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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２月１日（金） 

 

 

【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の２日目を開催いたします。 

 昨日に引き続きまして、私、資源エネルギー庁電力市場整備課長の片岡が議長を務めさ

せていただきます。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

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

や手続につきましては、電気事業法施行規則第134条に定められております。資料の２に、

条文につきましては書かせていただいております。 

 今回の公聴会開催に当たりましては、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。昨日は26名の

方に意見陳述をいただき、２日目の本日は10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の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、永田高士委員、松村敏弘委員にも会場にお

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――持

ち時間の案内でございますとか、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】  おはようございます。本日の議事進行人に指名されました安念と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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 それでは、お手元の議事次第に従って進めてまいります。 

 昨日の朝もお願いしたことでございますが、重要なことでございますので、資料３の公

聴会についての注意事項を改めて読み上げさせていただきます。議事次第の資料３でござ

います。 

 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、大臣から指名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け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をいたします。 

 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。 

 持ち時間は、議事進行上、お一方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。この質疑応答の時間を

含めて15分という区切りにさせていただいておりますので、大変タイトな、窮屈な時間割

りになっておりますけれども、よろしくご協力を願います。経産省及び九州電力の皆様に

は、意見陳述人がご発言になる時間をできるだけ確保するために、お答えのほうはごく簡

潔にお願いをしたいと存じます。 

 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、ということは14分で

ベルを２回、15分たったところで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いたします。 

 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、控え席にてお待ちくださ

い。 

 次は傍聴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。飲食もご遠慮願います。 
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 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、受け付けの際に渡されたカ

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いたします。 

 それでは、これから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

み誤り等がございましたら、大変申しわけございませんが、その場でご訂正くださいます

ようお願いを申し上げます。 
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意見陳述１番：三輪幸子様 

【議事進行人】  最初に、第１番の三輪幸子さんに陳述をお願いいたします。 

【三輪幸子】  おはようございます。新日本婦人の会の福岡県本部の三輪と申します。

新日本婦人の会は、平塚らいてう、いわさきちひろなどの呼びかけで1962年に創立され、

50年にわたって、核戦争の危険から女性と子供の命を守り、世界の女性と手をつないで、

平和で公正な社会をつくることを願って行動している、国連ＮＧＯに認証された団体です。

その立場から、質問も含め、意見を述べたいと思います。 

 まず初めに、値上げ申請についての冊子の内容についてですが、２番の値上げ申請に至

った背景では、原子力発電所の再稼働の遅延に伴う燃料費等の増加により赤字が出て、財

務内容が悪化し、やむなく電気料金の値上げを申請したということで、申請原価の算定の

前提条件として、川内、玄海原発の再稼働を明記し、具体的に時期まで想定しております。

昨日の公聴会では、玄海原発１号機をあと20年も動かすつもりだと回答されております。 

 東京電力福島第一原発の事故を目の当たりにして、放射能汚染の深刻さと、今の時点で

は人間は原発を安全に管理することができないことがわかりましたが、一体この事故をど

のように捉えられているのでしょうか。科学者の意見も分かれ、多くの国民が原発ノーの

声を上げているときに、再稼働を前提とした値上げの申請がなされたことは、私たちは到

底受け入れることはできません。 

 さらに、財務内容に歯どめがかからなければ、資金調達に支障を来し、電力の安定供給

が困難になると、また昨日は、再稼働がおくれた場合、資金が不足するので、修繕費をス

トップするとの発言もありました。消費者へのおどしと思われるような言葉が使われてい

ることに大きな怒りを感じております。 

 ３番の（４）申請原価の内容についてお尋ねいたします。 

 ページ９の③のところですが、普及活動費のところです。イメージ広告、販促関連が今

回算入されていませんが、今まではどのような活動に使われていたのか、備考欄の内容に

ついて具体的に説明をお願いいたします。 

 ④の寄附金、団体費についても、それぞれ８億円、11億円削減ですが、同じく今までの

使途について具体的に説明をお願いいたします。寄附金では、特定の政党への献金がされ

ていたと伺っておりますが、その点についてもお答えください。消費者の思想信条、政党

支持はさまざまです。私たちが支払った電気料金がそのようなことに使われていたならば、

絶対に許せないことです。 
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 ８ページの②の人件費及び参考１の経営合理化についてですが、発電所の無人化や早期

退職者の募集に関しては、経験豊かな人たちが少なくなるなど、私たちの暮らしの安全性

に支障はないかと不安になります。社員の年収ですが、これ以上の削減は、家族の暮らし

や地域経済への影響を考えると、すべきではないと思います。 

 さらなる削減をすべきは役員の報酬です。35％引き下げ、企業の平均値とのことですが、

3,300万円という年収は一般市民からはかけ離れた金額です。さらに、やらせメール問題で

責任をとったお二人を含む相談役など３人に8,900万円が支払われるとのことですが、消費

者が節電に努力し、苦しい家計の中から支払っている電気料金から支出されていることを

考えると、とても納得できるものではありません。 

 電力会社は、その他の企業とは違い、高い公共性を持っております。電気事業法の「電

力会社が過度な利益を得ることを防止し、お客様の利益を保護する」との観点から大きく

外れるものと思います。 

 福岡県下には、自主避難者も含めた多数の福島第一原発事故からの避難者が住んでおら

れます。皆さん、地震と放射能被曝からやっとの思いで逃げてこられ、安住の地を求めて

この福岡に引っ越してきた方たちです。 

 新日本婦人の会では、避難者にアンケートをとって要望をお聞きし、支援をしてまいり

ました。「夫を東京に残して、母子で避難してきたが、二重生活による家計の圧迫もあり、

生活が大変苦しい」「安全な土地を求めて福岡に引っ越してきたが、今とまっている玄海原

発が再稼働したら、また事故や被曝の危険にさらされることになる。毎日が大変不安にな

る。原発の再稼働はしないで、新しいエネルギーでの電力供給をしてほしい」など、切実

な要望が寄せられております。これらは避難者に限らず、多くの市民の声でもあります。 

 また、若い世代からは、「ワーキングプアと言われる、年収200万円以下の人が若い世代

の半分以上を占めている中で、企業努力を尽くす前に消費者に負担を強いるのか」と、強

い怒りの声が届けられております。また、生活保護の水準以下の年金で暮らしている高齢

者からは、「今でも苦しいのに、電気料金が値上げになったら暮らしていけない」という悲

痛な声が上げられております。 

 昨日の公聴会で、値上げを撤回する気持ちはないとの回答がありましたが、そのような

態度では、安心・安全に住み続ける社会をみんなでつくることは不可能だと考えておりま

す。公共性の極めて高い企業としての自覚をさらに持っていただいて、原発事故はもうご

めんだ、生活が苦しい上に電気料金が値上げになったら暮らしてはいけないという多くの
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若い世代、市民の声にもっと真剣に耳を傾けていただきたいと思います。 

 今回の値上げは、試算による月額378円にとどまるものではありません。さまざまな物価

にも波及するでしょう。また、中小零細企業では倒産に追い込まれるところも出るかもし

れません。消費税率の引き上げもあり、ますます私たちの暮らしは大変になり、放射能被

曝の不安とともに、命が脅かされることになります。原子力発電は、安全で経費がかから

ないものでは決してありません。値上げの申請をする前に、未来に危険なものをこれ以上

残さず、つくり出さない、原発の再稼働はやめ、直ちに廃炉にすることをまず決断してい

ただきたいと思います。 

 未来を生きる若者と子供たちのために、原発に頼らなくても持続可能なエネルギーを確

保する道を電力を提供する側と消費者がもっと話し合い、協力し合って探求することがで

きる機関を設置することを要望いたします。また、今回の公聴会の内容の全容を公開し、

さらに広く市民の声を聞いていただくように要望いたします。さらなる経営努力によって、

今回の値上げ申請は撤回していただきますよう強く要望して、私の意見陳述といたします。 

 お尋ねいたしました点にご回答をよろしくお願いいたします。 

【議事進行人】  どうもありがとうございます。 

 それじゃあ、これまでの普及開発費、寄附金、団体費の使途いかん、とりわけ政党への

献金ありやという、そういうご質問でございました。 

【九電（瓜生社長）】  おはようございます。九州電力の社長の瓜生でございます。 

 まず、１点目の普及開発関連でございますけども、普及開発関連は、これまでいろいろ

とテレビとかラジオでいろんな広告、宣伝をやらせていただきましたけど、今回の原価の

織り込みの中では、当然、有識者会議等で、イメージ的な広告、そういったものは一切や

めるようにというスタンダードといいますか、そういう考え方が示されておりますので、

そういったものは全て排除しておりまして、販促だとか、オール電化だとか、それからＰ

Ｒ館の中の販促関連費用等は全て原価から排除して、織り込んでおりません。それから…

…。 

【議事進行人】  これまではどうだったのかというご質問でしたね。 

【三輪幸子】  はい、そうですね。 

【九電（瓜生社長）】  済みません。これまではそれも入っておりました。 

【議事進行人】  イメージ広告もあったということですね。 

【九電（瓜生社長）】  はい、当然、私どもは、オール電化のＰＲというのは随分やらせ
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ていただきまして、オール電化ＰＲを今まではやらせていただきましたが、震災以降は全

てやめております。 

【三輪幸子】  地域貢献活動については具体的にどのようなことをされてまいりました

か。 

【九電（瓜生社長）】  地域貢献活動自体は、基本的には私どもの会社は、昨日も申し上

げましたように、九州電力という会社は九州の地域の中で、要は九州の持続的な発展とと

もに私どもの会社も育ってきたというのが私どもの思いでございまして、また逆に、私ど

もの会社の役目というのは、やはり九州のそういった持続的な発展を支えるというインフ

ラ産業なんだろうと我々も理解しておりますので、当然、地域の皆さんへの還元というの

も──還元といいますか、いろんな、お手伝いをすれば、いろんなプロジェクトが前に進

んでいくということがあれば、そういうお手伝いというのはさせていただいてきたところ

でございます。 

【議事進行人】  政党への献金ありやというご質問がございました。 

【九電（瓜生社長）】  政党への献金につきましても、私どもは昭和49年以降、実は政党

への政治献金は行わないことを決定しておりまして、以後、会社としては政治献金は行っ

ておりません。 

【議事進行人】  というお答えでございますが、いかがでございますか。 

【三輪幸子】  はい、わかりました。結構です。 

【議事進行人】  そうですか。まだちょっと時間ありますけど、よろしいですか。無理

にとは申しませんけども。 

【三輪幸子】  ８億円、11億円削減したということですが、それについてはお答えいた

だきましたでしょうか。寄附金のところですね。それぞれ寄附金が８億円、団体費が11億

円、今回の申請に当たって削減したというようなご説明ですが、以前は８億円、11億円は

どのようなことに使っておられたのでしょうか。 

【議事進行人】  寄附金のうちの地域関係は今、答えられましたね。 

【九電（瓜生社長）】  はい。 

【議事進行人】  団体費はどのような使途でしたか。 

【九電（瓜生社長）】  団体費は、以前いろいろと海外電気事業の調査研究だとか、それ

に資するような団体、それから海外の再処理契約とか、輸送契約だとか、そういう協議、

交渉の補助を行っていただくような団体、要は私どもの直接的な運営に少し外れているん
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ではないかというふうに以前の有識者会議でご指摘があったものについては、全て削減を

させて、原価に織り込まないということで、この11億円のカットになっております。 

【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。 

【三輪幸子】  そうですね。とにかく原発再稼働ありきということで値上げ申請という

ことでは、私どもは、今のご回答を含めましても到底納得できるものではありませんので、

さらなる無駄を見直していただいて、経営努力をしていただきたいと思います。 

 以上です。 

【九電（瓜生社長）】  ありがとうございます。 

【議事進行人】  どうもありがとうございました。 

 先ほど申しましたように、非常に限られた持ち時間でお願いをしておりますので、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。その場合、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、公表することとしたいと思います。 

 今、申し上げたのは、三輪様にだけ申し上げているわけではございませんで、陳述人の

方全てに申し上げたのでございます。 

 どうぞおかけください。済みませんでした。 
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意見陳述２番：入江亮様 

【議事進行人】  では、第２番の入江亮さんにお願いをいたします。 

【入江亮】  おはようございます。よろしくお願いいたします。 

 初めに、経産省資源エネルギー庁の皆様にお礼を申し上げたいのですが、九州電力さん

の値上げ申請に伴い、このような公聴会を開催していただきまして、また、九州電力さん

の一顧客である私に意見陳述の機会を与えていただきまして、厚く御礼申し上げます。 

 九州電力さんの瓜生社長にも、あと副社長の方々ですかね、お忙しい中……。 

【議事進行人】  鎮西さんです。 

【九電（鎮西副社長）】  鎮西です。 

【入江亮】  お忙しい中、お越しいただきまして、お礼を述べさせていただきたいと思

います。 

 では、意見陳述に移らせていただきます。 

 まず、現在、九州電力さんが置かれてあります収支の状況でございますけれども、おと

とい30日水曜日に、瓜生社長が記者会見を開かれ、詳細をニュースで拝見いたしました。

そのニュースによりますと、昨年2012年４月から12月期連結決算は、純損益が2,347億円の

赤字、前年と同じ期が905億円の赤字であり、過去最悪を更新されたということですね。そ

の過去最悪の赤字の理由として瓜生社長は、「原発の長期停止に伴って燃料費がかさんだた

め」とご説明なされてあります。また、再稼働できなければ2013年度中にも債務超過に陥

る可能性があるとの認識を示されたとニュースでは伝えられてありました。 

 では、私、九州電力さんの一顧客、一消費者としての率直な感想を述べさせていただき

たいと思います。 

 瓜生社長がおっしゃられてあります、原発の長期停止に伴って燃料費がかさんだためと

いう赤字の理由をさらにわかりやすくかみ砕いて言いますと、原発比率が高過ぎた、設備

投資を失敗したということです。原発比率が高過ぎた、設備投資を失敗したということで

すね。 

 瓜生社長、皆様、あなた方九州電力さんの経営陣の方々による経営の失敗を、経営責任

を、なぜ私たち電力会社を選ぶことのできない一般家庭の顧客が、消費者がかぶらなくち

ゃいけないのでしょうか。設備投資の失敗という経営責任を、私たち顧客に、消費者に転

嫁するのはやめてください。私たち顧客にとって、消費者にとって、電力を発電し、送電

し、供給してくださる企業は、別にあなた方、九州電力さんじゃないと困るなんてことは
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一切ございません。 

 あなた方は、債務超過などまるであり得ないことかのように、経営破綻など起こり得な

いことかのように、当たり前の権利であるかのように――実際法律でそうなっているんで

すけれどもね、値上げを申請されてありますけれども、市場経済の原理原則を、株式市場

のルールを無視してまで、あなた方九州電力さんが、地域独占企業さんが存続しなければ

ならない理由など一切ございません。あなた方が債務超過、経営破綻を受け入れることで、

発電設備が突然ぱっと消えてなくなることはありません。送電設備や社員、従業員の方々

が消えてなくなることもありません。どうぞ何のご心配もなさらずに、設備投資の失敗と

いう経営責任を、株式市場のルールにのっとり、経営陣の皆さんと株主の皆さんでとられ

てください。 

 電力事業の新規参入による雇用の促進のために、日本の景気回復のために、経済再生の

ために、震災からの復興のために、原発事故という危機を回避するために、安倍さんがお

っしゃられてあります危機を突破するために、債務超過、経営破綻を受け入れてください。

全国に先駆けて地域独占を終了させてください。 

 逆の言い方をいたしますと、あなた方、地域独占企業様の値上げ申請は、日本の雇用の

促進の邪魔です。日本の景気回復の邪魔です。経済再生の邪魔です。震災からの復興の邪

魔です。あとのことは経産省の皆様や、既に現在、発電事業を行っている企業様、新規に

発電事業、送電事業に参入してこられる企業様に任せ、潔く市場から消え去ってください。 

 以上です。何か言い残したいことがあればお願いいたします。 

【議事進行人】  いかがですか。まずは今回の値上げは実は経営責任の問題ではないか

というご指摘でありました。つまり原発への過大投資、他の電源への過小投資、そういう

ご趣旨でしょうね。 

【入江亮】  そうですね。 

【議事進行人】  そうだったはずであって、それを消費者に転嫁するのは筋違いではな

いかという、そういうご発言だったというふうに私は理解しておりますが。 

【九電（瓜生社長）】  私ども、原子力の構成比を非常に上げてきた一つの大きな理由は、

私どもは今回、33年ぶりの料金の値上げ申請を行ったわけですけども、この33カ年の間に、

私どもは実は30％を超える料金の値下げを実はやってまいりました。そしてその結果、私

どもの今の九州電力の料金の水準は、全国で下から２番目に安い電力会社になっておりま

す。これをこの33カ年の間にずっとキープ──ずっとではないですけど、徐々に徐々に下
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げながら、そしてお客様の産業、それから生活に対して寄与するような形で私どもは経営

を行ってきたわけです。 

 したがいまして、例えば30アンペア300キロワットアワー、これは標準家庭かどうかわか

りませんけども、そのお客様がお使いになる料金水準は、全国の平均よりも７％低い状態

で今現在あります。なぜそれができたかというと、この間に私どもは玄海の３号機、４号

機、それから石炭火力の苓北火力、それからコンバインドサイクルの新大分火力というの

を投入しながら、その料金の低減に実は努力をしてきたところでございます。それ以外に

もいろいろと効率化はやらせていただきました。 

 その結果として今現在があるわけですけども、では、じゃあ、原子力が再稼働するとい

うか、動く動かないということに関しては、少なくとも私どもは、福島以降の国の政策に

よって私どもは稼働ができないという状態でございますので。 

【入江亮】  わかるんですけど、現状、実際、昨年の９月期ですね、黒字を出されてあ

る電力会社さんもあるじゃないですか。あと、昨日の時点でのニュースだと思うんですけ

ど、今回、値上げをしない電力会社さんも２社あるわけですよね。国の国策というのもも

ちろんありますし、プロセスとしては理解できるんですけれども、ただ、現状どうなって

いるかということを私は言っております。プロセスはもう関係ないですよね。 

【九電（瓜生社長）】  結果論として今そうなっているのではないかということですか。 

【入江亮】  はい。 

【九電（瓜生社長）】  それは確かにそのとおりだろうと思いますけども。結果論として

はですね。ただ、これまで私どもは、全くお客様に迷惑をかけ続けてきたかというと、そ

うではなくて。 

【入江亮】  それは当然です。電力を供給していただいているわけだからですね。わか

ります。 

【九電（瓜生社長）】  安価で電気を安定的にお届けし続けてきたんではないかという思

いもございます。 

【入江亮】  ただ、結局、国策を言いわけにされてあるんですけれども、国策を言いわ

けにしたとしても、債務超過、経営破綻を受け入れなくていいという論拠にはならないん

ですよね。 

【九電（瓜生社長）】  私どもは安定供給、あるいは供給義務の責任を負っていますので、

供給をするためには、しっかりと電気が送れる体にさせていただきたいという思いで、今
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回、料金の値上げの申請をさせていただいております。 

【議事進行人】  こういうふうにご説明いただいたらどうでしょう。もし今、値上げを

しないとすると、九電という会社はどうなるんだろうかという。 

【九電（瓜生社長）】  おっしゃるように、債務超過になって、私ども、燃料を買う金が

なくなりますので、１週間か１カ月間ぐらい電気がとまる可能性もございますね。その間

にうまく資金をどこかから調達、注入しない限りは、設備が今、残るという話になりまし

たけど、設備があっても、燃料を買う金がないと実は電気はつくれなくなってしまう。 

【入江亮】  世の中には、経営者がかわって、事業内容が一切滞らず、従業員さんも社

員さんも、一瞬解雇はされますけども、新しい経営者に雇われるという形で、事業内容が

滞らず、事業が継続していって、経営者がかわったという例は世の中にはもうごまんとあ

るわけですよ。今、１週間電気がとまるかもしれないとおっしゃられたのは、ちょっとお

どしととられても仕方がないですよね。我々は電力会社さんを選べないわけですよ。はっ

きり今、あなたはおっしゃられましたけど、１週間電気とまるかもしれないって言われま

したよね。 

【九電（瓜生社長）】  そういうリスクを避けたいという思いです。 

【入江亮】  １週間電気がとまったら困るのは、国民全員がそうです。経営者の方々も

そうですし、我々顧客、消費者もそうなんですけど、職務放棄に近い発言ですよ、１週間

も電気がとまるかもしれんとかですね。考えられんですよ。 

【九電（瓜生社長）】  それは、理屈上の話を今申し上げただけで、可能性がございます

よということで、そういうリスクは我々としては避けたいという思いです。 

【入江亮】  おどし以外の何物でもないじゃないですか。 

【議事進行人】  まあまあ。おっしゃることはわかりますが、仮にですよ、こういう申

し上げをしては失礼かもしれないが、瓜生社長がおやめになって、もっと有能な経営者に

代わったといたしましょう。そうなるとどうなるかということです。つまり資金調達やあ

るいは停電の危機を回避できるものだろうかと。 

【九電（瓜生社長）】  多分、私がかわっても──私はあまり社長としては、おっしゃる

ようにそれほど有能な人間じゃないんで、悩ましいところがありますけども、仮に私がか

わったとしても、おそらく変わりはないと思います。 

【議事進行人】  というご認識です。 

【入江亮】  日本人って、そんな無能な人間ばっかりやないですよ。優秀な人材はいっ
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ぱいいますよ。 

 もう自分は以上で結構です。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。入江さん、どうもありがとうござい

ました。 
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意見陳述３番：脇義重様 

【議事進行人】  それでは、第３番の脇義重さんにお願いをいたします。 

【脇義重】  皆様、おはようございます。私の名前は脇義重と申します。今、北九州の

震災瓦れき焼却、埋め立ての問題を、健康被害、生存環境破壊ということで、やめてほし

い、そして賠償責任をとってほしいということで活動しております。がれき問題を考える

会・福岡の者です。 

 まず今日は、前述者がおっしゃいましたように、機会が与えられたとに、法律的にはそ

うなっていますよね。与えなきゃならない。でも、実際に運用されたご努力に感謝をいた

します。皮肉を言っているのではありません。 

 次に、まず冒頭申し上げたいのは、私は電力料金値上げには反対です。やめてほしいと

いう立場です。以下、あらかじめ提出しましたレジュメに沿いましてお話しさせていただ

きます。その都度質問を織り込みますので、後でご回答ください。朗読という形で読みま

す。 

 私は、九州電力の電力料金値上げに対し、下記の理由から値上げ認可反対の意見を陳述

します。 

 理由１、料金値上げの前に実施すべき経営改善策が施されていない。私の記述は五つぐ

らいございます。 

 まず最初は、多くの方が心配され、今日も陳述されましたように、原発事故の問題です。

まず、質問なんですけども、福島第一原発の事故によって、東京電力という株式会社はど

のような賠償の金額を見積もり、どのように支払い、今後どのような額を用意されなきゃ

ならないのかといったことについて、ご認識があれば示していただきたいと思います。 

 その理由は、九州電力には六つの原子炉がありますね。発電所としては二つですが。も

し仮に事故、特に過酷事故と言われているものが起こった場合は、九州電力が持っている

総資産、いわゆる帳簿の左側に載っている分ですね、それを全部売却しても足らないんじ

ゃないかというぐらいの賠償責任が発生するんじゃないかと思っております。 

 それに一番問題なのは、経営的にも不採算な原子力発電事業から本来は撤退すべきだと

私は思います。つまり私は、導入したこともおかしいと思いますけども、つまり日本全体

が原子力発電所をつくったこともおかしいと思いますが、それを取捨選択して、九州電力

が原子力事業に着手し、現在まで営業しているということについては、いささかも合理性

は感じないと思っております。なぜならば原子力と人間の命と暮らしとは相入れないもの
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で、両立できないからです。したがって、経済的にも、九州電力が皆さんに、会社にして

も家庭にしても、電力という商品を売っているという立場で押し通されても、結果として

は、原子力という問題について深くコミットしているということについては自覚されるべ

きだと思うからです。 

 つまり、原子力という場合は、原子力発電だけではありません。原子力発電の中でつく

られるプルトニウムは、場合によっては800グラムで原爆１個ができるということは皆さん

ご存じだと思いますので。つまり、九州電力は、電力を生産するだけではなくて、原子力

爆弾の原料をつくっているということを深く認識すべきだと思います。 

 その意味も含めて、その問題と、経営的にも不採算というのは、あなたたちの資産の中

に入ってないと思うんですけども、ウランとか原料をたくさん、今、オーストラリアとか

を含めて、採ってきて、海上輸送して、そしてトラック輸送して、玄海とか川内のほうへ

運ばれるときの総コストが含まれているかどうか、私はよく見てもわからないんですね。 

 それから、焼却し終わった、つまり使用済みの燃料の確保については、非常に今、頓挫

していますよね。青森県の問題についても、もう使用済みの燃料は受け入れませんよとお

っしゃっている。じゃあ、九州電力は何をするかというと、実際には玄海原発だとか、川

内原発の中で保存しているわけですよね。それがいつ危険な状態になるかというのは、福

島原発の現状を見れば一目瞭然でわかります。 

 この管理費、長期的な原料の最終処分場も含めての経費がこの中には含まれていないと

思うんですね、多分。そうすると、原子力発電所経営を続けることを前提にして今回の値

上げがあったと──結論を急ぎますけどね──なるんじゃないかと思います。そうすると、

原子力発電所から撤退せずに値上げだけすれば、その分、幾ばくかはわかりませんけども、

原子力発電所の維持管理費に回るのは当然です。現にコンピューターで検索した、ちょっ

と小さい字ですけども、これは九州電力さんがおつくりになった資料なんですけども、こ

の中には、３カ年にわたって原子力発電所に対する投資が書かれてあります、修繕費とか

何とかいう形で。ということは、今後３年間は、少なくとも３年間は撤退しないという意

思表明だと思うんですね。 

 私は、以上述べたように、原爆の問題、それから経済的な問題から、撤退すべきだと思

うんですけど、いかがかというのが質問ですね。 

 それから、２番目には、合理的な説明がつかない立地周辺の地元対策費や原子力事業へ

の広報広告費などの多額の費用支出の是正が示されていない。 
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 現に、私の読み間違いかもしれませんけども、これは質問なんですけども、私は、何と

か映画監督が、ちょっと名前は伏せますけども、九州電力の玄海原発を遠景にして、「皆さ

ん、原子力について考えましょう」というフレーズでなされた。あれはちょっと、どう考

えても、原発は自然に調和し、皆さんの役に立っているんだという存在を示されたんじゃ

ないかと思っています。コマーシャルの意図はですね。 

 そういうことも含めて、質問は、スリーマイル島事故以降、非常に対策費が多くなった

んですね。広告費、地元対策費。これは、今日来てありますけども、マスコミの方に対し

て、九州電力にとって危ないような問題については報道させないために、九州電力がたく

さん広告費を使ったんじゃないかという学者がいます。私もその学者の意見に賛成です。

そうすると、これからは質問なんですけども、どのような広告をおつくりになり、今後は

どのような計画をされているか。その広告費の使途ですね。何にどのような目的で使われ

たかということがあると思います。それから、地元対策費も含めて明示、提示していただ

きたいと思います。 

 それから、理由の３番目の経営改善が示されていないことも含めてですけど、今日は、

たまたま朝日新聞に出ていたんですけど、発送分離５年後めどと書いてありますよね。こ

れは、前の陳述者がおっしゃったように、発電し、送電し、配電する、の三つを全部九州

電力さんが担っていらっしゃるんですね。九州電力というのはもともと九州配電株式会社

ですから、いわゆる配電だけやっていたんですね。発電は日本発電、いわゆる日本発送電

株式会社というところでやっていて、配電だけやっていた。いつの間にか配電会社が発電

会社になったという経過を踏んでいると思うんですが、いっそのこと発電と送電とを分離

したらどうかという意見がありますが、それについては九州電力はどのように考えていら

っしゃるかをお聞きしたい。それによってコストが非常に削減できるんじゃないかと。九

州電力は発電だけをして、送電は別の会社にすれば。その辺についてお考えを示していた

だきたいと思います。 

 あわせてスマートグリットという形での対応が新聞でにぎやかに報道されていますが、

経費削減を含めて、安く提供できるんじゃないかという、消費者にとって非常にいい立場

なんですけども、その辺はどうなのか。 

 要するに、私たちは原子力でつくられた電気は使いたくないんです。だけど、電力には

名札もなければ顔もないんですね。これは玄海から来ました、これは火力ですよというの

がない。今は原発稼働はないけど。私は原子力は要らないから水力だけで──水力も問題
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があります、火力も問題がありますけども、火力だけでできたものが必要ですという選択

ができると思うんですね。 

 それから、スマートグリッドですが、いろいろコンピューターで計算して、ここでこう

供給したら安くなりますよというようなコスト計算を九電の中にできるというスマートグ

リッドがどのように評価されているかという問題があります。 

 それから４番目の問題としては、特にこれはちょっと問題があるんですけども、燃料購

入費の高騰を強調されています。つまり料金値上げの理由としてですね。このパンフレッ

トの中には、正確に言うと燃料購入費等と書いてあるんですね。「など」、これが非常にく

せ者で、私たちが読めば、燃料購入費が……。あと５分ですね。ちょっとかいつまんで話

します。じゃあ、これは質問形式に変えます。 

 要するに燃料費購入はありますが、ちょっとほかの分と絡みますが、今、為替レートが

非常に円安に移行しつつありますよね。いわゆる円高だったんですよ、今まで。円高だっ

たから、外国から買える原料費が、いわゆる原油が比較的安くなるはずですね。この時期

において値上げをするということは、将来円安になって、購入費がますます高くなった場

合、２次、３次、５次、４次と、いわゆる値上げの申請が行われるんじゃないかと心配し

ますが、それについてはどうなのかということをお聞きしたいと思います。 

 それから二つ目は、今回の火力燃料費高騰原因は、輸入ルートで、もっと安いところか

ら買えば、もっと安くおさまるんじゃないかというような意見もありまして、それについ

ての努力はどうなさっているかということをお聞きしたいと思います。 

 それから、理由の大きな三つ目は、一つは、九州電力は値上げを申請しましたけども、

今、オール電化という形で、火力とかガスとかを抜きにして、全部電化してくれと。いわ

ゆる電化製品をつくっておいて、値上げに協力しないと九州電力が立ちいかなくなって供

給できませんという、先ほどの質問者に対して、おどしみたいな形でなされています。今

はちょっと改善されたように見えますが、オール電化方式というものの値上げ関係につい

て、どのように考えていらっしゃるかということをお聞きしたいと思います。 

 それから、総括的に言いますと、赤字解消方法は料金値上げ以外にあるんじゃないかと、

九電は値上げ申請の前にその道を進むべきだということを思います。 

 次に、これにないんですけども、関連で、いわゆる新聞で、株主配当を九電が検討され

ているように聞きました。つまり、私たちは一ユーザーですけども、やっぱり市民社会の

中で、九州電力、地元のために活動なされたいと今、瓜生さんはおっしゃいましたので、
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株主――オーナー主義よりも、やっぱり地元経済、地元住民の立場で、余ったら還元すべ

きというような形で、つまり料金値下げのほうにいくべきじゃないかと思いますが、この

いわゆるオーナー主義──オーナー主義というか、株主に還元するということと、そのた

めに値上げするということについて、九電はどのように考えているかということとお聞き

したいと思います。 

 時間が迫ってまいりましたので、ほかに聞きたいことはありますけども、要は九電はも

っと経営努力すべきであるし、また、今回の経済産業省においても、ここ福岡一極だけで

はなくて、例えば、鹿児島とか熊本とか、いろんなところでこの公聴会を開催すべきじゃ

なかったかということを最後に付言して、発言を終わります。質問についてお答えいただ

きたいと思います。 

【議事進行人】  それでは、まず東電の賠償コストについてですが、これを九電さんに

伺っていいかどうか。 

【九電（瓜生社長）】  それは私どもはちょっと。ただ、今、原子力損害賠償支援機構と

いう機関ができ上がっております。そこは５兆円という数字を出されていますが、一つそ

れが目安になるのではないかなと思っております。それしか今思い当たりません。 

【議事進行人】  原子力から撤退すべきというご指摘です。 

【九電（瓜生社長）】  私、火力屋ですけども、基本的に我々人類がこれから生き残って

いくためにも、将来には必ず化石燃料というのはなくなるだろうと思っていますので、そ

ういう中で、やはり核物質の崩壊する、そういう熱をしっかり安定的に、安全に管理しな

がら、それを電気という二次製品に変えていく、そういう技術は、人類は絶対保有すべき

だと思っています。なおかつ私どもの九州、というか日本国の場合は非常に自給率も低い、

またＣＯ２という地球温暖化の問題から、必要だというふうに思っていますので……。 

【脇義重】  ちょっと待ってください。私が聞きたかったことはそうじゃなくて、原子

力発電所を発電するのにも、いわゆる石油とかが必ず要るんですね。それは認識があると

思うんですが、それが枯渇するから、それで資源を大事にしたいということと、今回は原

子力発電所の整備を整えることについては矛盾しないかという質問なんですね。ちょっと

質問の意味がわからなかったら……。 

【議事進行人】  ちょっと済みません、もう時間が迫っておりますので、次へ移りまし

ょう。 

 広告費の使途については先ほどお答えいただきましたので、電源立地の地元への寄附に
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ついて、もう少し具体的に、例えばこういうことについて今までは寄附してきたというよ

うなお答えがもしいただければ。 

【九電（瓜生社長）】  私どもは、いつも新聞等でいろいろと報道されている中で一番大

きな額は、鳥栖の重粒子線によるがんセンター、手術をしないでがんを治すという、そう

いう設備に対しては寄附をするという約束をさせていただいております。 

 それから、佐賀の中高一貫の早稲田という機関に対しても、支出をさせていただいてお

ります。 

【議事進行人】  発・送電分離に対するお取り組みいかん。 

【九電（瓜生社長）】  歴史的な経緯があって、少し長くなりますけど、私は、発送電分

離というのは、日本国において日本が、これまではですよ、これまでは日本が戦後立ち上

がるために、売り先と売る価格が固定されているがゆえに資金が調達できて、しっかりし

た設備形成ができて、ここまで来たということがありますので、それはそれとして私は価

値があったと思っています。今後どうするかということについては、やはりお客様の視点

に立って、お客様がしっかり利益が確保できる、そして電力が、電気が安定的に送れると

いう視点で、しっかりした対応をすべきだろうと思っております。 

【議事進行人】  それから、円安傾向のための燃料費高騰による再値上げありやという

ご質問もございました。 

【九電（瓜生社長）】  現実に、今でも実はそういう日本通関ＣＩＦの変動については、

お客様のほうに、まことに申しわけございませんけど、燃料費調整制度というのがござい

ますので、そこで実は補填されるような形になっておりますので、それ以外の値上げとい

うのはないと思います。自動的に上がったり下がったりはいたしますけども。 

【議事進行人】  それから、配当が可能になっても、配当せずに、利用者への還元のほ

うを優先すべきではないかというご指摘もありました。これについてはいかがでしょうか。 

【九電（瓜生社長）】  今まで私どももずっとこの33カ年間、ステークホルダーの皆様の

バランスを考え、電気料金も下げる、それから50円配当、60円配当にしたり、それから地

域の皆さんへのいろんなそういう寄附的なもので対応するという、ステークホルダーのバ

ランスを組みながら我々は対応させていただいたと思っています。別にどのステークホル

ダーという、一つの方だけに偏って実は対応させていただいてはいなくて、バランスをと

りながらやってきたというのが私どもの経営の考え方だと思っております。 

【議事進行人】  というお答えでございます。 
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 時間になりましたので、まことに恐縮ですが、なおご質問がおありの場合には、先ほど

申しましたように、文書で事務局にお寄せいただければと存じます。 

 脇さん、どうもありがとうございました。 
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意見陳述４番：田中裕子様 

【議事進行人】  それでは、次の第４番、田中裕子さんにお願いをいたします。 

【田中裕子】  私は、グリーンコープ、生活協同組合グリーンコープ共同体の代表理事

をしております田中裕子といいます。どうぞよろしくお願いいたします。今回、九州電力

からの電気料金値上げ認可申請に関する公聴会に意見を述べさせていただくことについて、

感謝申し上げます。では、意見を述べさせていただきます。 

 経済状況がこんなにも厳しい中、電気料金は私たちの生活に直結しており、料金が値上

がりすることは、私たちの生活に大きな影響を及ぼしています。しかも、原発再稼働を前

提とした値上げだということに怒りさえ覚えてしまいます。東京電力福島原発があれほど

の事故を起こしたにもかかわらずです。「３・11」はまだ終わっていません。あの事故をき

ちんと検証してから、市民に理解できるような空気をつくって、値上げという段階へ進ん

でいただきたいと願っています。この機会を受けて、私たち市民の思いをお伝えしたいと

思います。 

 まず最初に、私たちグリーンコープがこうやって意見を述べたいと思った経緯について、

お話をさせていただきます。 

 グリーンコープは今から25年前に設立し、九州、そして兵庫、大阪までの西日本に展開

する生活協同組合です。そこに集っているのは、子どもを生み育てていく母親たちです。

そして、「みどりの地球をみどりのままで、未来を担う子どもたちに手渡したい」という理

念を掲げ、未来に生きる子どもたちのために、日々安心・安全な食べ物をつくり、豊かな

自然環境を守る取り組みに頑張っています。そんな私たちにとって、電力などのエネルギ

ー問題は人ごとではなく、自分たちのこととして考えていかなければならない、そして、

そのエネルギーの一つである電気を得るために、原子力に頼っている現状をきちんと受け

とめて、自分たちのできることを考えていきたいと思っています。 

 グリーンコープには、「脱原発社会をめざす」という方針があります。そういう方針を掲

げるきっかけになったのは、チェルノブイリ原発事故でした。今から27年前、1986年４月

26日、旧ソ連のチェルノブイリ原発４号炉が爆発し、世界中が震撼したのを覚えています

か。そこから放出された放射能は世界中に拡散され、地球規模で自然環境を汚染し、そし

て、大切な食べ物も何もかもが放射能汚染を免れることはできませんでした。放射能汚染

を恐れ、日本ではヨーロッパからの輸入規制も行われたと記憶しています。チェルノブイ

リ原発のある周辺は、現在でも爆発以前の環境を取り戻すことはできていませんし、今な
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お多くの人が放射能被曝による被害に苦しんでいます。また、被曝した原子炉は今も強い

放射能を放出していて、老朽化した石棺のかけかえが計画されているそうです。 

 そんなチェルノブイリ原発事故に被災した人たちを支援する取り組みを私たちは1993年

から始め、今日（こんにち）まで毎年継続して行ってきています。そういう取り組みを通

して、被曝者の苦しみや悲しみは今も続いていること、原発事故の影響は消えてないこと

を知ることができます。私たちは、このチェルノブイリ原発事故に謙虚に学んできました。

これからも支援は続けていきたいというふうに思っています。 

 チェルノブイリ原発４号炉は、ちょっとした人為的なミスで爆発したと聞いています。

そして、その一度だけの原発事故によって地球全体が放射能で汚染され、多くの人たちが

被曝してしまいました。一体、原子力発電所ってどんなものなのでしょう、そういう疑問

が湧き上がりました。私たちは、電気という形で恩恵を受けているにもかかわらず、原発

のことについては何も知らなかったのが実状でした。そこで私たちは、「それではいけない

のではないか」と考え、まずは原発について知るための学習をすることから始めました。

学習して学んだことは次のようなことでした。今も抱えている深刻な問題だと思います。 

 一つは、原発の原料であるウラン採掘がいかに採掘現場の環境汚染を引き起こしている

かです。一つの例として、オーストラリアの先住民であるアボリジニの命が脅かされてい

る実態と悲しみを知りました。 

 二つ目は、原発を立地するために、その立地地域の自治体への多額の電源三法による交

付金が地域をむしばんでいるということです。ある地域に一つの原発を立地すると、その

交付金を当てにした地方財政ができ上がり、交付金が減額される７年目以降になると、さ

らなる原発誘致に動かざるを得ない現状があるということです。それが、地方自治体やそ

こに住む住民にとっては、麻薬のように抜け出せない構造になっているということを知り

ました。原発が過疎の地域や貧しい地域に誘致されることが多いのもそのためで、大きな

地域格差の上に成り立っていると言える問題です。 

 三つ目は、原発から出される放射能廃棄物の問題です。高レベルであれ、低レベルであ

れ、原発から出てくる放射性廃棄物をどうするか、もう待ったなしの状況であるというこ

とです。日本中の原発の敷地内には使用済み核燃料が飽和状態であること、また、中間貯

蔵施設である六ヶ所村ももう満杯状態であること、加えて、六ヶ所村の再処理工場で行わ

れている高レベル放射性廃棄物の最終処分地もまだ決まっていないということ、原発はト

イレなきマンションと言われてきましたが、改めてそのことを意識すべきだと思います。 



 -23- 

 四つ目は、高レベル放射性廃棄物の海上輸送の問題です。今年２月にも、イギリスで再

処理した高レベル廃棄物のガラス固化体が28本、六ヶ所村に到着するそうですが、輸送ル

ートになっている国からの反対にもあっているということを聞いています。 

 以上のように、原発について学習を積み重ね、深く知れば知るほど、原発は危険なもの

なんだということを、専門家ではありませんが、知ることができました。また、発電の仕

組みは、水力も風力も太陽光も地熱も、そしてウランをエネルギー源とする原子力も変わ

らないけれど、放射能を生み出すという大きな違いがあることもわかりました。 

 かつて原子力発電というのは夢のエネルギーと言われていましたが、それはまやかし以

外の何物でもなく、安全性は瓦解してしまいました。命を脅かすもの、命と対極にある、

そんな脅威の存在になっているのが事実なのではないでしょうか。 

 そんな悲惨な原発事故が日本でも起こってしまいました。「３・11」の東京電力の原発事

故です。これまで原発のことは私たちの生活に直接には関係のないように受けとめられて

いましたが、事故を受けて、実は危険性をはらんでいることを承知で市民の生活が成り立

っていることを、私たちはきちんと意識すべきだと思います。その上で、「生き方」「暮ら

し方」を考えていかなければならないと強く思っています。 

 ２年前の３月11日に起こった東京電力の福島原発の事故、起きてほしくはありませんで

した。でも、起きてしまった。ほんとうに心が折れてしまうほど、つらく悲しい思いでい

っぱいです。今の福島第一原発がどのような状態なのか、詳細な情報は九州までは届きま

せんが、まき散らされた放射能がなくなることはないはずです。人間をはじめとする生き

物、大地も川も海も、そして食べ物も汚染され続けています。あってはならない除染の手

抜き問題も浮上しています。こんな中で値上げを申請するのですか。同じ電力会社がやる

ことなのでしょうか。福島原発事故は東京電力が起こした事故ですが、それを人ごとにし

てはいけない、最悪の事例として教訓にすべきだと思います。 

 世界は、「３・11」の以前と以降では確実に変わりました。それにあわせて、あらゆる仕

組みも変わっていかなければならないと思っています。人間は変われる生き物です。電力

会社もそれにあわせて、ぜひ変わってほしいと願っています。多くの国民は、原発の電気

は使いたくない、できるだけ自然エネルギーからの電気を使いたい、原発から早く脱却し

たいと思っています。今は経済を立て直すことで沸き立っていますが、政権がかわっても、

市民の思いは変わったわけではないというふうに思っています。 

 最後になりましたが、「３・11」を受けて、私たちグリーンコープは次のことを合意した
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ので、紹介をさせていただきます。 

 「後悔しても間に合わないことですが、放射能に被曝することを覚悟しなければ食べ物

を口にできない時代が私たちの目の前に迫りつつあります。この事実を組合員みんなで正

確に共有し、その上で渾身の知恵を絞り合って、命を守るために助け合っていきましょう」。

その一つとして、命と暮らしを守るため、私たちはゲルマニウム半導体検出器を１台とＮ

ＡＩ（ＴＩ）シンチュレーションスペクトロメータ2台を購入して、食べ物の放射能汚染の

測定を始めました。測定結果は組合員にきちんと情報を開示しています。そして、さらに

次の市民発電事業というステップに踏み出すつもりです。 

 今回、このように公聴会を開催していただくことで、私たち市民が意見を出すことがで

きました。ともに同じ問題を考えていくという土俵を準備いただき、感謝しています。ぜ

ひ私たちの市民の声を聞き入れていただき、未来のエネルギー社会について一緒に考えて

いくようになることを願ってやみません。 

 ありがとうございました。以上です。 

【議事進行人】  田中さん、どうもありがとうございます。まだ若干時間がございます

が、何か九電や経産省にご質問になりたい事項はございませんか。 

【田中裕子】  本日は質問という形ではなく、40万人の組合員を代表して、私たちの思

っていること、原発のない社会を目指していき、新しいエネルギーをともにつくっていき

たいと思っていることを述べました。どうぞよろしくお願いいたします。 

【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５番：田原幸子様 

【議事進行人】  それでは、第５番の田原幸子さんにお願いを申し上げます。 

【田原幸子】  おはようございます。グリーンコープ共同体会員生協で、福岡県をエリ

アとする生活協同組合のグリーンコープ生協ふくおかの理事長をしております田原と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

 先ほど意見を申し上げました、グリーンコープ共同体の田中代表理事の意見陳述に引き

続き、私のほうからは、今回の九州電力の値上げ認可申請に当たって、電気を使っている

市民として、電気について考える機会となりましたので、その視点で意見を述べさせてい

ただきます。 

 私たちにとって衝撃的な出来事がありました。2011年３月の東京電力の福島第一原発事

故です。それは、私たちの生き方、暮らし方を一変させたと言っても過言ではないと思い

ます。しかも、原発事故がもたらした放射能汚染によって、被曝の恐怖はもちろん、ふる

さとを追われたり、地域が分断されたりと、二重、三重の苦しみに置かれている人たちが

たくさんいます。福岡市や北九州市にもたくさんの避難者がいらっしゃいます。 

 放射能被曝は、大人より小さな子どものほうに蓄積されるという情報がありました。幼

い子どもを持つ母親にとってどんなにつらいことか。実際、幼児の被曝を知った若いお母

さんのことを情報として聞く機会がありましたが、それは想像を絶する悲しみだと思いま

した。 

 内部被曝については、いろいろな説があって、何が正しいのかよくわかっていません。

しかし、27年前に起こったチェルノブイリ原発事故によって被曝した人たち、とりわけ当

時子供だった人たちにガンが発病していることもわかっており、今でも被曝の苦しみが続

いているそうです。 

 放射能は目に見えませんし、見えない恐怖にさらされているのは原発周辺だけではなく、

東北各県、関東まで及んでいます。海の汚染はほんとうに深刻だということを聞いていま

す。しかし、２年もたつと風化が始まっていると言われています。「３・11」の震災、とり

わけ東京電力の原発事故は、単なる事故に終わらせてはいけないと思います。 

 原発事故を受けて、原発ゼロ社会を目指して、再生可能エネルギーの固定価格買取制度

が執行されることになりました。これによって、事故の惨禍を超えて、原発に頼らない社

会形成に向け大きくかじを切ったかのような運気が市民の中に生まれてきてはいます。そ

の半面、「３・11」以降も、「３・11」以前と同じように、何もなかったかのように原発を
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動かそうとしている力がうごめいているのも事実だと思います。そればかりか電力会社は、

原発が再稼働しなければさらなる値上げは避けられないと、市民をおどすようにして電気

料金の値上げに踏み込もうとしています。少なくともそのように感じています。 

 九州電力のホームページにアップされている値上げ申請の内容ですが、きちんと説明し

ようという意思が感じられません。市民にわかっていただく、理解していただくというの

ではなく、電気代の値上げは電力会社の権利だと言わんばかりの主張だけが伝わってきま

す。 

 エネルギー問題に関する市民の意識は、「３・11」以降、確実に変わってきています。私

たちは、再生可能エネルギーの買い取り価格が電気代に反映されることさえ引き受ける覚

悟でいます。電気料金に関する仕組みはよくわかりませんが、原発にまつわるお金の流れ、

例えば、電源三法や日本原子力発電や日本原燃などへの流れについて、ほんとうによくわ

からないし、理解できません。なぜ電気料金が値上げされなければならないのでしょうか。 

 値上げの原因の一つに、深夜電気料金制度が経費を圧迫しているのではないかという情

報もあります。あくまでも一つの情報なので真実かどうかはありますが、今回の値上げの

真相がどこまで開示されているのか、九電の改革がどこまで追求できていて、市民に知ら

されているのか、知ることはできませんし、かつての体質が改善されているようにも思え

ません。 

 一般的な論調として、経済という視点では、再生可能エネルギー固定価格買取制度で電

気料金が上がることを、「地域経済が弱体する」とか、「国民生活への影響が危惧される」

とか、そういうことも言われています。それは、電気料金の仕組みが総括原価方式だから

であり、再生可能エネルギーの分は総括原価に含まれていないということがわかりました。

加えて、総括原価方式だと、大きな施設であればあるほど電力会社の利益が増える仕組み

であるということもわかりました。値上げをするのであれば、そういう仕組みそのものを

抜本的に見直すべきではないでしょうか。ただ権力を振りかざして、市民からむさぼり取

るというのは間違っていると思います。 

 新聞報道では、消費者庁は、電気料金の値上げを検証するために、37のチェック項目案

を消費者委員会の調査会に提示したとありました。その内容は驚くばかりでした。人件費、

資材調達、減価償却費、資産償却などなど、値上げの根拠が、ことごとく瓦解しているの

ではないかと感じました。 

 グリーンコープは、「３・11」の原発事故がもたらした悲惨な状況を真摯に受けとめ、市
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民としてできることを自分たちで取り組もうと検討し、昨年の総会で、「グリーンコープは

市民の手で風力などの発電所をつくり、不退転の決意で脱原発に向かいます」という決議

を全会一致で採択し、組合員の出資による市民発電所づくりをスタートしました。その第

一弾として、福岡県糸島市にメガソーラーをつくります。ご存じのように、糸島市は九州

電力玄海原発から20キロ圏内に位置しているところです。構想から２年かかりました。多

くの困難もありましたが、やっと実現できつつあります。この発電所は、市民の連帯、子

どもたちの未来をつくるために絶対必要なものにしていきたいと思っています。 

 ここで、グリーンコープが2012年の総会で決議した決議文を簡潔に紹介したいと思いま

す。 

 決議文は、「世界、つまり人間の生活と経済と金融は、実は『言葉』で構築されています。

ですから、人間が『言葉』を軽んじ、その『言葉』がうそに転じますと、世界は崩壊する

ことになる」から始まります。「私たちは、『原子力発電所は安全である』と聞かされてき

ました。しかし、2011年３月、東京電力福島第一原子力発電所の事故で、『原子力発電所は

安全である』という『言葉』がうそになってしまいました」と続きます。 

 そして、続いて、「日本政府は、原子力発電所の安全を政治判断し、原子力発電所の再稼

働を急いでいます。しかし、安全は科学が判断するもので、政治は安全を判断してはなら

ないものではないでしょうか。日本政府はその意味で、『言葉』が与えるイメージとその都

合だけ優先し、この間あまりに『言葉』を軽んじてきました。私たちは、したがって、日

本政府が発する『言葉』に到底信を置くことができません」。その後に、「危惧されてきた

ように、今回、原子力発電所は安全でないことが白日のもと明らかになりました。私たち

は受けて、子どもたちの命をいとおしむ立場から、脱原発に向かうことを決然として決意

しています。なぜなら命ほど、とりわけ子どもたちの命ほどこの世にとうといものはない

からです。幾ばくかの便利やお金のために、つまり生活と経済のために、子どもたちの命

を犠牲にすることは絶対にできません」と続きます。 

 そして最後に、「今回、私たちが最も反省すべきの一つは、エネルギー問題をはじめ、人

間の生活と経済と金融上、大切な問題を全て、これまでは国や東京電力など業界に任せて

きたことです。国や東京電力などの業界は当然、その『言葉』に今後も責任を負い、誠実

にその責務を全うすべきです。しかし、同時に私たち市民も応分に、子どもたちの命を守

るために、共助の仕組みを生み出し、エネルギーや経済や金融の問題についても責任を負

うべきです」とまとめました。 
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 今回の電気料金の値上げ認可申請に対する意見として、以上のような思いを述べさせて

いただきました。こうした市民の思いをお酌み取りいただき、市民と連帯して、健全なエ

ネルギー社会をつくっていただきたいと強く願っています。よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。 

【議事進行人】  ありがとうございました。 

 田原さん、まだ幾らか時間が残っておりますが、何かご質問になることはございません

か。 

【田原幸子】  先ほどの田中代表と同じように、原発のない社会をつくっていきたいと

願っています。九州電力の皆様には、市民に、生活者にわかりやすい情報公開と、市民と

ともに連帯したエネルギー社会をつくっていかれることを願っています。ありがとうござ

います。 

【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６番：勝連裕子様 

【議事進行人】  それでは、第６番の勝連裕子さんにお願いをいたします。 

【勝連裕子】  こんにちは。勝連裕子と申します。熊本から朝からやってまいりました。 

 今回はこのような意見陳述の場を与えていただいたことをほんとうに感謝しております。

それから、何よりも感謝したいのは、今現在、私が長年望んでおりました、原発でない電

気で毎日を暮らさせていただいているということに非常に感謝しております。これは、パ

ブリックコメントのほうにも書かせていただきました。昨日がパブリックコメントの締め

切り日でもございましたので、意見陳述のほうとパブリックコメントのほうと両方あわせ

てちょっと話させていただければと思います。 

 まず、済みません、意見陳述届出書の内容から、済みません、読ませていただきたいと

思います。 

 まず、値上げの前にぜひ申し上げたいことと伺いたいことがあります。 

 エネルギー選択の自由について。いまだ先進国の日本で実現していないけれども、環境

に負荷の少ない発電による電気を選択したいという、これは私の昔からの思いです。また、

その実現が、持続可能な経済につながると思っております。日本や九州のエネルギーは、

利用可能性の高い潜在力があります。 

 地震国日本と原発の危険性について。また大事故を繰り返せば取り返しがつかないとい

う現状認識が必要です。 

 今後の日本の置かれた現実。東電福島第一の原発震災がもたらす健康被害は、経済どこ

ろか、国家の維持すら大変なことになると思われます。だからこそ、原発に頼るような経

済の考え方自体が矛盾しているということに、気づいていらっしゃると思うんですが、も

しまだそのことを、どなたも、何というんでしょうか、原発を再稼働したいとおっしゃる

ので、まず気づいていらっしゃらないんだったら、ぜひ気づいていただきたいと思います。

特に列島の西に位置する九州電力管内で原発震災が起これば、今度こそ日本は即壊滅を免

れません。それに対して一体どんな責任がとれるんでしょうか。ここはもしご返答いただ

けるなら、ぜひご返答をお願いいたします。 

 地産地消のエネルギー戦略。一日も早い原発ゼロでも元気な九州電力を実現していただ

きたいと思っております。 

 今後も続く被曝労働についても計画を伺わせてください。 

 というのが概要なんですが、それに引き続きまして、意見として、私たち大方の人間が、
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やはり地球環境に優しい生活をしたいと願いながらも、自分が望む手段によって発電され

た電力を自由に選択し、使用し、子孫に健全な環境を残すということができないという現

状にあることが残念でたまりません。 

 欧米では、日本の技術設備も活用しながら、子々孫々の生活並びに環境に配慮した電気

を選択、利用する自由が実現しているというお話があります。先進諸国の中で、スマート

グリッドや再生可能エネルギー分野での新技術を開発、普及することで、地域での雇用も

増加し、輸出にまで結びつけているという国が数カ国、私が聞き及ぶだけでも何カ国かご

ざいます。 

 振り返って我が日本なんですが、並びに九州は、豊かな自然に恵まれ、欧米の方に言わ

せると、非常に再生可能エネルギーについては、地産地消のエネルギーの利用可能なもの

が豊富にあるというふうにおっしゃいます。でも、それにもかかわらず資源を輸入に頼り、

自国の優秀な人材、技術も生かせないまま、エネルギー安全保障が云々ということで、あ

れだけの環境破壊をもたらし、何万人という方々の愛する故郷を喪失させた原発にいまだ

に依存しようとしているのが信じられません。既に活動期に入ったと地震学者の方が言わ

れております、地震大国の我が国です。どんなに耐震に気を配ろうが、配管の一つでも損

傷を受ければ、東電の福島第一以上の大惨事を招きかねないという可能性を配慮せねば、

危機管理もできないと存じます。 

 特に玄海原発の場合なんですけれども、福島と違いまして、加圧水型でございます。で

すから結局、原発の中に非常に圧力がかかっているわけですね。特に１号機に至っては脆

性遷移問題というのが指摘されているわけなんですけれども、もし何か異常が起こった場

合に、急激に冷却した場合には、福島以上に爆発という形で非常に放射能をまき散らすん

ではないかということが懸念されております。ここについては、そういう問題はないんだ

ということがかねてより九州電力さんのほうから言われておりますけれども、やはり私た

ちとしては、東大の先生だったかと思いますけれども、専門家の方が指摘されることには

真摯に向き合っていただきたいと思います。 

 それから、半永久的に環境から隔離すべき死の灰等の核物質の後始末については、原発

を廃炉にしても良策はいまだにありません。そのことがわかっていながら、脱原発を無責

任だと否定することこそ無責任と言わざるを得ません。責任がとれると言われるのだった

ら、すぐにでも広大に汚染された関東以北の地をもとに戻してみせていただきたいと思い

ます。 
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 熊本にも東北各県、それから関東地方からもたくさんの方たちが避難されてきておりま

す。彼女たちはほんとうに、先ほどもどなたかおっしゃいましたけれども、子供たちを自

分たちが知らなかったばかりに被曝させてしまったということに、非常にほんとうに心を

痛めておられますし、また、症状が出ているお子さん、それからご本人も症状が出ていら

っしゃる方がたくさんいらっしゃるんですね。鼻血がとまらなかった、下痢がとまらなか

った、あと、それから呼吸器系がやられる等々、いろんなそういった症状が出ております。

それは、今、国のほうではなかなかそれが今回の事故の影響であると認めてはおりません

けれども、そういうことを何人からも伺いますので、そういうこともやはりちゃんと考え

ていただきたいと思います。 

 ただ、「関東以北をもとに戻してみせていただきものです」と書いたんですけれども、今

の現状としては、放射線管理区域レベル以上のところに、ここには150万人と書かせていた

だいたんですが、一説には1,000万ぐらいまだ住み続けていらっしゃる方がいるというお話

があります。もしこの方たちがそのまま住み続けた場合に、この先どのような健康被害が

出てくるのか、私は恐ろしくてたまりません。 

 またそれから、本来でしたらば、放射性物質による汚染が始まった時点で、はっきり言

えば、物流に網をかけるべきでした。食べ物だけでなくて、例えば、知人が建物を改装し

たときに、ガイガーカウンターを近づけたら非常に高い数値が出てびっくりしたという話

があって、工事をやり直さなければならないというような、そういった話もありました。

ということは、いろんなものが、結局、国のほうでちゃんと管理していないせいで、東日

本のみならず、西日本のほうにも汚染が拡散されているという現状があります。 

 そういうことで、私たちの遺伝子レベルで、いつの間にか汚染によって子々孫々にわた

る影響を与えてしまう可能性が広がっているという現状認識を日本人全体がするべきでは

ないかと思います。 

 賢く怖がるということをよく言われるんですけれども、しかし、いまだにチェルノブイ

リでは、事故後に生まれた子供さんたちが、免疫力の低下だとか、体力の低下だとかによ

って、体育の時間さえまともに行えないというようなことを、この前、松本市長でいらっ

しゃるんですが、菅谷さんという、チェルノブイリに医師として行かれて、それこそ甲状

腺の手術等々も行ってこられた先生がおっしゃっておられました。そういうことがこれか

らこの日本でも繰り返されるのではないかという、非常に恐れを抱いております。 

 それと、瓦れきの拡散処理の問題もございます。先日、国会でも某日本維新の会の代表
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質問の方が、そこら辺のこと、拡散処理が進んでないとおっしゃっておりましたけれども、

とんでもないことだと思います。 

 それで、一応こういったことが続いていけば、この日本の中で今後、今でもいろんな福

祉予算が膨らみ続けているとか、いろんな経済的に今後大変になるというのがますます大

変になるんではないかと思います。そういうことでは、例えば、チェルノブイリの後にソ

連が崩壊したように、日本全体が崩壊するということも一応、危険性として考えなければ

ならないと思うわけですね。 

 そういう中で、九州電力さんがいまだに、原発の再稼働も含めて、これをやらないと経

済が成り立たないんだと言われること自体が、ちょっと認識としてはどうなんだろうかと

思いますので、そこのところはぜひもう一度ご再考をお願いしたいと思います。 

 それと、オール電化や揚水発電所が結局、原発の夜間の余剰電力対策で出されていたわ

けなんですけれども、これが今はやらなくなってよくなっていると思います。ただ、この

間オール電化を進めてこられましたし、今は電気自動車等の充電を夜にやるとかいう、い

ろいろなことが進められておりますので、そこら辺で夜間も発電を行わなきゃいけないと

いうような、かえって無駄が出ているんではないかと思います。そこら辺で、もし夜間発

電するということが、今はもう簡単に出力調整でできるわけですから、そういうことでエ

ネルギー節約ができるとすればどのぐらいできるのかということは伺いたいと思います。 

 また、原発開発にかかわる予算ですね。使用済み核燃料を含めて、安全に維持管理をす

る、人材育成や、これから何万年にもわたる管理について、原発サイト内で行わざるを得

ない可能性も出てくるんではないかと思います。 

 六ヶ所で、もう原発再開をしないんだったら、青森ではもう受け入れないというお話で

す。逆に言うと、原発を進めるために六ヶ所の再処理工場は動き始めたという経緯がござ

います。そういう意味では、六ヶ所の再処理工場は原発以上に汚染水を流すとか、非常に

緩い基準での汚染を垂れ流す工場としてできておりますので、これが動くようなことがあ

ることは、あそこのリアス式海岸の豊かな海をこれ以上破壊することになりますので、そ

れは許されないので、核燃料サイクル、これは百害あって一利なしだと思っております。

それはやめていただいて、その分の予算を安全管理とか、環境にほんとうに優しい地産地

消のエネルギーに、研究開発並びに普及に回していただければどうかと思っております。 

 また、総括原価方式ですね。これは結局、いわゆる設備投資とか何かが大きければ大き

いほどもうかるという仕組みになっております。そういう仕組みでは、やはり私たちは値
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上げを容認することはできません。 

 それからもう一つ、では、どうしたらいいかということなんですが、電力の自由化も必

要なんですけれども、電力会社の懸念であられる原発関連が大きな不良債権にならないよ

うに、石炭から石油への大転換で経験しているように、いろんなことを国のほうでもやっ

ていただきながら、原発ゼロでも元気な九州電力になっていただきたいと思います。 

 あと、天然ガスや褐炭ガス化によるコンバインド発電とか、コージェネレーションとか、

スマートグリッドということが地産地消で地域でやっていければ、温排水で環境を破壊す

ることもなくなるでしょうし、純国産のエネルギーを実現できるのではないかと思います。

また、これら地産地消のエネルギーということであれば、雇用にもつながりますし、何よ

り、今まで海外に依存していたエネルギーを国内にということですので、それだけ国内経

済にもよろしいかと思います。 

 また、被曝労働ですね。これからもいろいろと、使用済み燃料の管理等々についてもま

すますこれから、あと、老朽化炉の安全管理等にも被曝労働が必要になってくると思いま

すので、そこら辺にどのような資金の振り向けをされているのかを伺いたいと思います。 

 済みません。一応エコロジカル・フットプリントというのがありまして、今のままでは

一つの地球では足りないという話があります。こういう意味では、軍事関係を増やしたり

とか、原発のように無駄の多い発電に頼るようなことはできないと思います。７世代後の

子孫にとっていいように考えるという、何かネイティブアメリカンのほんとうの民主主義

の考えというのもあると思いますので、そういう観点から、ぜひ子孫に優しい九州電力で

あっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【議事進行人】  勝連さん、申しわけありませんが、ちょっともう時間がなくなってし

まいましたので。 

【勝連裕子】  済みません。 

【議事進行人】  幾つかお尋ねの点はありました。例えば被曝労働とか、それから夜間

割引でどれぐらいセーブできるのかとありましたが、むしろ口頭よりも、文書にして厳密

にご質問いただいたほうが多分有益だと思いますので、できましたら、２月４日まで短い

んですが、事務局に文書でご質問をお寄せいただけませんでしょうか。重要な点と思いま

すので、ぜひそのようにしていただければと存じます。 

【勝連裕子】  被曝労働については、公聴会のご意見もですが、一応パブコメのほうに

も書いていたかと思います。では、オール電化のほうを書かせていただきます。どうも済
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みません、長くなりました。 

【議事進行人】  どうぞよろしくお願いします。窮屈な時間で申しわけございません。 

【勝連裕子】  いえ、申しわけないです。 
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意見陳述７番：植田圭史朗様 

【議事進行人】  それでは、第７番の植田圭史朗さんにお願いをいたします。 

【植田圭史朗】  植田と申します。よろしくお願いします。 

 私の認識に間違いがございましたら、どうぞご指摘ください。初歩的な質問にはなりま

すが。今までの方と重なることも多いんですが。 

 今回の質問の趣旨は、値上げ申請に際し、燃料費の仕入れ単価が、市場価格から大きく

乖離して割高になることなく、適正な価格になっているか、そして、利用者が負担する燃

料費調整制度であるため、中長期的にも燃料調達において、マーケティングも含め適正な

仕入れ体制になっているかどうか知りたいところです。 

しかし、「燃料費増加を理解してください」と言われるわりには、仕入れに関する質問を

しましても、「全て守秘義務のためお答えできません」と回答されまして、昨日の公聴会で

も、結局、仕入れ価格についてのおおよその方向性も含めて疑問のまま残っております。 

 以下、質問のところは番号をつけてお話ししますので、時間の許す限りご回答をお願い

いたします。時間になりましたら、ホームページでの回答でも構いません。 

 まず１番、ＬＮＧ、原油、石炭の仕入れ単価は、ＦＯＢ価格でそれぞれ幾らでしょうか？

また、専門委員会では明らかにされて審査されているのでしょうか？ 

 ２、ＬＮＧが高い理由は、ＪＣＣに連動した割高な原油リンクになっているからだと思

いますが、今後は、ヘンリーハブなどの市場価格を指標とし、現行の割高な原油リンクの

契約は、価格フォーミュラに対する仲裁申請などにより、契約を変更することはできない

のでしょうか？ 

 ３、原油が高い理由は、商社任せになっており、「発電所の仕様に合うもの。」といった

大ざっぱな注文だけで、国や銘柄、国別数量も指定せず、無条件に商社から購入されてい

る実態があるのではないでしょうか？ 

商社に対して、バレル何ドル以下とか、価格の指定はされているのでしょうか？ 

国や銘柄、国別数量も指定していないのに、今回の織り込み価格指標だけ、割高なイン

ドネシアのミナス原油にリンクさせる根拠はあるのでしょうか？ 

後になって輸出国がわかるこの方式は、中東の地政学的リスクもあり得るのではないで

しょうか？ 

 ４、原油は、三大マーケットに準ずる市場価格を指標とし、状況に応じて安い原油でも

対応できるように、環境対策として排煙脱硫装置を整備して、安い原油の仕入れも可能に
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することはできないのでしょうか？ 

なぜ、平成19年に排煙脱硫装置を撤去、処分されたのでしょうか？ 

 ５、石炭は、熱量単位の価格が安く、地政学的リスクの少ない地域から安定した輸入が

想定できるため、環境対策ＣＣＴの普及により、可能な限り火力における利用比率を高め

ることはできないのでしょうか？ 

専門委員会資料の九電さんの回答を見ましたところ、「ＬＮＧのＪＣＣリンク契約の変更

は困難、価格フォーミュラに対する申請は時間がかかる」、「原油は平成19年に排煙脱硫装

置を撤去、処分したため割高な品質の原油しか対応できない」、「原油産出国の生産量が減

り、輸出力が低下したため割高になる」との回答ですが、国を指定しない、商社に任せた

注文による結果ではないでしょうか。 

否定的な回答が多く、人ごとのように感じてしまいました。 

 ６、そもそも、福島の原発事故の前から、原発利用率が低下した場合に備えてリスクを

回避したり、その大きさを軽減するような対策はされていなかったのでしょうか？ 

平成26年度からは、割高な原油リンクにかわるＬＮＧ先物市場ができるようですが、も

っと前からそのような取り組みができなかったのでしょうか？ 

 ７、例えば、一方的な輸入契約に関しては、危機感を持ち、ドイツ、イタリア、フラン

スと同じように、価格フォーミュラに対する仲裁申請をするなど、相手国との契約に柔軟

性を持たせておく必要はなかったのでしょうか？ 

現時点の原油仕入れ方法にもあらわれていますように、ほとんどが商社任せの体制にな

っており、注文の際も国、銘柄、国別数量も指定しない実態があるため、ほかの化石燃料

も同様に思えてしまいます。そんな商社任せの燃料費は、ほんとうに今回の電気料金値上

げの根拠として正しいのでしょうか？ 

 また、仮に丸投げの原油仕入れであれば、燃料費調整制度や総括原価方式に対する利用

者の信頼も失われるのではないでしょうか。長年、リスクがない燃料費調整制度の弊害と

して、商社任せになり、危機管理予測や対策を打つタイミングが遅くなっていることは考

えられないでしょうか？ 

 ガス産出国からは、原油リンク方式は、原油高騰による影響を受けるため見直し圧力が

高まっているなど、世界レベルでエネルギー市場が変化している中、機敏な動きが必要な

ときに、今までの体制が原因で動けなくなり、結果、経営を必要以上に圧迫するようにな

ったのではないでしょうか。原発利用率以前の問題のように感じてしまいます。 
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 我々利用者が知り得る公開された情報だけでは、今回の電気料金の値上げ、原発４基を

稼働する根拠としては、論理的に無理があるのではないでしょうか。 

 ８、先程とも重なりますけども、設定為替レート１ドル79円は、現在、政府、日銀によ

る大胆な金融緩和により10円前後円安方向に振れています。この為替差損の約500億円につ

いても、今回の値上げ8.5％とは別に、利用者が自動的に負担するようになるのでしょう

か？九電さんによりますと、１円約50億円の影響があると聞いています。 

 ９、原子力利用率の、今年36％、来年62％、再来年の2015年66％の根拠は何でしょうか？

昨年のＩＥＡの報告では、2017年ごろまでには、アメリカがサウジアラビアを抜き世界最

大の産油国になる可能性や、世界的にはＬＮＧ下落傾向やアメリカ石炭下落傾向にある中、

ここ数年でも化石燃料コスト改善の方向性も十分考えられるのではないでしょうか。 

 最後に10番で、原子力発電コストは安いと言われていますが、フロントエンド費用、バ

ックエンド費用、事故リスク費用、廃棄物費用など、合計をコストと想定した場合の化石

燃料とのコストパフォーマンス比較をわかりやすく教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

【議事進行人】  はい。１番最初のご質問は、ＬＮＧの……。 

【植田圭史朗】  単価です。ＬＮＧ、原油、石炭、それぞれの単価をＦＯＢ価格で教え

ていただければ、というところなんですが。 

【議事進行人】  どうですかね。 

【九電（瓜生社長）】  実はこれは、単位は失念しましたけども、それぞれ、実は電気料

金審査専門委員会のほうに、各年度ごとの私どもの購入しました価格について、例えば、

ＬＮＧは23年だと石油は６万9,554円、単位が円／キロリッターだとか、そういう数字は全

てお示しはしております。 

【議事進行人】  出ておりますが、ご質問の趣旨は銘柄ごとに示せという意味ですか。 

【植田圭史朗】  いえ、まず、化石燃料の話で、ＬＮＧ、原油、石炭なのですが、ＣＩ

Ｆの価格では比較がしにくいものですから。 

【議事進行人】  全部ＦＯＢで並べろと、こういう意味。 

【植田圭史朗】  はい。それは多分「できない」という、守秘義務を言われそうですが。 

【議事進行人】  いや、守秘義務というか、ＣＩＦはでき上がりの値段ですから。 

【九電（瓜生社長）】  契約で、実はＣＩＦで買ってる場合はＣＩＦの価格しかないんで

すよね。ＦＯＢの場合はフレートを除いた形になりますので、フレートを想定しないとだ
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めなんですけど、一般的に我々は、大体ＣＩＦで買ってるケースが多い……。 

【九電（鎮西副社長）】  大部分がＣＩＦですね。 

【植田圭史朗】   

今回、お伺いする前に、九電さんに質問させていただいた内容につきましても、「ＣＩＦの、

運賃保険料、そういった費用をおおよそ除いた物の値段、または運賃保険料に相当する費

用がＣＩＦの内、何％ぐらいですか？」ということでお尋ねをしてはいたんですが。 

【九電（瓜生社長）】  わかりました。そのぐらいの程度のことならできます。 

【議事進行人】  ちょっと預からせてください。これは、ここで議論してもしようがな

いので、あらあらの数字がもし出せるのであれば、九電さんのホームページか私どもの委

員会のウエブサイトに出しますので、ちょっと預からせていただけませんか。 

【九電（瓜生社長）】  今、その話で、実は以前、多分私どもの営業所にお尋ねになられ

たということだろうと思うんで、その情報も私に入ってまして、何で答えないんだという

ことで随分文句を言ったこともあるんですけどもね。趣旨がよくわからなかったんで、そ

ういうお話であれば、わりと対応できるのではないかなと思ってます。多分、ＣＩＦをＦ

ＯＢにしろと言われると、つらいというふうに思います。 

【議事進行人】  厳密にはね。だから、あらあらの計算ができるかどうか、ちょっと検

討をしていただきます。 

【九電（瓜生社長）】  考えてみますので。今までの例でＦＯＢで、大体フレートと保険

料がどれくらいかというところは、少し想定することは可能ではないかなと思いますんで。 

【議事進行人】  次のご質問は、契約の変更はできないかというご趣旨だったように思

いますが、よろしいですか。 

【植田圭史朗】  はい。既存の契約ですね。 

【議事進行人】  まだ契約期間が残っているものについてということですね。 

【植田圭史朗】  そうです。既存の原油リンクの契約です。 

【九電（瓜生社長）】  これも、電気料金審査専門委員会の中で私どもお答えさせていた

だいたと思うんですけど、非常に、やはり、向こうの相手先の対応というのは難しいとい

うふうに思っています。基本的に彼らも、大きな設備投資をしたがゆえに、それの資金の

回収をするために、売り先と売り値を固定したいというインセンティブが働いてしまいま

すんで、途中での契約更改というのは、まあ、そこを壊さなければ、多分そういう形もで

きるんだろうと思うんですけども、基本的には非常に厳しい交渉になるだろうと思ってま
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す。 

【議事進行人】  あとは、商社任せで仕入れてるんじゃないかというご質問。 

【九電（瓜生社長）】  それから、さっきのヘンリーハブ比例のやつも、方程式もあるか

と思うんですが、それも、どちらがいいかというのはなかなか、ヘンリーハブもひょっと

したら……。今は少し下がったり上がったりしてますけど、それは、どちらがリスクがあ

るかというのは、今後、市場をよく見ないとわからないと思ってます。 

 それから、商社任せと言いますけども、私どもが原油、重原油を買う場合には、ご指摘

のとおり排煙脱硫設備を持つことによる費用のほうが多かった、大きかったということで、

持っても意味がない。当時は、硫黄分が高くても安かった時代があったものですから、そ

れで廃止をしてます。現在、もう一遍つくれというと、多分まだ、それでも硫黄分を低い

ほうを買ったほうが費用的には安くなるだろう、安くなるという判断で、実は、安い硫黄

分のものということで、そういう銘柄で指定をしているだけでございまして、特に、ミナ

ス原油がたまたま手に入りやすいのでミナス原油を今買ってますけど、例えばガボンだと

か、ああいうアフリカからも買ったり、ベトナムから買ったりはしてますんで、それは、

別に特にミナス原油だけを相手に買ってるわけではございませんので、ご理解を賜りたい

と思います。 

【議事進行人】  ＬＮＧの調達における商社経由のものがどのくらいあるかというのは。 

【九電（瓜生社長）】  ＬＮＧの場合はございません。今、多分、重原油の話をずっとさ

れてたように思いましたので。 

【議事進行人】  わかりました。ありがとうございます。 

 それでは、あとまだ幾つかございました。石炭火力の比率を高めることはできないかと

いう、そういうご質問です。 

【九電（瓜生社長）】  比率と利用率を高める……。 

【議事進行人】  そうですね。 

【九電（瓜生社長）】  利用率はほぼベース火力といいますか、ほとんど100％で今、運

転を……。苅田の新１号というＰＦＢＣのユニットだけは、ボイラーのボイラーチューブ

という、中に水が入っているんですが、ボイラーチューブの摩耗量が大きいんで、あまり

連続しては運転できないという特性はございますけど。 

【議事進行人】  それと、原発の事故のあるなしにかかわらず、原発の利用率が低まる

というリスクはあったはずなのに、それに対処する対策っていうのはなかったのかという、
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そういうご質問もございました。 

【九電（瓜生社長）】  供給力としては、供給力、費用との話の中ではちょっとあれなん

ですけども、供給力側からいうならば、古い油火力をずっと温存しつつですね、ある程度、

原子力がとまってもそれに対応できるような形で──ある程度ですよ、全基とはいきませ

んけど、何らかの形で一、二基が長期にとまったときでも対応できるような100万……、今

は全部で油火力では大体400万ぐらい持ってますけども、400万キロワットを、古い、経年

40年近くなるやつを温存してたというのが実態でございまして。 

 ただ、収支的な見通しでそういうリスク管理をしてたかというと、申しわけございませ

んが、今までの時点では、やってなかったと言われればそのとおりだと思います。 

【議事進行人】  ＬＮＧの調達価格について、国際仲裁を利用して交渉力を高めるとい

う、そういう手もあるのではというご質問がございました。 

【九電（瓜生社長）】  日本国の場合は、どことも地につながっていない。パイプライン

ができればまた別だと思いますけども、そういう意味合いで、しかもそういう自分自身の

国の中から何のエネルギーも出さない。もちろん、再生可能エネルギー以外はですね。そ

ういう意味合いで、非常にバーゲニングパワーが弱くて、なかなか難しいのではないかな

というふうに思ってます。もちろん、これからそういう仲裁をお願いすることも可能だと

思いますが、現在まではやったことはない。 

【議事進行人】  今まではご利用実績はないわけですね。 

 それから、今、円安になってるが、為替差損が生ずると。その場合も、いわゆる燃調制

度という、自動的に電気料金が上がり下がりする制度によってカバーされることになるの

かというご質問がございました。 

【九電（瓜生社長）】  制度が残ってる限り、そうなる形です。 

【議事進行人】  ということだろうと思います。 

【九電（瓜生社長）】  申しわけございません。 

【議事進行人】  それと、次、原発利用率の根拠と、それから原発のコストについての

ご質問ですが、これはちょっと、口頭ではなかなか。 

【植田圭史朗】  はい。 

【議事進行人】  もしできましたら、文書で厳密にご質問をいただいて、厳密に答えて

いただくほうが有益ではないでしょうか。 

【植田圭史朗】  はい、了解しました。 
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【議事進行人】  済みません、何か勝手なことを申しますけど。 

【植田圭史朗】  いえ。はい。 

【議事進行人】  一応、私が認識している限りのご質問は以上のようなものだったんで

すが、何か補充していただくことはございますか。 

【植田圭史朗】  いえ、結構です。 

【議事進行人】  よろしいですか。 

【植田圭史朗】  はい。 

【議事進行人】  では、どうもありがとうございました。 

【植田圭史朗】  どうもありがとうございました。 
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意見陳述８番：柿坂政臣様 

【議事進行人】  それでは、第８番の柿坂政臣さんにお願いをいたします。 

【柿坂政臣】  では、よろしく。 

【議事進行人】  よろしくお願いいたします。どうぞおかけください。 

【柿坂政臣】  まず、意見陳述書に沿って申し上げます。 

 今回の値上げ申請については、反対。少なくとも、大幅に圧縮すべきである。 

 また、この中では、原発の推進をやめるということを考えてほしい。少なくとも、燃料

の仕分けとして41％、40％ですか、原発依存が。これは、見直したほうがいいんじゃない

かなと思います。 

 というのが、ご存じのとおり、福岡にも、福岡西方沖地震もありましたし、それから阪

神・淡路大震災もありました。それから新潟でもありました。それから、ご存じのとおり

の東日本の大震災もありました。最近では、津波のほうも、南海トラフで、あるいは南の

ほうで大地震が起きて大津波が来ると。ということになりますと、南九州の川内でも、あ

るいは玄海原発でも全然無縁ではないと。リスクはかなり高まっていると。おまけに、福

島原発の収束ができているという政府発表がありますけれども、それはどうかなと。極め

て疑わしい。 

 そもそも、福島原発の原因が、ただ電源が供給できなかったからということだけではな

くて、ほんとうに水素爆発が水素爆発だけだったのか。あるいは、水で冷やす、そういっ

た部品、あるいは配管が壊れて引き起こされたんじゃないかとかですね、そういった原因

関係もまだ不明で、もちろん、燃料が今どんな形になって、どんな状態で、どういうふう

に収束できるか、これもまだ明らかになってませんので、それをもってして、なお原発推

進をやっていこうと。しかも、41％というのは、群を抜いて一番先頭を走ってるんじゃな

いかと思うんですけど。おまけに、３号機では、今なお1.3ミリシーベルトですか、高い放

射能を近辺では出しているそうなんですけれども、３号機というと、プルサーマル、ＭＯ

Ｘ燃料を使った原発ですよね。玄海もあると思うんですけれども。プルサーマル、やって

ないんですかね。まだやってない。 

【九電（瓜生社長）】  ３号というのは、うちの３号のことですか。 

【九電（鎮西副社長）】  玄海３号でしょう。 

【柿坂政臣】  いや、最初に言ったのは福島のほうなんですけれども。 

【九電（鎮西副社長）】  ああ、福島の話。失礼。 
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【柿坂政臣】  1.3ミリシーベルトは福島のほうですけど。 

【九電（瓜生社長）】  どきっとしました。 

【九電（鎮西副社長）】  失礼しました。 

【柿坂政臣】  玄海のほうでも、ＭＯＸ燃料を使ってやっているんですよね。 

【九電（鎮西副社長）】  それはそうです。 

【柿坂政臣】  だから、リスクは同じように抱えていると思うんですよね。それは、地

震がないとか、津波が大丈夫だとか、安全神話に頼ってるんだったら別ですけれども、ま

あそういうことはないでしょう。そういうふうに思います。 

 それと、どんどん脱線しますけれども、九州電力も、やっぱり地域独占の電力会社です

よね。といいますと、私どもの九州管内のお客様とじかに直接取引しているようなもんで

あると。それ以外には、売電はしてるかもしれませんけれども、あるいは買電もしてるか

もしれませんけど、基本的にはもう限られた私たちのマーケットで商売をしてるわけです

から、こういう機会だけに限らず、情報を出して、知恵もかりて、さっき前の方もおっし

ゃってましたけど、九州にはいろんな熱源もあると思うし、波力発電もあると思うし、将

来、太陽光発電もないとも言えないから、別に、核だけが半永久的なエネルギー源だとは

思われません。 

 だから、いろんなことを考えつつバランスをとって、それも、単に会長や社長さんや取

締役に限らず、地域の皆さんのお知恵もかりながらやられたらいかがかと思います。 

 それから、有識者会議の指摘にもあるような諸点を徹底すべきです。現行法の趣旨に立

ち返り、値上げ認可時においては原価の厳格な査定を行う一方、値下げ届け出時において

は、一般電気事業者による説明と行政による事後チェックを的確に行うこと。 

 それから、総括原価方式の本来の目的である、事業に要する費用全ての回収を認めるの

ではなく、あるべき適正な費用のみの回収を認めることを徹底すること。 

 需給逼迫と燃料コスト増圧力の中で、電気料金制度においても、一般電気事業者がみず

からの供給力のみに依存する安定供給確保から、他社供給力や需要側の取り組みも活用し

た安定供給確保に転換することを促すこと。 

 それから、３番目ですけど、総括原価方式、利益保証ということですけれども、現行が、

私らにとってよく理解できない。全部費用にぶち込めば、それに３％か何か知らないけど、

オンしてですね、値上げは権利であると東電の社長さんがおっしゃってましたけれども、

そういう感覚でおやりになろうとしてきたし、今後もやる気なのかどうかちょっとわから
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ないけど、そういうこともありますね。だから、そういうものであれば見直すべきだと思

います。 

 それから、電力会社というのも、草創期はたしかに巨大な資本が装置産業でしたから要

るんで、こういう利益保証とか、あるいは特別な取り計らいが必要だったかもしれません

けど、今なお、この利益保証をやるという、あるいは地域独占を続けようというのが、原

発を推進することで非常にコストがかかるから、巨大な資本がかかるからというので、な

おこの利益保証、総括原価方式を維持しようという、そういうふうなことだとしたらどう

かなと思うんですね。もういいかげん、装置産業だからというのでなく、もう何十年もた

ってますので、それは改めて、ほかの方法も、ありようも考えていいのではないかと思い

ます。 

 それから、燃料費、購入電力料、減価償却費等々に疑義があり、東京電力に関する経営・

財務調査委員会報告書における指摘事項、これ、一読しただけなんですけれども、すばら

しいものであるという専門的な立場でご指摘じゃないかとは思うけど、ただ、あまりにも

ハイクラスのご報告だから、いろんなことをおもんぱかって、鋭くなるところがぬるくな

るような、そういう面もなきにしもあらずなので、そういう意味からすると、こんなふう

に一般消費者の生の声を聞くというようなことも必要かなと思います。 

 あとは、ちょっと補足なんですけれども、「電力９社が支える日本原電、全原発停止でも

最高益のカラクリ」、こういう記事もあります。日本原電、抱えるところの原発が三つ、敦

賀２号機はじめ非常に危うい状態ということで。で、今期かどうかわかりませんけれども、

売電もしてないのに基本料金だけ入って、非常な黒字だと、空前絶後の黒字だというよう

なことが書かれてあります。当然、九電さんも株主になられて、あるいは債務保証をした

りなさっているかと思うんですけれども、こういう仕組みもいかがなものかなと思います。 

【議事進行人】  ちょっとお待ちいただけますか。私から申し上げたい。 

 今の点ですが、九電さんは、日本原電からは受電しておられないですよね。 

【九電（瓜生社長）】  受電はしてません。 

【議事進行人】  出資の比率はわずかですよね。 

【九電（瓜生社長）】  わずか……。1.……。 

【九電（鎮西副社長）】  18億円。 

【議事進行人】  債務保証をしていらっしゃいます？ 

【九電（鎮西副社長）】  いや、債務保証はしてないです。 
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【議事進行人】  債務保証はしていらっしゃらないそうです。 

【柿坂政臣】  そうですか。失礼しました。 

【議事進行人】  関電とか東電は、ご指摘のように非常に派手にしておられるんですけ

ど。済みません、途中で遮って申しわけございません。 

【柿坂政臣】  いえいえ、とんでもありません。私のわかることは新聞記事とかインタ

ーネットとかでわかる程度なんで。済みません。 

【議事進行人】  とんでもないです。済みません。どうぞお続けください。 

【柿坂政臣】  こういう機会に利用させていただいてありがたい限りです。 

 あと、これは私ども陳述人を募集する後に出てきた記事なんですけれども、今度、規制

委員会が新基準で発表して、この対応で数百億円規模の投資をしないと間に合わない、７

月に間に合うかどうかもちょっとわからないけど、再稼働のためには何らかの手当てなり

が必要と。こういう、安全のための投資は、規制委員会のご指示であればやらざるを得な

いとは思うんですけれども、こういった情報も、多分、公になる前にいろいろと情報は九

電さんはじめ、あったんじゃないかと思う。ないんですかね。だから、そういうことも情

報公開していただければ、参加者もあるいはいろんな考え、意見もあったかと。 

【議事進行人】  正味のところいかがなんですか。規制委員会が大体こんなふうになり

そうだぞっていう。 

【九電（瓜生社長）】  いや、全然ございませんですね。全くございません。 

【柿坂政臣】  そうですか。 

【議事進行人】  知りませんよ、ほんとうかどうか。まさか、この場で「聞きました」

とはおっしゃれないだろうから。 

【九電（瓜生社長）】  今の規制委員会のほうの、いわゆる誰と会ったとか、どんな話を

したというのは、全て今ホームページで公開するようになってますので、それをつぶさに

見ていただければ、秘密の会議をしたとか、そういうことは多分あり得ないと思います。

少なくとも、もしあったら、我々はつまはじきにされるということになります。 

【九電（鎮西副社長）】  公開で事業者のヒアリングはしてますね。 

【九電（瓜生社長）】  それは、その後、公開で18日と25日にヒアリングはされています。 

【九電（鎮西副社長）】  当社は出てないですけど。 

【柿坂政臣】  別の記事なんですけれども、電力会社の利益が、７割が家庭からで、東

電では９割というようなことなんですけれども、ということは、要するに、企業さんが１
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負担したら私ども消費者は２倍負担するというようなことで、我々のような規制価格の相

手以外の企業さんは、そういう一般の消費者の金出しを当てにして、なお営業活動という

か、産業活動を続けているというようなことなんですけれども、こういうやり方について、

比率を変えるとかいうことはないんでしょうか。 

【九電（鎮西副社長）】  今、お答えしていいんですかね。 

【議事進行人】  どうぞ。 

【九電（鎮西副社長）】  企業というのは、いわゆる自由化部門のお客様の利益が、規制

部門の利益が投入されて薄くなっているというようなご指摘ですかね、今のご意見は。 

 今、４割、６割、アワーですと、規制部門が４割で自由化部門が６割と。それは、最終

的に五十幾つかになってたと思いますけども、そこは、今、電気料金の算定ルールの中で

きちっと原価配分がされるようになってまして、料金そのものが、自由化部門のほうが安

くはなるんです。それは、対象の設備が違うとか、負荷率が違うとか、そういうことで、

収入のほうですと、今度は逆のウエートになりまして、最終的にはそれほど遜色のない。 

【九電（瓜生社長）】  私ども、いわゆる規制の部門、いわゆる一般の家庭用のお客様中

心にしたところと、自由の部門とございますけども、ここはきれいに電気料金算定規則、

なかなか難しい名前のある規則がございますけども、その中でしっかりそれぞれを振り分

けをして、偏った利益にならないように、それぞれが必要なコストがどれだけだというと

ころで不足額を積み上げて、その分を今回値上げをさせていただいているわけです。した

がって、金額的に言いますと、規制部門では１円69銭、申しわけないけど不足いたします

ということでお願いをしてますし、自由化部門では１円84銭不足いたしますのでお願いい

たしますということで、実は、今回は自由化部門のほうが率が高くというか、金額の絶対

値は高くなっておりますので、ご理解を賜れればと思います。 

【柿坂政臣】  時間が来ました。ありがとうございました。 

法制度・規制：発送電分離の検討が進む、実施方式は「法的分離型」が有力にの記事を紹

介・注意喚起した。 

【議事進行人】  どうもありがとうございました。 
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意見陳述９番：河内俊英様 

【議事進行人】  それでは、第９番の河内俊英さんにお願いをいたします。 

【河内俊英】 

 現状での値上げは反対だという視点での発言です。経営の効率化その他で経費の削減と

いうことを言ってますけども、その一つに、多くの人に関心のある社員の給与について、

大幅に下げると言ってますが、この社員給与の大幅削減が適正なことか疑問である。むし

ろ、役員報酬や株主配当というものに削減のウエートを置くべきなのである。先ほどの発

言者の中にも、原発優先という経営の失敗のせいで値上げになるのではないかという発言

もあった。この点にウエートを置かないとおかしい。もっと経営責任という視点から、役

員報酬や株主配当にウエートを置くべきだと思います。 

 正確な金額はわかりませんが、先ほどの発言にも役員報酬が3,000万円以上という金額が、

出てました。社員の報酬を下げるような計画よりも、この役員報酬を下げるべきである。

さらに、このような財政が厳しい状況で役員を増やしてる。元社長らを相談役、顧問とし

て３名で8900万円支払う、何のためにこのような役員を増やす必要があるのか疑問に感じ

ます。関電は顧問料は１人平均１000万円と1/3であるし、東電は家庭向け料金値上げ時の

原価に顧問の報酬は入れていない（朝日新聞）。  

設備投資の見直しということを挙げていますが、具体的にどのような設備をどう見直す

つもりなのか。市民としては効率のいい新型火力の導入とか、自然エネルギーを大幅に入

れるという設備投資を考えるならわかるけども、設備投資の見直しの中味は示されていな

い。値上げの計画自体は、原発再稼働を前提にして試算している。原発を再稼働しなかっ

たらもっと電気料金を上げると脅している。 

 昨日か一昨日の新聞等を見ますと、原発の安全対策に二千数百億円を想定しているとい

う報道がなされてます。結局、原発を稼働するには今回の赤字の金額にそっくり該当する

ような金額がかかるんですね。だから、九電は原発のコストは安い安いと盛んに主張して

いますが、核廃棄物の処理費用と処理後の保管費用は全く未定でありその金額は入れない

で安い安いと言っている。原発のコストのどこが安いのか判らない。従来の説明どおり核

廃棄物の処理費用と処理後の保管費用を含めずに安いという話でしかない。核廃棄物の処

理費用と処理後の何万年もの保管費用も含めて、その安いということの根拠をはっきりと

示していただきたい。核廃棄物の処理と何万年もの保管費用も含めて安いんだということ

なら、それはそれでちゃんと説明していただきたいということです。 
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 さらに、発電していない原発の維持費が825億円だったと新聞に出てましたが、この際廃

炉にしたらどうかという提案です。廃炉にした場合に、発電コストがさらにどれだけ上が

ってくるんだというようなことも含めて、だから使うんだ、使わないんだというふうなこ

とを示さないと、原発がいいものだとふうなことは私たちには理解できないということで

す。 

 値上げ理由として燃料の高騰を挙げていますが、この燃料の値上がりに関しては、定期

的に料金の見直しをやってるわけで、燃料の値上がりを理由として料金を上げないとやっ

ていけないという言い方は、納得できない。値上げの理由のほとんどが、原発の維持費と

原発の安全対策費用のせいで値上げが必要ということのように思われる。 

 利用者に省エネ・節電を促す新しいビジネスを活用していくことになっているかどうか

聞きたい。このような視点で予算計画が立てられてるのか聞きたい。例えば、電力が逼迫

した場合には、一時停電は受け入れるという形での企業との電力契約（この契約の場合は

大幅に電気代を安くする）があるはずです（ピーク電力対策）。このような企業との契約を

具体的に九電はどのくらいやってるのかという問いです。つまり、一定の電力を常に稼働

してないとだめだという説明で、一般市民はそう思わされてるわけです。しかしその部分

ピーク電力カットを受入れれば、一定の電力を常に稼働する必要はないという部分がある

わけです。このような契約の努力をどの程度やってるのかということを聞いておきたいの

です。  

赤字になってる積算根拠というふうなものも全部出して欲しい。さらに持ってる資産を

すべて示し、内部留保金額を明らかにし、資産を具体的に売却処理して、それでも足りな

いので値上げするという話になっていな。単に燃料費がかさんだから上げるんだという話

はどうもよく理解できない。その辺のところをわかるように説明してほしい。 

 発電してない原発に維持費が825億円かかった、私たちの感覚からいくととても考えられ

ない金額である。それも、それだけかかるのなら、むしろ廃炉にその金を使ってください

と考えてるわけですね。 

 さらに、プルサーマルの問題もあります。原発の中でプルサーマルというのは、通常の

原発燃料よりもさらに高く危険も高いということが明らかになっている。それを何であく

まで続けなくてはいけないのか、そのことも赤字を生み出す原因の1つにもなってるのでは

ないかということです。 

 質問だけもう一度挙げます。 
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【議事進行人】  お願いいたします。 

【河内俊英】 資産の売却、内部留保を最大限処理した上で値上げをしなくてはいけない

のかという点がよくわからない、まだ不十分とも考えられる。どれだけ何を処理したのか

明らかにすべきである。 

【議事進行人】  まず、それの回答を求めましょうか。 

【河内俊英】  そうですね。 

【議事進行人】  じゃあ、資産の売却や内部留保の取り崩しをした結果で、なお赤字な

のかという、そういうご質問でございます。 

【九電（瓜生社長）】  資産売却は、我々、これまでも電気事業に密接に関係のない資産

については、140億円程度売却をしてまいりました。それから、これからも、あと140億円

相当を売却することで計画はしております。まだ、完全には終わってませんが、その計画

でおります。 

 それから、内部留保につきましては、多分この24年度末で、いわゆる資本金を除いた内

部留保という──内部留保の定義が難しいところがあって、我々が思っている内部留保は

あと600億円しか残らないという状況でございます。 

【議事進行人】  おっしゃる内部留保は、大体において利益剰余金のことですよね。 

【九電（瓜生社長）】  そういうことです。 

【議事進行人】  大体、米びつの底が見えてきたという、そういうお答えでございまし

た。 

 ほかにはいかがでございますか。 

【河内俊英】  原発がランニングコストが安いっていうふうな発言をしてるわけですけ

ども、そこら辺のところが、結局、従来どおりトイレなしに、保管する、やり方をすれば

そうだっていうことはわかりますが、これは責任ある処理ではなく、産廃の放置である。

【九電（瓜生社長）】  私ども、なかなかバックエンド費用という形で悩ましいお話を言

われてるんだろうと思うんですけども。今、六ヶ所村に持っていって、使用済みの燃料を

再処理していただく費用、それから特定放射性廃棄物処理費といいまして、これは非常に

レベルの高い、何万年もかかるような、そういう廃棄物をガラス固化して、どこに埋める

かはまだ決まってませんけど、ガラス固化するようなコスト、それから当然、最後に原子

力の設備を解体するコスト、そういったものを全て計上して織り込んでます。額的には合

計で、この３カ年の平均で274億円という形で織り込んでおります。これまでも織り込んで
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おりました。 

【河内俊英】  それに関連して、結局、いつまでに使うから、その分を少しずつためて

くんだという話にどうも聞こえるんですけども。その部分は、要するに、毎年少しずつ処

理費用はためてるんだと。 

【議事進行人】  はい、そうです。 

【河内俊英】  だから、いつまで使うからそうなってるんだということになる計算でや

ってるのかと。結局、来年やめろといった場合には足りないじゃないかという話になるわ

けでですね。 

【議事進行人】  そうです。 

【九電（瓜生社長）】  全て、法律に基づいてそれぞれの金額というか、年数というより

は、廃炉のときの解体費については、これは今見積もれる合理的な数字を、我々が出した

発電のキロアットアワーに応じて幾らという単価でもってずっと積み上げるような形にな

ってます。基本的には、40年で稼働率76％という想定で積み上げをする。したがいまして、

一番積み上がっているのは玄海の１号で、多分８割ぐらい積み上がってるんだろうと思い

ます。 

【河内俊英】  

法律に基づいてお金を貯めているから問題ないと言っているが、原発稼働期間が明確でな

く、当初の稼働開始時には３０年という年数があるのをずるずる長くしているし、あと数

年で４０年になる玄海原発１号炉で８割くらいの積み立てとか、もう貯まっていないとお

かしいのでは。 

廃炉費用はトータルで金額的にはどれくらいなんですか。これには前述のような数万年保

管することは入っていない。場所も決まっていないし、どうすればよいのかも未定、勝手

に地中に保管と言っているが、その問題は解決していないが「それでも原発は安い」と言

っているのである。【九電（瓜生社長）】  待ってください。急に言われて……。 

【議事進行人】  お知りになりたいのは、現に積み上がってる額のことですか。それと

も……。 

【河内俊英】  いえいえ、だから、そういうふうな処理費を、結局これからもずっと積

み上げていく形になるわけですね。 

【議事進行人】  そうです。 

【河内俊英】  だから、そもそもが廃炉にするっていうことがどっかにあるわけだから、
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その金額はそもそも幾らかかるつもりで考えているのかと。 

【議事進行人】  金額というのは、現に解体にかかる費用が幾らかかると想定されてる

かと、そういうご趣旨ですか。 

【河内俊英】  そうですね、それは改めて聞くことにします、すぐ出てこないというこ

とですから。 

【議事進行人】  わかりました。はい。 

【九電（瓜生社長）】  済みません、2,962億です。今ありました。私が読み切らんかっ

ただけで。2,962億が総見積もり、現時点での総見積もり額です。 

【議事進行人】  現在価値に割り引いているわけですか。 

【九電（瓜生社長）】  そうです。 

【議事進行人】  それはそうでしょうね。６基分でしょう。 

【九電（瓜生社長）】  ６基分合計でございます。 

【河内俊英】  トータルですか。 

【九電（瓜生社長）】  はい。 

【河内俊英】  そんならもう、維持費なんてやるよりも、廃炉にしたほうがずっと安い

のではないかという話になるわけです。【議事進行人】  いや、それを積み立てていくわ

けですから、ずっと長い間。何十年も。 

【河内俊英】  いや、だから、何十年も積み立ててそうなるんだって言いますけども、

結局、今度のような事故の問題があるわけだし、国民の気持ちからいけば、もう廃炉にし

て欲しい……。安い安いって言ってるのはほんとうに安いのかっていう部分も含めて、安

全ていう視点でみれば、全然安くはないんだという考え方があるわけで、それを我々に理

解できるような説明がちゃんとできるのかっていうことなんですけど。 

【議事進行人】  さて、これは難しいご質問ですね。 

【河内俊英】  そうですね。価値観の問題も入ってるからですね。 

【議事進行人】  いや、価値観ではなくて、会計上の問題です。それは、ちょっと口で

ご説明できるようなことでは多分ないと思います。というのは、これは別に、私は九電の

肩を持つわけじゃないけど、今廃炉にしてしまったら、減価償却の積み残しがありますの

で、それを損として立てなければいけませんから、それだけでも相当な額になってまいり

ます。ですから、廃炉にするのが会計上損か得かというのは、厳密に考えなければいけな

いことですので、この場ではちょっとお答えしかねるだろうと思います。と私は思うんで
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すけどね。 

【九電（瓜生社長）】  特別損失をどう見るかですよね。 

【議事進行人】  ええ、特別損失をどう見るかという問題になっちゃう。 

【九電（瓜生社長）】  たくさんありますんでね。 

【河内俊英】  だから、結局、発電が安い安いって言ってる根拠は、原発が従来どおり

動いてることを前提にして言ってるわけで。 

【議事進行人】  それはもちろんそうです。 

【九電（瓜生社長）】  それはおっしゃるとおりですね。 

【河内俊英】  だから、それ自体がもう危険だからやめろと。あるいは、結局、廃棄物

にしても、セメント固化じゃなくてガラス固化その他やってるけども、それ、最終的にど

うするんだという方針が出ないわけですね。にもかかわらず、それがいい方法だっていう

ふうに勝手に言ってること自体が異常に聞こえるわけですけども。 

【九電（瓜生社長）】  核燃料サイクル自体は、国際的にもう余剰のプルトニウムを持た

ないということで仕組みができ上がっておりますので、ご理解を賜れればと思います。 

【河内俊英】  その辺、簡単に理解できたらこんなことは言わないわけですけど。 

 それと、プルトニウムを大量に抱えること自体に問題があるということが指摘されたと

思いますけど。昨日ですかね。 

【議事進行人】  それは何人もの方からご指摘いただきました。 

【河内俊英】  だから、その点で、従来どおり原発を動かしていって、それによって電

気が安くおまえたちにも供給できるじゃないかっていうふうな論理は成り立たないんじゃ

ないかと。結局、最後の尻拭いの部分が全く見通しがないにもかかわらず、それはうまく

いくはずだっていうことを前提にして言ってるわけで、うまくいかないために事故が起き

たわけでですね。それもひっくるめて。だから、従来の発電が、原発が中心になって動い

ていって、その中で安定した供給ができるっていうこと自体が異常なんではないかと思う。

その辺のところを十分納得できる説明がなされないままに、むしろ、電気とまるからおま

えたち、いいのかというふうなおどしをかけているっていうことが問題なんだということ

ですね。 

 一方で、削減するっていって、電力会社の社員の給料を下げると言ってるけど、その給

料が下げられたことによってどれだけ赤字が解消されるのかというと、全く乖離している

話ですね。そういうふうなところで、結局、従来どおりの発電で電力供給するから、赤字
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になったから値上げしますということを通そうというふうに聞こえるわけですけども。 

【九電（瓜生社長）】  先ほどから少しお話を聞いて気になるのが、私どもの燃料費が増

加しているのは、単価が上がったことの影響ではなくて、原子力発電がもともと発電して

たキロアットアワー、その量を化石燃料で使って、物量が増えてるんでコストが上がって

ますということですので、そこはご理解を賜りたいと思います。 

【議事進行人】  というわけでございますが、一応時間になりましたので。先ほどの件、

もっと厳密にお知りになりたいのであれば、ぜひ文書でお寄せください。重要な問題と思

いますので。 

【河内俊英】  そうですね、文章にして出します。 

【議事進行人】  どうもありがとうございました。 

【脇義重】  質問なんですけどね、陳述しました、終わった後で、関連したもので、今

述べられたことも含めて、ほかの陳述人が補足の質問をしていいんですか。 

【議事進行人】  この場でですか。 

【脇義重】  いや、この場じゃなくてもいいから。 

【議事進行人】  文書でですか。 

【脇義重】  文書で。 

【議事進行人】  文書でならもちろん結構でございます。 

【脇義重】  そうしたら、傍聴されてる方もいいんですか。できないんですか。 

【議事進行人】  はい。 

【脇義重】  陳述人だけですか。 

【議事進行人】  はい、さようでございます。 

【河内俊英】  今度は九電の話じゃなくて経済産業省に、この……。 

【議事進行人】  ちょっともう時間が終わっておりますので、どうぞそれは文書でお願

いをいたします。 

【河内俊英】  わかりました。 

【議事進行人】  もうしわけございません。どうぞ文書でお寄せください。時間が２月

４日まで非常に迫っておりますけども、もちろん検討をして、ウエブ上にお答えを載せる

ということになっております。 

 第10番の平井さんがご欠席というご連絡をいただきましたので、陳述人の方の意見の陳

述は以上ということにさせていただきます。 
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１月31日意見陳述７番：谷口照美様（文書提出分） 

【議長】  昨日、ご欠席の谷口照美さんから文書が届いておりまして、一応、公聴会に

かかわる電気事業法施行規則第134条第７項で、病気その他の事故により公聴会に出席する

ことができないときには意見を記載した書類を議長に提出することができるということに

基づきまして、資料が出ておりますので、ここで読み上げさせていただきます。 

 陳述番号７番の谷口照美さんの意見書でございます。 

 生活保護世帯は、11月から３月までの間は、居住地により１級地の１から３級地の２ま

での６段階に分かれ、冬期加算がつきます。飯塚市は２級地の２ですから、月額2,670円の

加算がありますが、灯油１缶が1,700円から1,800円もするので、とても２缶は買えません。

エアコンを使用したくても、電気代が高くてなかなか使えなくて、窓や畳の下に断熱シー

トを利用して寒さをしのぐ工夫をしています。 

 冬でもこのような状態ですが、夏は一切の加算がないので、室内でも熱中症を防ぐため

にエアコンを使用しなくてはなりませんが、電気代のことを考えると簡単には使えません。

猛暑の日には、どうしてもエアコンが必要になります。 

 電気代やその他の生活費を減らして対応しているが、もう限界です。これ以上電気代が

値上がりすると死活問題となりますので、どうか値上げはしないでください。よろしくお

願いいたします。 

 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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委員コメント 

【議事進行人】  それでは、意見陳述人の方々にご意見の陳述をお願いいたしましたの

で、それを受けまして、電気料金審査専門委員会の委員で今日出席しております者からコ

メントを申し上げたいと思います。 

 それではまず、辰巳委員からお願いいたします。 

【辰巳委員】  今、ご紹介いただきました辰巳と申します。よろしくお願いいたします。

座らせていただきます。 

 昨日、今日と、陳述をされる方々のご意見をお聞きしていて、皆様、真剣に自分たちの

必要なエネルギーを自分のこととして考えなければならないということで、学習も積み重

ねてきておられるのが非常によくわかりました。 

 皆様のご意見の中にもあったと思うのですが、九州電力さんももっと、地域の方々を信

頼し、電力さんだけが、自分たちが安定供給のために、九州のためにとあんまり気負い過

ぎず、どうぞ、どういうエネルギー会社になっていったらいいのかという、もっと何と言

うか、胸を開いて小まめに日常的な地域の方々とのコミュニケーションを行うことを皆さ

んが求めておられるのだというのが、私はよくわかったのですね。ぜひ、そのようなこと

を今後ご検討いただければなと思います。いきなり、値上げだからといって書類を回して

お願いしても、そういう足場というか、地盤がないと、なかなか理解してもらえないもの

だと思いました。 

 それから、これは今日も大勢見えていると思いますけれど、マスコミ報道のことです。

陳述人の皆様のご意見の中で、マスコミからの情報ですというふうなことを多くの方が言

っておられたと思います。当然なんですが、マスコミさんの役割っていうのは非常に大き

いし、責任も大きいと思います。ぜひぜひ、正しく、あまり、何と言うか、片方に引っ張

るようなことがないように提供してくださることを私はお願いしたいなと思います。今日

のこの公聴会のような情報、形もきちんと正しく伝えていただきたいなと思いました。 

 それから、自分の役割として、今後審議に生かしていかなければいけないという話です

が、皆様、燃料費のことや、人件費のことなど、一つ一つ項目で希望されることをおっし

ゃっていますので、それは私もメモさせていただきましたし、きちんと検討に入れさせて

いただきたいなと思いました。 

 最後に、やはり、原子力発電にかかわるコストに関してですが、これは昨日も申し上げ

ましたけれども、正しく公開するという点だけではなく、やっぱり難しいですね。理解す
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るのがとても。私自身も、先日、委員会で変な質問をしてしまったのですが、火力の燃料

費と原子力の燃料費は全然費目など意味が違うのだということもでも、理解するのが難し

いなというふうに思いましたので、ぜひぜひ、わかるように説明していかないといけない

ですね。これは九州電力さんだけの話ではないですからね。国全体としても、そういうも

のなんだという説明が必要なのだと強く思いました。だから、私がわからないと委員会で

説明を聞くことで、皆さんにわかるように伝わっていくのではないかと思っています。そ

ういう役割も私にはあるんだなということをつくづく思いましたので、ぜひよろしくお願

いいたします。 

【議事進行人】  ありがとうございました。じゃあ、永田委員、お願いします。 

【永田委員】  専門委員の永田でございます。 

 今回、初めて、本日参加させていただきました。幾つか、私が気づきました点について

ご報告申し上げます。 

 まず、冒頭、消費者の方々、また陳述人の方々の非常に真摯なご意見を今日承る機会を

いただきまして、改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 そこで、まず幾つかのポイントで私自身感じたところは、やはり九州電力さんが消費者

の方が、安心して、それから生活をサポートする、そういった企業に生まれ変わってほし

いと、そのために共通に会話する場を継続的につくる努力をしてほしいと、そういうご指

摘があったと思いますけども、非常に、このご指摘は重いご指摘であると思っております。

そういった努力をぜひとも積み重ねていただきたいと思います。 

 それからもう一つ、設備投資のところで、要はたくさん投資すれば料金が高く設定でき

て、もうかるような仕組みになっているというようなご指摘がございました。もちろん、

そういう意図的に投資すれば、もしくはそれの情報がきちんと開示されなければ、またチ

ェックが不十分であれば、そういう結果になると思います。したがいまして、一番大事な

ことは、電力料金を審査するときだけではなくて、その後の投資した結果がどうだったの

かということを、第三者が透明に客観的にモニタリング――英語で大変恐縮なんですけど、

継続的に監視していくという仕組みをつくることが必要ではないかと私自身感じておりま

す。 

 それから、東京電力のときもそうだったんですけども、電力会社というのは、公的企業

という立場と上場している上場企業という二つの側面を持っている。ここが、ある意味で

は非常に難しいバランスをとらざるを得ない部分です。陳述人の方のご指摘の中で、国策
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に乗って民営にしたということが値上げの理由にならないとご指摘されました。要は、そ

ういったことに従ったのだから値上げしてもいいでしょうという話にならないし、逆に、

きちんと経営努力ができなかったら経営破綻やむなしということが、消費者の方のご意見

にあるということを深く受けとめなければならないと思いました。 

 一方で、上場会社であるということは、ある意味では監視する仕組みが上場会社である

ことによって本来あるはずです。例えば、ガバナンスであるとか、それから情報開示であ

るとか、そういったものが、上場していない会社に比べて、本来、上場会社だったらより

広く正しい、もしくは深度のある情報公開があるべきですけど、そういったものの中に、

結局、株主であるとか、従業員であるとか、そういった内輪のステークホルダーの方たち

のためだけに偏り過ぎるとよくないということです。ステークホルダーの中には利用者、

消費者の方もいるということを改めてきちんと理解しなければならないと感じております。 

 いずれにしましても、私自身、専門委員として今後継続的に役割として考えなければな

らないことは、十分なコスト削減が、今回、継続的にできるのかということの監視の仕組

みをつくるということと、それから、それに対してきちんと説明する、ディスクローズす

ることを積極的に企業体質として埋め込められるのかということのチェックを、今後も専

門委員として微力ながら実行させていただければと存じます。 

 以上でございます。 

【議事進行人】  ありがとうございました。松村委員、お願いいたします。 

【松村委員】  委員の松村です。座って失礼します。 

 関電の公聴会も含めて、３日間全く同じことを繰り返して申しわけないのですが、陳述

人の方からいただいた意見の中には、現行のルールでできることと、現行のルールを変え

ないと対応できないこと、さらに原子力を中心としたエネルギー政策にかかわることにつ

いて意見を伺いました。 

  

今回の審査は、基本的に現行のルールに基づいた値上げ申請ということではありますが、

審査の過程で、現行のルール、あるいはエネルギー政策に関するいろいろな不満が出てき

たと解釈すべきで、この点については、しかるべきところで、出てきた意見を十分考えな

がら政策、あるいはルールの変更を考えていかなければいけないと思いました。 

 それから、陳述人の方と九州電力の間の受け答えで、すれ違いのようなものが幾つか見

られたかと思います。多くの理由があると思いますが、一つの理由は、陳述人の方が普通
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の市場の常識、あるいは選択の自由のある世界の常識で語られていたのに対して、回答の

ほうは、現行のルールのもとでの電気事業者の常識、地域独占と総括原価に守られた世界

の常識を前提としていた。前提とする常識がすれ違っていたという可能性もあったかと思

います。これに関しては、現行のルールに基づく申請なのだから、現行のルールでない世

界の常識で語るのがおかしいと解釈するのは誤りだと思います。それは、現行のルールに

対する大きな不満がこういう形であらわれたのだと真摯に受け止め、今後の制度設計に生

かしていかなければならないと思いました。 

 それから、電気料金の仕組みが極めてわかりにくいという点がいろいろなところで何度

も指摘されていて、今日もまた指摘されました。これは電力会社の責任でもありますが、

経産省の責任でもあり、更に各種の委員会の委員である私たちの責任でもあります。例え

ば、具体的に出てきた仕組みとしては、自由化領域と規制部門での費用の配賦がほんとう

に公正になされているのかという不満が繰り返し出てきているわけですから、これに対し

ては、どうなっているのかを懇切丁寧に説明していく必要がある。 

 それから、昨日もそうですが、ＬＮＧの調達費に関して多くの方が指摘されていたわけ

で、今日も回答があったのですが、私も正直言って納得しておりません。今日のご回答で、

例えばＬＮＧに関しては巨額の固定費がかかるので、それがちゃんと回収できるようにな

らなければ資源国のほうが投資してくれないという説明があったかと思います。これは正

しいと思います。実際にテイク・オア・ペイの契約だとか、転売禁止の条項だとかは確か

にその理由だと思います。しかしもしその理屈が貫徹しているのであれば、何で原油価格

連動になっておるのか。実際に基地をつくるコストは原油価格に連動して変わるわけでは

ないとので、ほんとうにそう考えているのなら、固定価格が本来一番自然な姿のはずです。

実際には最初は固定価格で始まり、その後は原油価格連動、Ｓ字カーブと変化してきてい

るわけですよね。そのような安直な説明では、今まで非常に高い価格で買わされていたの

ではないか、総括原価と燃料費調整制度に胡座をかいて、安直に売り手の論理を鵜呑みに

して高値で買い、つけを全て消費者に押しつけてきたのではないかという不満に対する回

答には全くなっていない、むしろ今までが如何にだめだったかという印象を深めたと思い

ます。 

 しかも、かつてはＬＮＧの輸入先国としては日本が圧倒的な地位を占めていたわけで、

その意味では、バーゲニングパワーは今よりももっとあったのではないか。そのような不

利な条件、転売禁止条項等を受け入れていれば、当然、スポットその他に比べてかなり有
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利な価格になっていると予想されるのに対して、実際の過去の輸入価格は、市況にもより

ますがスポットと比して勝ったり負けたりで、平均的にはスポットで買ったときと大差な

いような価格で買わされているのではないか。こういう不満があるのだということは理解

してください。これから不利になることも一方であるという状況の中で、それでも、今ま

でのようにお人よしの買い方ではなく、もっと頑張ってほしいという期待があるのだとい

うことは重く受けとめていただきたい。 

 以上です。 

【議事進行人】  ありがとうございました。 

 お説ごもっともで、20年契約してるのとスポットと大して変わらないってどういうわけ

だっていう、そういうことですな。何のために長い間拘束されているのかよくわからない。

まあ、足元を見られてきたんですな。これはそうとしか申し上げようがない。まあそれは

いいや。 

 平井さんがご欠席になりましたので、意見の陳述はこれで全て終わりでございます。 

 陳述人の皆様、ご多用の中ご出席を賜りまして、また貴重なご意見をいただきましてま

ことにありがとうございました。この今日いただきましたご意見、それからまた質問もお

寄せになればそのご質問も含めてですが、当審査専門委員会、電気料金審査専門委員会の

審議に十分反映をさせていただきたいと存じます。 

 これは私個人の感想になりますが、大体、こういうお立場の方であればこういうことを

おっしゃるだろうということは、まあそれは予想はできます。そのおっしゃることの中身

は、そう私の予想と違ったとは思いませんが、やっぱり人の話は聞いてみるもんだなとい

う思いを強くいたしました。やっぱり想像するのと実際に伺うのとは大きな違いがありま

す。 

 私の本職は法律家でございまして、学校の教師と弁護士をやっています。あるいはお聞

きになったことがあるかもしれませんが、裁判では証人尋問というのをやりまして、これ

は一問一答をしますので、すぐに半日ぐらいかかってしまって、弁護士にとってはめちゃ

くちゃ面倒くさいんです。そこで、書面のやりとりをすればいいじゃないかとみんな言う

んですけど、やっぱり尋問をやると何となく納得した感じになるもんなんです。ここが不

思議なもので、やっぱり人間というのは手間暇かけないとなかなかわかってこないもんだ

なと。 

 実を申しますと、今は試験の採点の時期なもんですから、遠くへ行くのは結構面倒だな
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と思ってたんですが、やはり真率なご意見は実際に拝聴してみないことにはその真価とい

うか、有難味がわからないなということを改めて感じた次第でございます。ほんとうにあ

りがとうございました。 

 それから、傍聴の方、メディアの方にも、長時間にわたりまして非常に熱心にご参加を

いただき、運営にご協力をいただきました。心から御礼を申し上げます。 

 また、広実局長以下、２日間の公聴会の設営・管理、これは大変な仕事だと思うんです

が、それに当たってくださいました九州経済産業局の皆様にも心から御礼を申し上げます。 

 さらに、なかなかタフな１日半だったと思いますが、答弁に当たってくださいました経

産省の担当官、それから九電の関係者の皆様にも心から御礼を申し上げます。 

 議長に議事をお返しいたします。 

【議長】  ほんとうに本日はお忙しい中、陳述人の皆様、それから傍聴の方々、大変お

忙しい中、どうもありがとうございました。また、安念先生をはじめ専門委員会の委員の

皆様にも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。 

 昨日、本日いただきましたご意見につきましては、「国民の声」、これは別途募集してお

りますけれども、これとあわせまして、審査専門委員会の審議も含めまして、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、以上をもちまして、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

会を終了いたします。どうもありがとうございました。 

 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ご返却いただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 

 

── 了 ── 


