そうした折、昨年12月２日日曜日、午後10時ごろに、九州電力の某代表取締役の

一人の方が、福岡市の某ホテルのバーで若い女性２人と飲食し、その後11時過ぎに１人を

帰宅させ、残った女性２人と某ホテルの客室へ消えていったそうです。３人で飲食されて

いる時、また某代表取締役の一人の方が、支払いをカードで支払っているときの写真もあ

ります。もし、この支払われたカードが九州電力が役員に持たせている社用カードであれ

ば、彼の行為は業務上の横領、背任行為となります。こういったことで、九州電力の企業

体質、モラルの低さ及び異常な高給が、このような行為をさせているものと理解させられ

ました。 

 また、巷では、電気料金による中小企業等が経営にかなりの影響を及ぼし、倒産、廃業

するかもしれないという報道も流れており、電力料金が値上げされると、年金暮らしや若

者で安い給料で働いている人々がどのような暮らしをし、消費は落ち込み、景気はどうな

るだろうかと、私でさえも心配しております。 

 私は、昨年６月の九州電力の株主総会で、役員給与、社員の給与が高過ぎるので減額要

請の質疑をしましたが、瓜生社長は、電力業界の水準に合わせていると答弁されました。

株主の配当を下げてまで自分たちの利益を追求するような役員、社員は全員解雇、倒産し、

日本航空のように新会社として再出発することを、国民の皆様、関係各省庁の方々にお願

いする次第です。 

 このような事情で、私は九州電力の役員の年収を1,000万円、社員は、以前、都市銀行等

が政府の資金供与を受け給与が半減したようにすることが、一番必要と考えています。 

 ２番目といたしまして、九州電力本社、子会社の土地等の資産売却について。 

 経営不振に陥った企業は、本社ビル等の資産売却をして経営危機を乗り越えた企業もあ

ります。2000年には日本電気は本社ビルを売却し、そこを賃借して入居しています。また

最近では、２週間ほど前ですが、ソニーがアメリカのニューヨークにある米国本社ビルを

売却すると新聞等で報道されています。 

 九州電力は渡辺通りに本社ビル等を持ち、城南クラブや保養所もあり、天神の一等地に、

天神ビルを保有しています。また子会社もたくさんあり、これらの資産もかなりあると想
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定されています。しかも、電力事業とは関係のないゴルフ場を２カ所も子会社に経営させ

ております。 

 ３番目といたしまして、シェールオイル等の代替エネルギーの検討についてということ

でお話しします。 

 九州電力の発表によれば、原子力発電の停止による代替エネルギーのコスト、特に石油

でございますが、その増加によって電気料金を値上げせざるを得ないと説明されておりま

す。アメリカでは石油の代替エネルギーとしてシェールオイルの研究開発を行っておりま

す。また、石油より安価な液化天然ガス、石炭等の化石燃料への転換がなぜ以前から行わ

れなかったか、過去からの九州電力の経営陣の判断の甘さが指摘されると思います。 

 それと、地球温暖化防止のため、再生可能エネルギー、例えば風力、太陽光、地熱、バ

イオマス、洋上等の発電を積極的になぜ推進しなかったか。これらも経営陣、社員の怠慢

と研究をしない、殿様商売の企業体質を如実にあらわしているものと考えます。 

 しかし、九州電力は石油高騰で減収になり、電気料金の値上げを申請されていますが、

それは問題をすりかえた九州電力の無策をみずから表明しているように私には感じ取れま

す。当時の政府の政策に乗って進めてきた原子力発電に対し、企業の責任、モラルを全く

考えておられないと思慮いたします。昔から「自分の尻は自分で拭け」と言うように、企

業として代替エネルギーの研究をせず、みずから墓穴を掘った九州電力は、何の経営努力

もしなかったと思われることを反省し、まず何をすべきか自問自答し、公共料金を扱って

いる企業として国民の理解を求めるべきと考えております。 

 今回この公聴会に参加させていただくことになり、友人、知人等、いろんな業種、業界、

個人経営者、年金生活者、生活苦の若年層の方々にお聞きしましたが、誰一人として今回

の九州電力の値上げに賛成している人々はいなかったことを申して、私の意見陳述といた

します。 

 今回、九州電力のほうへ質問していいということでしたので、９件ほど質問いたします。

九州電力の方々のご意見、反論をぜひこの場でお願いしたいと思います。 

 まず第１点目、役員給与、社員の給与の見直しはどれくらいまでされる予定ですか。 

 ２点目、保有する役員車の処分及び、役員の方々の通勤方法を公共交通機関等に変更す

る考えはありますか。 

 そこでまた、現在保有されている役員車の数、何台か、役員等の通勤手段はどのようか、

役員車を利用できる方々はどのような方々か。 
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 次に、相談役、顧問等の方々の給与は年間いかほどですか。松尾相談役、眞部顧問、そ

の他アドバイザー等。 

 ３番目といたしまして、昨年度の有価証券報告書を見ますと、先ほど申しましたように、

役員給与が年間９億5,000万円で、これを一人1,000万円に仮にしますと、今年17名ですか

ら、差し引き７億8,000万円の経費節減になります。同じく社員の給与を半減にしますと、

1,105億6,700万円ですから、552億2,800万円となり、年間で約552億の経費節減となります。

同じく退職給与引当金も199億1,700万円ですから、これも半額にしますと約、年間で100

億円の経費節減が可能と思われます。 

 それと同じく、雑給の16億9,300円の内容は、パートの人件費が不明ですので、その内容

を説明していただきたいと思います。 

 ７番目としまして、次に寄附金等の明細が有価証券報告書に記載されておりませんが、

年間にどれぐらいの費用を寄附金として提供しているのか、ご回答願います。また、寄附

金としまして鳥栖のがん治療センターに約100億円、唐津の大手口のバスセンターに約５億

円の寄附金も交付する必要があるのか疑問を感じます。これを節減しますと約105億円の経

費節減が可能となります。 

 次に８番目としまして、資産の売却の件ですが、前述しましたように、九州電力本社ビ

ル、天神ビル等の商業施設にある資産や、保養所、ゴルフ場を売却されれば、約1,000億円

ぐらいの売却金額になると想定されます。 

 ９番目としまして、本社ビルの売却で、土地が安い、原子力発電所がある、佐賀県の玄

海町に本社を移転され、役員以下、本社社員とご家族の方が移住されれば、御社がおっし

ゃっている原子力の安全性を社会にアピールできるよいチャンスだとお考えになりません

か。 

 以上のことで、約、合計しますと約1,765億円の節減となり、マスコミ等で発表されてお

ります3,600億円の半額ぐらいになります。まず電気料金の値上げをする前に、これらのこ

とを実行すべきではないかと私は思慮いたします。それがなくしては国民の理解ができな

いと思います。よろしくご回答をお願いします。 

【議事進行人】  ありがとうございました。じゃあ、お願いいたします。 

【九電（瓜生社長）】  九州電力の社長の瓜生でございます。背が低いので、一旦立たせ

ていただきます。後で座ってご回答させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 今、非常に貴重なご意見を賜りまして、ありがとうございました。 
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 まず、質問事項の９の１の、役員の報酬額と社員の給与水準の見直しでございますけれ

ども、役員につきましては１人当たり35％のカットをさせていただこうと思っておりまし

て、今回の原価の算入には、役員の平均の数字としては年間3,200万円の報酬を織り込んで

いるところでございます。それから、社員の皆様方の給与水準につきましては21％をカッ

トさせていただきまして、年間650万円の給与水準で原価に織り込まさせていただいている

ところでございます。 

 それから、役員車、公用車等につきましては、現在リースで12台保有してございます。

ただ、これは役員だけではなくて、部長級以上の皆様もですね、随時使用するようになっ

ておりまして、全社で共有しながらですね、そのリース車は活用するようになっておりま

すので、役員に特定に張りついているものではございません。 

 それから、私どもの今、原価に織り込んでおります相談役、それから顧問は３名いまし

て、その額は今8,900万円で織り込ませていただいているところでございます。年間ですね。 

【舩越秀之】  ３名ですね。 

【九電（瓜生社長）】  ３名です。 

 監査役等につきましてはですね、監査役はちょっと数字があれなんですけど、2,600万（※

公聴会途中で「1900万円」と訂正）ぐらいで織り込んでいましたかね。監査役もそういう

形で、一応電気料金審査専門委員会のほうには資料を出しておりますので。申しわけござ

いません。 

 それから、退職金についてもですね、下げる形で今、検討し、原価に織り込まさせてい

ただいているところでございます。 

 それから、寄附金につきましても、総額については毎年度公開しているように十数億円

程度の寄附金で、今まで少し高目でございましたけど、支出しておりますが、原価にはで

すね、今回全て不算入でございますので、原価の中には入っておりません。 

 大牟田の公害補償の、昔、石炭とかいろんな形でＳＯｘが出てですね、肺が悪くなる、

その補償ということで、寄附金は出させていただいているところでございます。 

 それから……。 

【舩越秀之】  ちょっとよろしゅうございますか。 

【議事進行人】  ちょっとお待ちください。全部お答えください、はい。 

【九電（瓜生社長）】  あと、がん治療センターは100億というのは。私ども、そんなに

持っておりませんで、40億円程度というふうに理解しております。いずれにしても非常に、
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手術をしなくてがんを治せるという設備でございますので、それなりの意義があるという

形で支援をさせていただいているところでございます。 

 それから、私どもが持っている本社とおっしゃいましたけども、実は全部全て、関連会

社の電気ビルさんがお持ちになっている資産でございますけど、仮にそこを売ったとして

も、私ども、そこの本社の中にはですね、給電指令所だとか、いろんな私どもが安定供給

するために必要な設備も入っておりまして、なかなか、リースバックしても、かえってそ

のほうがコストがかかるという判断を今しているところでございます。 

 それからですが。 

【議事進行人】  玄海への移転はいかがですか。 

【九電（瓜生社長）】  移転。これもですね、おっしゃることはよくわかりますけども、

ただ、時間がかかると。急にですね、明日からすぐ、はい、玄海のほうにというのはなか

なか。それは今後の課題としてはですね、十分認識はしたいと思いますけども、この原価

期間内にというのは非常に難しいというふうに判断しております。 

【議事進行人】  はい。舩越さん、済みません、時間になってしまいました。なおご質

問がありましたら、先ほどのように文書でお寄せいただければと存じます。どうもありが

とうございました。 

【舩越秀之】  はい、わかりました。どうもありがとうございました。 
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意見陳述３番：鳥田貴浩様 

【議事進行人】  それでは、第３番目の鳥田貴浩さんにお願いいたします。 

【鳥田貴浩】  この１年、原発が発電をしていないことが要因で電力が不足することは

なく、計画停電は行われませんでした。原発がなくても電気は足りています。しかし、依

然として九州電力は原発は重要な電源であるとし、原発推進をしていく方針を変えること

がありません。 

 福島第一原発事故によって多くの方が避難をされる状況は今なお続いています。福島第

一原発周辺の市町村16万人の方々が土地や家を追われ、戻ることができないままです。原

発事故とは、事故を起こせばかけがえのない日常を変えてしまうことのできるものです。

このことから、九州電力は原発による発電は見直し、顧客の生活を脅かさない、安全な日

常を守る義務があることを一番に考えなければなりません。 

 ですが、九州電力元会長、現九州経済連合会長である松尾新吾氏は、朝日新聞９月25日

付のインタビューにて、原発比率７割、８割にすべきと述べ、太陽光や風力は豊富でも良

質でもないとし、原発以外の新しいエネルギーへの否定を行っています。原発に依存して

きた経営を反省することなく、原発を推進していく九州電力の企業としての姿勢を見せて

います。 

 先ごろ九州電力は、原発６基のうち４基程度を来年４月以降に再稼働させるとしました。

福島第一原発事故後、玄海原発、川内原発は、重大な事故が起きたときに指揮所となる重

要免震棟がないことが指摘されており、九州電力は昨年11月になって両原発の免震棟の建

設を始め、2015年に運用開始を目指しています。しかし、原子力規制委員会のもとで新し

い安全基準が策定されるまで、再稼働はできないのです。安全基準は本年７月をめどに作

成中のはずです。九州電力がこの無理やりとも言える再稼働を急ぐ理由は、このまま原発

が停止し続ければ、九州電力という企業が大赤字だからにすぎません。 

 九州電力は原発の再稼働ができず、火力発電の燃料費が高騰した分の値上げを、今年４

月にも8.7％で国に申請したいとしています。この１年で火力発電所の燃料費がかさみ、昨

年度の９月中決算では純損失が1,495億円になりました。しかし、九州電力は、赤字の原因

になった火力発電の燃料費を小さく抑える努力はしていないのです。 

 このことは、総括原価方式に、原発をはじめとした経営全体が甘えてきたことが背景と

してあるのではないですか。総括原価方式とは、公益性を持った料金に多く見られ、必要

な原価に企業報酬という一定の利潤、支払いコストを含むものを上乗せすることができる
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経営の仕組みです。このため九州電力は、莫大な建設費用がかかる原発を建て続け、原発

による発電が39％という、原発に依存した企業体質となりました。 

 原価として電気料金に含まれるものの中には、そのほかにも電気ビルや九州各地に存在

する保養施設、その維持費、プロリーグ並みに費用をかけた企業規模に見合わないラグビ

ー部の費用等々が10％含まれると新聞で読みました。 

 電力会社は長い間、独占体制が続いてきました。電気会社は各地域に１社しかなく、九

州では九州電力１社のみが発電と発送を行うことができます。競合他社がなく電力市場で

の競争が起きないこと、このことが総括原価方式と相まって、直接原価として認めること

が難しいものまでも原価として含んでしまうような不透明な経営の温床にもなっています。 

 電力市場が開放されることによって競争が起き、経営の効率化を行う必要性が電力会社

は生まれます。このことは経営の透明さにもつながり、顧客にとっても電力料金に含まれ

る原価料金が適切なものであるかを知ることができます。また、既存の電気会社だけでな

く、新規参入をした電気会社からニーズに合った電気を得られるようになります。そのた

めには、電力会社が独占的立場をおり、電力事業と送電事業を分け、送電網を他社に開放

することが必要です。しかし、電力会社は発送電分離を行いたくないため、電力の安定供

給を損ないかねないとして、長い間反対してきました。 

 また、九州電力の持つ玄海原発１号機は、原子炉のもろさをはかる脆性遷移温度が予想

を超えて高く、98度となっており、原子炉が非常に壊れやすくなっています。1975年に建

設された１号機は、もうすぐ運転開始から37年を迎え、原発の使用期限としては限界です。

玄海原発は使用済み燃料プールの貯蔵率が８割を超えており、再稼働ができたとしても３

年程度で満杯になり、原発を動かせなくなる可能性があります。貯蔵量を増やすための申

請は、原子力安全保安院から原子力規制委員会にかわり、宙に浮いたままです。 

 原子力規制委員長が先ごろ述べた弁によれば、乾式キャスクを推奨したいとの考えもあ

り、乾式キャスクを建設した東海第二原発を先例に考えると、申請から建設まで７年かか

っています。電力会社が使用済み核燃料の一部を送り続けた青森県六ヶ所村にある再処理

工場は、使用済み核燃料再処理技術が確立されないまま10年の年月がたとうとしています。

貯蔵率も97％を超えています。 

 近い将来、九電の持つ原発の過半数である玄海原発が数年単位で動かせなくなる日は、

ここで再稼働したとしてもやってきます。原発は諦めて、企業としての経営努力をするべ

きだと思います。 
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 原発に依存してきた九電の体質だったりとか、そういったものは、私たち顧客が、その

経営の失敗だったりとかを、何ていうんですかね、押しつけられなければいけないんです

かね。電気料金を値上げする前に、九州電力は企業としての努力を見せるべきではないの

ですか。 

【議事進行人】  ご発言は以上で。 

【鳥田貴浩】  はい。 

【議事進行人】  最後の点がお尋ねの点というふうに理解してよろしゅうございますか。 

【鳥田貴浩】  そうですね。 

【議事進行人】  それでは九電さん。 

【九電（瓜生社長）】  はい。ほんとうに今回の料金改定、33年ぶりということで、非常

に九州地域にお住まいの方、それから事業をやられる方に関して多大なご負担を強いるこ

とになりまして、私ども２年間、内部留保を取り崩し、あらゆる経営効率化をやりながら

ですね、辛抱に辛抱を重ねてまいりましたが、いかんせん対応が難しいということで、苦

渋の決断ということで、今回、料金の改定申請をしたところでございます。 

 私ども、昭和55年に料金の値上げ改定以後、33年間、実は料金を下げ続けてまいりまし

て、その間、電気料金30％の値下げを実はさせていただいておりまして、その過程の中で、

玄海の３・４号機、それから苓北の石炭火力、それからコンバインドサイクルという新大

分の発電所を入れることによって燃料費の節減をやると同時に、その他の効率化も行いな

がらですね、30％の電気料金の節減に努力をし、私どもは今、９電力の中で、当時は上か

ら３番目の電気代であったのが、今は下から２番目の電気代になるようなところまで努力

をしてまいったつもりでございます。 

 特に、九州の場合は離島という発電設備を持っておりまして、小さな島へ電気を配ると

いうことで、150億円から200億円の年間の赤字を実は出しておるわけでございますけども、

それも全てのみ込みながらですね、電気料金の低減に努めてまいった次第でございます。 

 そういう意味合いで、私どもは原子力が必ずしも──確かに非常に、私どもは原子力に

ついての不安さを思う気持ちは十分わかりますけれども、ただ私どもとしては、さらなる

安全対策をしっかりやることによって、世界最高水準のレベルの、安全性を高めたですね、

原子力発電所をつくっていきたいと、そういうものにしていきたいという思いでございま

す。 

【議事進行人】  鳥田さん、まだ若干時間がございますが、いかがですか。 
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【鳥田貴浩】  原発を必要としたのは九州電力ですよね。僕たち顧客がそれを望んだわ

けではないので、わざわざ危険な発電であるって九州電力さんが思っているもので発電し

ていただかなくてもいいんですけど。 

【議事進行人】  いかがですか。 

【九電（瓜生社長）】  おっしゃる意味合いは、危ないというものの概念、今の確かに福

島の事象を見れば確かにそうおっしゃられると思いますけども、私どもも平成９年のとき

に、原子力というのは決して安全なものではなくて、危険性を内包するものである、それ

ゆえにしっかり安全管理をやっていくことによってですね、その原子力の安全性をさらに

さらに高めることによって運転を続けていきたいという広告というか、そういうようなメ

ッセージも出させていただいております。 

 私どもは今、原子力だけではなくて、例えば地熱の開発にしたって、戦後すぐに取りか

かってですね、全国の約40％の実は地熱発電、ただし21万キロワットですけれども、保有

していますし、太陽光にしても全国の２割が九州に。私どもだけの力ではなくてお客様の、

事業者の皆さんのあれで約20％入っていますし、風力についても約15％ということで、決

して再生可能エネルギー自体を否定しているものではなくて、それも踏まえながらですね、

いろんなエネルギーのいいところ、長所を使いながら組み合わせていって、そして最終的

にはしっかりした、一番安価な方法になるように、それがお客様にとって一番安価な、安

定的な電気を供給し続けることが私どもの会社の使命だということで、その考え方にのっ

とって、原子力も採用させていただいております。 

【鳥田貴浩】  長くて、何を言ったらいいのか忘れちゃった。 

【議事進行人】  確かに、鳥田さんおっしゃるように、これは……。 

【鳥田貴浩】  簡潔に答えてもらえませんか。すごい、そんなに長く言われたら……。 

【九電（瓜生社長）】  簡潔に申し上げますと、今、仮に原子力発電所をつくらずに、い

わゆる再生可能エネルギーだとか、それから私どもが持っている化石燃料の発電所でお客

様に電気をお届けするならば、今以上に、多分35％以上に電気代が上がってしまうことに

なりますが、それはかえって九州にお暮らしの皆様、九州で経済活動をやられる皆さんに

とって、かえって大きなご負担になるのではないかなというわけです。むしろそういう事

態になれば、九州経済、九州で生活する皆さんのほうが破綻してしまう可能性があるので、

それは絶対に避けたいという思いでございます。 

【議事進行人】  とおっしゃっていますが。 
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【鳥田貴浩】  すごい、また長かったので。 

 原発を必要としてきたのは、さっきも言ったけど九電だと思いますし、新しいエネルギ

ーへの可能性というものも考えていらっしゃるんだということはわかったんですけど、何

ていうんですかね、原発を……。何だろう、苦渋の決断だとかってすごく簡単に言われる

んですけど、原発を持っていたから原発を動かせなくて、２年も動かせなくて赤字になる

というんだったら、さっきも言ったけど、化石燃料を安く買う努力だったりとか、そうい

ったものをもっとしなければいけなかったし、そういったものがもっと顧客にわかるよう

にしなければいけないんじゃないんですかと。 

 世界で最高水準の原発を目指したいと言われていたんですけど、実際、九州で軽度な原

発事故がなかったかといったら、あっているはずですし、あと、九州電力さんの管理能力

ってそんなに高いんですか。この前、何ていうんですかね、原子力規制委員会が出した放

射能の拡散予測ですかね、クロスチェックをすることになっていたって、各部門でってな

っていますけど、クロスチェックができていないということですよね。普通、僕、工場で

働いているんですけど、ダブルチェックしていくのが当たり前だし、たったそれだけのこ

としかできないような企業体質のまんまでいいんですか。 

【議事進行人】  いかがですか。 

【九電（瓜生社長）】  まず、原子力のですね、私どもの安全性というか、その後のです

ね、原子力の利用率といいますか、稼働率を見ていただきますと、多分、日本国で原子力

の中で最も高い、いわゆるトラブルなく運転をできている状態だったというふうに思って

います。 

 それから、先ほどの拡散予測につきましては、着目方位という、向こう側の数字を入れ

る、我々のそういうシミュレーションの計算の仕方をそのまま相手に伝えて、そこのそう

なっていますよということを実は相手側にお伝えしていなかったということが非常に問題

だと思います。数字自体、それから値自体は全く問題ありませんけども、全く真逆のこと

を入れるという、そういう習慣でそのまま出してしまったというところに大きな問題があ

ったというふうに思っています。 

【鳥田貴浩】  うーん、でも……。 

【議事進行人】  鳥田さん、どうぞ、ご質問があったらまた文書でお寄せください。多

分、ゆっくりお考えになれば、まだまだご質問が湧いてきそうな感じがいたしますので、

ご質問を歓迎いたします。どうもありがとうございました。 
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意見陳述４番：瀬口昌幸様 

【議事進行人】  それでは、第４番の瀬口昌幸さんにお願いをいたします。 

 大丈夫ですか。マイクを持ってご発言いただけますか。はい。 

【瀬口昌幸】  瀬口昌幸と申します。私は、電気料金値上げはしないでくださいという

ことについて意見を述べたいと思います。 

 ごらんのとおり私は障害者で、電動車椅子に乗っています。基礎年金と生活保護で暮ら

しています。昨年12月の終わりごろ、いつもの電気料金の請求書が入っていました。そし

て、四つ折りの「電気料金の値上げ申請についてご説明させていただきます」というパン

フレットが入っていました。このパンフレットを読んでいるうちに、今の私の生活費のこ

とが一番初めに頭に浮かんできました。それは、今はガスストーブで暖をとって、エアコ

ンはあんまり使っていないんですけれど、夏になるとやはりエアコンは欠かせません。今

は電気料金は5,000円台ですけれど、夏には平均で１万5,000円ぐらいの請求が来ます。私

たち障害者は気温の変化に敏感です。 

 私の知り合いで障害者の夫婦がいるのですが、そのご夫婦は居間と寝室にエアコンを置

いていますが、冬と夏は昼間は居間のエアコン、夜は寝室のエアコンを使っているそうで

す。ちなみに電気料金を聞くと、普通のとき、いわゆる春と秋の温暖なときはエアコンは

使わないので、平均6,000円くらいで済んでいるんですけれど、夏と冬のピーク時は２万円

を超える金額になると言っていました。このお二人とも年金で生活していますが、電気料

金が上がれば、私たちのような低所得者はエアコンを使うことを控えなければなりません。

そうなると命にかかわりかねません。 

 そもそも、パンフレットに書いてあったんですけれど、原子力発電が停止していて、火

力発電のたき増しや、他の電力会社からの電力購入などで安定供給に取り組んでいて、そ

の燃料費や購入電力量の増加に対しての値上げと言っていますが、マスメディアやちまた

のうわさなどを耳にすると、石炭や他の燃料費はもっと安く購入することが可能だと聞き

ます。それに、他のほかのエネルギー、例えば風力、地熱、小水力、ソーラー、バイオマ

スなど、最初の建設費についてのコストはかかるかもしれませんが、これらの自然エネル

ギーを活用すれば、電気料金は安くなると思います。日本の技術を駆使すれば、わけはな

いと思います。こういうことからも、電気料金値上げは絶対やめてください。お願いしま

す。 

 終わります。 
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【議事進行人】  何かお尋ねになりたいことはございますか。 

【瀬口昌幸】  いや、もういいです。 

【議事進行人】  そうですか。どうもありがとうございました。 

【九電（瓜生社長）】  一言お願いというか、もしですね、今、どういう契約を結ばれて

いるかを、営業所とご相談していただきたいんですが、多分、季時別のいろんな料金体系、

ほかのですね、安くなる料金体系もあると思いますので、ぜひそれはですね、ご相談にな

っていただきたいなと思いますけども。今どんな契約をされているかわかりませんけども、

ぜひ、少しでも軽減できる契約の方法があるのではないかなと思いますので、ぜひお力に

なりたいと思いますので、ご相談いただきたいと思います。またお伺いするかもしれませ

んけども。 

【議事進行人】  瀬口さん、どうもありがとうございました。 
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意見陳述５番：田中靖枝様 

【議事進行人】  それでは、第５番の田中靖枝さんにお願いをいたします。 

【田中靖枝】  こんにちは。私は福岡市民です。４年前に原子力労働者、原発労働者と

いうのを初めて知りまして、こんなひどいことをやっている原発というのはけしからんと

思って、「怒髪天を衝く会」というのをつくって、それ以来いろいろとやっています。九電

交渉にも何度も行きました。「社長を出せ」っていつも言うんだけど、絶対出てこない社長

さんに会えて、大変今日はうれしいと思います。 

 それで私は、瓜生さん、いい顔してるなと思ってさっきから眺めていたんですけども、

決して九電をね、悪いとは思っていないんですよ。ただ、みんなもう原子力のわなに陥っ

ちゃってて、経産省もそうですよね、もうがんじがらめになっちゃって、どうしようもな

い段階なんだと思います。国際的な話もありますしね。それで一応、でも今は電力料金値

上げについて、反対の意見陳述をします。 

 まず最初に、今の方もおっしゃっていたんですけども、九電がこういうのを全戸に配布

したと思うんですけども、これを見て、「あ、何だ？」と思って見たんです。そうしたら、

これは22年度の実績、23年度の実績と、24年度の見通しがついているんですね。で、22年

はちょっと小さくて、それで私、「人件費削減したの」って見たら、まず1,600億円が22年

度、23年度が1,700億円。24年度の見通しが幾らと思ったら、1,600億円なんですね。それ

で、この上のほうを見ると、「1,500億円規模のコスト削減に努めております」と書いてい

るんですけど、どこにコスト削減しているのかなと思って。こんないいかげんなのってあ

るかなと思いながら、こんなのではちょっと納得できないと思っています。 

 それから、23年度、去年の実績というのは、原発が一つも動いていない実績ですよね、

これ。 

【九電（瓜生社長）】  少し動いています。 

【田中靖枝】  幾つ動いていました。 

【九電（瓜生社長）】  夏、秋口まで……。夏まで２台で、その後、年末にゼロになりま

した。 

【田中靖枝】  12月にゼロになりましたよね。 

【九電（瓜生社長）】  はい。 

【田中靖枝】  そうすると、12月にゼロになったのが23年の実績ですか、これは。そう

すると、23年はほとんど原発は動いていたということですか。 
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【九電（瓜生社長）】  いえいえ。 

【田中靖枝】  動いていないでしょう、半分。 

【九電（鎮西副社長）】  ３割ぐらい。33％の稼働率。 

【田中靖枝】  33％、５基のうちですか。ああ、６基のうちか。 

【九電（鎮西副社長）】  全体で６基です。 

【九電（瓜生社長）】  ６基のうち３分の１。 

【田中靖枝】  33％稼働していて、この燃料費がこのぐらいになったと。今度の24年度

の見通しというのは、また原発を動かす気なんでしょう。原発を動かすという想定で8.7％

にしましたということですよね。 

【九電（瓜生社長）】  はい、25年度は。 

【田中靖枝】  ５年度。24年度のこの見通しというのは、原発ゼロの見通しなわけです

ね。そうすると、５年度はもうちょっと安くなるということですね、燃料費が。 

【九電（瓜生社長）】  はい、少し。 

【田中靖枝】  そういうこと。で、もし動かさなかったらば、35％の値上げだと。それ

は、この燃料費がずっと上に上がるというのが出るわけですね、もし私が聞けば。そうい

う細かいことは九電交渉でぜひ聞きたいと思っていますので。 

 この間「さよなら原発」の人たちが九電交渉をなさっていて、そのビデオが流れていた

ので、私はそれをよく見ました。そしたら、もちろん社長さんなんかいないんですけども、

広報の矢野さんとか、おなじみの顔が出ていましたけど、主答弁した人が、「福島の原発ひ

どいじゃないか」って言われたときに、「確かに個人的にはそう思います。でも、会社とし

てはそうはいかない」と言ったんですね。 

 だから多分、瓜生さんだって経産省の人だって、みんな個人的には原発嫌だなと思って

いるけど、今、日本って大変じゃありませんか。国際的なプルトニウムの問題だってある

し、アメリカの圧力もあるし、もしこれでやめちゃうとソ連だの何だのが原子力の技術を

全部とっちゃったら大変だって、そう思うと、まあ、あいつらがとるよりはこっちがやっ

とかなきゃって私も思うんですが、でも私にとっては、すぐそこの玄海原発が稼働すると、

避難しなきゃいけないんですね。50キロですから、うち。その避難計画もできていないの

にということで、本題に入ります。 

 まず、こういういいかげんなというか、1,600億円から1,700億円で、一つも人件費は削

減されていないと、こういういいかげんなものでやるということは、経営者が──経営責
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任者は報酬はたっぷりとっているんですよね。それで火力燃料がかさんでいるから料金を

値上げするというのは、普通の競争のある業種ではできないんです。独占企業で、しかも

総括原価方式ですよね。だから、そんな甘いことができちゃうわけですよ。 

 先見の明を欠いてというのは、福島のあの原発を見たらば、これは原発は危ないなとい

うのが当然、社長さんとしてはあって、しかもここの中にもうちょっと補償費みたいなの

があってしかるべきだと思うんですけども。つまり、あんなになったときにどうするかと。

そして、今安全だから絶対大丈夫だって言うんです。まだ安全を信じているのが私には信

じられないんですけども。 

 私が社長だったら、原発のですよ、今これからね、いろんな、１号機の2,000キロメート

ルもの可燃ケーブルの何とかの修理しなきゃなんないとか、新安全基準に合わせる費用、

新安全基準だって厳密に合わせたら大変な費用がかかるわけですよ。けさの新聞にも出て

いたけども、新安全基準に合わせるために、とっても原発なんかやっていられないから、

費用対効果の感じから、もう廃炉にしなきゃなんないということもあり得るだろうと書い

てありました。廃棄物の処理の問題ありますよね。４年もすれば玄海のあれはいっぱいに

なっちゃう。そのいっぱいになったのをどうするつもりなんでしょうというのが、私が社

長だったら真面目に考えますよ。 

 ただ、経産省がやっていますからね、国策ですから、九電だけの話じゃない。今は九電

が責められているけど、私は九電だけの話じゃなくて、経産省だと思っているんですね。

私のこの一番最後のところに「九州経産省頑張れ」って書いているんですけども、もう霞

が関は相手にならないですね。霞が関なんかやっていたらだめなんです。 

 それで、九電はすぐ「安定供給のために」と言うんですけども、安定供給のためにと言

われると、私たち引っ込んじゃうんですけど、安定供給のためにね、非常にずるい経営の

仕方が許されているわけですよ。ずるいというのは、総括原価方式でしょう。みんな原価

に入れられる。それは皆さんもうよく知っているんですけども、みんな原価に入れちゃう

から何でも──広告料は今度は入れていないというようなことがありましたけども、いろ

んなこと、例えば身内の企業に全部事業を発注して高いお金を払っちゃうとか、結局、九

電の殿様王国になっているわけでしょう、今。殿様を許したのは総括原価方式と独占企業

だからなんですよ。独占というのは許されないということです。 

 それで今、変革、これだけ福島がひどいことになっていて、みんな目覚めています。原

発はやめなきゃならないというのが国民の８割の意思です。でも、もうスパイラル、原発、
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原子力病にかかっちゃっている経産省と霞が関と電力会社というのは、どうしようもなく

奈落に今落っこちているところなんですね。私たちが、良心的なというか、もう子供を持

っていますし、保護者が嫌だと。それで安全なんてことは信じられない。みんな信じてま

せんよ、これから安全基準がどんなにあったって。それを変えるというのはとても大変な

んですね。大変なんだけど、この際、変えなきゃだめなんです。で、変えるためのきっか

けとなるのが、電力料金をよく見るということなんですね。ここで安易に値上げを許して

しまえば、やっぱり独占企業の体質は変わらないし、総括原価方式もなかなか変わらない

です。法律なんていうのは、全部事実が先に行くわけなんで、とても変わらないし、おそ

らく瓜生さんなんかだって、ほんとうは変えたいけどどうにもしようがない。私もそう思

います、もし社長だったら。だって、あんなにいっぱいある原子炉をどうするの。その廃

棄物だって。 

 経済産業省だって、さっきの答え、何にもなっていませんよね。廃棄物をどうするのっ

て言ったら、何もわかりません。プルサーマルをやったときも、「2010年から対策を考えま

す」って経済産業省の何とかさんが言いました。10年になって、何も考えていないんです

よ。この間、地層処分で一生懸命何かやっていましたけども、地層処分だって大変問題な

んです。 

 まあ、そんなこと言ってもしようがないんですけど、とにかく原発はやめて、やめたか

らこれだけお金がかかりますと、皆さん助けてくださいと言うんだったら、50％でも何で

も私は検討します。ただ今ね、そういうほんとうに困る人のためにはいろんなことができ

るわけだし、この際、全部白紙に戻して、原発さよならの方向で核物質依存症との別れを

決定的に促進するいい機会なんです、今の値上げ反対というのは。だから経済産業省だっ

て──霞が関から来たんですか。九州ですか。 

【議事進行人】  ああ、彼ですか。本省の人間です。 

【田中靖枝】  本省ですか。ああ、済みませんね。霞が関はだめなんですね、あそこは。 

【議事進行人】  そうそう、だめなんです。 

【滝澤調整官】  申しわけありません。 

【田中靖枝】  いつか３・11の前にも言っていたんで。保安院に電話したりして、後で

聞きますけど、企業秘密だって言って。プルサーマルやったときね、プルサーマルのＭＯ

Ｘ燃料の組成について質問したんですよ。そしたら企業秘密だって言って九電は言わなか

ったから、保安院に電話して、「ちょっと企業秘密だとか言ってるけど、ちょっと指導して」
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って言ったら、「それはテロのおそれがあります」って言ったんですよ。ちょっとテロのお

それって、私に組成を教えたら私がテロをすると思ってんのと思ったんですが、企業秘密

ということで、九電は今まで全部隠していました。 

 今もう大分変わりましたよね。変わったと思います。九電交渉に行ったって部屋とって

くれるし。昔は玄関払いですよね。それでビデオ一本撮ったり、写真だってだめだと。そ

んなら話に応じないというような、ひどい体質でした。それは大分変わりました。３・11

で変わったんです。この際、もうちょっと変わっていただきたいと思うんですよね。 

 で、ちょっと経産省に聞きますけども、企業秘密というのは、どの辺までが企業秘密な

んですか。九電さんにも聞きたいです。 

【議事進行人】  一応、最後までご発言をいただいたほうがよろしいかと思います。 

【田中靖枝】  じゃあ、もうちょっといきます。 

【議事進行人】  ええ。今の件は答えてもらいます。 

【田中靖枝】  九電の体質、私、独占企業でも、いい企業なら任せるんですけど、体質

の典型的なのが、この間告訴されましたよね。３年前の川内原発の事故で、火事が起こっ

て、１人死にました。３年前ですよ。そのときに、定期点検で作業していた。そのときに

高圧電流を流したまんま作業させた。だもんでショートして死んだんですよ、１人。で、

その定期点検で、高圧電流を流したまま作業することを許した手順書というのは、九電が

つくっている。だけど九電は調査中だと言って、いまだに何も言ってこない。これがほん

とうかどうか、私は新聞記事なんでわからないんですけども、その手順書というのは、確

かに九電がつくるわけですよね。で、それで作業させている。で、その被害者、死んだ人

のお父さんですよ、たまらないから告訴しましたというのが出ました。 

 それから、避難計画もないのにどんどん燃料を運び込んでいますね。それからもちろん、

やらせメールとかあって、どんどん原発やりたいという、そういう体質、説明しない体質、

そういうので九電には任せられないと思っています。 

 それで、とにかく転換しなきゃならない、ここで転換しなきゃならないというのは、み

んな思っていると思うんですね。ただ、九電の社長さんと経済産業省の上の人、九電の社

長さんが、「じゃあ、やめる」って言えないですよね。さっきから「安全だ、安全だ」って、

質問なんですが、ほんとうに安全というのがあるんですか。今まで私、ＭＯＸ燃料につい

てもさんざん反対の交渉をしてきました。向こうの学者が来て「安全です」、こちらは「危

険です」って言っているんですけど、ずっと安全交渉で、安全です、安全ですって言った
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あげくにああなったわけでしょう。今、福島の人たちは大変なことになっているわけでし

ょう。 

 今度、じゃあ、玄海原発、社長さんが「安全な基準で100％」って言うんですか。「100％

安全で」と言うんだったらば、ここに、ここの中に、原発事故が起きたときの対処、保険

料にしても除染費用にしても、皆さんへの不動産への賠償にしても、そういう資金は入れ

なくてもいいわけですよね。そういうことなんですか。100％安全だと思っていらっしゃる

んですかというのが、一つ疑問です。 

 だからさっき、企業秘密とは何かということと、手順書をつくったのは誰かと。手順書

を指導したのは経産省もそうなんでしょう。だから、それは両方ともに聞きます。それか

ら、100％安全な基準、安全な原発というのはあり得るんですかという、この三つの質問で

す。 

 以上です。 

【議事進行人】  さて、なかなか、料金の問題とどうかかわるのか、ちょっと難しいと

ころですが、まあ、お答えいただける範囲でお答えいただきましょう。 

 じゃあ、ＭＥＴＩさんから、まず。 

【滝澤調整官】  個別具体の事例についてですね、よく承知をしておりませんので、そ

の手順書は私、拝見したことがないんでですね、申しわけないんですけれども。正直申し

まして、それが企業秘密に当たるのかどうなのかって、今この場で判断することはできま

せん。一般論で申し上げるとですね、例えば競争上問題あるとかですね、公益の観点から

なかなか難しい、そういった一般的な常識があるんだと思います。お答えになっていなく

て恐縮なんですが。 

【田中靖枝】  なってませんね。 

【滝澤調整官】  申しわけありません。ちょっと私、拝見したことがないんでですね。

恐縮でございます、はい。 

【田中靖枝】  いや、手順書のことじゃないですよ。企業秘密と九電が言っている企業

秘密の内容が、例えば三菱のアレバだか何だか燃料を持ってくるところとの関係とか言う

わけですけど、私たちにすれば、それがもし危険だったら大変なんだから教えてよって。

それを何で教えられないのっていう。そこまで企業秘密なの。ラーメン屋の隠し味じゃな

いんですからね。 

【滝澤調整官】  それは取引上のですね、他社に与える影響ですとか、そういったこと
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は当然、企業秘密としてですね、考慮すべきことかなというふうに思います。 

 それから二つ目、手順書が該当するのかどうなのかと、もしくは経済産業省がチェック

をしたのかと。そこも、ちょっと申しわけございません、私は承知をしておりません。恐

縮でございます。 

 それから、安全についてでございますが、私からお答えできるのは、原子力安全委員会

というのが新しく組織として設置をされました。ここが安全についてしっかりと責任を持

ってですね、そこの安全性が確保されなければ、独立的に、専門的に……。 

【田中靖枝】  規制委員会ですよね。安全という言葉はやめたんですよ、あそこ。 

【滝澤調整官】  規制委員会ですね。そこがですね、しっかりと安全についてですね、

責任を持ってご判断いただいて、そこが安全だというふうに認めない限りはですね、再稼

働はないということかなというふうに思っております。 

【田中靖枝】  瓜生さん、どうぞお願いします。 

【議事進行人】  瓜生さんにも答えていただけますか。 

【九電（瓜生社長）】  まず１点目ですけども、今、経産省のほうからもお話がありまし

たように、商業上のおそらく秘密契約といいますか、そこの中で開示してはならないとい

う契約があれば、実は我々は商取引をやっている以上、出せなくなってしまいますので、

多分その辺のところを言っているんでは……。一般的にＭＯＸ燃料にどの程度プルトニウ

ムが入っているとか、そういう話はいくらでも言えると思うんで、そこは我々の出し方の

問題ではないかと思うんで、そこは工夫すれば大丈夫だろうと思っています。 

 それから２番目でございますけど、手順書につきましては、確かに私どもの発電所のほ

うでそれをつくって作業していただくわけですけども、一般的に停止のときには全部の電

源を切ることはできませんので、上位の電源を残したまま下位の電源について手入れをす

るということで、そのときには検電作業をして、生きている、死んでいるというのを確認

しながら本来は作業していただくんですけども、多分その手順がなくて、そのまま生きて

いるものを扱ってしまったというところで大きな放電事故が起こったというふうに我々は

理解しておりますが、一応この内容につきましては経産省にもご報告しておりますし、あ

る程度のところはご報告しております。ただ今、ご存じのように裁判にといいますか、告

訴されていますので、その段階で、ちょっと具体的なコメント、表現ができないというの

だけご理解賜ればと思ってます。 

【田中靖枝】  ３年も放っておいたというのは、どういうことですか。 
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【九電（瓜生社長）】  いや、３年も放ってはいません。 

【田中靖枝】  放っておられたから告訴したんでしょう。 

【議事進行人】  それはちょっと料金の問題ではございませんので、また別途お願いい

たします。 

【田中靖枝】  済みません。はい。 

【議事進行人】  100％の安全性……。 

【九電（瓜生社長）】  それから、100％の問題につきましてはですね、私どもも安全に

関しては100％というのは、なかなかこれは言えないだろうと。ただ、福島のような事象が

起こっても、今回きちっと原子力を安全に停止し、冷却の状態まで持っていく状態までは、

我々は今、準備はしっかり整えているというふうには思っております。 

 以上でございます。 

【議事進行人】  どうもありがとうございました。別途ご質問いただく手もございます

ので。ウエルカムでございます。 

【田中靖枝】  はい、わかりました。 

【議事進行人】  どうもありがとうございました。ああ、何か。 

【九電（鎮西副社長）】  ちょっと一つ修正です。さっきの原子力の利用率ですね、23

年度は33と言いましたけど、31でした。修正しておきます。 

【議事進行人】  はい、ありがとうございます。 

 田中さん、どうもありがとうございました。 
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意見陳述６番：遠藤百合香様 

【議事進行人】  その次、第６番の遠藤百合香さんにお願いをいたします。 

【遠藤百合香】  私は家計を預かる主婦として、子供を守る母として、被災し避難して

きた友人たちの代弁者として、九州電力の電気料金値上げ申請を反対するためにここに来

ました。 

 東日本大震災、福島第一原発事故から１年10カ月、いまだに収束のめどがつかないまま

の現状で、16万人の福島の人たちは苦しい避難生活を強いられています。玄海原発で同じ

ような事故が起こったら、九州電力は責任を持って私たちの安全を保障してくれるのでし

ょうか。 

 原発事故による警戒区域から、福岡市だけでも52世帯、112名の方が避難されてきていま

す。九州全体に自主避難されてきた方も入れると、把握できない人数になるでしょう。避

難されてきた方の多くは母子避難の方が多く、いまだ就労できない方もいます。 

 こんなに生活が苦しい上に、電気料金まで値上げし、原発事故の恐怖から逃れ、安住の

地を求めてやってきたのに、原発を再稼働するとささやかれ出し、精神的にも苦しくなっ

て、「九州からも逃げないといけないのか」という声を多く聞くようになりました。 

 九州電力は、電気が足りないと言って計画停電計画書を送ってきたり、「節電のご協力」

と文言が書かれている電気料金請求書を送ってきていますが、これは消費者の潜在意識に、

原発が稼働されていないから電気が足りないと無意識におどしと洗脳をさせているように

思えます。そもそも独占企業である九州電力は、電力の安定供給をすることだけが唯一の

仕事だと思っています。実際に計画停電はありませんでしたが、消費者を不安にさせるよ

うなことをするのはやめてください。 

 今回の値上げ申請も同じことです。昨年11月の九州電力、瓜生社長の値上げ申請の挨拶

文によりますと、「福島第一原子力発電所の事故を契機に、弊社が保有する原子力発電所６

基は全て停止し、火力発電のたき増しや他社からの電気購入などにより、燃料費や購入電

力量が大幅に増加したために、24年度は3,700億円の赤字になる見通しです」と記載されて

いましたが、この文章を読み、わかりやすく解釈いたしますと、今回の大幅赤字は不可抗

力で、福島原発事故というとばっちりを受けて原発稼働がストップしたから、経営陣は責

任をとる必要がないと言い逃れしているように聞こえます。 

 今マスコミでも話題になっています、35％削減しても１人当たり3,200万円と高額な役員

報酬や、取締役を14人から17人に増やしたり、雑給６億5,400万円のうち、やらせメール事
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件で引責辞任した眞部前社長と相談役２名の報酬も入っていると報道されていますが、ど

ういうことでしょうか。 

 「一般社員の平均年収を826万円から21％減らし650万円にするなど、人件費削減を検討

し、他産業、他企業の水準を参考に」と記載されていましたが、国税庁の調査では、23年

度の平均年収は409万円、平均給料・手当は350万円、平均賞与は59万円です。何を基準に

しているのかわかりませんが、私たち庶民の感覚からはかけ離れているように思えます。

これだけの赤字企業に賞与があること自体がおかしな話だとも思えます。 

 九州電力が電気料金の値上げの最大要因は、火力発電の燃料費（ＬＮＧ・天然ガス）が

大幅に増加していることだと述べていますが、同時期に原発を持たず火力発電に頼ってい

る沖縄電力の決算報告は黒字だと発表されました。沖縄の電気料金は他社に比べると割高

ですが、火力発電だから、原発がないからというわけではなく、離島が多く送電に多くの

コストがかかり、人口も少ないために電気料金が高くなっているのが主な要因だと言われ

ています。黒字になっていること自体が、原発費用を除くと火力発電だけでも赤字にはな

らないという結論が出ているようです。 

 燃料費の購入価格に関しては、東京電力が、同社の子会社ＴＥＰＣＯトレーディングと

三菱商事が共同出資・購入・販売権を有するセルト社から、火力発電用のＬＮＧをアメリ

カに販売する価格に比べて９倍もの高値で購入していたことが報道されていました。九州

電力ではどのような会社から幾らぐらいで購入し、それは適正な価格であるのかを発表す

る義務があるのではないのでしょうか。それは、この報道を見て、企業努力もせずに、商

社と裏取引でもあるかのような原価に暴利金額を上乗せしている燃料費を買い、そのツケ

は全て電気代を払っている消費者に回ってきていると率直に思ったからです。少なからず

とも、その疑惑の念は九州電力にも向けられています。健全な企業体制、消費者からの理

解を得るためにも、情報公開は必要だと思います。 

 先日、九州電力が保有する全原発６基の廃炉費用が2,962億円と発表されたのを聞きまし

た。率直に安いと思います。これは平常時のものだと伺いましたが、稼働していない今で

あれば十分この金額で賄えるということですよね。３月からは燃料棒も抜き出していくと

聞きました。この機会に全原発を廃炉にしていけば、原発があるために払っていたであろ

う地域や諸分野への多額な寄附金なども支払う必要もなく、ウラン燃料の10倍近いＭＯＸ

燃料費、これもほかの原発よりもコストを２倍にして電気料金に上乗せ計上し、電気料金

値上げ申請していたことも報道されていました。原発がなければ、このような費用もかか
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ってきていません。原発原価も包み隠さず発表してください。 

 安全神話は既に崩壊しています。どんな機械や乗り物でも、制御できてから取り扱うも

のです。原発リスクの回避策、賠償負担金もなく、大きな負担を消費者に転換するやり方

を今すぐ撤回してください。九州電力に求めることは、電力の安定供給、健全な企業体制

をつくり直し、経営努力、企業努力を徹し、常に消費者の声を聞く努力をし、九州から原

発を廃炉にしていき、使用済み核燃料の処分方法を研究することです。原発依存経営はや

め、九州電力から変わっていきましょう。福岡県民、九州人が自慢できる企業になってく

ださい。原発からつくられる電気からは明るい未来は照らせません。 

 以上で意見陳述を終わります。 

【議事進行人】  どうもありがとうございます。まだ時間がございますが、何かご質問

になりたい点がございましたら、どうぞ。 

【遠藤百合香】  ですので、先ほども言いましたよね。燃料費の購入などで、東電とか

が今ちょっとたたかれていますよね。そういった問題で、九州電力さんは、どこから購入

してどのようなというような透明性ですよね、国民が納得できる、私たち消費者が納得で

きる。いわゆる上乗せ計上しているのじゃないのかとか、そういう疑惑の念は向けられて

いますので、そういったことをですね、きっちりと発表していくことだと思います。 

【議事進行人】  その点、伺ってみましょうか。じゃあ、燃料費の調達についてです。

その透明性、それからできるだけ安値で調達する努力をしているのかという、そういうご

指摘ではないかと思うんですが。 

【遠藤百合香】  そうですね。 

【九電（瓜生社長）】  透明性といいますか、透明性につきましては、私どもは特に商社

を通しているわけではなくて、売り先の方と直接交渉といいますか、契約をさせていただ

いてますので、その後、入ってからですね、内航船で持っていくだとか、というか、いろ

んな、ちょっとした一、二％の後処理のところのそういうコストはありますけど、基本的

には商社を通すとかいうことじゃなくて、直接売り先と交渉していますので、そういった

ものはございません。この前の電気料金審査専門委員会の中でも、その比率、数％ある、

それ以外の諸経費の部分がありますというのはご説明を差し上げているところでございま

す。 

 それから、もう一点は……。 

【議事進行人】  調達努力です。安値の調達。 
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【九電（瓜生社長）】  私どもも当然、競争入札をしたり、それから共同入札をしたり、

それから今、私ども、石炭なんかでも非常に質のいい石炭と、ぎりぎりボイラーでたける、

そういった専門用語で亜瀝青という、あまり炭化の進んでいないような、そういう炭もで

すね、しっかり混炭、まぜながら、極力たけるような状態にしようということで、そうい

った品位の悪い炭もですね、買うようにして、調達コストをですね、下げる努力はしてお

ります。 

【遠藤百合香】  努力しているだけで、結果は出ていないんですよね。 

【九電（瓜生社長）】  いえ、当然その結果ですね、今まで、昔、一般炭の高級な炭をた

くよりは、当然、経費節減になっております。私どもが今、先ほど申しましたように、独

占にあぐらをかいているとご指摘いただいて、非常に厳しいご意見だと思いますけども、

先ほど申しましたように、この33カ年の間に30％の料金の低減をするという努力はしたと

いう事実だけはご確認いただければと思います。 

【遠藤百合香】  その中に、原発原価はどのくらい入っているんでしょうか。 

【九電（瓜生社長）】  原発原価は、その後、川内、玄海の３・４号機等をあれしました

けども、一応、原子力の発電コストは、私どもの会社では大体７円ぐらいです。７円弱か

かっていると思います。 

【遠藤百合香】  それだけで済むんですか。 

【九電（瓜生社長）】  はい。 

【遠藤百合香】  福島の事故が起こったときの……。 

【九電（瓜生社長）】  当然、その後の５兆円とか、いわゆる補償費を合わせたらどうか

ということで、それは国のほうでもこの前計算されていましたけども、最大でもあと１円

とか２円乗せるというような世界であったということで、ほかの、例えば石炭火力でも、

９円から10円、油火力だともう20円台になる。それに比べれば十分、発電のコストのメリ

ットはあるというふうに発表はされていると思います。 

【遠藤百合香】  発表されているんですか、きっちりと。 

【議事進行人】  ええ、それは確かです。 

【遠藤百合香】  もう東電さんは、国からずっと借金していますよね、何兆円も。それ

も全部、電気代に上乗せした形で……。 

【議事進行人】  いえ、それはされておりません。 

【遠藤百合香】  じゃないですよね。それは違いますよね。その分の除染費とか、今問
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題にもなっていますけど、そういったのも保有している電力会社がちゃんと支払う義務は

あるんじゃないですか。そういった除染費とかですね、そういったのも計上して。 

【九電（瓜生社長）】  今、いわゆるそういう原子力損害賠償支援機構の中で、私どもも、

去年は大体80億弱の、そこの支援機構のほうには支出はさせていただいております。全電

力で東電がやられるそういった福島事故対応のですね、コストは、そこで賄うような、そ

ういう仕組みに国としてはなっております。 

【遠藤百合香】  じゃあ、福島の人たちは、何で賠償されないとかさわいでいるんです

かね。東電からお金がもらえないとか、逆に返還してくれとか、よく耳にしますけれども。

賠償費の問題とか全然きっちりなっていないじゃないですか。明日事故が起こるかもしれ

ません、動いていなくても。私たちはどうしたらいいんですかね。 

【議事進行人】  今のお尋ねは、東電の問題を出されたんですか。それとも、もし……。 

【遠藤百合香】  東電の問題は、もう起こってしまったことだから。九州電力さんでも、

稼働してもしなくても、事故は起こりますよね、もちろん。 

【議事進行人】  ええ、それは理論的にはそうですね。 

【遠藤百合香】  理論的には。そういった場合にですね、ちゃんとした補償とかですね。

先ほども言われていましたシミュレーションも間違っていましたよね。避難計画シミュレ

ーションとかああいったのもあれで。ただ30キロ圏内の人たちだけを補償するというのも

おかしな話ですよね。東京のほうでは、東日本大震災のときは、もちろん、被災３県の方

たちもいっぱい避難してきていますけれども、東京とか群馬とか、ホットスポットと言わ

れるところからも避難してきている人たちがいっぱいいます。そういった方たちもですね、

やはり国としても補償をしっかりしてあげて。 

 電力会社の所有物じゃないって、先日何か言っていましたよね、放射能は。でも、それ

もおかしな話だと思うんですよね。放射能をつくってきているのは、電力会社も同じ、国

と加担してやっていたことで。そういった事故をですね、踏まえまして。やっぱり私たち

も、私の家も80キロなんですよね。 

【議事進行人】  玄海から？ 

【遠藤百合香】  はい、玄海からですね。80キロですけど、先日、風船飛ばしをしまし

て、ちょうどですね、その風向きからしまして、偏西風に乗って、遠くは奈良まで行った

んですけれども、ちょうど直線で引いていきますと、四国とかずっと落ちていきまして、

私の住んでいる家も通っているんですよね。そういうのを考えるとすごい怖いんですよ。
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もちろん季節ごとに風向きもどんどん変わります。やっぱり科学的見解だけでなく、そう

いった実証検分もちゃんと考慮しまして、そういった対策とかですね、国もしっかり考え

ていただきたいと思うんですけれども。 

【議事進行人】  ＭＥＴＩから何か。 

【滝澤調整官】  原子力でですね、万が一事故が起こった場合に、その責任が誰にある

かというと、今は法律上ですね、それぞれの電気事業者の方がですね、責任を持つと、こ

れは無限で責任を持つということになっております。ただ、他方で皆さんがご心配されて

いるようにですね、必ずしも全部面倒は見切れないんじゃないかというご心配があります

ので、政府として先般ですね、原子力損害賠償支援機構法という法律を出しまして、ほか

の電気事業者も含めてですね、全体で支えていく、相互扶助の考え方で支えていくという、

そういうですね、体制をつくっております。 

 したがって、いろいろご心配があると思うんですけれども、それから今お話があった福

島の事象でですね、個々の賠償の支払いがなかなかなされていないんじゃないかというの

も私も新聞なんかで拝見をいたしますが、東京電力とですね、被害者の方の間で、いろい

ろご不満があるということも承知をしておりますけれども、国としてそういった支払いの

賠償がですね、できるような体制というのは、しっかりと整備をしているということだと

思っております。 

【遠藤百合香】  九州電力さん、事故を起こしていますよね、今まで。先ほど、日本一

というか世界一安全な原発をって、進めていくって言っていましたけど、第一原発が稼働

されて三十数件の、細かい軽度な事故から、放射能が飛散してしまった事故まで。何か、

見たんですけれども、３号機ですね、プルサーマル事故もありましたよね、穴があいてい

たとか。 

【九電（瓜生社長）】  ３号機。プルサーマルではなくて、いわゆる燃料棒の……。 

【遠藤百合香】  燃料棒、はい。 

【九電（瓜生社長）】  炉内では確かに漏れています。ピンホールがですね。 

【遠藤百合香】  そのときに……。 

【議事進行人】  済みません、ちょっと簡潔に、ご質問があればまとめていただけます

か。 

【遠藤百合香】  ああ、はい。結果ですね、発表しないじゃないですかということなん

ですよ。ちょっとした事故とか、ちょっと放射能を漏らしちゃったよみたいな感じでも、
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一切公表せず、内部告発から始まって。やらせ問題でも同じことですよね。何でも後手後

手に回ってきて、詰め寄られて発表するみたいな。 

【九電（瓜生社長）】  いや、全て公表はさせていただいています。 

【遠藤百合香】  そうですか。そうとは思えないんですけど。 

【議事進行人】  じゃあ、まあ、細かい点はまた別途、文書でお尋ねください。 

【遠藤百合香】  そうですね、はい。 

【議事進行人】  どうも済みません、窮屈な時間で申しわけございません。どうもあり

がとうございました。 
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意見陳述８番：真子武彦様 

【議事進行人】  ７番の方はご都合でご欠席と伺っておりますので、次に８番の真子武

彦さんにお願いをいたします。 

【真子武彦】  福岡市東区から参りました真子と申します。前の方々とダブる点もあり

ますので、少し省かせていただきます。 

 私は、電気料金値上げについて意見を述べさせていただきます。 

 九電は昨年11月27日、政府に対して電気料金の値上げを申請しました。上げ幅は、家庭

向けが8.51％、認可が不要な企業向けは14.22％で、４月から実施するというものです。こ

れが申請どおり認可されて実施されれば、標準家庭で月378円の7,021円となり、市民生活

や経済に大きな影響が及ぶことは避けられません。とりわけ私たち低所得者、その中でも

生活保護世帯にとっては命にかかわる問題です。電気料金が生活保護世帯の暮らしに及ぼ

す実態について述べさせていただきます。 

 近年の夏季における記録的な猛暑が続く中、熱中症などの健康被害が続出し、エアコン

を設置できるようにしてほしいとの被保護者の要望を取り入れ、厚生労働省社会・援護局

は、平成23年７月19日付の「生活保護法による保護の実施要領」の一部改正についての通

知を出し、年金や児童扶養手当、勤労収入など、ほかに収入がある世帯に限ってという制

約がありますが、生活福祉資金の貸し付けでエアコンを購入し、設置できるように改善し

ました。この通知が出され、エアコンが設置できずに悩んでいた生活保護世帯は大変助か

りました。 

 しかし、11月から３月までの期間、暖房費のため支給される冬季加算のような加算の制

度が夏季にはなく、エアコンの電気代を節約するため、稼働時間を極力短時間にしていま

す。もし、電気料金の値上げが実施されれば、せっかく設置したエアコンも使用できなく

なり、また健康被害が続出することになります。 

 新聞報道によりますと、この苦しい生活を強いられている生活保護基準を、政府はもっ

と切り下げようとしています。「全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を

有する。国は全ての生活面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に

努めなければならない」とする憲法25条を否定するような行為です。その上に消費税の引

き上げが追い打ちをかけます。このような中、電気料金の値上げは、高齢者や傷病者が多

数を占める生活保護世帯や低所得者にとって、まさに命にかかわる問題です。ぜひ値上げ

は中止してください。 
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 また、電気料金はいわゆる総括原価方式によって決められており、電気料金にかかわる

全てのコストに利潤を上乗せするものです。その中には、株主の配当金、年俸4,000万円近

く、賞与１億4,000万円を限度とする高額な報酬、さらに原発立地自治体などへの寄附金、

原発促進費、これに使用済みの核燃料の管理費などが含まれており、それを丸ごと電気料

金に転嫁する不当なものとなっています。 

 また、経営努力もしないで、「原発再稼働がなければ再度値上げする」という九電のおど

しをそのまま認めることはできません。危険な原子力発電から再生可能エネルギーなどへ

の転換を含めて、九電に経営努力を求めます。 

 今でさえ、生活が苦しいと悲痛な声が上がっています。これ以上の値上げは直ちにやめ

てください。 

 簡単ですが、以上です。 

【議事進行人】  ありがとうございます。 

 大分時間が残っておりますが、何かお尋ねになりたいような事項はございますか。 

【真子武彦】  先ほど、前回の方に、電気料金の減免ですかね、ちょっとお話があった

みたいだけど、減免とかまたは免除とか何か。私たち、水道局とか何かは減免があったり

しますね。そんなことがあるものかと。 

【議事進行人】  そういう低所得者向けの料金設定というのは、減免制度はございます

か。 

【九電（鎮西副社長）】  副社長の鎮西でございます。 

 結論から言いますとございません。実は真子様のようなご意見を聞くと、私どもも大変

心苦しいと思います。心が痛むんですけども、実はそういう中でですね、今、電灯の料金

は３段階制になっておりまして、１段、２段、３段とございますけど、１段目が120キロワ

ットアワーまでなんですが、これはいわゆる生活必需的な使用量ということで、私ども、

ここの値上げ率をですね、相当抑制して、３段目を相当高くしています。使用量が大きな

お客様ほど値上げ率が高くなるというような料金設定をしてございます。 

 ですから、先ほども言いましたけども、何か契約の中身でですね、ご相談できるような

ことがあればご相談させていただきたいと思うんですが、今は電気料金算定規則というの

がございまして、その算定のルールの中ではですね、そういう減免設定はございません。

大変申しわけございません。 

【真子武彦】  それからですね、低所得者にとってはですね、電気料金がですね、期日
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までに払えないときがあるんです。水道局とか西部ガスは待ってくれるんですが、九電さ

んだけはですね、待ってくれないんです。特に今、ここに社長が見えていますからぜひと

も聞きたいんですが、年金まで待ってくれとかですね、そういうのを絶対待ってくれない

んです。 

【九電（鎮西副社長）】  一応、供給約款上の支払い義務がございますけども、それは一

応そのルールはございますがですね、事情があればですね、個別にお伺いしたいと思って

おります。 

【真子武彦】  それ、待ってくれないんですね。やっぱり命にかかわる問題ですからね。 

【九電（瓜生社長）】  それはケース・バイ・ケースでいろいろ対応をさせていただいて

いると思います。 

【九電（鎮西副社長）】  ケース・バイ・ケース、はい。大原則はそうですね、支払い義

務がありますので、50日たって、大体70日か80日ぐらいにそういう時期が来るんですけど

も。 

【真子武彦】  振り込みの制度だと、もうアウトですね。 

【九電（鎮西副社長）】  そうですね。だから、それは個々にやっぱりご相談していただ

くしか。ご相談させていただきたいと思いますね、そのケースで。 

【議事進行人】  じゃあ、今の件は社内的にもう一回確認していただくことにしましょ

う。 

【九電（鎮西副社長）】  はい。 

【真子武彦】  じゃあ、もう一つですね、東京電力が顧問料に月90万円ぐらいと言って

ありますが、九州電力のほうはその点は。顧問、どのくらい。 

【議事進行人】  顧問料はいかがですか。顧問料というか、顧問の報酬。 

【九電（瓜生社長）】  今ですね、顧問につきまして……。済みません、電源が入ってい

ないですね。私ども、相談役も３名、実はいまして、そのコストを、雑給の中で、実は今

回、原価申請をさせていただいておりますが、その総額は8,900万円でございます。 

【真子武彦】  月にしたらどうなりますか。 

【九電（瓜生社長）】  月は、１人当たり3,000万弱ですから、二百何十万という数字に

なるのではないかなと思います。 

【真子武彦】  東京電力より多いんですね。東京電力は月90万と新聞に書いてありまし

た。 



 -40- 

【九電（瓜生社長）】  ただ、原価に算入していない顧問もいますけども。そこはちょっ

と今、省いていますけども、その方たちを入れれば多分、年間1,000万、月100万程度にな

るんだろうと思います。 

 それから、今、真子様のいろんな、非常に切々たるお話をお聞きしましたけど、ただ、

ちょっとここで記載されている「賞与１億4,000万を限度とする」といいますか、赤字にな

ってから私ども、役員には全く賞与は支払っておりませんので、ご理解賜ればと思います。 

【議事進行人】  ということでございます。よろしゅうございますか。 

【真子武彦】  ありがとうございました。 

【九電（瓜生社長）】  真子さん、どうもありがとうございました。 
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意見陳述９番：毛利倫様 

【議事進行人】  それでは次に、第９番の毛利倫さんにお願いをいたします。 

【毛利 倫】  毛利です。よろしくお願いします。座ってやらせていただきます。 

 私は弁護士です。回復不能な未曾有の被害を発生させた福島第一原発の事故により、我

が国における原発の安全神話は崩壊し、原発の危険性はもはや誰の目にも明らかになりま

した。私たちは福島の原発事故を経験し、この国から全ての原発をなくしたいとの思いで、

100名を超す弁護士が結集し、九州電力と国に対して玄海原子力発電所の操業差し止めを求

める裁判をしています。 

 この「原発なくそう！九州玄海訴訟」は、ちょうど１年前の今日、佐賀地方裁判所に提

訴しました。昨年12月の第５次追加提訴までの原告数は5,493人、原告は47都道府県全てに

存在し、原発訴訟としては全国最大規模の集団訴訟です。この裁判以降、原発の廃止を求

める大規模裁判は全国各地で相次いで起こされていて、原発のない社会の実現こそが多数

の国民の願いです。 

 私は「原発なくそう！九州玄海訴訟」弁護団の一人として、今回の九州電力の電気料金

値上げ申請の問題点を指摘し、今回の値上げ申請が認められてはならないという立場で意

見を述べたいと思います。 

 そもそも、九州電力は今回なぜ電気料金を値上げするのでしょうか。九州電力が説明す

る値上げの申請理由はこうです。いわく、「保有する原発６基全てを停止した結果、火力発

電所の稼働を増やし、他社からの電力購入を増やしたため、燃料費や購入電力量が大幅に

増加した。それにより財務状況が急速に悪化し、このままでは会社が潰れてしまう。電気

料金を値上げして赤字を穴埋めし、会社を存続させてほしい」。すなわち、九州電力が値上

げ申請をしたのは、保有する原発が全て運転を停止した結果、会社が経営破綻の危機に陥

りそうだというのです。 

 しかし、全ての原発がわずか１年程度停止しただけで、どうして経営危機になるのでし

ょうか。その根本的原因は、とりもなおさず九州電力が電力供給を原発に大きく依存して

きた企業経営の誤りにあります。 

 九州電力は、安全性はもとより、電力供給の安定性や経済効率性などを強調して、原子

力発電を大きく推進してきました。福島第一原発事故が起きるまで、九州電力の発電電力

量に占める原子力発電の比率は約40％と、高い比率となっています。その原発依存率の高

さゆえに、原発の稼働を全て停止した場合、火力発電など他の電源により発電を補う必要
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が生じ、確かに燃料費等のコストが一定程度は増加するでしょう。しかし、それだけでは

財務状況がこれほど悪化し、経営破綻の危機を回避すべく料金値上げをせざるを得ない説

明にはなっていません。 

 九州電力の財務状況が悪化する真の原因は原発にあります。原発は停止中と言いながら、

九州電力は莫大な維持管理費を投じて、いつでも原発を再稼働できるように備えるため、

燃料を冷却するための多数の機器の運転を現在も続けており、毎日作業員が数回パトロー

ルして、機器の監視や点検などを行っています。こうした停止中の原発の維持管理費に加

え、これまで巨費を投じてきた原発建設に係る借入金、使用済み燃料の再処理や放射性廃

棄物の処分等に係るバックエンド費用、福島第一原発事故の賠償負担金、福島の事故を受

けて実施される原発の追加安全対策費など、原発に係る莫大なコストが九州電力の経営を

圧迫しています。 

 九州電力は、わずかな電気も生み出さない原発に係るこうした莫大なコスト負担を、電

気料金値上げという形で、原発に反対する多くの利用者に押しつけようとしているのです。

まさに原発に依存してきた企業経営の誤りのツケを国民に転嫁しているとしか言いようが

ありません。 

 九州電力は、今回の値上げ問題を審査する国の電気料金審査専門委員会においても、原

発に関する重要な情報を小出しにし、原発に関する正確な情報を明らかにすることに消極

的な姿勢が見られ、私には値上げの原因と原発との関連性を少なく見せようとする意図が

あるのではと感じられます。 

 今回の福島第一原発の事故と、その後、日本の全ての原発の稼働停止で明らかになった

ように、電力供給の安定性に適するとされた原発は、皮肉にも電力供給の安定性に最も欠

ける電源であることが露呈しました。そして一たび過酷事故が起きれば、地域社会は崩壊

し、もはや回復不能な損害を生じさせることも経験的に明らかです。福島第一原発は、事

故から２年近くたつ現在も放射性物質を放出し続け、収束のめどは全く立っておらず、い

まだ事故原因の解明すら行われていないのが現状です。電気料金の値上げを申請する前に、

そのような原発を最もすぐれた発電として電源の中心に位置づけ、推進してきた九州電力

の企業経営のあり方自体が、まずは厳しく問われるべきです。 

 ところが九州電力は、福島第一原発の事故や、原発を推進してきた電力会社としての経

営責任について何の総括もしないまま、「引き続き原子力を中心とする電源のベストミッ

クスを追求する」として、あろうことか、福島第一原発の事故を経験した今でさえ、川内
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原発３号機の増設を計画し、原発による発電比率を50％にまで引き上げることを経営目標

にしているのです。 

 安全性や電力供給の安定性、経済効率性など、原発に関する虚偽の情報で利用者を欺き、

危険きわまりない原発に電力供給を大きく依存してきたみずからの経営責任を曖昧にした

まま、原発が稼働停止になり経営が悪化するや否や、そのツケを利用者に押しつけ、電気

料金値上げを申請するという九州電力のやり方は、決して許されるべきではありません。 

 皆さんもおわかりのように、原発がゼロでも電気が十分足りることは、昨年夏と今年の

冬で既に実証されました。原発はそもそも必要性がないのです。今回の電気料金値上げの

真の原因は、原発事故の反省や総括をすることなく、電源として全く不要な原発の維持・

存続にしがみつき、莫大なコストを垂れ流している九州電力の経営の誤りそのものにあり

ます。これが今回の値上げが認められるべきではない一番の理由です。 

 なお、原発依存の企業経営が値上げに直結していることは、電力各社の値上げ申請状況

からも明らかです。すなわち、原発の発電比率が51％と最も原発依存度が高い関西電力が

既に電気料金値上げを申請し、やはり原発依存の高い北海道電力、四国電力などが値上げ

を検討していると報道されています。その一方で、原発ゼロの沖縄電力はもちろん、原発

依存の低い中部電力や中国電力、北陸電力は値上げ申請をしない方針で、まさに原発依存

度で電力各社は明暗を分けたと言えます。 

 次に、今回の九州電力の値上げ申請で極めて問題なのは、九州電力が値上げ申請の原価

算定において、今年７月からの原発の順次再稼働を当然の前提として事業計画に組み込ん

でいることです。すなわち九州電力は、今回の値上げ料金を申請する前提として、今年７

月に川内原発の１号機と２号機の再稼働をし、今年12月に玄海４号機の再稼働、さらに来

年１月に玄海３号機の再稼働を行い、平成27年度には原子力の利用率を66％にまで引き上

げるとしています。 

 そして九州電力の値上げ申請資料には、先ほどから述べている福島第一原発事故につい

ての反省や謝罪といった言葉はみじんも見られず、逆に「原子力発電所の再稼働の遅延が

もたらす大幅な赤字」とか、「原子力発電所の早期再稼働へ向けた取り組み」といった、原

発を再稼働させることしか念頭にない表現ばかりが目立ちます。 

 しかし、原発の再稼働をめぐっては、国の原子力規制委員会で今年７月までに新たな安

全基準を策定する作業が進められているとはいえ、国民の多くが再稼働に反対する中、国

の方針も確定してはおらず、原発再稼働自体が認められるかどうかは全く不透明な状況で
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す。そうした状況の中で、今年７月からの原発再稼働を当然の前提として原価計算をする

九州電力の電気料金値上げの是非を審査することは、本来できないはずです。 

 実際、九州電力は、原発の再稼働が全くなかった場合には、家庭用・企業向け合わせた

平均で35％、今回の申請である11％を24％も上回る35％もの値上げが必要だという試算を

出し、国の電気料金審査専門委員会に提出しています。国が今回の九州電力の電気料金値

上げを仮に認可するとするならば、それは原子力規制委員会による原発の安全性の審査を

受けず、また将来的な電力供給のあり方といった本質的議論をほとんど経ないまま、ただ

原発再稼働を事実上容認するに等しいものであり、手続的にも実質的にも極めて問題が大

きいと言わざるを得ません。国は、我が国の将来の命運を決するほど重要な問題である原

発の再稼働について、今回の電気料金値上げの安易な審査によって事実上容認してはなら

ず、今回の値上げ申請を認可することは決して許されないと考えます。 

 これまで述べてきたように、九州電力は福島第一原発の事故を総括し、その反省に立っ

た上で原発政策を見直すことなく、引き続き電源の中心に原発を位置づけ、原発を推進し

ていく前提で、今回の電気料金値上げを申請しています。しかし、原発を維持・存続して

いく限り、いくら安全対策をとろうとも事故の危険性はなくならず、再び福島のような過

酷事故が起きるおそれは決して避けられません。九州電力は、原発の維持・存続に固執し、

取り返しのつかない事態に陥る前に、直ちに原発政策を見直し、既存の原発を全て廃炉に

するべきであり、それにより将来的にかかるコスト自体も下がることは確実です。 

 この公聴会の目的は、九州電力の電気料金の値上げ申請が妥当かどうかを審議するため、

広く国民の意見を聞くためのものです。そして今回の値上げの真の原因は、燃料費の増加

にあるのではなく、原発に依存し、莫大なコストをかけて原発を維持・存続させようとし

ている九州電力の経営そのものにあります。そうだとすれば、値上げ問題を審査する上で

重要な点は、原価を計算して値上げ率を何％にするのが妥当かといった表面的な議論では

なく、原発に依存して経営が悪化した九州電力が、引き続き原発推進政策を維持する前提

で申請した値上げ自体を、そもそも認めてもいいのかどうかという点にあります。 

 国の電気料金審査専門委員会をはじめ、関係各位におかれては、この公聴会の意見や、

原発のない社会を希求する国民の声を十分踏まえ、国民の審判にたえ得る賢明な判断をお

願いいたします。 

 以上で意見陳述を終わります。 

【議事進行人】  ありがとうございました。 
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意見陳述10番：柳明夫様 

【議事進行人】  それでは、第10番の柳明夫さんにお願いをいたします。 

【柳 明夫】  私は、福岡県商工団体連合会の事務局長を務めております。私ども福岡

県商工団体連合会は、電気料金値上げに反対する、原発の再稼働に反対することを、昨年

12月の理事会で決議をいたしました。自然と命が守られてこそ商売繁盛、これが私どもの

理念であります。九州電力に対しては、電気料金値上げをやめ、原発を再稼働しないこと、

経済産業省に対しては、電気料金値上げ申請と原発再稼働を認めないことを求める運動、

署名運動を、今、私どもは開始をしております。 

 本日は九州電力に対し、電気料金値上げ申請を撤回すること、経済産業省は値上げの認

可を行わないことを強く求めたいと思います。 

 私どもは、県内25カ所にある民主商工会の県の連合会で、１万1,000余りの中小・零細の

自営業者で構成されております。大半が従業員４人以下の事業所です。一昨日、１月29日

に発表された経済センサスの活動調査の速報によれば、県内の従業員４人以下の事業所数

は11万9,576で、県内事業所総数の56.3％を占めております。従業員９人以下を含めると

77.5％を占めており、このような零細な事業所が地域の経済活動の中心を担っております。 

 しかし、長期にわたる不況や増税あるいは社会保険等の負担増で小さな事業所ほど経営

は厳しく、従業員４人以下の事業所数は、11年前の2001年の事業所・企業統計調査では14

万4,723であったものが、調査方法が違いますので若干おおよそになりますけれども、おと

とい発表の経済センサス速報で11万9,576ですから、17.4％も減少しております。県全体の

事業所数は9.7％の減少ですから、小さな事業所ほど苦境に立たされていることは統計上も

明白です。 

 私どもは、毎年２月から３月にかけて、中小業者経営実態調査を行っております。昨年

のデータでありますが、１年前と比べて売り上げが減少した事業所は67％と、３分の２を

占めております。その中で３割以上の減少は14％、１年間のうちに取引先から一方的に発

注が打ち切られたことのある事業所は30％という、厳しい結果になっています。 

 さらに、消費税の負担が深刻になっています。お客さんから消費税分がもらえない、つ

まり価格に転嫁できない事業所が70％あります。消費税をお客さんからもらえない課税業

者は、身銭を切って税務署に納付しなければなりません。売り上げの減少と消費税分の負

担というダブルパンチを食らっている状態であります。 

 消費税は、来年の４月から８％へ、再来年10月から10％へ引き上げることが昨年夏の国
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会で一応決められました。もし10％へ消費税が引き上げられた場合の影響について調査で

尋ねたところ、実に18％が「廃業せざるを得ない」と答えております。それほど影響は深

刻です。 

 このような中で、九電の今回の申請どおりに値上げが行われて消費税増税と重なったら、

一体どうなるのか。中小・零細業者の経営の苦しさに拍車をかけ、相当数の事業所が経営

を継続できなくなるおそれが強く、地域経済にも極めて深刻な影響をもたらすと考えられ

ます。この値上げについての地域経済への影響を、経済産業省、そして九電がどのように

考えておられるか、まずこのことを後でご回答いただきたいと思います。 

 ここで、私どもの構成員である事業者の切実な声を幾つか紹介させていただきます。 

 「鉄工所だが、値上げされたら年間20万円の負担増になる。親会社に電気料の上乗せは

言えない。消費税も上がったらとてもやっていけない」「製麺所だが、ほとんど電気で動い

ている。こんなに電気料が上がったら、ただでさえ売り上げが悪く利益がないのに、会社

が回らなくなる」「理容店をしているが、お客さんが来なくてもエアコン、電灯をつけてお

かなくてはならない。過当競争で厳しいのに、値上げはほんとうにやめてほしい」「お菓子

をつくっているが、衛生面で温度を管理するから、もともと電気代が高いのに、これ以上

は厳しい」「工務店だが、お客さんにオール電化がいいよと九電の言うとおりに勧めたが、

値上げが発表されて叱られた」。 

 瓜生社長に申し上げます。ぜひこの声を真摯に受けとめてください。 

 その上で、九州電力が値上げの根拠としている原価の内容について、納得しがたい問題

点を幾つか述べたいと思います。 

 燃料費の問題です。この増大が根拠になっていますが、先ほどからの指摘もあるように、

これは九電が原発の依存度40％という、そういう極めて高い原発に依存した体質にそもそ

もの問題がありますけれども、ＬＮＧの問題ですね。これが発電量に占める割合が、平成

24年度上期で44％というふうにお聞きしております。しかも調達価格は、平成23年度、こ

れは九電さんの資料ですけれども、ほかの電力会社の平均よりも高く購入されていますね。

東京電力は、アメリカよりも９倍も高い価格でＬＮＧを購入していることが問題になって

いますが、九電は東電以上の高額な調達価格なのかどうか、その点はぜひお答えをいただ

きたい。 

 「下げる努力をします」ということが、例えば第12回電気料金審査特別委員会に出され

た資料に書かれてありますけれども、下げられる価格はせいぜい１割から２割ぐらい、し
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かも高いＬＮＧ消費量を増やす計画とあります。例えば安い、いわゆるシェールガスとか、

そういうものをどうするのか。これは「努力します」ということしか書かれてありません。

いつまでもこの高いＬＮＧに依存していくのか。これは根本的に検討すべきではないかと

思います。 

 それから、総括原価方式にかかわる問題ですけれども、事業報酬についてです。値上げ

案の事業報酬、申請原価は889億円であり、総原価の中で5.93％を占めています。九電の「値

上げ申請の概要について」によれば、玄海・川内の原発や火力発電所などのいわゆる電気

事業固定資産、核のごみである使用済み核燃料などの核燃料資産、特定投資運転資本など

のいわゆるレートベースの合計に報酬率2.9％を掛けて算出したとあります。このやり方で

あれば、資産価値の高い原発や核のごみが多いほど高額になります。 

 ちなみに、東京電力の平成20年度の総原価に対する事業報酬の比率は5.57％と、同じ年

度の九電の比率6.42％よりも約１％も低くなっています。あれだけ原発を抱える東電より

高いわけですから、九電の原価に占める事業報酬の比率は、他電力会社の中でもかなり高

いと思われます。 

 九電はこのような仕組みで原価に計上できる事業報酬、原発推進のための接待・飲食費

用、高額の寄附金などを結局利用者の負担とする総括原価方式によって、かなりの恩恵に

浴してきた、ぬくぬくと守られてきたと私は考えます。 

 なぜ事業報酬が原価に計上できるのか。それは、資金の調達費用であるからとされてい

ます。しかし、事業報酬は実際のコストよりもかなり大きく乖離していることが、各方面

から今指摘されています。九電の平成23年決算の支払い利息は322億円、24年度の出されて

いる予想でも360億円です。しかも、配当は行わないと発表しておられますよね。そうであ

れば、360億円を原価に算入しても520億円も余ることになります。現行の電気料金であれ

ば収入が不足するというぐあいに申請原価で発表しているこの1,516億円の３分の１に相

当します。事業報酬は根本的に見直すべきではないか。どのように考えておられるのか、

このことをお尋ねしたいと思います。 

 さらにレートベースに含まれる特定投資は、平成20年度の157億円に比べて、今回の申請

原価には739億円と、4.7倍も多く計上されています。しかもその内訳は、日本原燃への増

資、上流権益への投資と「値上げ申請の概要について」に書かれてあります。日本原燃と

は、六ヶ所村、つまり核燃サイクルそのものでありまして、いまだに再処理技術が確立で

きていない、いつ確立できるかも全く見当がつかない、そういうところに、なぜこれだけ
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の多額の金額を投資をするのか、計上するのか、全く理解できません。この点についても

お答えをいただきたいと思います。 

 役員報酬についてです。第13回電気料金審査専門委員会に出された人件費の資料によれ

ば、役員報酬を削減して、取締役、監査役の合計で６億6,400万円にするとあります。取締

役１人当たりは35％の減額。いかにも大きいように見えますけれども、これは今までが高

過ぎただけなんです。はっきり申し上げて、１人3,200万平均になるということですが、役

員の皆さんは総括原価方式などの国の厚い保護のもとにぬくぬくと守られてきた。常に厳

しい競争、経営環境にさらされている私たち中小・零細企業とは全く別の世界に住んでい

るということであります。 

 中小・零細業者、中小・零細企業の社長は、経営が危機に瀕したとき、自分の給料をゼ

ロにしてでもですね、従業員に給料を払う、経営を守るんです。自分たちの会社である九

電の経営が危機だと考えるならば、利用者に負担を押しつける前に、会長や社長をはじめ

とした役員が率先して給料を大幅に下げるべきです。今度申請されている従業員の給与の

平均、それ並みにしても十分に生活はできますよ。私の給料より高いですから。最大限の

覚悟を、まず社長から、役員から示すべきだと思います。 

 人件費については、もう一つ言います。雑給が６億5,400万円、役員報酬とほぼ同じ。極

めて高い金額。これは常識的に雑給とは言えません。しかも、３人の顧問、つまり社長Ｏ

Ｂだと思われますけれども、8,900万ですね。１人3,000万ですよ。何でこんなに高いんで

すか。全く納得がいきません。 

 部門別収支の問題ですけれども、家庭用電力料金である規制部門の販売電力量41％に対

して、利益が59％ですね。大企業への供給が多い自由化部門と逆転しています。大口ほど

安い料金体系、つまり我々中小・零細業者や一般家庭、ここから大きな利益を得ていると

いうのが実態であります。この点も根本的な見直しが必要だと考えます。 

 最後に、私が許しがたく思うのは、第12回電気料金審査専門委員会、これは先ほどの毛

利弁護士も言われましたけれども、原発が今後も再稼働できなければ35％の値上げが必要

だと、こういう試算を示していることです。これまでの経営のあり方、原価や部門別の料

金体系のあり方、こういうものを根本的に反省することなく、このような試算を平然と発

表するのは、玄海・川内の原発フル稼働を否が応でも我々に認めさせようとする圧力、お

どしとも言えるものです。 

 福島のあの惨禍を前にしてもなお原発にすがろうとする、あなた方、九電トップの経営
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姿勢にこそ、九州電力という企業の最大の問題点があると考えます。原発がなくても電気

が足りていることは、停電なしにあの暑い夏、そして今この冬を乗り切っている経験が示

しています。一たび事故を起こせば破滅的な損害をもたらし、処理不能な核のごみを出し

続ける原発は必要ありません。私たちは電気料金値上げにも原発再稼働にも反対します。 

 以上で私の陳述を終わらせていただきます。 

【議事進行人】  ありがとうございました。 

 それでは、まず経産省にですね。値上げが地域経済に及ぼす影響についてどのように認

識しているのかと、それともう一つは、事業報酬の制度について抜本的に見直す必要があ

るのではないか、この２点についてお答えいただけますか。 

【滝澤調整官】  まず、地域経済への影響についてお尋ねがありました。今回のですね、

値上げの申請が地域経済に大きな影響を与えるということは、私どもも重々承知をしてお

ります。したがいまして、九電の申請の中身がですね、最大限の合理化を踏まえたもので

あるのかどうなのかというのをですね、しっかりと専門委員会の先生にもお知恵をいただ

きながら審査をしていきたいというふうに考えてございます。 

 それから、事業報酬についてもお尋ねがございました。これは十分に承知をされている

と思うんですけれども、昭和35年にですね、もともと積み上げ方式でやっていたものから

ですね、レートベース方式に見直しをしたという経緯がございます。積み上げ方式という

ものはですね、各社ごとの資本構成の違いでございますとか、それから企業努力を促進す

る余地に乏しいだとか、そういった欠点があるということで、規制の枠をはめながらです

ね、資金調達上の創意工夫をですね、やってもらおうということで、経営に刺激を与える

観点からですね、導入をしたということでございます。ガス・鉄道その他の公益事業につ

いてもですね、同じようにこういったやり方がとられているというふうに承知をしてござ

います。 

【議事進行人】  それでは九電さんからですね、ＬＮＧの調達価格、いかなる努力をし

ておられるのかというのが第１点。それから特定投資、特に原燃への増資は何のためにす

るんだということが第２点。それから第３点として、役員報酬の雑給は過大ではないかと

いうご指摘。第４点に、部門別収支で、規制部門からばかり利益を上げているのはおかし

いじゃないかというご指摘もございました。これについてお答えをいただけますでしょう

か。 

【九電（瓜生社長）】  非常に今、中小企業の皆さんの切々たる思い、非常に私も胸を痛
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めるところです。おそらく中小企業の皆さん、今回の料金改定の中でですね、自分の利益

を削るような形になるのではないかなと、非常に危惧をしているところでございます。非

常に心を痛める次第でございますけれども。 

 ＬＮＧにつきましては、先ほど９倍というのは、多分、東電の例なのでよくわかりませ

んけども、私どもは確かに全国平均と比べれば、現在調達しているのは、ちょうどたまた

ま条件の厳しいときにＬＮＧの長期契約の改定をしたので、少し高目にはなっていますけ

ども、１割も２割も高いというわけではないというふうに思っています。一応、先ほども

申しましたように、いろいろな競争入札、競争見積もりの導入だとか、それから共同購入

だとか、そういったものをやりながらですね、極力コストの削減をするし、私ども自社船

を持っていますので、その自社船を活用しながら運航費を下げるとか、そういう努力もで

すね、やらせていただいているところでございます。 

 それから、事業報酬はようございますかね。 

【議事進行人】  結構です。それは制度の問題ですので。 

【九電（瓜生社長）】  それから、レートベースの件なんですけども、これも今ご説明の

あったとおりでございますが、私ども、確かにあれ以外に配当所要利益を加えますと700

億近くなりますので、決して、計算した数字自体がそんなに大きいかどうかというのは、

少し……。 

【柳 明夫】  配当はしないんでしょう。 

【九電（瓜生社長）】  ただ、あれは、料金の算定規則の中でそういうふうになっており

ますので、そこはご理解賜れればと思っております。 

 それから、雑給が、確かに……。これ以外にですね、実は職員の皆さん、シニア職員の

皆様、それから委託契約社員、それからパートタイマー、臨時の方、それから出向の受け

入れた方のコストも中には入っていますので、多く見えていますけども、一番大きいのは、

やはり何といっても嘱託契約社員といって、電気のメーターをいろいろと見ていただく方

とか、そういう方の費用も入っていますので。全体を見ると確かに、何で平均で６億5,400

万もかかるんだという話になろうかと思いますけども、基本的には嘱託契約の社員の皆さ

ん、それから出向受け入れ者の皆さんとか、そういったものが入っておりますので、ご理

解を賜れればと思います。 

【議事進行人】  部門別収支の……。お静かに願います。部門別収支の問題を。お静か

に願います。 
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【九電（鎮西副社長）】  部門別収支でございます。先ほど、大口利用者には安い料金で

というお話がございました。これは、発電所から例えば50万ボルトで出てきてですね、そ

れを６万6000ボルト、6,600ボルト、最後ご家庭には100ボルトでお届けしているわけです

が、その間の設備がですね、違うわけですね。大口のお客様は近いところでお受け取りに

なる、ご家庭は一番最後のところでお受け取りになるということで、そこに配電設備とい

うのが付加されてくるわけでございまして。それとあと使用形態によってですね、大量に

わりと使う、昼夜操業で使うような企業のお客様は、負荷率がどうしても安くなるという

ようなこともございます。 

 そういうこともありましてですね、今、アワーの比率は規制部門が４割、自由化部門が

６割ということでございますが、例えば収入で言いますと逆になりまして、規制部門が５

割で、ほぼ同じですね、51と49というウエートになりまして、最終的に利益、いわゆる事

業報酬で言いますと、規制部門が今54で、自由化部門が46ということになりまして、今の

……。 

【議事進行人】  わかりました。大分、大幅に時間を超過しておりますので。事実につ

いてはよく伺いました。コストを反映しているということも伺いました。多分ご存じでし

ょうけど。百も承知のことだとおっしゃるでしょうが。済みません、大変窮屈な時間設定

で申しわけございません。まだご質問、ご指摘事項がありましたら、先ほど申しましたよ

うに、別途文書でお寄せいただければと存じます。どうもありがとうございました。 

 一番最初にお願いいたしましたように、質疑応答を含めて15分という時間配分になって

おりますので、よろしくご協力ください。それから、答弁はできるだけ簡潔にお願いいた

します。そうしませんと、陳述人の方のご発言の時間が確保できなくなってしまいますの

で、まことに恐れ入りますが、よろしくご協力ください。 
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意見陳述11番：杉野ちせ子様 

【議事進行人】  それでは、11番の杉野ちせ子さんにお願いいたします。 

【杉野ちせ子】  私は佐賀県民ですので、まずＭＯＸ燃料の問題から入りたいと思いま

す。 

 今回の値上げ申請にＭＯＸ燃料の価格が上積みされていますが、佐賀県がＭＯＸ燃料を

玄海原発で使うプルサーマル計画を事前了解するかどうかは、佐賀県議会で大問題になり

ました。九州電力はＭＯＸ燃料の価格が電気料金の値上げに結びつくことはないと説明し

たので、佐賀県はプルサーマルの導入を事前了解しています。今回の申請で、ＭＯＸ燃料

の価格が電気料金の値上げにつながるのであれば、佐賀県知事はプルサーマルの事前了解

を見直さなければならないという問題が発生します。九州電力には以上のことが理解され

ていないのではないかというふうに思います。 

 ＭＯＸ燃料の価格は、ウラン燃料の少なくとも７倍以上です。九州電力は経済産業省の

電気料金審査専門委員会で、再処理して取り出したプルトニウムを使わないと、核拡散の

おそれから国際的非難を浴びるので、ＭＯＸ燃料を使わなければならないし、全体から見

れば大した額ではないと説明したようですが、プルトニウムが余っているのは消費者の責

任ではありませんから、消費者がＭＯＸ燃料の代金を含んだ電気料金を支払う理由はあり

ません。ウラン燃料の７倍以上もするＭＯＸ燃料の原発での使用は認められるべきではあ

りません。 

 今回、原子力発電所の再稼働を前提に電気料金の値上げが申請されていますが、再稼働

前提の電気料金の値上げについては、福島原発事故の反省を踏まえて考えるべきだと思い

ます。私たちが支払った電気料金の一部が、原発事故を招くことになった安全神話の普及

に使われていたという事実があるので、再び安全神話がつくられることがないように厳し

くチェックをする必要があります。 

 普及開発関係費に、原子力広報活動費として８億3,800万円、展示館運営に７億200万円

計上されていますが、カットすべきです。 

 寄附金は、大牟田市特定呼吸器疾病患者救済事業は別ですが、自治体や団体への寄附は

原発を容認するように仕向けるものですから、たとえ剰余金からであっても支出すべきで

はありません。 

 団体費では、原子力安全推進協会に３億6,000万円支出することになっていますが、安全

神話につながりかねないのでやめるべきです。 
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 研究費では、24億3,300万円の分担金を支払うことになっている電力中央研究所は、原子

力推進のための研究を行っていますが、電気事業者が出資する研究機関での検査は中立性

が疑われるので、見直すべきです。研究は大学や民間企業にも委託されていますが、原子

力推進に偏っていないかを検証される必要があります。 

 原発は、先ほどからも言われておりますけれども、決して安くありません。それでも原

発を続けるのかという問題があります。原発のコストは、発電に直接要する費用のほかに、

税金が使われる技術開発費用と立地対策費用、事故リスクコスト、バックエンドコスト、

原発とセットの揚水発電の費用、それに世界最高水準を目指す安全対策費などを加えると、

かなり高くなり、火力発電のほうが安全で確実に安くなります。原発に経済性はありませ

ん。 

 使用済み燃料の処分の問題もあります。福島原発事故で放出された放射能の少なくとも

5,000倍の放射能が日本の原発でたまっています。この放射能が高レベルの使用済み燃料は、

人類から10万年も隔離しなければならないものですが、地震が多い日本では地下に埋め捨

てることができません。したがって、将来の世代に10万年も核の管理を押しつけることに

なります。原発を再稼働すれば、使用済み燃料をますます増やすことになるので、原発を

再稼働すべきでないのは、使用済み燃料の問題だけを考えても当然のことです。 

 原発がとまっていても電気は足りています。昨年夏の電力のピーク時にも、九電の原発

は全てとまっていたにもかかわらず、まだ５％以上の余裕がありました。別に地元の雇用

の問題はありますが、危険な原発を動かさなければならない理由は、以上のようにありま

せんので、再稼働が前提の料金値上げ申請は認められるべきではありません。 

 次に、今の電気料金の算出方法である総括原価方式では、経営責任が問われず、電気料

金を安くしようという企業努力が行われないので、算出方法を改めるべきです。 

 日本の電気料金は、ずっと以前から先進国で一番高くなっていました。つまり、日本の

電気料金はずっと以前から国際競争力を失っていたのです。これはなぜかというと、次の

ようなことがあるからです。 

 東京電力は営業費用と事業報酬を過大に見積もって電気料金の原価に組み込んでいる、

また費用に含めるべきではないものまで電気料金に組み込んでいると、東京電力に関する

経営・財務調査委員会の報告は指摘しています。営業費用では、電気料金の改定を届ける

ときの費用と実際にかかった費用の差額は10年間で6,180億円に及び、事業報酬では、届け

出額と支払い額の差は8,460億円になっています。この合計１兆4,640億円が、10年間で消



 -54- 

費者からの電気代として東京電力の取り過ぎになっています。 

 このように、総括原価方式での電気料金の算定は、消費者に不利で電力会社に有利にな

る差額が発生しています。九州電力でも同じように差額が発生して取り過ぎになっていな

いか、情報公開してください。 

 また、今回の値上げ申請に原子力損害賠償支援機構法の一般負担金として169億円が計上

されていますが、損害賠償という原発事故の責任を電気料金で消費者が負担するという仕

組みになっています。これでは、原発が危険なことがわかっていたにもかかわらず、原発

を推進して事故につながった、東京電力の歴代の経営者の経営責任を問わないことになり

ますし、原発事業に厳しい審査を行わずに融資した金融機関の過失責任も問わないことに

なります。危険な原発の推進を容認した株主にも責任があります。歴代の経営者は高額の

報酬を、金融機関は莫大な利子や配当を、株主も高額な配当を受け取っています。 

 歴代の経営者や金融機関や株主が責任は全くとらずに利益だけを受け取り、消費者であ

る国民が損害賠償を電気料金で支払わなければならないというのは、どう考えてもおかし

いです。どうしてこういうことになるのか、経済産業省は説明してください。事故の責任

を国民に押しつけるのではなく、電気事業者の経営責任が問われ、電気を安価に供給する

企業努力が行われるように電力を自由化してください。 

 質問の１つです。差額が発生して電気代を取り過ぎになっていないかどうか、九州電力

に情報公開を求めます。情報公開されますか。 

 それと質問の２です。経済産業省の方に、なぜ原発事故の賠償責任を消費者が電気料金

で負担する仕組みになったのか、説明していただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

【議事進行人】  よろしゅうございますか。はい、ありがとうございました。 

 じゃあ、まず九電さんからお願いします。 

【九電（瓜生社長）】  今言われた営業費用……。 

【杉野ちせ子】  ごめんなさい、私は耳が悪いので、大きく言っていただきたいんです。 

【九電（瓜生社長）】  済みません。営業費用の取り過ぎというお話でございますけれど

も、いわゆるそれは、私どもの会社の収支を、多分、最終的には言っておられるんではな

いかなと思うんですが、そういうことですかね。いわゆる費用とコストがありますけど。 

【杉野ちせ子】  詳しいわけではないんですけれども、電気料金の改定を届けられます

よね。下がったときは改定だけだというふうに聞いていますけれども。そのときの金額と



 -55- 

収支との、要するに実際の金額が違っているというふうに言われていると思うんですけど。 

【九電（瓜生社長）】  それは今後フォローアップを我々はされるようになっていると思

いますので。過去の分についても当然、それは出すことは可能でございますので。 

【杉野ちせ子】  どういう形で具体的に私に知らせていただけるんでしょうか。 

【九電（瓜生社長）】  多分、おそらくですね、最終的にはそこでですね、我々が原価で

申請していた20年の改定のときの原価よりも、我々の原価が下がっていれば、当然、利益

として認識されて、その分が内部留保としてたまっていると思いますので、それについて

は、今までの収支報告でほぼ同じことが言えます。若干コストの、ほかの面で、費用のと

ころで違うところがあるかもしれませんけども、似たような分析ができるのではないかな

と、今、思っていますけども。 

【杉野ちせ子】  答えはわかったんですけども、要するに差額が会社の利益になるとい

うのはですよ、非常に消費者の立場からすると違うのではないかというふうに思うんです

ね。消費者の電気代を高く取っていたから会社の利益になった。それは消費者に還元され

ないんですか。 

【九電（瓜生社長）】  それは55年以降、私どもは実は９回の値下げをさせていただいて、

30％の値下げという形でお客様には還元させていただいたところでございます。 

【杉野ちせ子】  それはわかりました。ただ、さっきも言いましたけれども、日本の電

気代というのは先進国の中では一番高いというふうにずっと言われてきたと思うんですよ

ね。そういう問題があって、やっぱり電気代が高いのは、消費者は非常に大変なわけです

から、もっともっと下げられるものであれば、そういう努力をしていただきたいというふ

うに思います。 

【九電（瓜生社長）】  はい。私もそういうふうに、努力はしたいと思います。当然努力

はしたいと思います。 

【議事進行人】  じゃあ、経産省から。 

【滝澤調整官】  電力会社がですね、ご指摘の負担金の支払いをしているわけでござい

ますけども、そもそも何でそんなことになっているのかと申しますと、原子力事業者によ

るですね、原子力の事故時におけるですね、賠償を的確に行うためにですね、先般、相互

扶助のための仕組みとして導入したという経緯がございます。 

 それから、非常に多くの方からご指摘があります総括原価方式でございますけれども、

今まさしく電力システムの改革に向けたですね、議論を行っている最中でございまして、
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ここで多くの方がご指摘されております地域特性の話でございますとか総括原価方式の話

でございますとか、こういった話がですね、見直しの方向で議論されておりますので、ご

理解いただければなと思います。 

【杉野ちせ子】  いや、だから聞いているのは、要するに原発事故の損害賠償を消費者

がどうして電気料金で払わなければならないのかというね、そういう仕組みになったのか

ということです。東京電力が今回の事故の責任を私は全部とらなければいけないというふ

うに、国民の負担でなく、とらなければならないというふうに思うんですよね。歴代の経

営者の責任というのも問われていないし、金融機関も別に債権放棄をされているようでも

ないし、株主も株がゼロになっているわけじゃないんで、責任をとったというふうにはな

っていないんじゃないかというふうに思うんです。だから、そういうことがなされなくて、

消費者が電気料金で事故の賠償をしなければならないんですよと言われても、ちょっとや

っぱり理解できないことじゃないかと思うんですけど、そこを理解できるように説明して

いただきたいんですけど。 

【滝澤調整官】  まず、経営者の責任についてはですね、経営責任がどうなのかについ

ては私からはちょっとお答えをしかねるんですが、株主の方は、今お話があったように、

まず株価が大きく下がっていたり配当を受け取れなくなったりとか、そういう形で負担を

しているというふうに考えております。それから金融機関もですね、追加でかなりの金額

の融資をですね、するという形でですね、それなりの負担をしているというふうに考えて

ございます。 

 それから、繰り返して恐縮なんですけれども、やっぱり、まず賠償の責任はですね、東

京電力が全て負っているというのはご指摘のとおりかと思います。それを支える形として

ですね、相互扶助の仕組みとしてこういった仕組みを導入させていただいておりまして、

原子力の事故時におけるですね、賠償を的確に行うためにはですね、必要な仕組みなので

はないかなというふうに考えてございます。 

【議事進行人】  しかし、法律をつくったのは役人じゃございませんから。 

 さて、どうもありがとうございました。 
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意見陳述12番：溝口宏敏様 

【議事進行人】  それでは、お待たせをいたしました。12番の溝口宏敏様にお願いをい

たします。 

【溝口宏敏】  私は玄海原発から30キロ圏内に住んでおります。糸島市の志摩町です。 

 先日、県が指導して、糸島市で、玄海原発で重大事故が起こったときにどうするかとい

うことを検討したようですけれども、「みんなそれぞれで逃げろ」と。私は身障者ですから、

地方自治体がレッテルを張ってくれて、救援に来ることになっておりますけれども、そん

なことはできませんわね。で、質問で、「渋滞になったらどうするか」と言ったら、「それ

はそれぞれ渋滞にならんように逃げろ」と。「どこに逃げたらいいのか」と言ったら、黙っ

ていると。これがですね、県が指導した、いわゆる国が指示した、30キロ圏の実情ですよ。

（１）九州電力は原発の再稼働を狙って「電力が足りない」という宣伝をかつて行いまし

たけれども、これはそうでなくなったので、今度は国民に対して、「原発を動かさんと料金

が高くなるぞ」というおどかしを一つはしているというのが、この料金値上げの一つの目

的であり、同時に料金も値上げしようとしているというのが実情だというふうにまず思い

ます。 

 「語るに落ちる」という言葉がありますけれども、九電が示しております値上げ申請の

概要──私は１月に発表された、これも持っています、見ていますからね──、概要で、

原子力利用率は「平成25年７月以降、川内１・２号機、そして玄海４号機が12月に、そし

て玄海３号機を26年１月に再稼働を想定」５５％とするというふうに平気で述べておりま

す。それが今度の料金値上げの狙いの一つだと思います。瓜生社長が昨年4月、社長に就任

したときに、平然と再稼働するということを社長就任で宣言しましたけれども、これは具

体的に今年の７月にやるんだということを言っているという、ここに狙いがあるんだとい

うことを、まず申し上げておきたいと思います。 

  

（２）それからその次に、九州電力の原発がいかに危険かということですけれども、１号

機は、営業運転38年で、４年前の脆性遷移温度が98度ですよね。私は既に100度を超えてい

ると思いますが、全国一危険な原発ですよ、１号機は。そして２号機もそれに準ずるもの

と。３号機はプルサーマル、ご承知のとおり。３・４号を稼働させようという狙いでしょ

うけれども、実は一昨年暮れにね、３号機、事故を起こしたんですよ。これについて九州

電力に私たちは追及しましたけれど、三菱重工に調べさせておるという返事でしかありま
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せん。これはね、主軸が壊れたんですよ。４号機はトルクスイッチの交換、このために停

止して交換しないといかんのに、停止しないで交換するという手順書をつくって、そのた

めに停止したというのが事実ですけれども、こういうことを平気でやっている。よく100％

の安全を目指すとか平気で言えるなと思います。 

 私たちはですね、実は二十数年前から九州電力と交渉しております。で、一昨年の３月

11日からですね、昨年の12月26日まで、実は九州電力本社と10回の交渉をしています。一

回だって社長も副社長も役員も出てきたことはありません。当然、会社の責任ある人が出

てくるべきなのに、実は対応するのはそういうメンバーではないんですよ。まずここで申

し上げておくと、今度２月に九州電力と交渉したいと思いますけど、瓜生社長を先頭に出

てきてほしいと思います。 

（３）もう一つは燃料費のことですね、次は。ＬＮＧの価格高騰を理由の一つにしていま

す。この件についてですね、私の言葉でもいいんだけど、前の国際エネルギー機関の事務

局長、名前はもう省きますけども、「アメリカ・カナダのシェールガス開発、ロシアのパイ

プラインによる天然ガス売り込みなどの国際的な価格値下げの情勢の中で、安価な価格で

輸入できるのにそうしていない。これは電力・ガス会社が独占のため、コストを消費者に

転嫁できたし、値下げ競争をする必要がなかったからだ。この消費者転嫁の構造を変えな

いと、ほんとうに安いガスを輸入しようという意欲は湧かないであろう」と、こういうふ

うに言っております。 

 また、昨年ですね、衆議院の経済産業委員会で、吉井英勝前議員がですね、東京電力に

ついて言っていますけども、東京電力の子会社である貿易会社から、対米価格の八、九倍

のＬＮＧを購入していたことを示して、「商社が東電に高く売れば、そのツケは消費者に回

る。東電は子会社とともに二重にもうかる」という質問をしておりますが、同時に総括原

価方式と燃料費調整制度の見直しを主張したわけですけども、これに対してね、当時の枝

野経産相が「この制度を変えたい」というふうに答弁しとるんです。しかし、これは変え

ておりませんけどね。そういうふうに答えております。 

 九電のＬＮＧの購入価格が７万1,101円と。トン当たりですね。そういうふうに報告され

ておりますが、非常に高値です。買いつけ方法に問題があるというふうに思います。九電

の値上げ申請の概要にですね、原油価格は12.9％の増として、原発は28％減という数字を

出しておりましたが、こんなことでは私たちをだますわけにはいきませんよと、まず言い

たい。 
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（４） 

もう一つは、原発の費用ですね。原発の電気料金がどれぐらいかということですね。これ

は非常に大事。原発の料金が安いから原発を再開しないといけないと言っています。原発

の電気がどれぐらいの費用がかかっているかということは九州電力は発表しておりません。

今日ちょっとね、７円とかちょこちょこと社長が言ったようなことがありましたけど、ど

ういう意味かわかりませんが、そんなことではないと思います。 

 経済産業省、九州電力は、原発稼働時の発電原価と、それを火力等で代替した場合の発

電原価を比較しなければならないはずなのに、原発の発電原価を隠してごまかすために、

追加燃料費の全額上乗せなどという目くらましの虚構も組み入れておりますが、原発の発

電料金は安いと言っているけども、とんでもないうそでございます。九州電力は石炭火力

の原価は4.20円kWhね、それから石油火力は16.59円kWh、ＬＮＧは12.14円kWhというふうに、

これは発表していますな。原子力発電については発表しておりませんよ。ものすごく高く

なっていると僕は思います。電力会社が設置許可申請時にですね、経産省電源開発分科会

に出した資料でも、これは玄海３号機について言っていますけれども、14.7円というふう

に言っておりますが、これも我々が想定する以上に安いもので、実際にかなりの金額にな

っていると。私の推測では40円から50円ぐらいのものになっているんじゃないかと。だか

ら、いわゆるＬＮＧあたりに比べても３倍ぐらいの値段になっているんじゃないかという

ふうに思います。それは玄海町に対する懐柔政策から何からいろいろある、それを全部含

めて投入しているからでございます。 

 科学ジャーナリストの塩谷喜雄さんは、原子力12.23円、火力9.9円、水力7.26円と計算

しておりますけれども、実際にこれは原発が一番高いわけですけどね、これももっと精密

にする必要があるというふうに思います。 

（５） 

もう一つ、先ほども出ましたけども、ＭＯＸ燃料の問題ですね。使用済み核燃料のリサイ

クルのための再処理費用として、私たちが去年、九州電力と交渉して明らかになったのは

ですね、これは将来的なＭＯＸ燃料の代金、ウラン燃料の２倍、いや今日は７倍との話も

ありましたが、よくわかりません、言わないから。将来的な分も含めて、既にですね、九

州電力は皆さん方からお金を取っております。その金額はですね、モデル家庭に対して年

間1,100円ですけれども、この費用全体は１兆2,299億円です。これは皆さん方から勝手に
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取ってるんですよ。将来の分も含めて。という状況です。 

 それからまた、皆さん方の家庭にこういう電気料金の請求書が来ると思いますけれど、

この燃料代の中にですね、この前まではですね、太陽光発電促進付加金というのが入って

おりましたけども、最近はちょっと変わりましてね、再エネ賦課金等というふうに書いて

ありますが、実際にやってる？ やってやしねえんだから。勝手にこういう料金を取って

いるわけですよ。こういうのを追加徴収しているわけですから、厚かましい限りですよ。

こんな厚かましいところは僕は初めて見ますな。 

（６）で、今度は自分たちの給料やなんかを値下げするというふうに言っておりますけれ

ども、これは皆さんがちょっと発表したやつですが、私はね、今さっきの報告では、役員

が年間3,200万円。それから職員は650万円に下げると。これも大変な金額ですけれども、

私はね、もう時間がないから具体的なことは申し上げませんけども、まず内部留保ですね。

これは私が調べた限りでは１兆円あります。この内部留保を放出すべきだとまず思います。 

 それからね、職員の給料なんか下げる必要ないですよ。役員のね、給与とね、それから

持ち株がたくさんあるんですよ。前の松尾会長あたりは２万5,000ぐらいあります。役員の

中でね、２万5,000クラスの持ち株を持っている人というのは２人ぐらいいますね。瓜生さ

んはそれほどじゃなかったな（１万株）。そういうね、持ち株がたくさんありますから、そ

れからの株の配当も莫大なもんですから、そういうのは全部拠出する必要があります。ま

ず内部留保ですね。それから役員給料ちゅったってね、大して削るわけじゃないんだもん。 

（７）それと、次に申し上げますけども、これは価格と全然関係ないわけじゃありません

けれども、安全対策をね、直ちにすべきだと思います。緊急安全対策ということで去年や

りましたけど、政府の指示に基づいて。事故を起こした福島第一にもありますね、海水ポ

ンプの予備確保、それから水タンク、これは2014年にすると。それからね、免震棟もない

んですよ、ここには。これは15年にすると。ベントについては16年にするということで、

こういう福島第一でもあったような安全対策もしていないんですよ、玄海原発には。そし

て平気であんなことを社長が先ほど言いましたけれども……。 

（８）それと最後に申し上げますけれども、いわゆる独占問題がありますが、まずね、送

電線をね、やっぱり九州電力の独占から外す必要があると思います。ドイツで私調べまし

たらね、もちろんドイツの場合には電力会社たくさんありますから、それぞれ利用者が自

由にできますけれども、私はね、九州電力の独占をやめるべきだという考えを持っていま

すけど、ドイツではね、原発でつくった電力は送電線を利用させないと、こういうふうに
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政府機構がね、今度、諮問を出しています。あと、エコ問題、それぞれあるけれども、今

日はもう時間が来たからやめましょう。 

 ということで私の質問は終わりますが、最後にね、経産省、九州経産局、それから九州

電力、私たち、経産省も来月ぐらいには行きますが、ああ、九州局長もおるみたいだけど

も、ちゃんと出てきてね、我々に対して対応すべきだということを最後に要請して、私の

発言にします。 

【議事進行人】  ありがとうございました。陳述人の皆さん、どうもありがとうござい

ました。 
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委員コメント 

【議事進行人】  ここで、本日出席しております審査専門委員会の委員よりコメントを

もらいたいと思います。各２分ほどでお願いをいたします。 

 まずは辰巳委員。どうぞまず立ち上がって、回れ右をしてお披露目をしてからなさって

ください。 

【辰巳委員】  今ご紹介いただきました辰巳菊子と申します。よろしくお願いいたしま

す。座らせていただきます。 

 今日ここに伺いまして、値上げをされると生活が破綻する、あるいは事業経営が成り立

たないというふうなお話などを伺い、もっともっと九州電力さんは経営努力をするべきで、

経営の失敗を家庭に押しつけるのは納得できないという皆様方の思いを、重くしっかりと

受けとめさせていただきました。今回の料金審査に反映できる点、例えば役員報酬だった

り、寄附金であったり、燃料費の問題だったり、あるいはさらに料金に何を算入するべき

か、どのくらい削減するべきかというお話は、ぜひ私の立場から、改めて一つずつ、生活

者の目線を外すことなく判断していきたいというふうに思いました。 

 ただ、一番思ったのはですね、根本にある原子力発電再稼働の問題、あるいはまたもっ

と根本的な原子力発電の可否という問題が横たわっていることであり、ほんとうに今ここ

で、私の立場でどこまで審査に反映できるのかというのが、非常に重たく、歯がゆい思い

をしているというのが率直な感想です。 

 少なくともですね、九州電力さんのほうに、もう少しそういう皆様の思いを理解してい

ただけるようにお願いしたいということです。今、一番皆さんの声で大きかったのは、原

発の原価というのがきちんと理解できないので発表してほしいというお話でありましたが、

まさにそうだというふうに思います。そういうお声を私もお伝えしていきたいなというふ

うに思っております。率直な感想ですけれど、以上です。 

【議事進行人】  ありがとうございます。 

 それじゃあ、松村委員、お願いいたします。 

【松村委員】  同じく委員の松村と申します。座って話させていただきます。 

 まず、今回の質問に対して、瓜生社長みずからが大半の回答をされたことには感銘を受

けました。他社では、ほとんどを副社長が回答しているという状況だった。値上げ申請は

数十年ぶりの大事件だということなので、社長が率先して一生懸命説明しようとしている

こと自体は、意味のあることだと思います。 
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 この公聴会だけでなく、公聴会に出てこられなかった人も含めて、多くの人が関心を持

っていることですから、今日に限らず、これからも社長が先頭に立って、消費者の理解に

努めるように最大限努力してください。社長は一人しかいないので、あらゆることに対応

することは無理だということは十分承知していますが、大事件という認識の上で、今日の

ようなみずからの口で一生懸命説明する努力は続けていただきたい。 

 それから、陳述人の方で、委員会で出された公表資料を大変丁寧に読み込んで、的確な

質問をされておられる方が複数いらっしゃったと思います。大変感銘を受けました。委員

会などで出てきた公表資料は、そういう形でいろんな方が見ているということを認識した

上で、まだ出されていない、例えばＯＢへの支払いの明細だとか必要性だとかというたぐ

いの情報も、懇切丁寧に、委員会の席で公表資料としてぜひ出してください。委員だけで

なく多くの人が見ていることが今回の公聴会で証明されたと思いますから。 

 ３点目。今回出てきた意見の中では、現行ルールで対応できること、それからそもそも

総括原価というルール自体の問題点、それからエネルギー政策全般にかかわる問題という、

三つのレベルの意見が多く出てきたと思います。日本は法治国家ですから、この料金の審

査過程では現行ルールに基づいた審査しかできない。しかしこの審査の過程で明らかにな

った問題を十分配慮して、今後の制度設計や政策の形成に生かしていかなければいけない

ということを、経産省も、それから私たちも、一般電気事業者も肝に銘じる必要があると

思います。 

 役員報酬、人件費、ＯＢへの支払いに関して多くの方がコメントされました。役員報酬

１人当たりでは35％下がっているということ、これは既に公表されている事実ですが、何

度も繰り返しますが、私たちは35％下がったからもう十分だという判断は決してしません。

絶対水準が問題です。もとの水準が総括原価と地域独占に守られた企業の役員報酬として

法外に高かったとすれば、それから35％下がろうが40％下がろうが、それではまだ足りな

いという結論が出てくることは当然あり得ると思います。この点については今後、真摯に

査定していくことになると思います。 

 説明しない体質についてコメントされた方がいらした。企業秘密ということではね返さ

れてしまうということでしたが、今日の回答では、「企業機密だからこれは出せないけれど、

かわりにこういう情報なら出せる」というような回答もあったと思います。そのような形

で、今後も、企業機密と言って思考停止してしまうのではなく、消費者が何を知りたいの

かを真摯に酌み取って、仮に出せないのだとしても、こういう情報は出せるということを
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積極的に出していっていただきたい。それから、ほんとうに企業機密として出せないもの

なら出せないということをちゃんと記録として残すことが重要なことだと思います。後か

ら振り返って、「こんなことも企業機密と言って出さなかったのか、ほんとうに情報隠蔽体

質だ」と言われないように、企業機密という言葉を限定して使うことも必要だと思います。 

 それから一点、私には、瓜生社長からの回答の中でびっくりするものが一つありました。

本社の移転に関してコメントされた方がいらして、それに対して社長の回答は、原価算定

の期間内では非常に難しい、中給施設だとかが本店に入っていますから、これを動かすに

は相当な時間がかかるので原価算定期間には無理だが、長期的な課題として検討したいと

社長みずからが言われたことに関して、かなりびっくりしました。私自身はこれに対して

ずっと問題意識は持っています。なぜ電力会社の本社、本店がそれぞれの地域の一等地で、

地価の非常に高い、あるいは賃貸料の非常に高いところになければならないのか不思議に

思っていました。これについてあれほど明確な回答が出てきたのは私にとっては全く初め

てなので、大変勇気づけられました。 

 ただ、以前の一般電気事業者の体質なら、検討はします、検討はするけれど、一応形だ

け、なぜやらないのかという理由を作成するための会議だけは開くけれど、しばらくたっ

てみんなが忘れたころに、やっぱり移すのは難しいという結論だけ出すということをしか

ねません。そんなことをすれば、ああ、相変わらずだな、電力会社の体質は何も変わって

いないという印象を再び与え、更に信頼を失うことになると思います。しかしあれだけは

っきり出てきたので、短期の、非常に近い未来の移転が難しいというのはわかりますが、

すぐに検討を始めて、具体的に何年後に移せるという結論が近々に出てくると期待してお

ります。これは電力会社の体質が変わったことをアピールする絶好の機会でもあると思い

ますので、ぜひ、検討はする、でも結局は動かしませんというのではなく、真摯な検討を

お願いいたします。 

 以上です。 

【議事進行人】  ありがとうございました。 

 じゃあ、南委員。 

【南委員】  委員の南と申します。どうもよろしくお願いいたします。座らせていただ

きます。 

 本日、私は公聴会なるものに初めて参加いたしまして、陳述人の皆様からのビビッドな

ご意見を聞く機会が持てて、今後の審査に大変参考になりました。総括すると、原子力発
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電の再開に対する不安、安全性に対する疑問、総括原価方式そのものに対する懐疑、それ

が中心となって渦巻く電力会社の皆さんへのご不満と、生活に与える電力料金の値上げの、

何ていうのかな、インパクトの強さ、このあたりが中心となっていて、全てにおいて、そ

れは十分に私ども委員に理解できる、胸を打つ内容になっていたというふうに思っていま

す。 

 松村委員も触れましたが、我々、総括原価方式の中においてどのような原価を算入する

のが妥当かというところが使命、ミッションの委員でございます。燃料費や人件費といっ

た原価に算入すべきものにつきましては、おそらく企業の努力というのを前提とした、皆

様の納得のいくものを原価に算入し、そうでないものについては算入できないという判断

をしていくんだろうと思っています。 

 委員会でも申し上げたんですけれども、原価に直接関係のないところにつきましては、

我々はそこを審査する権限はございませんが、おそらくは、今日のような公聴会の陳述人

の方のご意見等々を聞いていますと、やはり納得感というんですかね、料金値上げをして

もやむを得ないという納得感を得るための、原価とは直接関係のない企業の努力というの

が不断にあることが、多分前提となるんだろうなという印象を受けました。 

 その意味では、今日、これも松村先生と同じになるんですが、瓜生社長ご本人が中心と

なって答弁されていたことですとか、それなりに真摯にお答えをしていた態度等々は、そ

の一つ納得を得られる契機になるものではなかったのかなというふうに評価できるところ

だと思っています。 

 いずれにせよ、陳述人の方々のご意見を踏まえながら、私ども委員は厳しい目で原価を

査定していく予定でございますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

【議事進行人】  ありがとうございました。 

 以上をもちまして午前の部を終わりますが、陳述人の皆様にはほんとうにお忙しい中、

貴重なご意見を賜りましてありがとうございました。改めて御礼を申し上げます。 

 最初にも申し上げましたように、なおご質問をなさりたい事項が残っているようでした

ら、別途、２月４日までに書面にて事務局までご送付ください。 

 午後は13時20分から、午後の部の前半として、引き続き陳述人による意見の陳述をお願

いをいたします。 

 なお、この会場内では飲食をご遠慮いただいておりますので、お食事は会場内でおとり
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くださるようにお願いをいたします。 

 一時退出される方は、カードケースをそのままお持ちください。再入場の際に必要とな

ります。そのままお帰りになる方は、１階ゲート出口で係員にご返却ください。 

 どうもありがとうございました。 

（ 休  憩 ） 

【議事進行人】  それでは定刻となりましたので、午後の部の前半を始めます。 

 これから意見陳述人の方に意見をご開陳いただきますが、質疑応答含めてお一人15分と

いう枠でお願いをしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 意見陳述開始後10分目に１回ベルを、14分目に２回、それから15分で３回鳴らしますの

で、それで時間をはかりながらご発言をいただければと存じます。 

 午前中、話題になりました監査役の報酬につきまして、九電から追加のご説明があるそ

うですので、それをまず伺います。 

【九電（瓜生社長）】  追加の説明といいますか、先ほど私が説明いたしましたときに誤

った数字をお伝えしておりますので、おわびして訂正を申し上げたいと思います。 

 監査役の１人当たりの報酬額を、先ほど、たしか2,600万円程度と申し上げましたけど、

現在、電気料金審査専門委員会に出している資料の中に記載のとおり、1,900万円でござい

ますので、訂正して、おわびを申し上げます。 

 それともう１点、ＬＮＧの調達のところで、６番目の陳述人の遠藤様からのご質問の中

で、私ども、ＬＮＧの調達に関しましては商社を通しては実は契約は結んでおりませんで、

山元と契約を結んでおりますが、ただ、重原油につきましては、重原油自体が商品が世界

で商品化しているということもありまして、むしろ商社を経由したほうがより安い価格の

油も調達できるということで、重原油に関しましては商社を経由して購入することがござ

いますので、おわびして訂正を申し上げます。申しわけございません。 

【議事進行人】  ありがとうございました。 
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意見陳述13番：工藤芳郎様 

【議事進行人】  それでは、意見の陳述をお願いいたします。13番の工藤芳郎さんにお

願いをいたします。 

【工藤芳郎】  私は、くらしのリサーチセンターというところで副会長と専務理事を務

めております工藤でございます。 

 この団体は25年前につくられまして、要するに、社会経済問題について、行政の立場、

企業の立場、国民生活者の立場がありますけれども、 

それぞれの立場があり、さまざまな問題について見解の相違もあるんですけれども、違う

点だけを強調し合うのではなくて、立場が違うことを認め合いながら一致できる点を求め

合っていくという合意形成型社会、ちょっと口はばったいんですが、そういうものを目指

してつくった調査研究機関であります。主として、この間、エネルギーの問題、環境の問

題、企業のＣＳＲの問題、都市と交通問題研究会などを月に１回ぐらいの割合で重ねてお

ります。 

 たまたま私は、今回の料金改定に関しては、出身地が九州の大分でありますこともあり、

何か一言言わざるべからざるという心境になりまして、参ったわけであります。したがい

まして、地元の町長、議長、町役場の課長、古い友人等の意見も聞きました。 したがい

まして、そういうことを付加して今日は陳述をさせていただきたいと思います。 

 私のふるさと大分では、昭和26年までは九州配電、今の九州電力を九配と言ったんです

ね、我々の子供時分は。その時分は、電気がついていないところもかなりあったんですよ。

しかし、26年に９電力体制が確立されましてから、電力の供給義務というのが電力会社に

できたんですね。これで、きちんと電気が全国津々浦々に供給されるようになったという

経緯があります。 

現在地域の独占体制という批判がありますが、戦前電力会社が多数あった時代は厳しい競

争時代があり、共倒れになるわ、停電はあるわ、戦争もありまして、大変な時代だったん

ですよ。その中で、地域独占体制という言葉ではなくて、地域に供給責任を持つ電力会社

が必要だという事情で、当時の松永安左エ門さんという方が占領軍と相当なやりとりをし

て、現在の９電力、今は沖縄がおりますから10電力体制になったという経緯があることを

私も勉強をしたところであります。 

 さて、今回の値上げ理由につきましては、私は四つばかりポイントを挙げたんでありま

すが、これは九州電力さんにご確認をさせていただきたい。 
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 東日本大震災によって原子力発電が稼働を停止したと。それから、それによって電源確

保として化石燃料の依存度が増えたと。化石燃料費が今度は増嵩して、総原価、経営を圧

迫するに至ったと。したがって、経営努力をするも、公益事業としての責務である安定供

給を全うすることは困難であるということが、この値上げ理由だと思いますが、九州電力

さん、これでよろしゅうございましょうか。私はそういうふうに受けとめております。 

 この問題について、勝手に四つの問題を挙げたんでありますが、これについて若干意見

を述べます。 

 一つは、原発が停止したということは、これは原子力の政策責任と実施責任というのが

原子力にはありますが、政策責任は一貫して政府にあるわけでありますから、今回、実施

責任がいかにということでありますが、原子力発電の運営責任によって原発がとまったと

いうふうな因果関係を見たときには、これは九州電力にはその責任は全くないと思います。 

 二つ目の、電源構成の中で化石燃料の依存度が高まったということは理解するわけであ

りますが、これを安全でかつ適正な価格で購入することができるかどうかということは大

変難しい問題で、我が国のエネルギー政策全体の問題として位置づけなきゃならんと考え

ております。これは後で詳しく申し上げます。 

 電力会社は、燃料費の確保に当たっては、いろいろな今までの商慣習もありましょうけ

れども、やっぱり官民一体となった取り組みを推進しなきゃならんだろうと思います。 

 四つ目は、電力各社は、九電だけでありません、内外情勢がグローバル化して変転する

という現代社会の中で、電力事業の社会的役割、使命を対外的に積極的にアピールするこ

とが求められるわけであります。 

 この電力の電源構成につきましては、水主火従、火主水従、そしてオイルショック、そ

して原子力へのシフトという歴史があるわけであります。九州電力の場合は、石炭を中心

とした時代がありましたが、これを石油にしたと。ところが、２次にわたるオイルショッ

クで、これが安定的に確保できないということで原子力へシフトを高めたということがあ

るわけでございます。 

 そういうことは現代人は知りません。無理解であります。やっぱり、どちらかというと、

市場経済原理主義に毒された人が多い。政府においても、そういう傾向がこの間ありまし

た。したがいまして、この点をよく理解を求めなきゃならんだろうと思います。 

  

 以下、電力会社に求められることと政府に求められることと二つに分けて申し上げます。 
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 電力会社に求められることは、一言で言えば、今申し上げたことも含めて、消費者、需

要家に対して十分な説明をする必要があるわけです。値上げの背景、理由、料金決定の仕

組み、総原価の内容。ここをちょっと補足いたしますと、今回料金値上げの主要な理由は、

原発稼働停止にかわる燃料確保であります。これはご存じのように、我が国の鉱物性燃料

購入額は約24兆円であります。最近の12年の貿易統計によると24兆円。この中で、ＬＮＧ

は、量的には8,731万4,000トン、前年比で11.2％、金額にして約６兆14億9,400万円、前年

比で25％増えておるわけであります。輸入先は、１月25日の日経で、これは震災前から2.5

兆円増えた原子力の停止によってツケが膨らんだというのが日本経済新聞１月25日の見出

しでありますが、まさにそういう状況にあるわけです。 

 九州電力の火力燃料購入費増1,669億円とされていますが、これは向こう３年間でありま

すが、もっと増えるでしょう。これ、昨日の新聞ですか、１－12月で1,512億円増というこ

とになっております。エネルギーの中に占める、特にＬＮＧの増加が金額的にも大変で、

これがまた円安傾向が続きますと大変増えるでありましょう。 

 もう一つは、やっぱりＣＯ２が増えることです。ＬＮＧは、原油に比べればＣＯ２の発生

が少ないんでありますけれども、これがやっぱり火力に依存していくとＣＯ２の問題も心

配されるところであります。 

 二つ目は、事業報酬というものの概念が一般企業会計にはない概念でありますから、こ

れはよく丁寧に説明しなきゃいかん。公益事業は、電力、ガス、鉄道等、全部、事業報酬

というのがあるわけですね。この概念が総括原価方式の中にあるわけで、これは特有のも

のであります。何でこんなものができたかというと、過大な利益を抑制するためにつくっ

た制度なんですね、これは。したがいまして、適正な原価に適正な利潤を加えたものとい

う総括原価の方式に定められているわけです。実態は何かというと、借入金、社債の金利

と株主への配当、これをもって事業報酬というんで、そこらが一般的に非常に誤解されや

すい概念でありますだけに、よく説明していただきたい。 

 それから、人件費の問題について申し上げます。これが高いか安いかというのは、一つ

は、一般の企業と比べてどうかという意見があります。比較をするのは、同質的なものを

量的に比較することが科学的な比較でありますから、例えば、その他の公益事業と比較す

るというようなことは大事だと思います。しかし、同時に、電力会社の場合は、専門性の

高い技術者がたくさんおられます。こういう方を一律に平均的に人件費を減らすというよ

うなことがありましたら、そういう人材が社外に流出すると、場合によっては外国にまで
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スカウトされるというような事態が既に発生しておりますので、十分気をつけたほうがい

いと思います。 

 最後に、電力会社に申し上げたいことは、公益事業としての電力事業の地域社会に果た

す役割、使命であります。昨年12月に、今日いらっしゃっておるか知りませんが、朝日新

聞の西部報道センターの記者有論では、地域経済の脱電力会社支配という見出しの記事を

書かれましたね。どなたかいらっしゃいますか。私は、いつでも受けて立って議論をした

いと思います。 

 電力会社というのは、地域社会と密接な関係を持って発展してきた事業なんですね。企

業論として二つの考え方があるんです。一つは、株主第一主義、企業というのは利益を追

求するためにあるんだという考え方、もう一つは、社会的存在を大事にしようという考え

方があるわけです、一般論として。社会的存在というふうに位置づける考え方は、企業と

いうのは株主、資本が大事だが、そこで働く従業員、ご家族、地域社会、地方自治体、取

引先、お客様、関連企業、これは俗にステークホルダーと言うんですが、こういう方々と

一体となって協力して成り立つものですね。電源立地をするにしても、配電をするにして

も、送電するにしても、これはそういう人たちの協力関係がなければ成り立たない。した

がって、企業が事業を行う社会的責任がそこに生ずるわけであります。公益事業は説明責

任が非常に大きい、こういうことになります。 

  九州電力は離島対策として毎年約160億円の収支赤字を抱えながら公平の原則の下で

電気を供給しています。こうしたことも地域社会に対する貢献の一例であり、社会的なア

ピールをすることが求められるところです。【議事進行人】  あと１分です。 

【工藤芳郎】   時間がなくなりましたから、最後に、政府に対して申し上げたいんで

ありますが、これは電気事業法の19条で、先ほどの方程式に基づいて、効率的な経営のも

とにおいて適正な原価に適正な利潤を加えたものを料金とするという方程式なんですが、

これを厳正に守っていただきたいのであります。 

 特に申し上げたいことは、原発稼働停止ということがありますので、これから向こう３

年間の原価が出されておりますけれども、計算するのは大変だろうと思うんですね。なぜ

なら、エネルギー政策が確立されていない。そうすると、前提計画というのは、需要想定

をどうするのか、設備投資をどうするのか、資金計画をどうするのかということで、大変

難儀なことだと思いますので、この辺を総合エネルギー政策を早く確立するということで、

電源構成をどうすればいいのかという指針を早く出していただきたいと思っております。 
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 先ほど申し上げました電力事業、中でも公益事業全体でありますが、こういうものの位

置づけを、社会の中の位置づけを政府としてもきちんと権威ある見解を発表していただき

たい。 

 以上であります。大変長くなりました。 

【議事進行人】  ありがとうございました。 
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意見陳述14番：於保泰正様 

【議事進行人】  それでは、第14番の於保泰正さんにお願いをいたします。 

【於保泰正】  於保と申します。 

 まず、１月25日の朝日新聞に載った吉岡九大副学長の言葉を引用しながら意見陳述をし

ていきたいと思っています。 

 25日の記事には、「九電には、値上げをせざるを得ない電源構成にしてきた責任がある。

電力会社を選べない消費者は一方的に損をさせられる。最大限のコスト削減と徹底した情

報開示をするべきだ」というふうに言われています。最大限のコスト削減と徹底した情報

開示をすべきだということです。専門委員の方にお願いしたいのは、徹底した情報公開を

しないのであれば、審議をストップしてもらいたいというぐらいの覚悟でやっていただき

たいというふうに思っています。 

 コスト削減につきましては、いろんな方からの意見陳述がなされていますので、私のほ

うからは一つだけ、顧問とか会長が具体的にどういう内容のことをやっておられるのかで

すね。それと、報酬については先ほど出ましたんですけれども、どういうことをされてい

るのか。これは、ある人権団体から聞いた話なんですけど、会長がその委員会の委員長を

していると、だから、原発反対は大っぴらには言えないんだということをある団体から言

われました。これはどういうことなんだというふうに思ったわけですね。九電の経営にか

かわる委員会でも何でもないわけなんですね。人権に関する委員会です。 

 ですから、顧問なり会長なりがどういう仕事をされているのか、具体的に開示をしてい

ただきたいということです。専門委員会でもチェックをお願いします。 

 本題に入っていきますけれども、吉岡九大副学長は、原発は不安定な電源で、事件や事

故、災害で大量にとまることが多いと。値上げをしないと経営がもたない九電の現状は、

原発依存が賢明な選択ではない何よりの証拠だというふうに言っておられます。 

 後で、経済同友会の委員長の話も出ますけれども、不安定な電源ということですから、

石炭火力で原発が全部とまっても大丈夫なようになっているはずなんですよ。ですから、

原発がとまっても電気が足らないということはないんですね、もともと。ですから、もし、

そこで足らないというんであれば、それは安定供給する電気事業者の責任ということにな

るわけです。 

 現在、九電は１号から４号まで、再稼働を条件に新燃料を買ってストックされていると

いうふうに聞いています。また、現在、１号から４号まで入っている人間ですね、これは
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稼働時と変わらない。正社員が570名ぐらい、それから下請会社が1,700名台、常時2,300

人、今でも入っているんです。つまり、稼働時と全然変わらないんですね。再稼働の予定

というのは、まだ全然立たないわけですね。にもかかわらず、そういう状態で人件費も維

持費もかかっているということです。 

 値上げの理由として、火力発電の燃料費がかさんだと言うんですけれども、通常、じゃ

あ、原発動いていないんであれば原発のコストは下がっているんじゃないのと思うわけで

すよ、みんな。ところが、下がっていないんですね。それは、バックエンド費用というの

は非常に大きくきいていると思っているんです。 

 バックエンド費用──後処理ですね、この問題については、発電終了後に超長期にわた

って行われる事業なんです。1,000年どころじゃないですね。10万年、１億年とかかる事業

なんです。ですから、このバックエンド費用というのは、発電期間中に回収される必要が

あります。ところが、その額が非常に少ないということになれば、その金銭的なツケは、

子どもや子孫にずっと回っていくんです。 

 新聞記事で、バックエンド費用、廃炉費用ですね、の引当金が36億円不足しているとい

うのがあったんですけれども、解体費用と廃棄物処理費用の見積額が358億円となっていた

んです。つまり、40年間で358億円引き当てればいいということになっているわけですね。

これは経産省の命令なんです。ところが、358億円で解体できるのかということなんです。

通常は３兆円ぐらいかかるんじゃないかと言われているんですよ。となると、足らない金

額は誰が払うんですか。九電は払う能力があるんでしょうか。全部、子供たちにツケが回

るんじゃないんでしょうか。東電の賠償費用が、今さっき杉野さんも話したんですけれど

も、169億円、私たちに来ているわけですね。全部、国民に来るわけです。 

 ですから、バックエンド費用というのは、六ヶ所の問題もありますし、それから、入っ

ていない費用として劣化ウラン、減損ウランの費用、使用済みＭＯＸ燃料の処分費用、高

速増殖炉サイクルに関する事業など、これは国が18.8兆円、バックエンド費用として見積

もっているわけです。それに対する引き当てなり積み立てが９電力会社で３兆円強だと聞

いています。つまり、まだ15兆円足らないわけですね。ところが、入っていない費用もあ

るわけですし、地下に埋め立てる費用など、どれぐらいかかるかわからないわけですね。

つまり、その18.8兆円の数倍かかるとも言われているわけです。 

 つまり、バックエンド費用については、非常に過少に評価されているんではないか。こ

れは経産省の責任は非常に大きいと思っています。 
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 これは、原発のコスト、社長は７円程度、一番安いと言われたんですけれども、ある意

味でセットになっているんですね、バックエンド費用と。バックエンド費用を安く見せる

ことによって、原発を安く見せる、そういうことなんです。そういう検証をちゃんと九電

にしろ、経産省にしろ、すべきなんですね。経営者ですから、当然、将来の廃棄物処理に

ついては責任があるわけです。環境基本法の理念については、放射能を扱う業者も関係す

るというふうにちゃんと書いてあるんですね。 

 ですから、ほんとうの意味での電気料金を見ていって、バックエンド費用を確定してい

くとすれば、かなり上がるんじゃないかというふうに逆に私は思っています。 

 質問になるんですけれども、玄海３号機のＭＯＸが使用済みになったときに、六ヶ所に

持っていかれるんですか。 

【九電（瓜生社長）】  まだ完全にＭＯＸの再処理はできませんけれども、一応ＭＯＸは、

使用済みは六ヶ所に持っていくかと思います。 

【於保泰正】  六ヶ所は、ウラン使用済み燃料を入れる施設であって、ＭＯＸの使用済

み燃料は受け入れないはずですよ。 

【九電（瓜生社長）】  しばらくは多分無理だと思いますが、少なくとも将来的には、Ｍ

ＯＸ燃料の再処理も含めた形の設備にすると我々は理解しておりますので、最終的には六

ヶ所村での再処理をするという形になろうかと思います。 

【於保泰正】  国のほうは、第２再処理工場をつくって、そこに持っていくと言ってい

るわけですね。六ヶ所なんて決まっていないわけです、何も。 

【九電（瓜生社長）】  そういう意味では、第２再処理工場ですけど。 

【於保泰正】  そうですね。どこですか、そこは。 

【九電（瓜生社長）】  まだ確定はしていません。 

【於保泰正】  持っていく先はないわけですね、今。 

【九電（瓜生社長）】  ただ、その準備金ということで、それについても原価外で私ども

は積み立てをさせていただいているところでございます。 

【於保泰正】  原子炉等規制法で処分の方法というのは明記するようになっているわけ

ですね、３号機の設置変更許可申請書で。そこに、どこに持っていくかというのを書かな

きゃいけないんですよ。どこに持っていくようになっているんですか。法律に書いてある

んですよ。 

【九電（瓜生社長）】  当然、だから、再処理を行うということで、国からＭＯＸの装荷



 -75- 

についてご了解をいただいているというふうに我々は認識しておりますけれども。 

【於保泰正】  経産省が了解したって、法律が優先するでしょう。設置変更許可申請書

に、どこに持っていくと書いていないんですよ、九電は。 

【九電（瓜生社長）】  ただ、当然のことながら、その手続の中で国が認めたということ

は、ある一定の法律のもとに我々はご了解いただいたと、承認をいただいたというふうに

理解しておりますけれども。 

【於保泰正】  設置変更許可申請書には、搬出するときに判断すると書いてあるわけで

すよ。 

【九電（瓜生社長）】  はい、そのとおりです。 

【於保泰正】  ですね。経産省がいいからといって、法律にはちゃんと書くように書い

てあるんですよ。法律に違反しているじゃないですか、そのこと自体が。 

【九電（瓜生社長）】  それはちょっと……。 

【於保泰正】  ちょっと、いいですか。眞部社長は、六ヶ所に持っていけるというぐら

いの認識しか持っていなかったんですよ、去年の段階で。それが九電の経営者の質のレベ

ルですよ。こういう会社に原子力の運営というのは、当然なされるべきではないというふ

うに思っています。 

 特に１号機については、耐火ケーブルにかえなきゃいけない。75年から、かえるように

と言われているわけですよね。安全を100％目指すみたいな言い方だったんですけど、75

年からやっていないわけでしょうが、九電は。今度７月、バックフィットが適用されるよ

うになったらば、しなきゃいけなくなるんですよ。当然、廃炉になるわけですよ、費用対

効果考えれば。 

 いいですか。だから、専門委員会の方にも、ほんとうにバックエンド費用については真

剣に議論していただきたいと思います。 

 以上です。 

【議事進行人】  今の点について答弁をお求めになりますか。おっしゃったのは、バッ

クフィットをしなければならないということですよね。 

【於保泰正】  いいですか、社長、ちゃんとそこのところ勉強してくださいね。法律で

すよ、これは。 

【九電（瓜生社長）】  ＭＯＸ燃料の使用済みの状況につきましては、今確認いたしまし

たけれども、その時点で判断をするという表現で記載した結果、承認を得たというふうに
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我々は思っています。当然、それは、その法律に基づいて、違反しない形であるからこそ、

国のほうから認可がおりたものというふうに理解をしております。 

 それから……。 

【於保泰正】  経産省が勝手に認めているだけじゃないですか。 

 じゃあ、経産省に聞きますよ。どこの法律に書いているんですか。搬出前に判断すれば

いいということはどこの法律に書いてあるんですか。原子炉等規制法ですよ、これは。 

【滝澤調整官】  核燃料サイクルについては、さまざまな課題がある中で、これまでの

経緯なんかも十分に考慮して、その解決を目指して、国策として引き続き進めてまいりま

すというふうに大臣も言っておりますので、しっかりと検討して対応していきたいという

ふうに考えております。 

【於保泰正】  いや、処分の方法というのは規制法に書いてあるわけですよ。ですから、

設置変更許可申請時にちゃんと出さなきゃいけないんですよ、処分の方法について。それ

を書いていないということなんですよ。どこに持っていくか。それを搬出するとき、50年

先、100年先、200年先かもわからん、その搬出のときに決めればいいということで、勝手

に経産省がオーケー出したんじゃないですか。法律違反していますよ、経産省自体が。 

【議事進行人】  法律に違反しているかどうかについては、それは一つのご見解として

伺っておきますが。 

【於保泰正】  ただ、これは、ＭＯＸの行き場がないということは、ものすごい費用も

これはかかるんですよ。地元の人が一番心配しているのは、使用済み燃料なんですよ。六

ヶ所から返ってくるんじゃないか。その辺のコストも、またかかるわけでしょう、貯蔵す

るにしろ。ですから、その辺は当然、専門委員会も、そういう観点からちゃんと見てほし

いということです。コストが上がる分は算入しなきゃいけない。安全が第一ですから。そ

れは、やっぱり消費者がだまされてきているわけですよ、原発は安全だとか、安いとか。

ところが、実際はものすごく高くつくんです。将来にわたって、ものすごい危険なわけで

すね。ドイツなんかで見ていても、解体していても、１時間しか働けないんですよ。もの

すごいコストがかかる。 

【議事進行人】  バックエンドの費用については重要な検討項目ですので、もちろん検

討いたします。 

【於保泰正】  お願いします。 

【議事進行人】  それから、先ほど、顧問の仕事の中身は何だというお尋ねがありまし
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たので、その点についてお答えください。 

【九電（瓜生社長）】  私ども、顧問、それから、今、会長とおっしゃいましたが、会長

は我々の代表取締役になっていますので、相談役と顧問のことをおっしゃっているんでは

ないかなと思うんですけれども、顧問につきましては、今１名だけですけれども、彼の知

見を活用して、電力の自由化だとか、発送電分離だとか、そういったような専門的な知見

から我々の今の業務、経営について、いろんなサポートをいただいております。特命とし

てですね。 

 それから、相談役につきましては、我々、私以下、会長以下ですけれども、そういった

過去の経験、経営経験を踏まえた上で、いろんなアドバイス、それからサポートをしてい

ただいているところでございます。 

【議事進行人】  ということだそうでございます。 

【於保泰正】  だから、専門委員会でもきちんと検証し、文書で求めてくださるようお

願いします。 

【議事進行人】  わかりました。どうもありがとうございます。 
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意見陳述15番：荒木龍昇様 

【議事進行人】  それでは、15番の荒木龍昇さんにお願いをいたします。 

【荒木龍昇】  私は福岡市民として質問をさせていただきます。 

 この間、るる、いろんなところで言われていますように、電力事業者というのは地域独

占事業体であるということで、総括原価方式で利益が確保されているということなんです

が、実はその原価の中身がずっと議論になってきたというふうに理解しておるわけです。

私も、非常に不明瞭だと。 

 特に、今回の値上げに関して、九電が上げないといけない理由がほんとうにあるのかと

いうふうに思うわけですが、この間、九電は、いろんな形でテレビなんかのコマーシャル

ですね、原発推進のためのコマーシャルにお金を使ったりとか、さまざまな形で広告を出

したりとかしていますけど、独占で一体そういうことをやる必要があるのかと。そもそも、

公益で利益が保証されているのに、あえて、そんなところにお金を使う、そして、さまざ

まなところに寄附を行うと。それが必ずしも社会貢献につながっているとは思えないよう

な行為がさまざま散見されるというふうに私は思っているわけです。 

 こういったものについて、今回配られたいろんなリーフレットとかには、具体的に説明

は何もないんですね。一般的な諸経費で終わっているわけです。これは全く納得がいかな

いし、普通の利用者から言えば、これは全く情報が開示されたとは言えないと思うわけで

す。 

 また、いろんな形で人件費の削減と言われていまして、役員報酬は35％カットやってい

て、これも継続しますと言っていますが、具体的な金額が示されていない。しかも、総額

は示されていない。そして、それが全体としてどのように推移されているか、そういう説

明もなくて、いや、人件費は減らしましたよと言われたって納得はできませんし、また、

職員の問題についても、いろいろ言葉ではあるんですが、具体的にじゃあどうなっている

のかという具体的な説明はないわけですね。そうすると、普通、利用者として、配られて

くれば、いろいろお金がかかりますから、努力はしますが、どうぞよろしくお願いします、

それだけなわけです。全く説明責任を果たしているとは、とても思えないようなパンフが

配られているということであります。せめてホームページとかで詳細がきちんと掲示され

て、それを見ればわかりますよというふうになっていればまだしも、そういう状況でもな

いわけですね。そのような中で、値上げしてくださいというのも納得いきません。 

 しかも、ほかの公聴会でも問題になりましたけれども、いわゆる民生部門と事業部門で
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すね、そこの採算の問題についても何の説明もなくて、包括的に説明がなされていると。

出された資料からは、民生部門のキロ当たりの平均の売価が19円80銭ということはわかり

ます。事業者用が12円90銭というのはわかります。しかし、それが一体どういった経営構

造になっているのかというのは何もないわけですよ。そういう中で、費用がかかりますか

ら、よろしくお願いしますということは、私はとても納得できないんではないかなと。ほ

んとうに経営努力をしているのかと。 

 確かに、原発がとまって化石燃料に頼らざるを得ないという状況の中で、為替の問題も

先ほどの方が指摘されましたけれども、そういった問題があるのは事実だと思うんですが、

それはそれであるとしても、そもそも、先ほど指摘がありましたように、原発に頼るよう

な構造に、特に九電の場合はしてきたわけですよね。その結果、非常に大きなリスクを抱

え、かつ費用も大きく膨らんできて、なおかつ今後、それが大きな負担になるという問題

も一方ではあるわけですけれども、そういった説明はないわけです。 

 私は、やっぱり一般の市民の目から見て、非常に不親切というか、説明したくないよう

なパンフが配られて、じゃあ、これでよろしくお願いしますというのは非常に問題ではな

いかと思うんですね。 

 そもそも、最初の話に戻りますけれども、地域独占で、私たち消費者は選べないんです

よ。外国では選べます。実際、電力を選ぶことはできるわけですね。でも、私たちは選べ

ないわけですよ。今回だって、こういう形で答申されれば、拒否するとしたら、使わない

という以外に拒否の方法はないわけですよ。これって公正なんでしょうかね。私は、非常

に問題だなというふうに思うわけです。 

 とりわけ、原発の問題、原発依存が高くなったということについては、福岡市民として

は別の問題で非常に危機的に思っているわけですね。今回、福島原発の事故で大変な被害

が出ました。これはチェルノブイリのときにも既にそういう問題が指摘されていたんです

が、現に日本では起こらないと言っていたのが起こったわけですよね。起こって、その被

害はかなり広範囲に及んでいる。しかも、飯舘村がちょうどこの福岡市と同じような位置

関係、距離関係にあるわけです。そういった中で、玄海原発からこの天神までが約50キロ

です。今、福岡市の人口は、住民票で大体149万、ほぼ150万です。その周辺に張りついて

いる人口は200万を超えているんですね。そういうところに、そもそもこういった原発の施

設があるということ自体が非常に大きな問題ですし、しかも、この原発に係る費用が、私

たちが好むと好まざるとにかかわらず、電気料金の中に加算されているわけですね。 
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 このことについてひとつお尋ねしたいのは、こういうわずか50キロのところに、九州の

経済の中核であり、かつ人口が密集している場所に設置している現状についての、まず九

電としての認識をお尋ねしたいんですけど。 

【九電（瓜生社長）】  今すぐお答えしますか。 

【荒木龍昇】  今お願いします。 

【九電（瓜生社長）】  まだお話があるのかと。 

【荒木龍昇】  まず、この件に関して。 

【議事進行人】  よろしいですか。じゃあ、お願いします。 

【九電（瓜生社長）】  おっしゃるとおり、非常に福岡市と佐賀県の玄海町との距離は、

そんなに遠くは離れておりませんけれども、50キロ圏内かどうかというのは、場所によっ

て大分異なるんだろうと思います。 

 ただ、私どもとしては、先ほど申し上げましたように、福島と同じような事象が起こっ

ても、二度とあの事象、ああいう大津波が来て、地震が来ても、十分に原子力を安全に停

止して、冷却まで持っていける、そういう対策を今出していただいているところでござい

まして、決して事故が起こらないとは私どもは申し上げませんけれども、仮にああいうよ

うな事象が起こっても、安全に停止をするということはできるというふうに理解をしてお

ります。 

【荒木龍昇】  ちょっと、それは……。よろしいですか。 

【議事進行人】  どうぞ、もちろん。 

【荒木龍昇】  とんでもないんじゃないかと思うんですよ。今の発言聞いて、私、あき

れましたけど、今、どこの国でも津波だけが問題じゃないんですよね。ジェット機の落下

だってあるし、ミサイル攻撃だってあるし、テロだってあるし、いろんな可能性があるわ

けですよ。そうじゃなくても人為的なミスで起こることだってあり得るわけです。いろん

な可能性があるから、いや、事故が起こったときに安全に停止しますという、ほんとうに、

そういうことがそもそも認識が間違っておるんじゃないかと思うんですが。 

【九電（瓜生社長）】  今、原子力の規制委員会のほうで出そうとされています、いわゆ

る新安全基準の中には、いわゆるＩＡＥＡの防護レベルの４番目、深層防護の４番目、深

層防護の５番目まで含めた形で、私どもの設備に対する安全確認をするようにということ

で、そういった新しい新安全基準の中で、そういったテロの問題等についても十分対応を

するということで考えております。 
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【荒木龍昇】  そうすれば、じゃあ、今、福島原発の事故の原因は、先ほど津波だと断

言されましたけど、そもそも原因が解明できているという認識なんですか、九電のほうは。 

【九電（瓜生社長）】  国会事故調査委員会、それからいろんな事故調査委員会のいろん

な報告書がございますので、それぞれのデータを見たときに、必ずしも──一番、中で悩

ましいのは、地震という事象で発生したのか、津波で発生したのかという悩ましさは残っ

ていますけれども、少なくとも地震・津波で発生したということは間違いないというふう

に理解しております。 

【荒木龍昇】  要は、事故の可能性があると。可能性がゼロということはあり得ないわ

けで、私たちは、このわずか50キロ、天神から玄海まで50キロですよ、そういう状況の中

で、こういう認識を持って、ほんとうに、いわゆる地域の公共性という意味で事業として

進めてきたのかというふうに疑うわけです。 

 前の発言者からの指摘があるように、原発自体が廃棄物の処理、そして廃炉の問題の処

理及び事故に対しての対応ということを考えれば、大変な費用なわけですね。これは、と

ても九電１社で負えるような問題ではないと思うんですが、実際には過剰に安く表現され

ているということ自体が問題ですし、そういった費用が実際に電気料金として組み込まれ

ているということに非常に私たちは納得できないわけです。 

 先ほど、選択できないということを申し上げましたけど、私は、そういう原発の電気は

買いたくないわけですよ。原発の電気を買いたくないのに、買わざるを得ない。なおかつ、

それも含めて値上げまでされると。そして、経営努力の中身が明示されないまま、一般的

にお金がかかりますからよろしくという形でのパンフのあり方ですね。これは非常に、事

業者としてほんとうに問題だというふうに思います。特に、公共エネルギーの安定供給と

いう公共性を持つ事業体として、地域独占が認められている、そういう中で、経営努力が

全く示されない、そういう形で値上げが今回申請されたというのは、私は納得できません

し、多分、多くの方も納得できないんではないかなと思います。 

 何か、その件でどうぞ。 

【九電（瓜生社長）】  今おっしゃっているのは、確かに、家庭の皆様には、このパンフ

でご説明をしていますので、その中身については、確かに紙面の都合もあって、非常に、

エッセンスだけを記載していますので、そういう詳しいところまでは記載は確かにしてお

りませんので。ただ、こういったほかの冊子等でも、電気料金の値上げ申請に当たってと

いうことで、少し詳しく書いた資料もございます。また、我々の会社のホームページ、パ
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ソコンをお持ちでない方はなかなかホームページは見れないのかもしれませんけれども、

そういった中にも実は記載はさせていただいておりますし。 

 私ども、先ほど来から申し上げていますけれども、いわゆる33年前から実は電気料金の

値上げをせずに頑張ってこれたというか、むしろ30％の値下げをできたのは、やはり原子

力の力が大きかったというふうに思っています。もちろん、石炭火力の力もあったと思い

ますし、コンバインドサイクルもあって、燃料費の削減を一生懸命頑張って、それ以外の

効率化も一生懸命努力をさせていただいて、30％の値下げをさせていただいて、現時点で

はおそらく、30アンペア、300キロワットアワーの、これが標準的かどうかは別ですけれど

も、そういうご家庭の皆さんは、全国平均よりも多分、今現時点では７％ぐらい安い電気

料金で今供給をできているんではないかなと思っております。 

【荒木龍昇】  ちょっと、それは間違っているんじゃないですか。私ですね、今示した

資料もちゃんと見ているんですよ。それ見たって、中身はきちんと書かれていないですよ。

包括的にしか表現されていないですよ。それで説明しましたというのは、とんでもない話

ですよ。しかも、安くなっておりますと、原子力のため安くできていますと言っています

けれども、そのリスクは今、表に出していないだけで、実は背後にそういうリスクが、い

わゆる国税、国民負担という形であるわけじゃないですか。それを原子力を進めてきたか

らといって安くなったというのはとんでもないと思います。 

 以上です。 

【議事進行人】  どうもありがとうございました。 
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意見陳述16番：陶山惠子様 

【議事進行人】  それでは、16番の陶山惠子さんにお願いをいたします。 

【陶山惠子】  北九州市に在住します陶山惠子と申します。私は、北九州市消費者団体

連絡会から、電気料金審査専門委員会へオブザーバー参加させていただいております。先

日、九州電力さんによる説明会を開催させていただきましたけれども、そこで出された意

見等も踏まえまして、また発言をさせていただきたいと思います。 

 電力は、多くの方がこれまでもおっしゃいましたように、私たちの生活インフラであり、

なおかつ購入先を選べず、極めて公共性の高い料金であります。今回の値上げ申請に当た

っては、これまで10年超にわたり平均年収が減り続けてきた上に、消費税増税が待ち構え

ている生活現場からは厳しく切実な意見が出されています。値上げによる生活への直接的

影響にとどまらず、自由化部門の値上げによる商品などへの転嫁による間接的影響、それ

から、労働者としては労働者の立場から電気料金値上げによる事業体への経営圧迫からの

リストラ、そういったものへの不安です。 

 また、福島第一原発事故以降、私たち消費者、国民は、エネルギーについて極めて重要

な選択をするプロセスにあります。その状況下にあるにもかかわらず、多くの方が発言さ

れましたが、原発再稼働を前提とした料金値上げであるということに対して、大きな疑念

と不信が出されていました。 

 今回の電気料金値上げがどれだけ必要性があり、適正であるかについての消費者の理解

と納得を形成していくためには、事業者による積極的な情報開示、経営努力、また説明責

任、そして行政、国による消費者、国民の声のエネルギー政策への反映が非常に重要であ

ろうというふうに思います。 

 以下、基本的な問題を持つ課題について一旦は議論の枠組みとする矛盾もありますけれ

ども、13の課題について述べさせていただきたいというふうに思います。 

 １、需要予測に比べて過大な予備力を持たせてコストを引き上げていないか。 

 前提計画として九州電力が設定している予備率は、2013年に11.4％、14年20.5％、15年

23.4％となっていますが、これは他の電力会社が予備率８％から10％を目指していること

に比べて非常に高く、それが発電コストを引き上げているのではないかと考えます。電気

を大量生産、大量消費する生活から、必要な電力を賢く使う生活がこれからは求められて

います。節電意識も高まり、この３年間でスマートメーターの設置も順次進んでいきます

ので、必要以上に高い予備率を設定して、原価に高コストの発電方法を含むことや、設備
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の規模拡大、そして原発の必要性をアナウンスすることは不適当であろうと考えます。 

 ２、人件費について精査ができているか。 

 九州電力からは、従業員については１人当たり平均21％の削減、総額25％削減案が出さ

れていますが、その内容については精査が必要だと考えます。地域や勤続年数などによる

補正は、各電力会社を通して合理的なものとする必要があると考えます。 

 また、九州電力の健康保険料の事業者負担割合は、今回、65.8％から58.5％に引き下げ

られています。これは原価算入されていますが、これは法的な基準となっている50％、我々

一般企業の常識としても50％だと思いますが、そちらのほうへさらに負担割合を変更して

いくことが検討されてよいのではないでしょうか。 

 また、人件費には休職中の従業員の人件費なども含まれています。その人件費を原価算

入することについて適正かどうか、ぜひ検討していただきたいと思います。企業が休職中

の従業員の生活保障をしていくことと、その人件費を原価算入することとは切り分けて考

えていかなければなりません。 

 ３、人件費のうち、一般従業員と役員の削減率の対比は、経営責任のあり方として妥当

性があるかという問題点です。 

 一般従業員の人件費は総額25％の削減ですが、役員報酬総額の削減率は20％となってい

ます。一般従業員の削減率の軽重が経営責任の軽重と逆転としていることについて妥当性

があるのだろうかと疑問を持ちます。また、多くの方が発言されまさしたが、顧問につい

ての報酬、雑給に含まれている報酬について原価算入することについても、その妥当性に

ついてぜひ検討をお願いしたいと思います。 

 ４、燃料費の削減について企業努力は十分に行われているか。 

 燃料のうち、特にＬＮＧの購入単価は、他の電力会社と比較して高目になっています。

これから３年間のうちに契約更新プロジェクトが４件との説明がありましたが、他の契約

についても前倒しで引き下げ交渉できないか、また、シェールガス等の安価な燃料につい

ての購入交渉など、経営努力が十分に果たされているか、着目されています。燃料費は、

最も料金に影響を与えるものですが、その内容の詳細については、私どもにはなかなか把

握できませんので、ぜひとも専門委員各位の精査をお願いしたいところです。 

 ５、燃料のうち、経済合理性、地域納得性に欠けるＭＯＸ燃料の使用は適正なのか。 

 九州電力が出された資料の中でも、ウラン燃料とのコスト比較においてＭＯＸ燃料費、

輸送管理費等は約２倍となっています。また、多くの方が発言されましたが、ＭＯＸ燃料
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の安全性を懸念する声は大きく、ＭＯＸ燃料の使用は経済合理性という点からも、住民の

納得性という点からも不適当だというふうに考えます。 

 ６．バックエンドコストについて、その考え方に納得できるのか。 

 核燃料サイクルにより、使用済み核燃料は再処理としてバックエンドコストが算出され

ています。しかし、その処理方法には多くの疑問があります。再処理は、直接処分と比較

して、提出された資料の中でも約２倍のコストがかかります。そして、核燃料サイクルは、

これまでさまざまな失敗、事故を繰り返し、安全性と経済性の観点から、このまま進める

ことには多くの疑問が出されています。また、再処理はフランスやイギリスなど国外に依

存しており、当初の目的であったエネルギー自給率を高めていくということからも大きく

かけ離れている状況にあって、バックエンドコストはじめ、各燃料サイクルそのものにつ

いての見直しが急がれると考えます。 

 ７、個々のコストについて妥当性はあるか。 

 九州電力の資機材調達コストの約6,000億のうち、競争発注は約17％の1,000億です。ま

た、全体の46％は関係会社に発注されています。これから３年間の競争発注の拡大による

コスト削減効果は７％と見込まれていますが、これは十分に拡大努力がされ、その効果が

見込まれているでしょうか。そして、トータルのコストとしての検証と同時に、具体的費

用についての精査が必要だと考えています。企業活動として必要と考えられる費用と適正

な原価として算入が妥当と考える費用とは整理して、ぜひとも査定をお願いしたいところ

です。 

 ８、自由化部門と規制部門の収益性に偏りはないか。 

 東京電力のケースで明らかになったように、規制部門と自由化部門の収益率が余りにか

け離れていることには納得できません。規制部門利用料41％に対して59％の収益という、

この点について妥当性があるか、ぜひとも精査していただきたいと思います。 

 また、この費用分配の仕組みについては、消費者にもわかりやすく説明をしていただく

必要があると考えています。 

 ９、ピークシフトを促進できる料金メニューが用意できているか。 

 ピークシフトが全体のコストを抑えていく鍵になります。節電意識を継続するとともに、

さらに節電を進めるインセンティブとなる料金メニュー、需要抑制を促進する料金メニュ

ーの提案、消費者の生活に即した案内をぜひとも進めてください。 

 10、電力会社として利用者に対して十分な説明の場が持たれているのか。 



 -86- 

 電力事業は巨大であり、専門的であって、消費者との情報格差は非常に大きいものがあ

ります。特に原発に関する情報については提供されてきませんでした。公共事業を担う企

業として十分な説明の場を持ち、説明責任を果たしていただきたいと思います。そして、

料金改定がされた後にも継続的にフォローアップ、さらにきめ細かくコミュニケーション

の場をとっていただきたいと考えています。 

 11、原子力規制委員会の安全評価との関係についてです。これについては、ぜひ今日お

答えをいただきたいと思っている点です。 

 今回の料金値上げの想定として、今年７月より川内原発１号機、２号機を再稼働すると

されています。しかし一方では、原子力規制委員会が安全基準を固める時期も同じ今年の

７月となっています。安全基準に基づいて安全評価に移りますが、規制委員会の田中委員

長は、「申請が出てから、審査は早くても原発１基に半年から１年はかかる、３年で50基や

るのは常識的に考えて難しい」と言われています。このことは当然ご存じだろうと思いま

すし、九州電力の計画と差が出ることは明らかです。今回のこの値上げの認可申請の内容

との差についても、当然おわかりになっていると思うんですが、安全基準ができるのと同

じ時期から原発スタートということは、ギャップが出てことについても、もう既に織り込

まれているんでしょうか。 

 それからまた、今回提示されている計画が変更されることによって、大幅にそれがおく

れた場合に、安全評価がおくれた場合、さらに再度の値上げ申請を予定されているのでし

ょうか。これは今日お聞きして帰りたいと思います。 

 それから、最後、これは主には国に対しての要望となるかと思いますが、ぜひ受けとめ

ていただきたいと思います。 

 12.今後のエネルギー政策は国民的課題であり、消費者、国民の主体的な参画、政策への

意見が反映できることが必要であると考えます。福島第一原発事故を教訓として、昨年行

われた将来的な原発割合は、政府から提示されたゼロ％、15％、25％案に対して、国民の

選択はゼロ％支持が意見聴取会で68％、討論型世論調査で47％、パブリックコメントでは

90％に至っています。また、今日の公聴会においても、多くの方がこのエネルギー政策に

ついてご意見を出されています。そのような中で、原発再稼働を前提とした事業計画に多

くの異論が寄せられているところです。エネルギー政策は、後世代も含めて国民的課題で

あり、国民の意向に沿った政策作成、その着実な実行を求めます。 

 13、今後予測されている電力自由化、発送電分離などについて。 
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 現在検討されている電力自由化についてはさまざまな課題があり、多角的な検証が必要

です。消費者の利益を擁護するために、制度設計の段階から消費者の参画が必要であると

考えます。プロセスにおける継続的なコミュニケーションの場の保障が不可欠であると考

え、それを要請いたします。 

 以上です。 

【議事進行人】  ありがとうございました。当審査専門委員会に対するご要望について

は、よく承りました。 

 それでは、川内の点について。 

【九電（瓜生社長）】  ご指摘のとおり、あの法律自体は７月の19日ですかね、半年後と

いうことで、本来はそこまでに施行するという（「18日」と呼ぶ者あり）18日ですかね、18

日までに施行するという形になっておりますけれども、私どもとしては、ご存じのように、

既に年末、それから多分、今日ぐらいに骨子の案が出るようになっております。骨子です

ね。案は取れて骨子になっていると思いますが、そういう中身を見ながら、事業者として

は、当然、事前にその内容を確認しつつ、自分たちでやれる範囲で、しっかりそれをやっ

ていって、そして施行された段階では、おおむねそれが満足できているような形に、事前

事前に準備を進めていって、速やかな審査をいただくという前提条件で──料金の値上げ

申請するには、ある一定の前提条件をどうしても置かざるを得ませんので、もし仮に遅く

すれば、何で遅くしたんだという話にもなりますので、最も早いと考えられる、合理的に

一番早いだろうと思われる時期に実は織り込みをさせていただいているのが現状でござい

ます。 

【陶山惠子】  一定の想定の中でなければ算定できないというのは理解していますが、

同じ時期に、骨子に沿って準備するとはいえ、規制委員会の委員長が、少なくとも１基に

対して半年から１年はかかるというふうに見られています。その中で、３年間で50基をや

るのは常識的に考えて無理と。この３年間の中で、九電さんは４基を稼働しようとされて

いますので、そこについては、そのまま想定内では進まないというのは当然ご理解になら

れていると思いますが、その差額についてはもう含んで、この中に計算されているんでし

ょうか。 

【九電（瓜生社長）】  残念ながら、入れておりません。これは、我々事業者のリスクと

して、もし稼働がおくれるなら、その分だけ、何らかの形で緊急避難的に修繕費をストッ

プさせるとか、緊急避難的な対応で臨まざるを得ないという思いでございます。 
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【陶山惠子】  それでは、それに対して、そのような事態が起こったときには、再度の

値上げ申請はされないと理解してよろしいですか。 

【九電（瓜生社長）】  そのときの原子力の稼働の時期によっては、どうなるか、そのと

きの状況次第だと思っておりますので、想定についてはなかなか現時点では申し上げるこ

とはできないと思っております。 

【陶山惠子】  わかりました。以上です。ありがとうございました。 

【議事進行人】  どうもありがとうございました。 



 -89- 

意見陳述17番：中村伸一様 

【議事進行人】  それでは、第17番の中村伸一さんにお願いをいたします。 

【中村伸一】  17番の中村と申します。 

 発電単価に関すること、原価に関することについて言えば、16番の方がかなり詳しく述

べられました。陳述された内容は、私は全くそのとおりだと思います。ですから、そうい

うことを踏まえて、私はあらかじめ出した分に意見の詳細というふうに書いておりますの

で、陳述意見として、それぞれ受け取っていただけたらと思います。その上で、何点か質

問させていただけたらというふうに思います。 

 意見の詳細にも書いていることですが、原子炉設置許可申請書に記載されている発電単

価、玄海原発が４基、川内原発が２基で、それぞれ時期も異なっていますので、申請した

ときに何円ということで申請されたか教えてください。 

 それから、これは朝日か毎日かの新聞だったんですが、昨日、瓜生社長が記者会見され

たということと、その報道の中で、原発の発電単価を１キロワット時当たり９円というふ

うに見積もっているという報道でした。先ほど、何か７円とかいう話も出ましたけれども、

現時点の見積もりが幾らなのかということを関連して教えてください。 

 それから一方で、先ほど出た原子力規制委員会のいろんな基準の強化ということに伴っ

て、九州電力として今後、二千数百億円、設備投資するぞというふうに言われてもいます。

その９円の中には、この二千数百億円というのは多分含まれていないと思うんですが、そ

ういうのを含んだ場合については、９円が何円になるのか、そこら辺を教えていただきた

いと思っています。これが最初の質問です。 

 もう１点あります。今回、原子力規制委員会が発表した新安全基準案では、福島第一原

発事故のような過酷事故について、これもちょっと原文まで見れませんでしたが、新聞に

よれば、発生頻度は極めてまれだが、発生すれば原子炉の著しい損傷や放射性物質放出の

可能性があるというふうに明記されたと聞いております。明記ということは大きいと思い

ます。私自身は、まれということでは全くないと思います。原発が稼働して約50年、50基

という中で、大きな事故が福島で起き、その前にはＪＣＯの事故があっているわけですか

ら、決してまれではないと思いますが、それは一旦置いておきます。 

 私自身は、福島第一原発災害後、原子力発電については、先ほど、燃料費が安いという

ふうに社長はおっしゃいましたが、その考え方自身は、何人かがおっしゃったように、バ

ックエンド費用を算入すればどうなのかとか、それ自身疑問ですが、そういう利益からで
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はなくて、原子力発電がもたらした、今回、福島第一原発がもたらした惨事、これからや

っぱり考えないといけないいうふうに変わったと私は思います。ですから、原発は再稼働

することなく、新しい電源構成に向かうべきだというふうに私は強く、やっぱり思います。

しかし、やっぱり九州電力、経産省、政府はそうではありません。ということで言うと、

ほんとうに福島第一原発事故が起きたことを踏まえた判断なのかという、私は強い疑問を

持っています。 

 以下お尋ねしますが、福島第一原発事故による損害とか賠償とか、そういう費用の総体

は幾らになるというふうに、現時点、九電、それから経産省、政府は把握しているのかと

いうのをぜひ教えてください。先ほど言いました、福島第一原発の事故の前にＪＣＯの臨

界事故があっていると思うんですが、そのときの補償金で言うと、文科省のホームページ

に避難エリアは350メートルと。それを計算すれば面積は0.38平方キロだと思います。補償

対象件数が約7,000件、補償金額は151億円というのがＪＣＯ事故の損害賠償だったという

ふうに、文科省のページにはあります。 

 関連して、今回というか、昨年ですけれども、原子力発電核燃料サイクル技術等検討小

委員会の資料では、一旦５兆5,000億円というふうな試算が出ているというふうにありまし

た。その中で、汚染の線量レベル１ミリシーベルトということで言うと、2,246平方キロが

そのような汚染であるというふうなことが、これもそのときの資料の中にあります。先ほ

どのＪＣＯの臨界事故の0.38平方キロと、１ミリシーベルトの汚染面積ということで言う

と約6,000倍です。ＪＣＯの事故の約6,000倍の汚染地域で、単純に比較していいかどうか

という問題はあると思うんですが、膨大な金額になると思うんです。 

 どこを見ても、今回の除染の費用とか含めて一体どれぐらいになるかというのを、私は

ちょっと見つけることができませんでした。だから、この機会ですので、ぜひ、今じゃな

くて結構ですので、今の段階で福島第一原発の損害なり賠償なり、どれくらいになるのか。

先ほど九州電力は、さっきいろんな多重防護、４層、５層のことをやるんで大丈夫だとい

うふうにおっしゃっていましたけれども、まれにあるというふうに明記をされている中で、

それで４層、５層の防御をするから大丈夫だというのは答えにはなっていないと私は思い

ます。そこまでは問いませんけれども、どれだけの金額ということで見積もっているのか

というのをぜひ教えてください。 

 以上、２点お願いします。 

【議事進行人】  お答えいただいてよろしいですか。まず、単価の点から。 
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【九電（瓜生社長）】  申しわけございません。申請時の単価という、その申請書を私は

頭の中に入れていませんので、後日、回答をさせていただきたいと思いますし、また、先

ほどの原子力発電所の単価の７円幾らとかいうのも、多分、アワーの分母をどう見るかに

よって変わってまいりますので、その辺も整理をした上で、しっかりお示ししたいと思い

ますので、少々お時間をいただければと思っております。 

 それから、先ほどの二千数百億円は、今、原価の中に、レートベースの中に織り込まさ

せていただいていますのは、３カ年の間、約1,300億円というのをレートベースの中に織り

込まさせていただいていると思っています。 

【議事進行人】  先ほどのお尋ねは、私の理解では、バックフィットが全面的に導入さ

れた場合、追加の投資が必要になるだろうが、それを込みにした場合の原子力発電の単価

というものはどのようになるだろうかという、そういうご趣旨だったように思います。 

【九電（瓜生社長）】  投資がわかれば、その投資ベースで計算することは可能だと思っ

ています。ただ、新安全基準で、実はどれだけ我々が設備投資をすべきかというのは、ま

だ基準自体が非常に明確になっていませんので、そこは何百億というオーダー的な形でし

か、お答えはできないかと思っておりますけれども、細かな、その数字がプラマイで相当

動くということもご理解いただければと思います。 

【中村伸一】  それは後日ということでおっしゃいましたが、後日、どこにどんな形で

明らかにされますか。 

【九電（瓜生社長）】  先ほど、安念委員長がおっしゃった、今回のご質問でも一応、公

開をするということになっていると思いますので。我々も委員会のほうを通じるか、私自

身、手続についてよくわかりません。委員会宛てに出すような形になるのかもしれません

けれども。 

【議事進行人】  委員会宛てに出していただければ、委員会の公開資料は全てネットで

公開いたしますので、それをごらんいただければと思います。 

【中村伸一】  わかりました。 

【議事進行人】  それから、これはなかなか難しいご質問ですが、福島第一の総損害賠

償額はどれくらいだと見積もっているかと。経産省で見積もりってあるんですか。ないで

しょうね。 

【中村伸一】  全く無責任やないですか、それは。 

【九電（瓜生社長）】  今、多分、原子力損害賠償法で出ている５兆円とかいうのが一つ
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の見積もりの根拠だろうとは思うんですけれども、ただ、除染費用がどの程度かかるかに

よっても上に上がってくる可能性もあるのかなと我々は見ていますけれども。 

【中村伸一】  上に上がってくる可能性もあるという話じゃないんじゃないですか。そ

れこそ年限とか、放射性物質の半減期の問題とかあると思うんですが、やっぱり何とかな

るまで20年、200兆みたいな話も出ているわけで、５兆円はとんでもなく低い数字じゃない

かなというふうに私自身は思います。 

 その中で、先ほど経産省の方、わからんというふうにおっしゃいました。どれだけなる

か、福島第一原発の事故の費用、総賠償額がどれぐらいになるかわからん中で、再稼働を

進めるというのは、いろんな供給責任とか、例えば、安倍首相がゼロ％というか、責任持

てんというふうにおっしゃるけど、その責任は誰の誰に対する責任なのかというのは、ほ

んとうに私は疑問です。 

 今日言って出るとは私は思っていませんでしたけれども、ぜひ、今後の検討の中で、ほ

んとうに福島のことはこんだけかかるんでと。先ほども言いましたように、極めてまれだ

が、可能性があるというふうに原子力規制委員会自身も言っている中で、ほんとうに再稼

働に踏み込むんであれば、やっぱり瓜生社長含めて、それなりのしかるべき責任をやっぱ

り果たすというふうに言うてもらわんといかんというふうに私なんかは思います。答えは

求めませんけれども、意見としては以上です。 

 ぜひ、先ほどの単価のこととか含めて明らかにしていただけたらと思います。 

【議事進行人】  その点は私からも九電に聞いておきます。 

 どうもありがとうございました。 
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意見陳述18番：佐藤敦子様 

【議事進行人】  それでは、第18番の佐藤敦子さんにお願いをいたします。 

【佐藤敦子】  中央区に住んでおります佐藤敦子と申します。持ち時間が15分だそうで

すので、今から意見を述べます。値上げの反対の立場からの意見です。 

 理由の１、マンションの管理運営費に電気料金の値上げは大きな負担だからです。私は、

58世帯のマンションの管理組合の理事長をしております。７年になりますが、年間55万円

の電気代をいかに節約するか、頭を痛めてきました。日照時間に合わせてタイマーを小ま

めに調整し、つけっ放しにも注意して、昨年末の大規模修繕工事では照明の多くを消費電

力が少ないＬＥＤに交換しました。それなのにここで値上げをされたら、せっかく借入金

までして行った改修工事が、無駄とは言いませんけれども、効果半減です。私の周囲でも、

値上げはやめてほしいと言っています。小さな管理組合の我々ですらそうですから、大き

な病院などでは値上げは深刻な打撃だと思います。電気代が上がれば物価も上がります。

電気料金の値上げはやめていただきたいと思います。 

 理由の二つ目です。日本の電気料金はもともと高過ぎると思います。資源エネルギー庁

の発表で、2001年のデータですが、各国の家庭用電気料金比較では、日本は韓国よりも、

アメリカ、フランス、イギリスよりも高い。実にアメリカの２倍の料金です。なぜこんな

に高い電気代を払わなければいけないのか、理由を説明してください。産業用価格は世界

の第２位の高さです。家庭用、産業用ともに５年前から上向きに推移しています。それな

のにさらに値上げですから、高い料金はやめていただきたいと思います。 

 三つ目の理由です。値上げの根拠となる燃料の数量や価格が示されていません。これで

すね。（パンフレットを示す）昨年末、九電が各家庭に配付したパンフレット「電気料金の

値上げ申請についてご説明させていただきます」というタイトルです。これには、8.51％

の値上げ理由について、火力燃料費等の大幅負担とあるだけで、肝心のその燃料費が幾ら

かは示されておりません。燃料を安く購入できるよう、国と九電は力を合わせて努力すべ

きです。その努力をした報告もなしに値上げ申請が行われたことは納得がいきません。世

界的に価格が下がり続けている天然ガスを日本は世界一高い値段で買い続けていると聞い

ております。ほんとうでしょうか。国と九電は、火力燃料の種類や数量、購入価格を国民

に公開してください。 

 四つ目の理由です。値上げのほんとうの理由は、現在とまっている玄海４基、川内２基

の原発を再稼働させたいためではありませんか。なぜなら、この値上げ申請が消費者に向
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かって、原発を稼働させなければ値上げするぞという脅しに見えます。九電は、こういっ

た消費者無視の原発に偏った経営はやめてください。 

 昨年夏、原発６基がとまったので、管理会社やエレベーターのメンテナンス会社から、

計画停電のチラシが配られました。みんなも注意して節電に協力しましたけれども、しか

し、終わってみれば、もともと電気は足りた状態ではなかったかと思われました。毎日発

表された電気予報も、調整したかのように80％台を維持して、停電も一度もありませんで

した。節電に九州中が協力した理由も、みんな原発はやめてほしいと思っていたからに違

いありません。そのことに国や九電は気づかなくてはいけません。そうすれば、企業や家

庭は使用する時間帯や使い方などをもっと工夫して、協力すると思います。 

 五つ目の理由です。原発の再稼働も、電気料金値上げもしてほしくない理由は、税金の

無駄遣いだからです。事故を起こし、今、破産状態にある東電も、国の行政機構からの資

金注入で何とかしのいでいますが、その資金ももとはといえば、みんな税金です。国は、

国民のことを要求すればいつまでもお金を差し出す奴隷と思っているんでしょうか。国民

の税金を当てにした原発の運転はやめてください。 

 玄海と川内にある軽水炉型原発は、冷却機能を失えばコントロール不能になる欠陥があ

ります。これが福島の事故が私たちに教えた最も重要なことです。例えば、玄海で事故が

起きれば、偏西風に乗って数時間で西日本一帯が汚染されます。一企業では責任のとりよ

うがない規模で、日本経済にも深刻な打撃を与えます。九電が免震重要棟とフィルターつ

きベント設備を設置したのも、この事故が起こり得ることを考えてのことだと思います。

欠陥がわかっていながら運転するのはやめてください。 

 ６番目の理由です。原発から出るプルトニウムが核兵器の材料になるからです。 

 2008年の秋、九電は自社のプルトニウム保有量を尋ねられて、フランスとイギリスに1.9

トン、日本の東海村に0.2トン、六ヶ所村に0.3トンと答えておられます。このうち六ヶ所

村を例にすると、0.3トンのうち0.2トンが核分裂可能なプルトニウムで、核兵器の材料に

なるんだそうです。その使用済み核燃料プールも既に満杯ですよね。 

 原子力委員会の発表では、日本が保有するプルトニウムの総量は約45トン、このうち国

内保管分が約10トン、イギリス、フランスに保管している分が約35トンということです。

これは、ＩＡＥＡ基準では核兵器5,600発以上に当たる量だそうで、アメリカ軍が67年前に

長崎に落とした原爆はこのプルトニウムを爆弾にしたものですから、その長崎型原爆に換

算すれば1,000発を超えるプルトニウムを日本は保有していることになります。日本は被爆
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国でありながら、反対に周辺国に対して、そのプルトニウムの脅威を大いに見せつけてい

ることになります。原発は、姿を変えた武器庫のように私には見えます。これが私が原発

をやめてほしいと思う大きな理由です。私の家族８人全員は、その長崎プルトニウム原爆

の特別被爆者で、姉は今、甲状腺がんです。 

 最後になりますが、３・11以降、福島の方たちの命はどうなっているか、ご存じでしょ

うか。今年１月17日の福島の地元紙、福島民友と言うそうですが、何と紙面の半分以上が

死亡欄で、80名ほどのお名前が掲載されています。こういう紙面がよく報道されるそうで

す。東電の原発４基の爆発事故で飛散したストロンチウム90は、遠くアメリカでも観測さ

れています。日本は、全世界に核汚染をもたらしたのですから、核による発電は即刻やめ

なければいけません。被曝の恐怖、事故のリスク、子孫に残す負の遺産、どれ一つとって

も国民の安全には無用なものです。国や九電は、核発電の再稼働や燃料費の負担増を理由

にした値上げを国民に強いてはいけません。 

 以上です。 

【議事進行人】  ありがとうございます。何か答弁を求めるような事項はございますか。 

【佐藤敦子】  いいえ。茂木さんによろしくお伝えください、しっかりと。 

【議事進行人】  わかりました。どうもありがとうございます。 
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意見陳述19番：宇田純子様 

【議事進行人】  それでは、第19番の宇田純子さんにお願いをいたします。 

【宇田純子】  私も、値上げに反対する意見を陳述させていただきます。 

 今、先ほどからお話ししていただいた方々と同じような意見もありますので、ちょっと

原稿を用意していたんですけれども、ダブっているところをちょっと割愛しながらお話し

させていただきます。 

 私も、まず、去年の12月に九電からポストに配布されたチラシを読みまして、それで、

何かよくわからないなと思いました。やはり、皆さんおっしゃるように、情報開示が不足

し過ぎていると思います。「暮らしへの影響を考えているの？」、パンフレットの中にそう

いうのがあるんですけれども、節電して電力消費を抑えて、結構、支払いの請求書を見る

と、減ってきているなと思って、頑張っているなと思っていたところに、春から値上げす

るわけですから、全然、暮らしへの影響を考えていらっしゃるとは思えません。 

 また、新メニューを見ますと、夏のピーク時を割高にするというふうに書いているんで

すが、これだと、今でも熱中症とか、そういうことでお年寄りとか、それから子供とか、

いろんな方が室内で熱中症になって運ばれているという現状を考えますと、暮らしを考え

るどころか、健康すら考えていないと、消費者の。このメニューはやめていただきたいな

と思います、まず。むしろ、夏のピークを、先ほどもピークをどうするかということを提

言された方もいらっしゃいますが、やっぱり夏のピークをどういうふうに下げるかという

のは、九電が、家庭だけじゃなくて、いろんな企業にお願いしてやるべきことで、九電自

体も日々、燃料を節約して、夏の暑いときに、どうお客様が健康に過ごしていただけるか

ということを念頭に置けば、夏のピークを割高にするとか、そんな単純な発想はできない

と思うんですね。 

 また、原発が再稼働しないからというのを皆さんおっしゃっていますが、原発が再稼働

しない去年、結構立派に私たち、節電に頑張りました。まず、節電の総括をしていただき

たいなと思うんですね。私たち家庭がどれほど努力したかという成果報告をやっぱり求め

てもいいんじゃないかと思うんですね、値上げの前に。ですから、経済産業省がエネルギ

ー白書を出しているように、九電にも、お客様向けのエネルギー白書を出していただきた

いんですね。まず、家庭では節電だけじゃなくて、太陽光発電をつけたりとか、いろんな

ことで経費もかさんでいるところも多いかと思います。うちでも二重窓をつけたり、いろ

いろ節電だけじゃなくて節水対策とか、そういうのもやっていて、リフォームに結構お金
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をかけたんですね。そういう方もいます。でも、それは全部自己負担ですね。やっぱり、

みんなが一人一人、いろんなことを努力している時代なんですね。なぜかというと、やっ

ぱり先ほど言ったみたいに、３・11のノーモア福島というのが私たちのスタンスなんです。

これはもう絶対なので、九電さんには脱原発の新エネルギー戦略というのを出して、ここ

にコストかかるよ、安全対策このくらいかかるよみたいなことで値上げがあるんだったら

いいんですけれども、そういう説明も全くないですよね。 

 それで、ちょっと一つ一つ細かく見ますと、さっきの節電総括というのは、家庭での消

費電力がどのように推移しているかという月別とか年度別の10年ぐらいの、そういう消費

電力推移とか、それから支払った金額。30％値下げしたとかとおっしゃっていますが、そ

ういうことも含めて、実際数字で実績でどういうふうにあらわれているのかというような

ことを、グラフなりなんなりでホームページで提供していただきたいなと思うんですね。

私たち、節電すごい頑張っていますので、やっぱり知る権利はあると思います。 

 それと、家庭だとか店舗とかオフィスとかでも、主人はサラリーマンですけれども、暑

い中、クールビズとかいって汗だらだらで頑張っていますけれども、冬も寒いですから、

いろいろウオームビズとか、いろいろ頑張っていますよね。そういう中で、一体、それで

も電力消費が伸びる、需要が伸びるという、その内訳というのをきちんと分析しておく必

要があると思うんですね。予測も出せません、分析しなければ。ですから、鉄道なのか、

大型商業施設なのか、工場なのか、よくわかりませんが、産業別の九州のエネルギー消費

量というのをきちんと出してもらって、それで何が足を引っ張っていて、何に需要がかさ

むのか、それを家庭が負担しないといけないのか、小さな店舗が負担しないといけないの

か。何かその辺も全然見えずに、大まかに何億円とか、そういうのではなく、きちんと家

庭と産業、いろんなところが比較できるような情報とかが欲しいんですね。ですから、や

っぱりエネルギー白書なんですけれども、そういうものをきちんと出していただきたい。 

 あと、化石燃料とか、燃料費の増によるコスト負担ということですが、安定供給できな

いということなんですけれども、それについても、もう少し反省があってもいいと思うん

ですよね。どうしてコスト高というか、燃料調達にお金がかかっているのかというのを、

具体的にどこから幾ら買ったとか、そういうふうに示してもらわないと、私たちは、ただ

高くなりましたっていったら改善策もわからないですよね。やっぱり、もうちょっと具体

的に、石油とか石炭とか天然ガスとか、幾らで買って、どのくらいの量を持っていて、ど

のくらい備蓄していて──これまで備蓄がなかったというのも、ちょっとよくわからない
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んですけれども、とにかく詳しい九電の企業活動みたいなものをもう少し見せていただく

必要があるのではないかと思うんですね。 

 また、先ほど、於保さんとか、それから荒木さんがおっしゃっていたと思うんですが、

原発のコスト、原発とめてもコストダウンにならないというのは、ちょっとやっぱり大き

な、やっぱり原発を考えるときの要素になると思います。私たちは脱原発をしていただき

たいと思っていますが、去年も原発に係るコストが全然コストパフォーマンスができてい

なかったということは、やっぱり国民全体でも、九州全体でも考えないといけない問題だ

と思います。だから、やっぱり安易に再稼働するというよりも、原発のコストって、じゃ

あ、ほんとうは一体幾らぐらいなのというのを、やはり教えていただきたいなと思うんで

すね。ＭＯＸ燃料とか、原価というと、主婦なので、詳しいことが何かつかめないので、

じゃあ、例えば、フランスだったらアレバ社ですか、アレバ社に幾ら払っているのとか、

それから三菱重工には、どういう契約で幾ら払っているのとか、原発に係る取引先とか、

お金がかかっているところ、それから西日本プラントでしたっけ、何かそういうところに

どのくらいお金がかかっているのかというのを出してもらったほうがわかりやすいと思う

んですよね。 

 その中でも、安全対策ですが、安全対策、マニュアルつくるのは九電かもしれないです

けど、実際にどういう安全対策に費用がかかるのかとか、何か全然見えてこない状態で、

非常に不安です。 

 これは最初に言おうと思っていたのにちょっと忘れちゃいましたが、川内原発で2010年

１月29日に死傷事故が起こりました。これは地震でも津波でもなく、日常の定期点検、日

常のというか、定期点検で起こった事故ですね。これはやっぱり大変な問題だと思います

が、九電は、裁判があるということで、あまりこれに対して、今後の安全対策をどうする

のかとか、その責任の所在みたいなものについても深くというか、詳しく語っていらっし

ゃらないようですけれども、これは再稼働前の大変な問題ではないかなと思うんですね。 

 まず、お願いしたいことが、節電の総括ということでエネルギー白書を出してほしいと

いうことと、それから、コストのところでは、火力とか原発とか太陽光とか、その他、風

力とか、そういうエネルギー別の電力生産量の推移みたいなものも出してほしいというこ

とと、それから、原発のコストですね。原発のコストって一体幾らなのかということです

ね。それと最後に、川内原発のことなんですけれども、今のままだと原発の安全対策も心

もとなくて、再稼働したいわりには、何か安全対策、改善策がちょっとわからないと、作
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業のですね。わからなくて、原発を停止したら燃料コストが上がって、コストパフォーマ

ンスが全然見えてこない。電力会社を何十年もやっていながら、こういうその場しのぎの

やり方で値上げされては、ちょっとやっぱりたまらないんですよね。 

 先ほど、人件費ということが出ていましたけれども、コスト削減の努力をしているって

言いますが、私たちに見えない原発作業員の報酬というのをちょっと教えていただきたい

んですね。先ほどから役員の報酬がとても高いという。九州を代表する企業ですので当然

だと思いますけれども、そんな九電の役員報酬や退職金と、危険な原発を動かしている、

実際に働いている下請、孫請の作業員の方々の報酬というのを比較して検討してみてもい

いのではないのかなと。これだけ値上げさせられる私たち庶民にとっては、原発というエ

ネルギーに依存したい九電さんが、どういう人件費削減を考え、どういう安全対策をして

いるのかというのが、下請作業員の方々の報酬から、もしかしたら、かいま見えてくるか

もしれないのではないかと思い、それをお願いします。 

 以上です。よろしくお願いします。 

【議事進行人】  いろいろな論点についてご発言をいただきましたが、答えをお求めに

なられる事項はどういうことだと考えればよろしいですか。 

【宇田純子】  私たちの節電の効果がどのくらいだったかという、電力消費の推移です

ね。先ほどから、九電のエネルギー白書って言っていますが、節電に、そうですね、それ

は家庭だけでなくて店舗も、いろいろなところが頑張っていると思いますので、例えば、

契約アンペア別にとか契約種類別に、どういうふうに上がったり下がったりしているかと

いうのを教えていただければ、今後の節電の取り組みにも励みになりますので、まず、節

電白書みたいなものを出してもらいたいと。 

 それから、産業別のエネルギー、何というんですかね、電力消費の比較っていうのをし

たいなと思うのは、私たち家庭に何か押しつけられている気がするんですね。実際、何て

いうのか、いろいろなところで電気は使われていると思いますので、産業別の電力消費が

どうなっているのか。夏のピークも含めてですね、月別とか年度別にどういうふうになっ

ているのか。私たちだけがピークの原因なのかどうかというのを知りたいので。 

【議事進行人】  では、まずその２点について伺いましょう。 

【九電（瓜生社長）】  去年の夏、一昨年比10％程度以上の節電のお願いをお客様にした

わけでございますけれども、10％という２桁になりますと、おそらく私どもとしては、多

分、経済的にも肉体的にも非常に苦痛を伴う節電のお願いではなかったかなと思っており
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ます。その中で、非常にご協力いただきまして、昨年の夏は170万キロワット、一昨年に比

べて、実はピークが落ちております。そのおかげで、実は私ども、原子力が525万8,000キ

ロワットの供給能力が全部ゼロになっているわけですけれども、その分と、その180万の節

電をいただいたということと、それと他電力からの電気の購入によって、何とか夏場を乗

り切ることができたということで、ほんとうに感謝を申し上げる次第でございます。 

【宇田純子】  具体的に数字であらわしてくださると助かりますが。 

【九電（瓜生社長）】  基本的に、その結果、この中では年間で多分22億キロワットアワ

ーぐらいの多分節電効果というか、キロワットアワーとしての効果があると思いますので、

それを踏まえた上で、今回の料金の申請をさせていただいています。 

 それから、先ほどの燃料費が上がった理由は、単価も若干上がっていますけれども、基

本的には、例えば、油火力は１キロワットアワーを発電するのに、私どもの会社だと18円

から20円かかります。それから、ＬＮＧの火力も10円何がしかかるという形で、石炭火力

でも、やっと四、五円ぐらいのオーダーでございます。原子力はほんとうにランニングコ

ストというんですか、燃料費的には非常に小そうございますので、１円とか、そういう数

字でございますので、当然、その分だけ燃料費が増えていっているということで。昔は燃

料費がコストに占めている比率が３割ぐらいだったのが、今年は多分50％を超えるような

比率になってきたのは、その燃種の違いによるものでございます。 

【議事進行人】  あとは、業態別の電力消費について。 

【九電（瓜生社長）】  業態別といいますか、どこまでグレードダウンするかですけれど

も、特高の皆さんとか高圧のお客様だとか低圧のお客様というような形ではできるかと思

いますけれども。 

【議事進行人】  その程度ということですか。 

【宇田純子】  需要が増えるということで値上げ、何ていうのか、たしかチラシには出

ていたと思うんですが、なぜ需要が増えていくのかという理由が曖昧なので、今、それを

お願いしているんです。 

【九電（瓜生社長）】  需要は当然、基本的には私どもも国のいわゆる経済成長を見なが

ら、ある程度、それを反映した形で需要が増えていくというふうに、ある程度、織り込ま

せていただいておりますので。 

【宇田純子】  ということは、家庭じゃないですよね。 

【九電（瓜生社長）】  需要の全体はそうです。例えば、昔、私どもの会社は、基本的に
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は昭和30年代は夏はピークじゃなくて冬ピークだったのが、その後、エアコンがどんどん

どんどん、家庭だけじゃなくて、業務用のこういう場所の空調が増えてきて、夏ピークに

なって、そして今、フタコブラクダ、夏と冬になってる。夏のピークのおおむね３割から

４割は家庭用のクーラー、エアコンのいわゆるキロワットが寄与しているという分析を

我々はさせていただいております。 

【宇田純子】  そういう分析じゃなくて、産業別に数値出してくだされば、その数値目

標とか今後の需要、そういうのをお願いします。 

【九電（鎮西副社長）】  ご意見、参考にいたしますけど、大体、需要の実績については、

毎月、家庭用が幾らだとか、あるいは産業別にも電気機械が幾らだとか、鉄鋼が幾らとか、

実は公表しているんです。年度が終われば、年度の実績も公表していますし。 

【宇田純子】  それはグラフになっているんですか。 

【九電（鎮西副社長）】  いや、グラフにはなっていません。だから、今後、そこはご意

見として参考にしたいと思います。 

【宇田純子】  ピークが重要みたいですので、そういうことも含めて、わかりやすく、

何が足を引っ張っているのか、何が需要が伸びるのかとか、そういうのをもっと具体的に

言ってもらわないと、その値上げの背景がわからないですね。 

【議事進行人】  お願いをしておきます。 

【九電（鎮西副社長）】  先ほど、22億と言いましたけど、これは前提需要に22億の節電

を織り込んでいるということです、25年度以降に。 

【宇田純子】  それは節電は続けて、これからも続けていくと思いますけど。 

【九電（鎮西副社長）】  ８割が定着するということで織り込んでおります。 

【宇田純子】  とにかく節電の成果を報告してください。 

【九電（鎮西副社長）】  済みません、時間がないでしょうけど、都度、節電をお願いし

て期間が終わったときに、実は、家庭用幾ら、産業用幾ら節電していただきましたという

ことは公表しているんですよ、記者発表で。そういうのがなかなか、多分、目に届いてい

ないんじゃなかろうかなと。 

【宇田純子】  量で言われてもわからないので、産業界とかと比較しながら家庭がどの

ぐらいの割合なのか、お願いします。 

【九電（鎮西副社長）】  ご意見はよくわかりました。 

【宇田純子】  それと、原発のコストとか、アルバ社に幾らかかっているのかとか、そ
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ういうの出ませんか。 

【九電（鎮西副社長）】  多分、そういうのは取引の問題だから、多分公表できないと思

うんですよ。お互いの企業間の取引で、契約の問題は。 

【議事進行人】  それはお互いに守秘条項を普通はつけるもんですので。 

【宇田純子】  そうなんですか。 

【議事進行人】  いや、それはあり得る話ですよ。常にそうだと言っているわけではあ

りませんけれども。 

【宇田純子】  知る権利があると思います。 

【議事進行人】  ちょっと検討させてください。 

【宇田純子】  はい。 

【議事進行人】  どうもありがとうございました。（「作業員の待遇について質問があっ

ておりましたが」と呼ぶ者あり） 

【宇田純子】  そうです。作業員の待遇についてもお願いします。作業員の報酬。 

【議事進行人】  はい、わかりました。 
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意見陳述20番：田口常幸様 

【議事進行人】  それでは、お待たせをいたしました。第20番の田口常幸さんにお願い

いたします。 

【田口常幸】  唐津から来ました。どうぞよろしくお願いします。 

 まず私は、この公聴会に際して、入り口論のところでちょっとどうしてもひっかかって

いるんですけれども、情報がどれほど公開されているのかということですね。まず、概要

を発表されましたよね。値上げの概要ですね。 

【議事進行人】  はい。 

【田口常幸】  これは出ていますけれども、その後、１月18日に安全対策の1,283億円で

すか、これが出ましたよね。それから、昨日は瓜生社長、会見されて、何か１号機に言及

されていますけれども、そういったことを含めて周知期間というのがあったのかどうかで

すね。普通、これは電気事業法に基づく、法律に基づく公聴会ですから、いろいろな情報

というのはきちんと事前に周知されていなければ、これは成立しないんじゃないかと。公

聴会そのものがですね。 

 それで、経産省の方、ちょっと見解を伺いたいんですが。 

【滝澤調整官】  おそらく、今お手元にある資料は一番最初の会のときに瓜生社長から

説明をされた資料だと思うんですけれども、実は、料金審査の専門委員会というところで

何度も何度も会を重ねて、ここにおいでの委員の皆様方にもご審議をいただいているんで

すが、その資料は全て公開をされております。個別の原価について、事務局からも、今回、

関西電力と九州電力の値上げの審査を一緒にやっているんですけれども、その比較でござ

いますとか、どういうのが論点なのかとか、かなりご説明を私どもなりに尽くさせていた

だいて、今回の公聴会に臨ませていただいているというふうに認識をしております。 

【田口常幸】  では、1,283億円はデータは公表されていますか。 

【九電（瓜生社長）】  出ております。原価算定期間のレートベースに織り込む数字とい

うことで出ております。 

【田口常幸】  ホームページに出ているんですか。 

【九電（瓜生社長）】  この資料に出ています。 

【田口常幸】  これに出ていますか。 

【九電（瓜生社長）】  この資料というか、今、私の手元にある11回から16回までの、い

わゆる電気料金審査専門委員会にご提出した資料でございまして、これだけの厚さの資料
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を提出させていただいているところです。 

【田口常幸】  わかりました。やっぱり周知方法に問題があると思うんですよね。我々

は、いろんなそれまでの周知をある程度知っておかないと、やっぱり……。一応、この申

請の概要は目を通しました。だけど、そういった新たな安全基準への資本投下とか、その

辺のところはちょっとわかりませんでした。 

【九電（瓜生社長）】  新安全基準につきましては、昨日の記者会見で私は、記者のほう

から、これから新安全基準に適合するためにはどれくらいの設備投資が必要なのかと言わ

れたので、「数十億ではなくて数百億のオーダーでございます」というお答えをさせていた

だいているところでございます。 

【田口常幸】  わかりました。その上で、今度の値上げの問題について不明な点につい

てお聞きしたいというふうに思っています。 

 福島事故が起こったわけですけれども、その中で、国会事故調の中でもまだ原因という

のは究明されていないと。非常に曖昧な記述が多々あるわけですよね。そういった中で、

津波によるとか、それから一部地震によるとか、非常に曖昧な表現にとどまっていますし、

学者の間でも、研究者の間でもかなりこれは、いわゆるメルトダウンに関しても、いろん

な意見があるというふうに聞いています。それから、水素爆発なのかいろんな──核爆発

は少ないと思うんですけど、そういった話も出ていますし、事故解析というのが完全に終

わっていない段階で、やっぱりそんな対策がとれるのかどうかですね。私としては、非常

に問題があるというふうに思っています。 

 そういった中で、今度、安全対策に巨額の投資が行われるということになるわけですけ

れども、しかしながら、バックフィットと言いながら、実は従来の設計基準、それからプ

ラントのシステム変更等、内部欠陥には対応していないんじゃないかというふうに思って

いるわけですよね。首相は、世界で最も厳しく安全な原発を目指すと言われましたけれど

も、玄海１号機というのは非常に多くの安全上の問題を抱えています。例えば、過去、い

わゆる１次系の配管損傷を起こして放射能漏れを起こしたことが何回もありました。それ

と、ここでも出ましたけれども、1,000キロメートル以上も敷設している可燃性ケーブルの

問題、それから、これは55年の原子力安全委員会の決定を見ればわかるんですけれども、

化学体積制御系の作動システム、これについても、改良していますけれども、ほかの炉と

比べたら、かなり劣っているという状況です。それから、タービン動補助給水ポンプと非

常用ディーゼルの位置関係はどうなのかと。この辺が改良されているのかですね。そのほ
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か、ご存じだと思いますけれども、１号機はかなり天井部分が薄くて脆弱なんですよ。こ

れはほかの炉とは違います。そういったプラント全体の材質及び構造問題もありますから、

そういったことがほんとうに検討されているのかというふうに私は思っています。 

 新安全基準骨子が発表されましたけれども、これはシビアアクシデント対策であって、

内容は、冷却注水対策と、それから電源設備、それから免震重要棟と、それから第２制御

室、それから津波対策などですけれども、これはあくまで事故が起こったときのアクシデ

ントに対応する対策であって、本来の、何といいますか、設計基準を非常に、１号炉が問

題であったところの設計の改良、例えば、蒸気発生器は交換しましたよね。１・２号機で

すね。そういった基本的な改良をやる。あのときは、37％も施栓したりスリーブ補修した

りということで、これは大変だということで交換になったわけですけれども、そういった

基本的な改良というのは、やっぱり行われていないというふうに私は思っています。 

 その上で、一応、今回の申請で１・２号機は３年間、稼働が予定されていません。これ

は、原子力規制委員会が運転開始から40年を超える原発は原則廃炉の方針だということで、

そういうふうに私たちも一応解釈しているわけですけれども、しかしながら、新聞報道で

は、１・２号機の修繕費や減価償却費も値上げ原価に織り込んだというふうに発表されて

います。ここで安全対策を──40年ですから、40年廃炉という、この方針は私は変わらな

いというふうに思っているんですけれども、何で廃炉にするのに安全対策をするのか、そ

れをお聞きしたいと思います。ここで明言していただきたいと思います。それから、経産

省のほうに、40年廃炉の方針は政権交代でも変わりはないのか、その辺を納得できるよう

にちょっと説明をお願いしたいと思います。 

 もし、そういったことであれば、私たちは原子炉の無駄な費用と安全を担保するための

膨大な費用を電気料金の再値上げということで負担せざるを得ないのじゃないかというふ

うに思っています。 

【議事進行人】  わかりました。 

 玄海の１・２号機についても安全対策の費用をかける意味があるのかという、そういう

ご質問だったんですが。 

【九電（瓜生社長）】  おっしゃるとおり、今回、原価の中に織り込まさせていただいて

おりますが、その理由は、確かに、40年の期限が玄海１号につきましては平成28年ごろに

到達いたしますので、我々としては、40年廃炉をする技術的な要件というか、もうワンサ

イクル20年使える技術的な要件が何なのかということを実はまだ明確にお示しいただいて



 -106- 

おりません。もちろん、今の新安全基準に沿ったような形で出るのかもしれませんけれど

も、その辺のところの技術的な要件をしっかりお示しいただいた上で、事業者として、廃

炉にするか、しないかという判断がまた別の機会にあるのではないかと思っていて、現時

点ではまだ、もうワンサイクル使えるのではないかということで、使うつもりで実は申請

をさせていただいているところでございます。 

【田口常幸】  ちょっと、いいですか。じゃあ、この中のいわゆる３年間休むというの

は、それはそのとおりなんですか。 

【九電（瓜生社長）】  ３カ年間は、稼働するという前提で料金を申請しているわけでは

ありません。稼働しないという前提で料金申請をさせていただいております。 

【田口常幸】  だったら、すぐ修繕に着手するということでもないわけですね。 

【九電（瓜生社長）】  おっしゃるとおりです。ただですね、順番にと。我々は今、川内

の１・２号を中心に、それから玄海の３・４号と言っていますから、当然、１年たてば玄

海の１・２号にも順番が回ってきますので、そういったものは十分……。それから、日常

のノーマルの保守、安定、いわゆる今の発電所をしっかり守るということも、メンテナン

スをするというか、守るということも大事でございますので、その辺の日常的なコストは

織り込まさせていただいております。 

【田口常幸】  済みません、再度、私が４点言ったことにも、ちょっと答えていただけ

ませんか。 

【議事進行人】  とおっしゃいますと。 

【田口常幸】  配管事故。いわゆる10年に１回しか検査しない配管もあるわけですよね。

そういったこともありますから。毎年やるやつもあるんですけど、定期のときにですね。 

【九電（瓜生社長）】  一応、私どもとしては、経年劣化、今、玄海の１号も30年目には、

もうワンサイクル使えるかどうかについて、実は国の、まだ保安院の時代ですけれども、

私どもの状態をつぶさに提出をさせていただいて、そして、今後どういうふうに管理をし

ていけば、さらに延命化ができるかといったところも含めて審査していただいて、少なく

とも40年までは大丈夫だろうというご判断を今いただいているところでございます。 

【議事進行人】  よろしゅうございますか。 

【田口常幸】  化学体積制御系の改良というのは、あれで十分なんですか。加圧器の関

係です。 

【九電（瓜生社長）】  当然、それについても、おっしゃるように、完全に全部、リプレ
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ーするというのは、もちろん物ができ上がっていますので、順次、そういった改良工事に

ついて手がけていっている──まだ、やっていないんですかね。場所がわからないですか

ね。 

【田口常幸】  ＥＣＣＳ起動の制御系ですよ。 

【九電（瓜生社長）】  申しわけございません、後で。どの制御系をおっしゃっているの

か、私もわかりませんので。申しわけございません。 

【議事進行人】  技術的な問題ですので、文書で厳密にお尋ねいただいたほうがかえっ

ていいんじゃないでしょうか。 

【田口常幸】  いや、私が言いたいのは、こういう問題があるにもかかわらず、しかも、

これで休止３年しているわけでしょう。それに安全対策とか、プラントの大幅な改造工事

をやるのかと、多くの投資をやって、再度値上げをするつもりなのかということなんです

よ。 

【議事進行人】  値上げをするつもりかどうかというのは、今初めて伺った論点ですけ

れども。 

【田口常幸】  そういうことなんです。 

【議事進行人】  今の段階でどうとはおっしゃれないでしょう。 

【九電（瓜生社長）】  こういう言い方をすると、いつも電力会社は逃げていると言われ

るんですけれども、ただ、やはり、そのときの時点の経済情勢、我々の収支状況とか、そ

ういうのを踏まえながら判断をさせていただく形になります。極力、私どもとしては、値

上げをしない方向で頑張ってはまいりたいと思いますけれども。 

【田口常幸】  ただ、電力需給からいえば、二つを廃炉にしても十分なんでしょう。 

【九電（瓜生社長）】  それは、これからの需要の状況によると思いますけれども、525

万8,000キロワット中、玄海の１・２号でおおよそ100万弱でございますけれども、ただ、

しかし、やっぱり100万というのは、私どものピークに対する予備力としては七、八％持っ

ていますので、非常に大きな数字だとは私は思っております。 

【田口常幸】  わかりました。それと、そちらから。 

【滝澤調整官】  正直申し上げまして、私ども経済産業省でございまして、原子力規制

委員会ではございませんので、お答えできる立場ではないんですけれども、ご案内のとお

り、40年という話と、それからプラス20年という話は、先般改正されました規制法の中に

盛り込まれているということだと思います。 
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【田口常幸】  それから、済みません、３点ほど、簡潔にお願いします。 

 九電は、事故調のプロジェクトチームをつくっているのかということですね。一つは、

この中で電源構成の変更が３・11以降、全然ないというのは、ちょっと違和感を感じるわ

けですけど。 

 それと、電力システム改革の、これは経産省のほうですけれども、スケジュールはどう

なっているのかですね、今後の。年単位で結構です。 

【九電（瓜生社長）】  私自身も国会事故調、政府事故調、東電の事故調、民間事故調、

非常に膨大な資料ですけれども、大ざっぱにずっと目は通させていただいております。そ

の中で、やはり会社の中でも、あの事故調の報告書を踏まえた、我々として、いわゆる参

考になるというか、教訓になるものはないかということで、いろいろと今洗い出しをさせ

ていただいておるところでございます。 

【議事進行人】  では、スケジュールについて。 

【滝澤調整官】  電力システム改革につきまして、今まさしく、第三者の先生方も入っ

ていただきましてご議論いただいている最中でございまして、早ければ２月ぐらいには一

定の方向性を出すということで今、鋭意取り組んでいる最中でございます。 

【田口常幸】  わかりました。 

【議事進行人】  どうもありがとうございました。 
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【議事進行人】  これで午後の部の前半は終わりましたが、意見陳述人の皆さんはどう

も、ほんとうにありがとうございました。窮屈な時間でございますので、なお、ご質問が

あるという向きも十分あろうかと存じますので、まことにタイトな日程で恐縮でございま

すが、２月４日までに事務局まで文書でお寄せいただければ、それなりの対応をさせてい

ただくということになっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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委員コメント 

【議事進行人】  それでは、審査専門委員会の委員からコメントを２分程度でお願いを

いたします。それでは辰巳委員からどうぞ。 

【辰巳委員】  皆様、ほんとうに真剣にご陳述くださってありがとうございます。辰巳

と申します。コメントという形で意見を述べさせていただきます。座らせていただきます。 

 今日、皆さんから、午前も含めてなんですけれども、伺っていて、説明が足りないとか、

情報公開されていないというふうなことを何人もの方がおっしゃっていたというふうに思

っております。よくよく、これを聞いておりますと、情報公開をされていないというのは、

要は事実をきちんと出していないということであって、説明がないというのは、たとえ事

実をお出しになっていても、私たちにとってわかるように、理解できるように説明をして

くれていないという、そういうふうな違いがあるのかなというふうに思いながらお聞きし

ておりました。例えば、節電の白書を出してほしいとおっしゃったときにも、まさにグラ

フが出ていますかとおっしゃった、ああいうふうなお話が、やっぱり説明をきちんとなさ

るというふうなお話だというふうに思いました。 

 そういう意味で、私たちも料金の委員会の中で難しい数字がいっぱい並ぶことがあるも

ので、やっぱり私自身もそういう思いを持って見ている場合がとても多いと思っておりま

す。 

 それで、多くの消費者は、やっぱり結構、疑いの目で見ているところがいっぱいあるん

ですね。例えば、地域独占で競合他社がない、だから、何かみんなちゃんとやっていない

んじゃないかとか、努力をしていないんじゃないかとか、あるいは自由化部門と規制部門

の負担の比の問題だったりとか、結局、何でしょうね、そういう不信感というのは、やっ

ぱり納得できる、きちんとした事実をきちんとわかりやすく説明してくださるということ

で、かなり払拭できるんではないのかなというふうには思っておりました。 

 今後ですけれども、少なくとも原価算入されている原子力発電のコストの問題、いろい

ろ出ておりました。フロントエンドから、バックエンドからですね、あと、廃炉の話だっ

たりとか、そういうふうなこととか、あるいは安く見えるように過小評価してんじゃない

ですかとか、そんなお話があったりしますもので、やっぱりこれもあわせて丁寧に説明し

ていってほしいなというふうには思っております。 

 今回のこの値上げ問題があって初めて、今まで私たちに見えなかったいろんな事実とい

うのが公にさらされるようになってきて、私たちも関心を持つことができるようになった
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ということは非常に前進だなというふうに思っております。ぜひ、さらに、そういう関心

を持っている人たちにわかるようなデータを出していただけるように私たちが言わなきゃ

いけないんですよね。だから、それをお願いしたいというふうに思っております。 

 以上、そういう気持ちです。 

【議事進行人】  では、松村委員、お願いします。 

【松村委員】  委員の松村です。座って話させていただきます。 

 まず、複数の方から、将来の費用、コストのツケ回しの懸念が指摘されました。現時点

での原価に含まれ、なおかつ料金に直結することを審査するのが委員会の役割ではありま

すが、当然、今の投資行動が将来の料金に影響を与えることは間違いないことで、しかも、

このような公開の場で、こういうことをすると将来、コスト増になるのではないか、その

点については合理的にやるべきだということが具体的に意見として出てきたわけです。そ

うすると、仮に今の時点で見ても合理的だと思われない行動をとった結果として、次回に

再び大幅な値上げをしなければならないことになったときには、それは説明責任がさらに

さらに重くなるはずです。それは結果論じゃないかと、そんなことはわからなかったとい

うことを安易に言えなくなる。多くの人が実際にそれを予想していたわけですから。今現

在の値上げには大きく影響しないことであったとしても、投資計画だとか将来に直結する

行動だとかに関しては、十分将来の世代にも説明できるように考えて行動する必要がある

と思います。 

 毎回同じことを言って申しわけないのですが、顧問、相談役の役割に関してです。先ほ

どのような雑駁な説明では、全く納得できません。委員会に公表資料として出すときには、

どのような役割かは、もう少しちゃんとしたものを出していただけると思います。文書で

の提出をお願いします。 

 ３点目。ものすごく不安に思ったことがありました。これは料金審査の過程で言うべき

ことではないのですが、先ほどの、もし想定が変われば危機的な状況になり、その場合に

は緊急的に修繕費をとめざるを得ないという発言に対しては、私は、料金の場で言うべき

ではないのですが、ものすごく不安です。電力事業者の最大のミッションは安定供給のは

ずで、修繕費を安易にとめて、その結果としてなすべき修繕が残り、後からものすごくコ

スト高になるだとか、あるいは停電を起こしてしまうとかということであれば、使命を果

たさないことになります。今から予想されているのであれば、ぜひとも、いろんな経費を

さらに考えて今から資金の流出を防ぎ、そうならないように努力してください。 
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 料金の場では、このコストは原価には入れられないということは議論することはできて

も、それを払ってはいけないと言うことはできません。しかし、修繕が急にとまるなどと

いうような事態がもし想定されているとするならば、原価に認められないコストは極力削

減して、内部留保に努め、そのような事態を回避するように、ぜひ努力していただきたい。

例えば、顧問や相談役に対して幾ら払うかというのは微々たる金額かもしれませんが、仮

に料金原価に認められないということになったときに、料金原価に入らないなら払っても

いいという発想に安易にならないようにすべきです。 

 以上です。 

【議事進行人】  ありがとうございます。 

 では、南委員。 

【南委員】  委員の南でございます。 

 午前中に引き続き、活発な陳述人からのご意見を拝聴し、大変勉強になりました。感じ

たことは、ほとんど午前中と同じで、言葉を選ばずに言えば、九州電力さんに対する漠と

した不信感と原発再稼働に対する不安感、この二つに結局、集約されているような気がし

ました。 

 後者については、いろいろなご意見があるところだと思いますけれども、前者について

は、これは原価に入れるか入れないかの議論を超えて、仮に入れる原価が適正だとしても、

不信感が残っていると、やはり何で値上げしなきゃいけないんですかというところに多分、

立ち返っていくと思いますので、そのあたりを払拭するには、一つは情報のできる限りの

公開と、多分、情報の公開の仕方についてご尽力されている内容を皆様にご理解いただけ

るような何がしかの施策を九州電力さん内部でご検討されて、市民なり国民にアピールし

ていくこと、対話をしていくことも重要なのかなという感想を持ちました。 

 多分、午後後半の部も、類似の意見が出ておるようでございますので、ぜひそのあたり

をちょっと念頭に置きながら、また答弁等々していただければなというふうに思っている

次第です。 

 以上です。 

【議事進行人】  ありがとうございました。 

 以上をもちまして午後の部の前半を終わります。 

 意見陳述人の皆様には、ご多用の中、貴重なご意見をお寄せいただきまして、まことに

ありがとうございました。改めて御礼を申し上げます。 
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 午後の部の後半は15時50分から開始いたしますので、よろしくお願いをいたします。 

 なお、この会場内は飲食をご遠慮いただいておりますので、お食事は会場外でお願いを

いたします。 

 一時退室される方は、カードケースをそのままお持ちください。再入場の際に必要とな

ります。そのままお帰りになる方は、１階ゲート出口で係員にご返却ください。 

（ 休  憩 ） 

【議事進行人】  時間になりましたので、ただいまから午後の部の後半の意見陳述を始

めます。 

 陳述人の皆様には、ご多用の中、ご参集いただきましてまことにありがとうございます。 

 大変タイトな時間設定で恐縮でございますが、お一人の持ち時間は15分でお願いをして

おります。これは経産省や九電の質疑に対する応答も含みますので、含んで15分というこ

とでございますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 答弁をいただく経産省や九電の方々には、陳述人の方のご発言の時間をできるだけ確保

するために、答弁は手短にお願いをいたします。 

 陳述が始まってから10分たちますと１回、14分で２回、15分で３回、ベルを鳴らすこと

になっておりますので、ご参考になさってください。 

 それから、今申しましたように、非常にタイトな時間設定になっておりますので、ここ

の場だけではご質問なさりたいことが十分できなかったという方もいらっしゃると思いま

す。そのような場合には、別途、２月４日まで、大変日が短うございますが、２月４日ま

でに、書面にて事務局までご送付をいただけましたら、事務局において国民の声とあわせ

て、電気料金審査専門委員会における審議の上、回答を作成し、公表することといたしま

す。 
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意見陳述21番：樋口充喜様 

【議事進行人】  それでは、21番の樋口充喜さんからお願いをいたします。 

【樋口充喜】  樋口と申します。15分間ですけども、よろしくお願いします。 

 私の陳述書は21番ですが、この陳述の中には、値段を上げてほしくないという私の泣き

ごと、それから私は佐賀県出身なんで、この間、やらせメールで、同じ県民かと思うほど

あきれています。何かよくわからないうちに、このやらせ問題が終わってしまっているん

じゃないかなと。 

 経産省さんに先に聞きます。すぐ答えてくださいと言っても難しいでしょうから。そも

そも原子力政策で、原発の新しいものをつくって、40年間で劣化して、それからどうしよ

うとしていたのか。そもそもですね。あと数年で40年たつわけでしょうから。もともとど

この国の方々も、つくるときにはこのぐらいの年数なんですよということを、よく聞くん

ですよ。物をつくる省庁の方からですね。ところがそのときが来てしまったときのことは

全く言わない。どういうことなのかと。 

 40年間なら我慢できるのかというのは、私は個人的には原子力は大嫌いですから、非常

に時の政府が経済政策の中で、この原子力政策を打ち出して、安価な電力、これで産業を

成功させたという昭和の時代は既に終わって、経済は失速する中で、これも国がよく言っ

ている言葉なんですが、少子高齢化・人口減少で、2050年には今の１億2,000万の人口から

9,000万人になりますと、しかも高齢化がやってきますという、こういうことを政府がずっ

と言っていく中で、例えば１億2,000から9,000万人を引いたら何人ですかね。九州の人口

は1,400万人なんですよ。九州の人口がすっぱりゼロになったってまだ足らないというよう

な、こういう状況の中において、原発政策をいつまで続けようとしているのかと。 

 将来の2050年あたりで、ほんとうにあんなことをしなければよかったにならないような

ことを私は常々考えておりますので、そうした中で、今日、私は九電さんよりも──九電

さんは経済産業省さんから言われたことは粛々とやるというような立場で先ほど言われて

おりましたので、私は国の役割、ここがやっぱり一番重要なのかなというふうに考えてい

ます。 

 新安全基準なんかも、政府が勝手につくるんじゃなくて、やっぱり電力で働かれている

ところの現場の話、特に今回、福島で大きな事故が人災であったわけですから、ここの話

を聞きながら、これを国民に開示するというのが一番ベターじゃないかと。 

 それと、これは九電さんには申しわけないんですけども、この緊急経営対策のマイナス
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1,500億円、これってひょっとしたら社員さんの給料とかも入っているのか。これはご質問

です。なぜかと申しますと、九州の経済が、これ以上賃金や、公務員の方々も下げられま

したね、１割ぐらい。これでどんだけ九州が迷惑をこうむっておるかですよ。電力料金の

8.51％を上げるという話もありましょうけども、九電さん、そもそも九州の経済界のトッ

プじゃないですか。牽引的役割を果たしていくならば、九州の経済を１割上げるとした中

で、8.5％上げさせてくれというような対案だって、少しは考えてやってもよろしいんじゃ

ないでしょうか。ＪＲさんもおるでしょうけども、九電さんも大きな会社じゃないですか。

そうした面では、これだけは自分とこの会社の都合だけで値を上げるんじゃなくて、九州

全体として底上げをしていくから、そのうちこれだけは値上げをさせてくれというような

提案の仕方だってあるのではないかなというふうに思います。 

 それから、私は労働者の立場で、今日はあと一つの分で来ておりますけども、原発関係

の作業労働者とこれまでお話をしてきました。余命が３カ月前ぐらいで半年だったら、あ

と３カ月ぐらいじゃないですかね。実際の原発の作業場で働いてきたけども、全く、何と

いいましょうか、ブザーなんかは無視というのを、その人たちはずっと言います、みんな。

これは第一義的に取り組んでほしいんです。 

 今も、九電さんの関係じゃないかもしれませんが、福島で実際に汗して働いているのは、

ここにおられる方々、私も含めてなんですが、私たちじゃないんです。ここには来られな

い人たちがあそこで働いているんですよ。そこをちゃんとしなければ、どれだけここで原

発が安全だから使わせてくれと言われたって、これはちょっと筋が違いますよと。ほんと

に守るべき人々の生活を壊してまであの対策させているんだから、そこは国が責任を持っ

てしていただきたいというふうに思います。 

 九電さんもいろいろ宣伝では、ものすごく私たちの子供の将来まで、もっとクリーンな

エネルギーを考えていると言っていますけども、そこを私は聞いたことがないんです、ク

リーンなエネルギーって何なのか。天然ガスがほんとにクリーンなのかというと、そこは

疑わしいところですね。資源のうちの一つなんだから。 

 あと一つは、私たちも努力をして、クリーンではないんですが、つくるときに非常に二

酸化炭素を発生させます太陽光というものを一所懸命、屋根の上に上げているんですけど

も、ほんとにこれだけで片づくんでしょうか、経済産業省さん。太陽光、全国民が全部上

げたら、例えば原発が全部なくなりますというふうな計算もやっているのかと、風力だけ

でほんとにいけるのかと。一番怖いのは大災害ですよね。断層の数なんか見たんですけど、
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日本で断層がないところがない。もともとがずっと動いていった土地でしょうからね。そ

うしたところも総合的にやっぱり考えてほしいというのはあります。 

 ほんとにこの原発が安全ですからというのが証明できるようであれば、以前、どこかの

総理大臣がカイワレ事件が起きたときみたいに、そこに住んでみりゃいいじゃないですか、

皆さんが。そのぐらいやる気を持って、それで安全なんだと言ってほしいですよ、言うな

ら。それは横に置いといて、原発作業者なんか被曝させとって、安全だ安全だってここで

言われたって、それは全然信用できない。 

 というふうなことで、今日は実は陳述書の中にそこまで過激に書くと呼んでもらえない

かなと思いまして、そこまでは書いておりませんけども、もうちょっと長いスタンス、2050

年、2100年。2050年になれば、ここにおられる大半の人は、もう大体おられないわけです

から、次の代じゃないですか。ほんと無責任ですよ。こんなとこで、電気料金だけの話を

するちゅうのは。 

 しかも今日のこの集まりというのは、ただ聞くだけの、法律上の話だけじゃないですか、

これは。公聴会のこの位置づけの仕方だって、私みたいなことをどんどん言いよけば、引

きずり出されるという話も書いてありますから、もうちょっと原子力災害を受けてからの

こういう公聴会のあり方ちゅうのは、産業省さん、考えたほうがいいと思いますよ、取り

扱い方を。九電さんだって、ほんとはこうしたいというのがもしあるのに、あなた方が言

葉を抑えているのではないかというふうな疑念すら私は持っていますから、こうしたとこ

ろも、あと15分しかもうないという話なので、あと５分ぐらいしか持ち時間ありませんか

ら、それは違いますということを、ここで皆さんのお声で堂々と言ってほしいと。そんな

ことはないと。 

 あとは、いろんなばらばら言っちゃいましたけど、ほんとうに子孫に、何といいましょ

うかね、私は日本の科学技術があれば、こんな原発なんかわざわざしなくたって──少々

値段は上がるかもしれませんよ、ちょっとの時間。国債売っているじゃないですか、赤字

国債、国は。また日本の強靭化計画なんかで、来年から10年間で200兆国債打つと言いよる

わけでしょう。新しい政府の方がですね。ということは年間20兆打つわけだから、そのう

ちの一部を使ってでも、国が借金をしてでも、国民を守るべきですよ。こんな電気料金、

会社一つの問題じゃないんだから。今度また大災害予定しているわけでしょう、東南海地

震だとかいろんなところで。そのときに同じことがまたあったら、もうあなた方許されな

いよ。二度としたくないんだから、我々は。原爆で１回目ですよ。福島で２回目ですよ。
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そんな屈辱を我々国民に与えちゃだめですよ。というのを申し添えて、先ほど聞きました

40年の話の部分ですね、これと今後の経済を絡めて、何かあればお聞きをしたいなと思い

ます。 

【議事進行人】  もう少しお聞きになりたいことを具体的に言っていただくとどうなり

ますか。 

【樋口充喜】  じゃあ、電力料金を上げるに当たって、私たちの生活が豊かになる計画

も少しは提案してくれちゅうことですよ、同じ九州人であれば。それと、経済産業省さん

には、原発をつくるときの耐用年数の40年はどこから来たのかと。この二つ。これだけは

明確に答えてくださいよ。また使おうと九電さん言ったんだから。また使えるんだとさっ

き言ったんだから。だからつくるときだけなんですかとなりますよ。 

【議事進行人】  じゃあ、九電さんに、地域経済を底上げするような方策ありや、とい

うご質問ですが。 

【九電（瓜生社長）】  私どもは九州の中で事業をやらせていただいている以上、私ども

の会社は九州の地域経済の持続的な発展のもとに一緒に育ってきた会社だと思っています

ので、当然、九州の産業、それから九州に住まわれる皆さんの持続的な発展と一緒に我々

会社は育ってきている、大事にする必要性があると、それはもう十分認識をしております。 

 ただ、私どもの１私企業だけで九州の経済をどうこうというのは、なかなか難しいとこ

ろがございますが、ただ、極力、私どもは今までの33年間の間、そこは電気料金の値下げ

をすることによって、地域が例えば外から、間接的な競争になりますけれども、他の電力

よりも安くすることによって私どもの九州地域に会社が寄ってくると、進出をしていただ

けると、そういうことも踏まえながら今まで経営をやってきたつもりでございます。 

 現在ここに至っては、まことに、ほんとうに皆さんにご負担をかけることで申しわけな

い、忸怩たる思いではございますけども、今回は値上げをさせていただきたいということ

でございます。その中で、またやれる範囲で、やはり何といっても、私どもは地域の持続

的な発展、それが一番大事なことだと思っていますので、それは十分念頭に入れながら、

経営を行ってまいりたいというふうに思っております。 

【樋口充喜】  ということは、電気料金を払えない方がもし経済的に出てきたら、電気

はとめないちゅうことでいいんですか。 

【九電（瓜生社長）】  一応、約款上の話でございますので、それはある一定の要件、と

めるという条件が成立すればとめざるを得ないかもしれませんけども、ただ、それを一律
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的に、四角四面にやるかどうかというのは、また今後の対応だろうと思っております。 

【議事進行人】  では40年廃炉のルール。なぜできたのか。 

【滝澤調整官】  40年の廃炉のルールについては昨年改正された炉基法で決められたも

ので、おそらく、私はちょっと正直申し上げて存じ上げないのですが、原子力発電を導入

したときに、何年廃炉ということを決めていたということはないのではないかと思います。 

 その後、廃炉、それから最終処分の問題ですとか、それから使用済みの廃棄物の問題、

いろんな問題があるということは、それは当然認識をしていたというふうに思いますけれ

ども、それに向けていろんな政策を政府として打ってきたということだと思います。 

 それから、エネルギーミックスについて、おそらく先ほどの再生可能エネルギーの話も

絡めてご指摘があったと思います。政権が変わりまして、今後のエネルギー政策について

は、まず、いかなる事態においても、国民生活や経済活動に支障がないように、エネルギ

ー需給の安定に万全を期すんだということ、それからエネルギーのベストミックスについ

ては、今後、実現可能な責任あるエネルギー政策を構築する中で検討するというのが今の

政権の方針になっておりまして、これから検討が進むのではないかなと思っております。 

 あわせまして、再生可能エネルギーについても、例えば、風力発電の送電網を整備する

ですとか、いろんな施策を火曜日に閣議決定された政策に盛り込んでおりまして、政府と

しても、省エネ、それから再生可能エネルギーに全力で取り組むということは既に決めて

いる方針だというふうに考えてございます。 

【樋口充喜】  絶対壊れない物はございませんので。人だって死んでいくわけですから、

絶対という言葉はないんですよ。安全も。私は危険だと思っていますから、全てのことは。

安全という言葉はこの世にはないと。あれば見せてほしいもんですね。 

 ですから、そうしたところで、部品１個落ちても大問題になるような発電の形式はやめ

るべきなんです。部品１個で死ぬんですから。たまったもんじゃないですよ、こっちは。 

 そういったことを、最後ちょっと文句みたいになりましたけども、ぜひ、やはり私たち

が納得できる、料金も含めて納得できるところを、今日、明日あるでしょうから、これを

聞かれて、産業省さん、国としても責任持って考えていただきたいというふうに思います。 

 今日はどうもありがとうございました。 

【議事進行人】  樋口さん、どうもありがとうございました。 
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意見陳述22番：荒川謙一様 

【議事進行人】  それでは、22番の荒川謙一さんにお願いを申し上げます。 

【荒川謙一】  22番、風ふくおかの会という小さな会の代表をやっています荒川と申し

ます。私たちは１消費者として、１団体として、今回の九州電力の電気料金の値上げ申請

には同意できないことをこれから申し上げます。 

 九電は、この地域において、皆さんご存じのとおり、ほかに競合することのない独占企

業であります。電力においてですね。私たちは電力会社を選ぶことができないわけですか

ら、今回の値上げについても、どうしてもどうしてもやっていけないという不可抗力的な

理由がどうしても必要だと思っています。 

 ３・11の福島原発事故以降、原発がとまってから、安定した電力の供給ができないとか、

電気が足りなくなる、節電が不可欠というようなテレビ、マスコミを通じて言い続けられ

ており、今現在も耳にタコができるほど聞かされております。しかし、これは私は事実じ

ゃないと思います。昨年も一昨年も、電気は夏のピークでも不足しておりません。節電の

効果と、大企業などの効果だとも言われていますが、それも違うと思います。国の環境省

や経産省のデータをもとに、物理学者の藤田祐幸さんが、そのデータの数値から計算して

つくったグラフがありますが、過去にこの数十年、電気をたくさん使うようになってから、

電力が夏のピーク時でも一度も足りなくなったことはありません。夏の甲子園のピーク時

でも、ちょっと我慢すれば足りるというような状況にあります。それは、火力発電所の設

備要領が50％しか使わない状況で存在しているからです。 

 原発は、定期点検等、しょっちゅうとめなきゃいけないシステムでありますし、稼働率

は61％という中、火力発電所、それから水力もありますが、火力とバランスをとって運転

しているわけですよね。ですから、よくここで電力が足りない足りないと私たち言われて、

一般の人はそう思っている、原発がなくなったら、電気が足りなくなるというふうにイコ

ールで思っているようですけど、現実は今回の値上げのように、ＬＮＧや石油の値段など

の燃料費コストによって、九電が赤字になるから、もうからなくなるからできないんだと

いうのが理由ですよね。 

 ですから、この値段をこのぐらい上げてくれれば、火力発電でもできますよということ

に、逆に言うと、なるわけです。ですから、一般家庭において5.7％の値上げをすれば送れ

ますよ、オール電化を利用されているところには12％上げれば今後も送れますよと、ざっ

くり言えばそういうことですよね。 
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 こういう説明をもし皆さん、一般家庭の方にしたらどうでしょう。原発の危険性、この

事故を鑑みたときに、5.7％なら私は原発要らない、要するに火力で、効率の上がっている

60％を超える稼働率を上げられるかもしれないＬＮＧのコンバインドサイクル発電、これ

を求めますという声も大いに上がるんじゃないでしょうか。 

 でも実際には電気が足りないというんで、一般のおじいちゃん、おばあちゃん、お母さ

んたちは、要するに原発が動かないと電気がつくれなくなるんだと思い込んでいます。さ

らに大手が持っている、震災後、非常用発電設備を大量に発注しましたから、そういう新

日鐵等、大手が持っている非常用発電設備を使えば、もっと余力があるわけです。 

 ただし、日本の火力発電のコストは高過ぎるということを言います。なぜでしょうか。

それは、電力会社が、特に天然ガスを、原油平均価格にリンクさせた方式で長期に契約し

て、商社から購入しているシステムに原因があるそうです。ですから、アジア、いろいろ

欧州等を調べますと、いろんな方式があるようです。私もよくは知らないんですけど、何

と対米販売価格の９倍になる値段で日本は買っているそうですから、この契約自体を見直

し、公開するなり、別ルートから仕入れるという検討などを今、九電さんもやっているん

でしょうか。その辺、聞きたいことなんですが、今回の値上げ申請している関電でも、原

油やＬＮＧの全国平均輸入価格の実績に比べると、３年間、8.3％高い調達価格になったと

いうのを新聞記事で読みました。九電はどうなっているんでしょうか。やっぱり関電と同

じように、日本の全国平均よりも8.3％高いのを３年間買い続けるようになっているんでし

ょうか。 

 アメリカでは、もうご存じのとおり、クローズアップ現代等で取り上げられたように、

シェール革命という新しい、要するに石油と天然ガスが産出されて、活況を呈してきてい

ます。日本の企業、各メーカーも、アメリカに進出を進めています。ＬＮＧ価格が低下し

ていく傾向にありながら、九電はどんな対策をしているんでしょうか。 

 この値上げ説明には、原発の再稼働が遅延をもたらす大幅な赤字ということばかりで、

燃料対策や値上げの努力などに全く触れられていないように思います。説明不足ですよね。 

 そもそも電力のバランスを考えないで、原発の依存度を、ほかの電力会社が30％に対し

て、九電は40％に上げてきた。これは九電が経営を失敗しているんじゃないでしょうか。

その見誤った失敗を消費者に押しつけるということは間違いだと思います。 

 九電は、コンプライアンス経営ということを公に、ホームページでもうたっております。

2005年に、皆さんが言っていましたけど、プルサーマル受け入れの際に、そういう説明会
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にやらせ動員をしました。そして震災後、2011年３月11日以降、６月に開いたテレビ討論

会では、やらせメール事件を起こしました。これは皆さん周知の事実で、内部告発から発

覚したわけです。その結果、第三者委員会が設けられ、九電のコンプライアンス経営姿勢

に大きな問題があるということが指摘されてきました。 

 コンプライアンス経営とは、地域の消費者――私たちですね――とともに考え、十分に

説明責任を果たすというふうにうたわれていると思います。このやらせメール事件等の問

題で前の眞部社長は辞任することになりましたが、最後の答弁では、引責辞任ではないと

述べ、第三者委員会の報告をほとんど無視し、九電の都合のよい報告を経産省に提出しま

した。この報告時に、原子力発電は安全であるというような意味の、日本で原発事故が起

きることは考えられませんというふうに主張したということがありました。驚きです。 

 福島原発事故は何も終わってないと思います。緊急事態宣言以降、非常時は続いており

ます。溶け落ちた燃料はどうなっているのかわかりません。漏れぐあいもわかりません。

倒壊のおそれのある４号機と、台風や大雨、余震、ただ冷却し続けているわけですから、

この不安に現地でも戦々恐々としているようです。もちろん事故調の調査の結論も出てい

ません。新しい安全審査指針は、７月ごろをめどにして、今、調査・検討されている段階

であります。そんな段階で、九電の幹部は、当社見解で、日本で原発事故が起こることは

考えられませんということを主張したんであります。東電のことはよその国のことだと思

っているんでしょうか。神経を疑ってしまいました。 

 今回の値上げ申請プランは、７月の玄海原発、川内原発などの再稼働を前提につくられ

ております。規制庁の安全設計審査指針もできないうちに計画されていることも問題だと

思いますが、昨年３月に作成した緊急安全対策では、絶対に欠かすことのできない設備で

ある免震重要棟とか、冷却のために必要な海水ポンプ防水対策や、それからいざとなった

ときの排気のためのフィルター付ベント設備というのも挙げられておりますが、この実施

は、2014年から2017年の３月まで、向こう３年間で1,300億円分の投資をするということに

なっています。緊急安全対策をやり終える前に再稼働させることは非常識ではないんでし

ょうか。万全になっていないんです。ここに入ってない、やらねばならない対策もたくさ

んあります。 

 元旦に毎日新聞に１面を飾った玄海１号機の可燃性ケーブル、これは75年に難燃性にし

なきゃいけないということになったけども、玄海１号機は70年製なんで、とりあえず表面

に薬を塗って燃えないようにしておけばいいというような状態になって現在まで来たわけ
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です。でもここで規制庁が安全指針を新たに出したときに、可燃性ケーブルにかえるとな

れば、何千キロもかえなきゃならないわけです。さっきも出ましたけど、こういう費用を、

これから１号機を守るためにはやっていかなきゃいけないわけです。緊急冷却に全電源喪

失に至らないために重要なタービン動補助給水ポンプ、これも要するにあってはならない

場所、地下にあります。地下というのは地面よりも下にあるわけですから、津波が来れば、

地下にあるんですからひとたまりもないわけです。このような手抜きと考えられるような

原発に過信したからこそ、福島原発事故は起きたんじゃないでしょうか。 

 この段階で、昨年９月、玄海１号機も４号機も、燃料を発注して運び込みました。去年

の２月には、玄海２号機、４号機に、新燃料を発注して搬入しています。再稼働ありきと

いう状態でこのように進めて、これでもって値上げを全部、市民に受け取れということは、

私たちは納得できないわけです。 

 廃炉にするしかないと思われる原子炉に、国の規制指針が出る前に無駄遣いしている。

無駄が今、一番避けなければいけないことじゃないでしょうか。どうして我々が信用して、

値上げを受け入れることができるんでしょうか。 

 値上げプランにもいろいろありますが、一般社員の平均25％削減というようなことも出

ています。役員では20％というような数値ですね。役員さんも、賞与等3,000万円以上のも

のを平均でもらっているわけですから、これも一般社員並みに下げるというレベルで考え

ることが必要じゃないでしょうか。 

 その他、オール電化の問題等いろいろありますが、時間も少ないと思いますんで。 

 私、思い出すと、2005年３月に玄海島の地震が起きまして、福岡西方沖地震ですね、福

岡の西区など被害も大きかったです。福岡のアイランドシティで、環境イベントで菜の花

プロジェクトというのをやっていました。そのときに地震が起きました。会場ではきゃー

っという悲鳴が上がりまして、開始わずか15分でイベントが中止になりました。私はここ

から35キロ離れた宗像市に住んでいますが、私の自宅の前には、それから周囲の住宅地に

は、今もそのときの地面の亀裂や石垣にひび割れを補修した跡が残っています。福岡県や

佐賀県も地震とは無縁ではないんです。活断層の存在も全否定はできないと思います。イ

ージーな手抜き、安全対策を前提にした原発再稼働をもくろむ九電の電気料金値上げ計画

については、慎重に見直すように意見陳述いたしました。 

 最後に社長にお伺いしたいんですけど、私たちは40人ぐらいの市民の会なんですけど、

ふだん九電さん本社に行っても、社長に会うことはできません。でも、正式にこの市民が
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社長さんの意見を聞きたいというふうに申し入れをしたら、会っていただくチャンスはあ

るでしょうか。 

【議事進行人】  いかがですか。 

【九電（瓜生社長）】  基本的に私どもは、申し入れに対しましては、私一つの体は非常

に限られておりますので、一人の方にお会いすると、全員の方にお会いしなければならな

いということで、基本的には今、私どもの広報部が窓口になって対応させていただいてい

るところでございますので、ご理解を賜れればと思います。 

【荒川謙一】  こういう不安とか生の声を、ぜひ社長とお話しできる機会があればと思

って申しました。 

【九電（瓜生社長）】  ただ、皆様からいただいたご意見等につきましては、当然、社内

でも共有化していますし、私自身もそういったレポートには全て目を通させていただいて

おります。 

【議事進行人】  時間になりました。荒川さん、どうもありがとうございました。 
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意見陳述23番：門馬睦男様 

【議事進行人】  それでは、23番の門馬睦男さんにお願いをいたします。 

【門馬睦男】  私、北九州市の小倉南区から来ております門馬といいます。よろしくお

願いします。今日、午前中いたんですけど、中途退座しましたので、もしかしたらいろい

ろ重複するところもあるかと思いますが、ご容赦お願いしたいと思います。 

 まず初めに、一応、私もこのホームページから値上げ審査の概要ってありますよね、こ

れを読ませていただきまして、今日、参加しています。 

 私自身の意見は、23番、資料集の23ページに書いてありますので、これに沿った形で、

これをもとに聞いていきたいんですが、まず、今後の過程の中で、今日、公聴会というこ

とで、お話を聞くということですよね。当然、話を聞いた上で、経産省のほうで検討いた

だくということになるんですが、じゃあ九州電力さんとしては、こういった場がずっと設

けられていて、九州電力さんが出しています概要の39ページによりますと、標準処理期間

ということで４カ月間あって、その中で一体何をされるんかなと。経産省のほうは検討す

るんでしょうけれども、じゃあ例えば今日配布された資料６を見ましても、皆様の発言を

聞いても、大半が反対意見のように見受けられますし、説明資料も不十分だという意見に

なっていますよね。こういう形で公聴会っていう形で意見を聞くのは経産省ですけれども、

この内容を聞いた上で、じゃあ九州電力という会社として値上げについて再検討するとい

う、そういうお気持ちというのはあるんですかね。あるかないかでご答弁をお願いします。 

【九電（瓜生社長）】  申しわけございません。値上げを再検討する、いわゆる今の19

条申請を取り下げるという気持ちはございません。申しわけございませんけど、それは今

後、審査専門委員会等、それから大臣等が、いろいろと私どもの申請内容を、効率的な経

営をやる中での適正な原価であるか、そして真実有効ないわゆる設備を購入しているかと

いう点で、今審査をいただいているものというふうに私は理解しております。 

【門馬睦男】  であれば、なぜこういう場に参加されるんですかね。こういう場で意見

を聞いた上で、それを受けて、じゃあ九州電力さんとしても改めて、じゃあここの部分は

こうしたほうがいいんじゃないかということはあるはずなんで、再検討というのはそうい

う意味ですけど、そういうことをしないということですね。 

【九電（瓜生社長）】  いえ。私ども、今、お客様の声の中で、一番非常に私どもが悩ま

しいといいますか、今まで少し足りなかったと思っているのは、やはり先ほどお話があり

ましたように、事実をしっかりお伝えして、それをわかりやすくお伝えするという努力は
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なかなか少なかったんではないかと。私ども今まで、値上げの過程では婦人電気教室だと

かいろいろとチャンネルを持って皆さんにご説明している時代があったんですが、値下げ

の時代にすっかりそれを忘れてしまって、しかもなおかつ丁寧に説明するという、どうも

そういう意識が随分欠けてきてしまっているなという反省をしているところでございます。 

【門馬睦男】  だから要するに聞くだけであって、再検討はしないということでしょう、

とりあえずは。 

【九電（瓜生社長）】  何の再検討でしょう。 

【門馬睦男】  いやいや、値上げについてです。 

【九電（瓜生社長）】  それは値上げの中身の原価の織り込み方だとか、データベースに

入っている試算について、今から審査を受けるというふうに、私は理解しています。 

【門馬睦男】  私たちの意見を聞いて、九電独自として検討はしないということですね。 

【九電（瓜生社長）】  先ほど先生方からも少しいろんなご発言があったんで、それは当

然、いろいろと我々の今後の経営に反映させるところはあるかと思っていますけども。 

【門馬睦男】  反映させるようには検討するわけですね。まあいいです。 

 じゃあ、それからじゃあ聞きますけれども、大体マスコミ等の中で出てきています資料

の中で、いわゆる事業報酬があって、事業報酬の後に「その他」という形で出ていますけ

れども、大概新聞等に載っているのは、いろんな原価の算出をする場合にその他というの

が一番多いんですよね。平成25年から27年ベースで見ても、3,031億円がその他、いわゆる

事業報酬である889億円以上に、3,031億円という大きな金額がその他というふうに表示さ

れているんですよ。読んでいけばわかるんですけれども、読んでいったら、委託費が非常

に多いということが出てきたりしていますよね。だからもしわかりやすくするなら、6,169

億円が燃料費購入、これは概要で言えば４ページなんですけれども、その他の数字が非常

に大きいというのは、これはおかしいんですよね。やっぱりその他というのは少ないから

その他なわけであって、そういう点で言うと、この3,031億円の内訳というのはきちんと明

示しないと、国民にはわかりにくいんじゃないかなというふうに思います。 

 それと事業報酬がありますよね。この事業報酬というのが、いわゆる九州電力としての

内部留保なんだろうと思いますけれども、あと、原価償却費もありますよね。それから、

従業員の退職金だとか理事の皆さんの退職金等も含めて、いわゆる内部留保金という言葉

を使いますけれども、これについて経済産業省さんとしては、どのように把握されている

のか。つまり、純資産は減ってきていますよというのは、３ページでわかるんですけれど
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も、内部留保というのを経済産業省としてきちんと把握されているのかどうか、お尋ねし

ます。 

【議事進行人】  内部留保の額とか変遷についておっしゃっているのでしょうか。 

【門馬睦男】  そうですね。額もお願いします。特に額を聞きたいです。 

【滝澤調整官】  電気事業者のほうから報告をいただいております。 

【門馬睦男】  いや、経産省さんがどのように把握されているかという。数字を、経産

省さんとして、何億円というふうに把握されていますか。 

【滝澤調整官】  手元にそのデータが、すぐぱっと出てくるわけじゃないんですけれど

も。 

【門馬睦男】  少なくとも審査される経済産業省さんは、この資料、読まれていますよ

ね。九電が出してるね。今からこれを、九電さんの資料をもとに検討していくに当たって、

一番大事なことは、やっぱり今、痛みを分かち合わなきゃいけないという点では、もし九

電さんがたくさんのお金を内部で持っているのであれば、そこはやっぱり一定値上げも我

慢してもらいたいというのがあるわけですよ。あるのか、ないのか。これで見たら純資産、

平成24年度末で600億円しかありませんよというふうになっていますけれども、実際には、

いわゆる2.何％ですか、いわゆる積み立てられていっているお金というのは、結構な金額、

普通の企業では考えられない事業報酬という形でずっと上積みされて、電気料金に反映さ

れているという報道ですから、実際にはもっとたくさんあるんじゃないかと。内部留保金

がね。その点で、その金額を、審査する経産省さんが全然把握してない、聞かなきゃわか

りませんというのではお話にならないんで、今答えてください。 

【滝澤調整官】  23年度末の利益剰余金が4,888億円だというふうに承知をしております。 

【門馬睦男】  じゃあ、その中で減価償却費は幾らあります？ 

【議事進行人】  23会計年度のという意味ですか。 

【門馬睦男】  23会計年度で結構です。 

【滝澤調整官】  23年度の減価償却費は2,021億円になっています。 

【門馬睦男】  2,021億円はあるわけですよね。じゃあ、例えば退職金だとか理事の皆さ

んの退職金に相当する金額はどのぐらい積み立てがありますか。これ、出てませんもんね、

これ見たんじゃ。 

【議事進行人】  それは退職給与引当金のことをおっしゃっているんでしょうか。 

【門馬睦男】  そうです、はい。 
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【議事進行人】  それはＢＳ上に出ているでしょう。 

【門馬睦男】  まあ、いいです。経産省としては、今は見ないとわからないということ

ですよね。 

【滝澤調整官】  私個人が覚えていないということです。 

【議事進行人】  数字は見なければ、それはわからないかと思いますが。 

【門馬睦男】  わかりました。 

 じゃあ、角度を変えますけれども、今回、人件費の引き下げということをかなりされて

いるということで、この資料で見ますと、さまざまな賃金体系を参考にしているというこ

とを書かれてあるんですけれども、いわゆる公務員賃金というのを参考にしてないんです

けれども、そこのところは一体どのように考えられますかね。いわゆる私たちから見たら、

電気料金というのは、どっちかというと税金に近いものですよね。そうしますと、いろん

な給与面を考えていったときに、どういうところを参考にするのかということは、九電さ

んの資料によりますと、公益事業という形だとか、従業員1,000人以上の民間企業を対象に

されているんですよ。 

 でも、公務員賃金というのが、今現在で言いますと、人事院勧告があって、事業規模50

人以上のところの調査によって出ていますよね。その公務員賃金というものが一つ参考に

なるんですけれども、この間、ご承知のとおり、7.8％カットされ、退職金が四百数十万カ

ットされ、今度、地方交付税が減らされますから、地方公務員は退職金もカットされた後

に賃金がカットされるんですよ。これが公務員賃金なんですよ。この公務員賃金というの

は、全く参考にしてないんですよね、この12ページの資料見ますと。私はこれは下げろと

言っている意味じゃなくて、例えば公務員賃金というのを、何で参考にしてないのかなと

いうのを考えたときに、どういうことなのかなと。 

【議事進行人】  それはルールがございますので、経産省からご説明ください。 

【滝澤調整官】  昨年の３月に、電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議で報告

書を取りまとめていただいておりまして、そこに常用労働者1,000人以上の企業平均値を基

本に、ガス事業、鉄道事業等類似の公益企業の平均値とも比較しつつ査定を行うことが適

当であるというふうに報告書をまとめていただいております。それに基づきまして、審査

要領を改正いたしまして、それに基づいて、今回、査定をしていただくということになっ

てございます。 

【門馬睦男】  わかりました。 



 -128- 

 一応、人件費というのは、これは金額がずっと出ていますけれども、しかし、九州電力

の中で働いている皆さんというのは、ここに書かれてある八百何十万という金額をもらっ

ている人だけではなくて、委託労働者だとか、たくさんの方々がいらっしゃいますよね。

これは人件費ではなくて、委託費というところに計上されていますよね。こういう方々も

含めて、会社側として十分に把握されているんですかね。 

 と言いますのは、私も時間がないのであれなんですけれども、いろんな新聞等を見ます

と、いわゆる重層下請の中でピンはね等がかなり行われているということが、新聞紙上等

でも報道されています。私自身も、読んだ新聞では、かなりこれはひどい話ですけれども、

途中で例えば暴力団だとかそういった組織なども介在しながら、ピンはねをされるという

ふうな実態が一方であるということがあるんですけれども、そういったことについて、じ

ゃあ実際委託に出すんだけれども、途中で次々とピンはねされて、現場の労働者には１万

何千円ぐらいしか渡らないだとか、そういったこと──ごめんなさい、ある会社の例とし

て、元請に10万円の日当を払っても、現場の労働者には１万8,000円しか払われていないと。

この人たちは800万という賃金の中には含まれない人たちだと思うんですよね。そういうピ

ンはねされたお金が、中には暴力団へといううわさだとか、そういううわさは地域に行き

ますと幾らでも出てくるんですけれども、そういうところに関する管理とか、間に抜かれ

ているわけで、多額の委託費というのを圧縮することはどのように考えているか。圧縮す

ると言っても、現場の働いている人の給料は下げてほしくないんで、逆に上げなきゃいけ

ないんですけれども、その対策というのは考えていますか。これは非常に大きな部分だと

思うんですけれども。 

【九電（瓜生社長）】  私どもが、確かに元請の皆さんに対して委託費をお支払いはして

おります。それは工事の発注の過程の中で、資材契約の中で、業種によって単価を一応契

約をしながら決めてまいるわけでございまして、その後どういうふうに、その孫請にとい

うか、その次の皆さんに金額というか、形で払われているかというのは、当然、我々とし

ては、資材側としても、そういう状況を踏まえながら、なぜこの価格はこういう価格なん

ですかということをお尋ねしながら、そこの契約を結ばせていただいていますので、全く

あずかり知らないということはありませんが、具体的に、現実に、じゃあ、ほんとうにど

こまで払ったかというところまでは、残念ながら私どもが確認をすることは申し上げては

おりません。 

【門馬睦男】  しかし、それはやはり確認をする必要があると思いますけどね。そうい
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うところに流れているお金というものが非常に大きいということが、この数字から見ると

明らかですので、電気料金ですよ、皆さんの電気料金で事業をされているということを考

えますと、ちょっと果たしてそれはいかがなものかなと思いますね。 

 それとあと、内部留保、これはやはり、この内部留保にしても、果たしてどういうふう

に使われているのかということと──ごめんなさい、これは先ほど言いましたので、もう

一つだけ。 

 実際にＬＮＧだとか燃料費を買い付けをしたとき、高い価格で買っているんじゃないか

という話をいろんな方がされていましたけど、それは他国との比較だとか、いろんな商社

を、どのような商社を使って、どのような金額で購入しているのかというのは公表してい

るんですかね。しているんだったら、私、後で見ますけど。 

【九電（瓜生社長）】  先ほども６番の方名前を失念しましたけど、陳述人の方からのご

指摘がありましたので、ＬＮＧに関しては商社を介さずに生産者側と直接契約を結ばせて

いただいておりますので、ただ、確かに今の我々のＪＣＣといいますか、日本の通関統計

とリンクする、原油価格とリンクするという形での契約は結んでおりますので、どうして

も日本国での価格がやや割高になる可能性はございます。ただ、私どもとしては、仮にシ

ェールガス革命が起きたとしても、それを液化して、日本国に輸送するのに随分お金がか

かりますので、決して今のヘンリーハブの米国の価格そのままとの比較はできないんでは

ないかなと思っております。 

【門馬睦男】  その点は次の方に譲りますけど。読みましたので。 

 最後ちょっと要望といいますか、やはりやらせメールの問題だとか、私もずっと新聞を

読んでいまして、納得していませんよね。今回はそうじゃないと思いますけれども、この

間たくさんやられているというふうに思います。そういう意味でいうと、いろんなところ

にお金をばらまいたりだとか、自治体に対してお金を使ったりだとか、いわゆるその他の

経費から出ていくいろんなものがあることについて、国民全体的にやっぱり不信の目があ

るんですよ。ですから、まずやっぱり人身体制を一新していただきたいと、一新した上で、

電気料金を問うのが私は筋ではないかなと。あと、いろんなところから、天下りの方が来

ていますけども、その退職金等々も聞きたかったんですが、ちょっと時間がありませんの

で、その点については、またいろんな方から聞いていただくかと思いますので、ぜひとも

人身刷新していただきたいというふうに思います。 

 以上です。どうもありがとうございました。 
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【議事進行人】  門馬さん、どうもありがとうございます。 
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意見陳述24番：松枝正幸様 

【議事進行人】  それでは、24番の松枝正幸さんにお願いをいたします。 

【松枝正幸】  佐賀から参りました松枝と申します。よろしくお願いします。 

 九州電力の電気料金の値上げに、次の三つの理由から反対します。 

 第１の理由は、値上げをする前に、燃料費が安くなるように企業努力をするべきであっ

たのに、なされていないからです。またこの先、燃料費が安くなるような企業努力をしよ

うという姿勢さえ感じられません。値上げ申請資料では、今後３年間のＬＮＧ価格を１ト

ン当たり７万1,841円で買うと試算しています。これは2011年より13％も高いと推定されま

す。2011年の価格は幾らなのかは資料には書いておりませんので、東電の買い入れ価格と

比べて13％というふうに書いております。 

 資源エネルギー論の岩間剛一・和光大学経済経営学部教授は、次のように指摘していま

す。国際市場では、ＬＮＧは100万ＢＴＵ当たりの価格で取引される。米国では近年、地下

の岩盤にあるシェールガスが採取されるようになった。そのため、天然ガス価格が大きく

下がり、この４月には1.8ドルをつけた。しかし、日本は中東や東南アジアの産油国から調

達し、価格も石油価格に連動するという不利な契約で、昨年はおおむね18ドルで買ってい

る。ざっと10倍の高値である。ただし、北米産を調達する場合、先ほど社長から出ました

ように、液化して専用船で運搬しなければならない。その液化コストが2.5ないし３ドル、

輸送コストが３ドル、燃料費が1.8ドルですから、合わせて８ドル程度になる。しかしそれ

でも現在の半額以下。現に電気料金が日本より安い韓国は、米国からそれに近い10ドル程

度の価格で買っていると見られている。以上は、岩間和光大学教授の指摘です。 

 半額で調達できると仮定すれば、値上げどころか、それだけで電気料金の値下げも可能

です。大阪ガスと中部電力が、アメリカでシェールガスを2016年度から、現在の60％で購

入、液化工場と輸送船をつくる計画であると報道されています。経産省の方はご存じだろ

うと思うんですけど。また、三菱商事が、カナダで北米最大級のシェールガスの埋蔵量を

持つ鉱区の権益を獲得し、近く生産を開始すると報道されています。 

 このようにシェールガス購入プロジェクトを立ち上げて、アメリカやカナダと交渉し、

実用化すれば、数年先にはＬＮＧを今の半額程度で購入できます。そうすれば、当面は燃

料コストが赤字でも、いずれ燃料費が大きく下がって、値上げなしでもその分をカバーで

きるはずです。 

 この点について、九電の値上げ申請資料「経営効率化への取り組み」によると、長期的
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には、ＬＮＧに関して新たな指標を用いた価格決定方式、シェールガスなど非在来型燃料

の導入等について検討と書いてあるだけです。さらには今後３年間のＬＮＧ価格を、2011

年より13％も高く設定しています。企業努力をしないで、ばか高い燃料を買い続ける無能

経営のつけを電気料金値上げで消費者に回されてはたまりません。 

 第２の理由は、原価算定上の原子力運転計画を白紙撤回するべきだからです。現在停止

中の原子力発電所の再稼働時期については、原価算定上、平成25年７月からと設定してお

りますが、以下の理由で再稼働を前提にすべきではありません。 

 第１に、福島第１原発事故の放射能汚染による悲惨な状況からわかるように、原子力発

電は放射能がつきもので、一旦事故を起こしたら、住民の暮らし、健康を脅かし、取り返

しのつかない状況をつくり出します。 

 第２に、玄海原発の使用済み核燃料プールは既に78％が使われており、３号機と４号機

を再稼働すれば、多分あと五、六年でプールは満杯になります。それに対する対応は何も

ありません。あったら教えてください。 

 第３に、浜岡原発では、大津波対策として22メートル――最初は18メートルでしたけど、

現在22メートルですね――の防波壁を建設中で、費用は18メートルのときは1,400億円です

から、それを超えると報道されています。再稼働するとなると、世界最高水準の安全対策

を講じるべきですが、そうなると莫大な費用が必要になります。この莫大な費用は、総括

原価方式によって電気料金に転嫁され、さらなる大幅な値上げが必要になります。 

 第４に、福島第１原発事故による賠償や除染――先ほど合わせて10兆円近くと言われて

いましたけど、それを超えると思う――事故処理、廃炉解体などによる莫大な費用は、血

税と電気料金で、私たち国民が払わされることになっています。このように原発は事故を

起こすと、費用負担の面でも、国民に多大なる負担を強いることになります。 

 また、事故を起こさなくても、原子力発電を続ければ、使用済み核燃料が増えます。使

用済み核燃料の後始末については、その方法も最終処分地も決まっていません。放射能が

なくなるまで20万年かかると言われており、このままだと将来の世代にツケを回すことに

なります。 

 また、廃炉解体処理の技術は確立されていませんし、40年近くの年月と、何千億円とい

う――先ほどは１兆円と言われていましたけど、建設費用と同じくらいの費用がかかりま

す。現在、ドイツのグライフスバルト発電はそれくらいかかっています。これらの費用と

原発立地対策交付金などを入れると、原発のコストは他の電力に比べて、飛び抜けて高く



 -133- 

なるという試算が出されており、先ほど社長が７円ぐらいと言いましたけど、とんでもな

い話ですよ。飛び抜けて高くなります。立命館大学教授の大島先生なんか出されています。

経営上もやってられません。 

 以上の理由で、再稼働を前提にすべきではありません。 

 値上げ反対の第３の理由は、総括原価方式による電気料金の決め方は到底納得できるも

のではないからです。他の民間企業のように、コスト削減の努力をしないでも、かかった

コストは全て電気料金に転嫁できる仕組みになっている総括原価方式は、これまでも多く

の問題点を指摘されてきました。 

 2011年９月の佐賀新聞の報道では、九電が玄海漁連などの漁業共同組合に７億円の資金

援助をしたとあります。ほかにも、鳥栖の重粒子線がん治療施設には約40億円、唐津の早

稲田佐賀には20億円と、合わせて約65億円の寄附、川内市には07年から09年までの３年間

に約38億円の資金援助をしたと報道されています。電力事業は地域独占で宣伝広告する必

要はないはずですが、電事連の広告宣伝費は、過去５年平均で年間約20億円と言われてい

ます。ほかにも電事連や原子力損害賠償支援機構などへの負担金、それから福利厚生施設

の維持管理費、これらは電気料金として私たち消費者が負担するはおかしい経費ですが、

電気料金に転嫁されてきました。 

 東電の電気料金審査専門委員会は、１、福祉厚生費などの削減を求める、２、広告宣伝

費や寄附金などは含めるべきではない、と報告しています。また、東電に関する経営・財

務調査委員会の報告書は、経費の中の修繕費が、実際より10年間で5,500億円も多く見積も

られていたのを中心に、10年間で6,186億円多く取り過ぎていたことを指摘しています。こ

れは消費者に返されんですかね。どうなるんですか、この6,186億円というのは。 

 利潤は資産の2.9％を掛けて算出されています。資産とは、発電所や送電網、使用済み核

燃料、福利厚生施設などの資産です。原発などの施設を次々につくったほうが利益を増や

すことができる仕組みになっています。このように全て経費として積み上げて、電気料金

を決める仕組みになっているのが総括原価方式です。これでは、他の民間企業のようにコ

スト削減努力はしないでも、経営は守られるわけです。 

 電力会社は地域独占かつ総括原価方式かつ国策民営で、他の民間企業のような競争にさ

らされることなく、お国におんぶにだっこしてもらってきました。そして、国民に多大な

る負担と、殿様企業と言われるような放漫な経営をもたらしてきました。福島第１原発事

故による東電の経営の崩壊を契機にして、電力会社のあり方を見直すときです。 
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 以上が私の意見ですけど、時間がありますので、質問します。 

 質問は非常に卑近な例ですけども、先ほど役員報酬について質問とか回答があったと思

いますけれども、それによると１人当たり平均年収が3,200万ぐらいですかね。この３年間

で20％削減するとおっしゃいましたか。私、ちょっとおりませんでしたので。 

【九電（瓜生社長）】  今回の原価では35％、１人当たりの報酬額を削減するように原価

には織り込ませていただいております。 

【松枝正幸】  35％削減ですか。 

【九電（瓜生社長）】  １人当たりですね。 

【松枝正幸】  １人当たりですね。としても2,000万ぐらいになりますよね。 

【九電（瓜生社長）】  いや、削減した結果が3,200万でございます。 

【松枝正幸】  削減して3,200万ですか。びっくりしますね、これは。常識からいって、

あるいは庶民感覚からいって、到底納得できる額ではありません。赤字経営をしている民

間企業の役員の報酬がですよ、今後３年間、減らして3,200万とは、常識からいって考えら

れません。赤字経営ですから、責任をとって経営者はゼロベースもありではありませんか。

少なくとも社員は650万ですか。まだ下げるわけでしょう。そしたらそれくらいまで下げる

必要があるんじゃないですか、少なくとも。 

【九電（瓜生社長）】  821万を650万に21％カットでございます。 

【松枝正幸】  そうでしょう。600ぐらいになるわけでしょう、六百何十万に。役員は3,200

万ですか。おかしいんじゃないですか。 

【九電（瓜生社長）】  私どもも今回、原価の算定に当たっては、有識者会議等の1,000

人以上の企業の役員報酬等を参考にしながら、それに逸脱しない形で、それ以下の数字で

実は織り込ませていただいているところでございます。その額が適当かどうかは、今後、

電気料金審査専門委員会でいろいろと論議をしていただけるものと理解しております。 

【松枝正幸】  庶民感覚からいって、赤字経営している経営者がですよ、企業の経営者

が3,200万円もらっている、ちょっと考えられないですね。 

 次の質問に行きます。フィンランドのオルキルオト原発は、もうご存じかもしれません

けど、本社の社屋が原発サイトの中にあるんですよ。そこで社長はじめ重役が毎日仕事を

しているんですよ。原発は安全だとおっしゃるんだったら、経営陣みずからがそういう覚

悟や決意が必要じゃないですか。済みません、最後にお願いします。 

【九電（瓜生社長）】  フィンランドのケースがどういう形で、そこに最初から発電所、
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１発電所１会社なのか、よく分かりません。ドイツなんかでも結構、地方の電力会社さん

はもともと地方で生まれ育ったところなんで、地方に本社を持っておられるケースも多い

と思いますけども、私どもは昭和26年にこの会社が設立したときから福岡に居を構えなが

ら経営をやらせていただいて、先ほど少し申し上げましたけども、実は私どもの設備の中

にもいろんなビルの中に、そういう電力の安定供給を担うための必要不可欠な設備が一緒

についています。我々人間だけが動いても、実際はそういう方たちは残るような形になり

ますし、リースバックも非常に今、難しいので、現時点では難しいという答えをさせてい

ただきました。 

【松枝正幸】  実際、フィンランドではなされているわけですから。 

【議事進行人】  どうもありがとうございました。 
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意見陳述25番：山崎倉俊様 

【議事進行人】  それでは、25番の山崎倉俊さんにお願いいたします。 

【山崎倉俊】  長崎から参りました山崎といいます。私、医療団体の職員です。お手元

の25ページに意見の要旨をまとめていただいておりますけども、まず４番目から、補足し

ながらお話させていただきます。 

 福島の原発事故というのは、原発事故が広範な地域を根こそぎ壊滅させるということを

教えているというふうに私は思います。今でも16万人の避難者がいらっしゃると聞きます

が、双葉町の皆さんは、埼玉県の学校の体育館に今も寝泊りを続けている。そして、私の

同僚の医者が放射線被曝におびえる住民の方の支援に入っていますが、「私は子供を産んで

もいいの？」、こういうことを福島の女の子は聞いてくる、このことを聞いて私は胸が潰れ

そうです。 

 先ほど九電は、「九州の持続的発展に寄与したい」とおっしゃいました。しかし、「福島

は福島、九電の原発は世界一安全だ、そのようにしていくから再稼働はいいんだ」、この論

理は、福島原発の東電が、あるいは政府が国会で、あの事故の前に言ったことと全く一緒

じゃないですか。「福島は福島、九州の原発は安全」、なぜこれが言えるのか。そこの認識

が、そもそも、許し難い大間違いです。私は怒りを込めて長崎から今日、参りました。 

 昨日の新聞や、一昨日の新聞や昨日のテレビに社長は出ておられますが、この公聴会、

原発再稼働のための手続と認識されているんじゃないですか。一体と認識されているんじ

ゃないんですか。断じてこれは許すことはできません。長崎市民にとって、放射線被害が

再びこの日本で起きたことに、怒り悲しみは痛切です。いまだに被爆者とも認められず、

低線量被曝、内部被曝で苦しんでいる皆さんにも、私は、これ（再稼働前提の議論）を許

せば顔向けはできません。 

 長崎県内で、昨年、さようなら原発署名13万5,000、そして原発ゼロ署名9,071、合わせ

て14万4,000余筆が集まりました。これは県民の１割を超えました。この思いも私はここに

伝えなければいけないと思って来ました。 

 電気代の値上げを再稼働とパックで出してくるという、この不埒な提案、まず撤回して

いただきたい。一旦取り下げて出直せ、このことをまず申し上げます。 

 次に、ここに九電のホームページから、核燃料の搬入状況を２年間にわたってまとめて

みました。このピンクのところ、明らかに停止状態になって、再稼働のめどがつかないと

いう状況で搬入が続けられています。しかも、この少し赤みの強いところ、これが昨年12
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月の18日の１号炉への核燃料の搬入です。12月18日といえば、九電が値上げを申請され、

そして７月からは川内、順次、玄海原発を再稼働させるとパックで発表された時期の後で

す。これを見て、私たちの同僚たちは何を言っているか。「まず経営感覚として非常識極ま

りないんじゃないか。」今日明日稼働がされる、１カ月２カ月稼働が予定されるなら、原発

使おうという人であればそう考える（必要時に燃料を購入する）と思う。しかしですよ、

明らかに原発再開のめどがないときに、どんどこどんどこ核燃料を仕入れ、しかも１号機

に至っては、このときの発表では、玄海３・４号機を動かすというところまで発表されて

いましたね。そうですね。１号機の「い」の字も出てなかった。これを大枚のお金を払っ

て、購入をし続けるというような、こういう体質ですね。あきれ返って、なぜか聞いてこ

いというのが職場の意見です。こういうことに使うお金を、私たちが払ういわれはありま

せん。 

 今まで午前からずっとお話を聞いていて、さまざま数字は出てきましたけども、私はあ

の数字は信用していません。後でも述べますが、第三者機関による監査ぐらいが必要です。 

 １年間で2011年には、バランスシートから計算しますと、核燃料が38億円増えているん

ですね。これが使用済みに回った分とかいろいろ差し引きがあるでしょうから、２年間で

どのぐらい無駄なお金で買い入れたのか、これを後で示してください。 

 さらに、この１号機、先ほど来ずっと問題になっている１号機ですよ。危険だと。これ、

に燃料補填しているわけですから、これも再稼働の射程に入っているのかだけは明らかに

してください。 

 以上が④にかかわる補足の発言です。 

 次に、反対理由の１に戻ってお話をします。そこに記述していないことを今からお話し

しますけども、格差と貧困の広がりは非常に深刻で、生き死ににかかわる人たちが非常に

増えている。こんな中で、平気で値上げをしてもらったら困るというのが主張の中身です。 

 2011年の11月に総務省が、全国で実質的な失業者は746万人だと明らかにしました。これ

は、ハローワークに通っているような、いわゆる完全失業のレベルではありません。つま

り実態的な失業がこういう広がりを持つということです。私が住んでいる長崎市の近郊52

万ぐらいのエリアでは、３万7,000人という人口換算になるという恐ろしい数字です。 

 国立社会保障・人口問題研究所が2010年に公表した調査結果があります。お金がないと

か、保険証がないということで病院にもかかれない。健康ではないが、かかれない。九州・

沖縄では2.2％の世帯です。これを長崎市近郊の52万人、約21万世帯で計算しますと、4,000
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世帯以上がそういう状況に陥っている。2010年４月に、高齢者46名、治療に来られない方

を逐一訪問して、ほんとうに爪に火をともすような暮らしぶりを見てきましたが、前立腺

がんの治療で市民病院に月１回通院するが、１回の負担金が9,000円ぐらいになる。仲間の

中には自殺した人がいる、払えないで。こういう状況なんです。私たちは2010年４月から、

長崎市中央部のハローワークが入っているところで無料健康相談会を行っていますけども、

生きるか死ぬかという相談が、この先月まで約70件。50台男性で、糖尿病でインスリン治

療中だが、リストラで失業した。失業給付がもうすぐ切れる。生命保険を解約して24万工

面したが、生活費、税金などでお金が出ていき、医療費が払えなくなる。インスリンの注

射など望むべくもなくという話です。こういう切羽詰まった事例に私たちは遭遇していま

す。 

 最後に、このテーマの追加ですが、ライフラインの問題です。昨日、長崎市水道局から

水道料金滞納による給水停止件数を聞いてきました。2011年で、19万世帯のうち5,006件、

給水停止処分になった。さかのぼって2008年のことですけども、暮れにこういう方の中で、

どうしようもないということで、東京のＮＰＯ団体にＳＯＳの携帯電話を入れまして、私

たちが駆けつけて、それから市役所のほうも保健所が駆けつけて、救急搬送して餓死を食

いとめた、実際こういう状況です。 

 この格差と貧困が底なしに今広がっている中で、九電の都合で公共料金の根底にかかわ

るような料金値上げを平然としてもらっては困る。首を絞めるようなもんだ。じゃあ、い

つまで待てばいいのかと。消費税増税の決着がどうなるか。私たちはこれも反対ですが、

内部留保のことを先ほど聞かれました。今日明日、倒産するような会社ではありません、

九電は。第１に、再稼働を前提にするのがまずいという話が論点の一つですけども、今こ

の九州、生きるか死ぬかという人が非常に増えている中で、のうのうと役員報酬をポケッ

トに入れて、そしてどうぞ値上げします、30年間下げてきましたよと。この午前中からわ

かったことは、下げたと言いながら、えらい高いわけのわからん料金を押しつけてきたじ

ゃないですか。その責任、どうとるんですか。返してほしいというぐらいですよ。 

 いろいろ質問したいことも書いておりますけども、東電の場合の利益構造について、九

電はどうですかと先ほど来お話がありました。（一般世帯）何％の人で何％と。これも、そ

の裏づけ、計算の根拠がわかりませんから、一応承っておきますが、納得はしていません。 

 韓国で安い原料を調達しているじゃないかと、先ほどの方がこう示しておられます。こ

の経緯についても、お答えがありませんでした。正面からどうするかということは、一切
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回答がなかったと思います。 

 繰り返しになりますが、今度の調査の委員の皆さん、非常に頑張っていただいていると

敬意を表しますが、やはり権限を持つ第三者機関で監査ぐらいしないと、経営の実態はわ

かりません。また、原発を推進している通産省が、この公聴会の主催元です。これも納得

ができません。原発を成長産業と位置づけ、輸出をしよう、こういう官庁がなぜ消費者保

護の立場に立つ公聴会を主催できるのか。これは法律の枠組みというのもあるんでしょう

から今後の課題だと思いますけども、非常に不適切です。 

 以上をもって、意見陳述を終わります。 

【議事進行人】  もう時間がございませんが、お尋ねの点はご回答をお求めになります

か。 

【山崎倉俊】  九電さんのほうに私は撤回しろと申し上げましたですね。あるいは長崎

の気持ちをお伝えしましたよね。受けとめだけは聞いて帰ります。どうぞ。 

【議事進行人】  どのようにご認識でしょうか。 

【九電（瓜生社長）】  現在、非常に世の中が不景気ということで、厳しい生活を続けて

おられる皆さんがたくさんおられることは私どもも重々承知しておりますが、ただ、今回

の料金値上げについては、非常に皆さんにご負担を強いるということで、まことに断腸の

思いでございますが、私どもの料金改定の趣旨をご理解賜ればというふうに思っておりま

す。 

【議事進行人】  山崎さん、どうもありがとうございました。 
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意見陳述26番：中村高明様 

【議事進行人】  大変お待たせをいたしました。第26番の中村高明さんにお願いをいた

します。 

【中村高明】  私は中小企業家同友会全国協議会の副会長と、福岡県中小企業家同友会

の代表理事を務めております中村でございます。よろしくお願いいたします。 

 資料の27ページをおあけくださいませ。 

 私ども、14.22％企業用電力料金値上げに関して、九州ブロックの私どもの会員4,702名

にアンケートをいたしました。その結果、18％の832社の回答が得られました。27ページの

下のほうに、その旨書いております。 

 次のページ、28ページ、そのアンケートの結果でございますけれども、月額の電気料金

が５万円未満が最も多く、44％なのに対して、100万円以上も50社となっております。今回

の値上げ申請に関しての考え方につきましては、下のほうにありますが、あまり納得でき

ない、全く納得できないとの回答を合わせて67％となっておりまして、値上げに対して厳

しい考え方が３人に２人という状況でございます。 

 29ページ、次のページに移りまして、値上げが実施された場合の影響でありますけれど

も、かなり影響がある、ある程度影響があるが56％ありまして、月額支払い金額によって

影響が分かれていると考えられます。その下に会員企業の声を上げておりますが、時間の

関係で、三つだけ読ませていただきます。 

 上から３番目、値上げになると年間700万円以上の負担になる。今後の収支計画に多大な

影響を及ぼす。次に、年間3,300万円支払っており、企業向けで14.22％の値上げになると、

値上げ分だけで469万2,600円。これを利益から出そうとすると大変である。販売価格に転

嫁できそうにありません。次に、リーマンショック以降の赤字転落から脱却するためのコ

スト削減に全力を挙げており、中でもコストの大きな部分、光熱費のうちの電気料の削減

努力を続けていますが、その努力が吹っ飛ぶばかりでなく、さらに大幅経費増加の要因と

なって、赤字解消努力が水泡に帰す結果となります。九電は、九電自身の企業努力で値上

がり分のカバーをするべきです。 

 次のページに入ります。30ページ。値上げが実施された場合の対応でありますけれども、

全体の78％が、節電に努め吸収できるように取り組むとしております。懸命の企業努力で

価格競争は我々のほうも激しく、安易に価格転嫁できない状況を反映しているものと考え

られます。 
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 自社での取り組み、それから行政関係機関への要望の、下の欄でありますが、それの真

ん中あたりを、時間の関係で読ませていただきます。まずは、九州電力側の具体的経費削

減策を明示してほしい。基本的に電力会社の人件費は高過ぎると思う。また関連会社の無

駄も徹底的に排除してほしい。このままでは製造業の国内存続はさらに厳しくなると思う

し、雇用維持にも悪影響が出るのは必至である。 

 それから、二つ下ですが、独占の体質を改善すること、発電から小売まで分業すること。

とにかく競争の原理を働かせない限り、電力業界の既得権益は守られるばかりである。 

 このほかに出てきておりますのが、総括原価方式にて、我々では考えられない積み上げ

方式で、資産の額が大きければ大きいほど事業報酬が増えて、高い電気料金になっている

のは納得できない。それから日本原電が全ての原発を停止中にもかかわらず、数千億の売

り上げが計上できる仕組みは納得しかねるといったような意見が出ております。 

 最後に要望・提言でございますので、26ページをおあけくださいませ。 

 26ページの上のほうに書いておりますが、私たちは企業経営を通じて、地域経済の発展

と活性化を促進し、地域の雇用を守り、拡大することを目指し、「よい会社をつくろう・よ

い経営者になろう・よい経営環境をつくろう」の三つの目的のもとで、自助努力による経

営の安定・発展と、中小企業を取り巻く経営環境を是正することに努めてまいりました。 

 リーマンショック後の赤字から何とか立ち直ろうとしている矢先に、このたびの電気料

金の値上げは大きな負荷を与えられます。私たちにとって電気は、生活面にも生産面にお

いても欠くべからざるものであり、しかも九州電力からしか買うことができません。独占

企業であるがゆえに、社会的責任は非常に大きいわけですので、九州電力に対しましては、

１、徹底した企業努力を行っていただき、国民生活全てにかかわる電気料金の値上げを撤

回していただくこと。２、それでもやむを得ず電気料金を値上げする場合、最小限の値上

げにとどめることを要望いたします。 

 これは、先ほども出ておりますように、原油やＬＮＧをより安い価格で調達する努力が

当然必要だと思いますし、さっきもお話が出ましたが、役員報酬が35％削減して3,200万と

いうのは、私たち中小企業としては考えられない。我々は赤字であれば、まず従業員の生

活を保障するために、私たちの給与は下げます。大幅に下げます。ゼロもあり得ます。だ

からこれはちょっと感覚としては、経営者として、同じ経営者として少し納得がいかない

部分でございます。 

 それから次に、また国におかれましては、１、送配電を分ける等の電力事業の自由化を



 -142- 

強力に進めると。これは、あくまで資本関係は全くない、完全別会社ということで、ここ

は考えております。 

 それから２番目、電気料金は公共料金であるとの認識の上で、値上げに関する監督機関

を置くこと。これは、先ほども申し上げましたように、総括原価方式を見直すということ

でございます。 

 それから、次に、周波数が50ヘルツと60ヘルツと分かれていますが、周波数をやはり統

一すべきである、日本全国。そうすれば、電力会社をどこの電力会社を使うかについては、

我々利用者側の意思によるというふうになるのではないかということで、これは国におか

れましての検討事項として提言いたしております。 

 そこで、質問でございますが、先ほど、原油とＬＮＧについては社長のほうからもうお

伺いいたしましたので、国、経済産業省のほうに、周波数の統一がなぜできないのか、こ

れをご回答をお願いいたします。 

【滝澤調整官】  50ヘルツ、60ヘルツは、ずっと昔から東西で分かれてきた歴史がござ

いまして、お客様でも50ヘルツ、60ヘルツの機械をそれぞれ導入されている方がいらっし

ゃいますし、既存の設備もそうなっております、電気事業者のですね。したがいまして、

これを全て変えることに伴うコストというのも、おそらく膨大になると思います。したが

いまして、ご指摘の趣旨は私もよく理解をしておるつもりでございますけれども、今すぐ

ここで変えるとか変えないだとかということを軽々に申し上げるのはなかなか難しい問題

なのかなというふうに思います。 

【中村高明】  では、要望として、50ヘルツと60ヘルツの周波数を統一するということ

は、公共事業という意味もあるんですよね、これはね。だからそういう意味で、この辺は、

日本の電力問題としては、どうしても統一を将来的にもしておく必要があろうかと思いま

すんで、まずはこの件について、社長のご見解はいかがでしょうか。 

【九電（瓜生社長）】  私ども九州電力も、実は昭和26年に創立したとき、大分県と宮崎

県は50ヘルツ地区でございました。それは戦争があったがゆえに、実はそういった企業の

皆さんの工場も全て破壊され、いわゆる爆撃でやられているんで、一から実は工場をつく

るということで、その時点で50、60の切りかえがスムーズにいったというか、当然、私ど

もも負担をしたし、一部国からも負担をしながら、実はサイクルの統一をさせていただい

た時期がございました。 

 ただ、今でも宮崎県の一部の地域は50ヘルツで、そこはある会社が50でずっと変えずに
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おられますんで、今そこは変換しながら電気を送る、もしくはお客様が自家発電、自分で

50ヘルツで発電されて電力を使われているというような特殊なところもございますけども、

基本的には私どもは、過去の経緯を言えば、ＧＥとウエスティングハウスという二つ、ド

イツとアメリカのどこから最初にそこの発電機を買ったかによって、普及の──というか

九州でもまだらになっていましたんで、それぞれの使っているヘルツが違ってきたという

ことです。多分、関西地方なんかでも、200ヘルツから20、五、六種類のサイクルがどうも

昔あったようでございますが、それを徐々に統一していったというのが今の状況でござい

まして。今、国のほうから話がありましたように、現時点でそういった工場のモーターか

ら何から全て変えざるを得ないというところに莫大なコストがかかるということで、すぐ

簡単に右から左には統一ができないというのが現実でございます。 

【中村高明】  この件に関しましては、今、社長も言われましたように、例えば工作機

械でも、ヘルツが統一されれば、全部変えていかなくてはいけない。それに対する補助金

とか、これはだから投資効果はかなり大きいというふうに思っていますんで、ぜひともご

検討をいただきたい。これは経済産業省のほうでございます。 

 私の意見は以上で終わります。 

【議事進行人】  どうもありがとうございました。最後に壮大なご提案をいただきまし

た。ありがとうございます。 

 これで午後の部の後半の意見陳述を終えたいと存じます。 
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委員コメント 

【議事進行人】  委員より、それぞれコメントをいただきます。 

 まずは南委員から。 

【南委員】  南でございます。 

 今日は１日通して、陳述人の方々、傍聴人の席にいらっしゃる方、また九州電力の方、

経産省の方、大変お疲れさまでございました。 

 非常に参考になりましたというか、いろいろ整理ができたなというのが率直な感想です。 

 何度も申し上げますけど、我々は現状の制度を前提に、総括原価方式の中で、何を原価

として参入するのが適正かというのを審査する委員なんでございますけれども、ちょっと

それを離れて感想めいたことを言うと、現在エネルギー政策の転換期を迎え、また、電力

システム改革を検討している時期ではあるのですがそれらに加えて、やはり総括原価方式

そのものが妥当なのかどうかという点も検討しなきゃいけない時期に来ているんだろうな

というような感想を受けました、正直言って。 

 九電さんの今回の値上げに対して厳しいご意見もたくさん出ましたけれども、それにつ

いて私は三つくらい思うことがあります。一つは原発の再稼働といいますか、原子力発電

そのものの抱える問題点とか、再稼働が抱える問題点、それは先ほどのエネルギー政策の

転換との関連もあるんでしょうけれども、を日本国といいますか、我々としてどう位置づ

けていくんだろうなというところが、現状ほわほわしているという点が一つ。 

 二つ目は、値上げをしなきゃいけないような財務状況に陥っているんではないかという

九州電力さん、それはまあ理解はするんだけれども、他方において周りの、いわゆる日本

の経済環境そのものが電力料金の値上げに寛容ではいられない状況にあるという、この二

つ目の問題点。 

 三つ目は、陳述人のお話を聞いていると、やらせ問題も尾を引いて、何ていうかな、や

らせ問題に象徴されるような九電さんに対するある種の不信感と説明不足感をやはり抱い

ているんだろうなと。 

 このエネルギー政策のほわほわしたところ、それと電力料金値上げになかなか寛容では

いられない経済環境、それと九電さんに対する不信感、この三つが相まって、非常に難し

い問題になっているんだろうなというふうに思います。 

 私どもとしては、繰り返しになりますけれども、現状の総括原価方式を前提として、そ

ういう視点を踏まえながら、何を原価に入れ、何をレートをベースに入れていくか、そう
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いうような作業をしていくつもりではございますけれども、三つ目の九電さんに対する不

信感の払拭というのは、多分、値上げを仮に認可するということになったときに、やはり

国民の皆様のご理解を得るために、必須の条件になるんではないかなと思っていますので、

そのあたりについてもご留意いただければなというふうに思ったのが、今日の公聴会での

私の感想です。 

 明日は残念ながら参加できないんですけれども、明日も活発なご議論がなされることを

祈念しています。 

 以上です。 

【議事進行人】  ありがとうございます。 

 松村委員、どうぞ。 

【松村委員】  委員の松村です。 

 まず、一番気になったのは、陳述者の方の中で、過激なことを書くと排除されるのでは

ないかということをおっしゃった方がいて、ちょっとショックを受けました。そういうふ

うに思われていたということです。私の個人的な感想では、あそこで言われたことを全て

仮に書いておられたとしても、決して排除されることはなかったと思います。私がそう言

ったからといって、別に何の足しになるわけでもないのですが。今回の九電のケース、そ

れから関電のケースも含めて、公聴会では申し込んだのだけれど、排除されたという人は

一人もいないはずです。この点は繰り返し明言する価値のあることです。 

 今後も、料金値上げ申請が相次ぐことは望ましいことでは決してないのですが、しかし、

こういう公聴会があるたびに、そういうことはなかった、あるいはそういうことは起こっ

てほしくないのですけど、もし仮にやむを得ない事由、事情で全員にお話しいただけない

ということになったとすれば、なぜそうなったのかを懇切丁寧に説明することを積み重ね

ていって、信頼を回復する以外にないと思います。今後ともそのように誤解を与えないよ

うに考えていかなければいけないと思います。 

 それから、二人の方が料金値上げ申請の概要の資料というのを出しておられました。あ

れはどこからとられたのか、ちょっとわからなかったのですが。 

【議事進行人】  ホームページです。 

【松村委員】  九州電力のホームページですね。もしそうだとすれば、可能であれば、

分厚い資料を料金審査委員会では出し、公開されているわけですから、そちらにもすぐリ

ンクを張って、詳しいことはここで見られますという形にしていただければ、より理解が
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深まるのではないか。さらに、その前提となった有識者会議のほうにもリンクを張ってい

ただきたい。さらに手間がかかりますが、この概要版のところに、もう一回少し書き加え

て、つまりこれの詳しい資料はここを見ればわかります、ここを見ればわかりますと説明

しリンクを張っていただければ、消費者に対してもより親切な情報公開になると思います。

ぜひ、お願いいたします。 

【議事進行人】  それはお願いできますよね。よろしくお願いいたします。 

【松村委員】  それから、ご指摘のその他についてです。その他ではあまりにも無責任

ではないか、もっと詳しく説明せよという指摘があったと思います。例えば雑給の類いも

基本的には同じなのだと思います。そういうようなところについては、料金原価の制度で

はまとめてもいいということに仮になっていたとしても、説明として、より詳しく書いた

ものをぜひお願いします。 

 それから、小さなことにこだわって申しわけないのですが、本社の移転の話がまたもう

一回出てきました。この点に対する回答は、先ほどより少し後退したご回答でした。おそ

らく原発のサイト内に移すべしというのに対して、例えば原発のサイト内に移してしまう

と、原発のサイト内はテロ対策だとかで、厳しいセキュリティー・チェックなどがあるの

で、サイト内への本店の移転は難しいと言うことで後退したように見えたのだと思います。

サイト内がいいのか、近くがいいのか、そういうような問題があるので、明確には言えな

かったのだと思います。しかし、一応午前中の段階で、本店移転は、短期には移せないが、

長期的な課題として考えるということをちゃんと言っていただいたということをもう一度

確認させてください。かつての電気事業者だったら、長期的に考える、長期的な検討課題

だというのは、聞き流しますというのを丁寧に言ったに過ぎず、実際には検討する気など

まるでないという、当に消費者を愚弄する尊大な行為もひょっとしたらあったかもしれな

いのですが、今の九州電力ではそういうことは決してないと思います。長期的な検討課題

だとはっきり言ったわけですから、きちん検討して前向きな答えが出てくると信じており

ます。 

【議事進行人】  私もそのようにしかと伺った記憶がございます。 

 辰巳委員、どうぞ。 

【辰巳委員】  辰巳でございます。コメントを述べさせていただきます。 

 私はよく人から「年のわりに元気だね」と言われるんですけれども、今日は結構やっぱ

り疲れました。というのは、別にここに座って皆さんのお話を伺うことが疲れるというわ
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けではありませんが、中身の重たさということでしょうか、ほんとうに皆さんの思いをち

ゃんと受けとめなきゃいけないという自分の役割で、やはり結構疲れたなというふうに思

っています。 

 電気を使わせてもらっているというか、使っている私たちが支払う電気料金ですが、電

気というサービスの上流から下流というのは非常に長いと思います。それこそウランを採

掘するところから、最後の廃棄までも含めてだというふうに思って聞いていただきたいの

ですが、そういうサービスの上流から下流に至る全てにいろんな人がかかわっておられま

す。そのかかわる人に、ほんとうに公平に、例えばお金が支払われているのかとか、ある

いは喜んで仕事に携わっておられるのかとかいうのは、企業経営の中では非常に重要なポ

イントだというふうに思っています。電気を使わせてもらう私たちとして、私たちが電気

を使うことが原因で、悲しむような人が出てくるということがあってはならないというふ

うに思います。 

 つまり、九電さんは大企業でありますので、ＣＳＲ経営と言われる経営をなさっておら

れると思います。当然、ですからそういう点もきちんと管理していただきたいし、それを

電気のサーボスを購入する消費者に説明していただきたいなと思って、お話を聞いており

ました。 

 要は、根源的な原子力発電に対することだと思うのですが、皆様の思いは、ほんとうに

重たいものだというふうに思います。ぜひそれは九電さんも重く受けとめていただきたい

というふうに思うし、これからのエネルギー政策である基本計画などでも検討していくべ

きだろうというふうに思っておりますが、私たち国民も、国民の代表であるのは政府です

から、政府に対してもきちんとこういう声を出していかなきゃいけないんだろうなという

ふうに思って、聞いておりました。 

 最後にですが、今後どのように審議が進み、決定がなされるのか知りませんが──知り

ませんって、すみません、知りませんじゃいけないですね、どういうふうに決まるかまだ

分かりませんが、九電さんはその査定を予測して、25年、26年、27年の必要な経費を出さ

れてきているわけですから、今後、それがどういうふうに執行されているのかという中身

とか、それから評価ですね、自己評価も含めて、きちんと公表していくべきではないかな

と思っています。 

 以上です。よろしくお願いします。 

【議事進行人】  ありがとうございました。 
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 先ほど松村先生、ご指摘のことに関連して申しますと、少なくともこの公聴会に関する

限りは、意見陳述のお申し込みをいただいた方の全てについて、もちろんその概要の過激

かどうかなどとは関係なしに、陳述をお願いしたわけでございまして、この点につきまし

ては、本日の冒頭に議長である片岡課長から皆様にお伝えをしたとおりでございます。つ

まり排除されるとか、そういうような話は、おおよそあるはずのないということだと私は

理解しております。 

 以上をもちまして、本日予定されておりました陳述人の意見陳述が終了いたしました。

陳述人の皆様には、ご多用のところご出席を賜りまして、貴重なご意見をいただきました。

まことにありがとうございます。改めて御礼を申し上げます。 

 本日いただきましたご意見を踏まえ、今後、申請内容の精査を行ってまいります。また、

傍聴の方々にも長時間にわたり、公聴会の円滑な進行にご協力を一応いただきまして、ま

ことにありがとうございました。 

 それでは、議事進行を議長にお返しいたします。 

【議長】  本日は、ご多忙のところ、陳述人の方々、それから傍聴人の方々におかれま

しては、ご出席いただきましてまことにありがとうございました。 

 また、安念先生はじめ専門委員の方々、それから山口委員長代理にもご出席いただきま

した。大変ありがとうございました。 

 本日いただいたご意見につきましては、今後、国民の声とあわせまして、審査専門委員

会での審議も含め、今後の審査に反映してまいりたいと考えております。 

 それでは、これをもちまして、本日の九州電力による電気料金値上げ審査に係る公聴会

を終了いたします。本日はどうもありがとうございました。 

 明日は９時30分から、同じこの会場にて公聴会を行います。出席される方につきまして

は、引き続きよろしくお願いします。 

 なお、お帰りの際には、カードケースを１階ゲート出口で係員に返却いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 以上で終了いたします。 

 

── 了 ── 


