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資料６ 

陳述人から提出された意見の概要 

１日目（１月３１日） 

意見陳述 1 番：吉田 恵子 様 

（意見の概要） 

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。より危険にするために、どうしてお金をはらわなければならないのでしょ

うか。 新聞に、「関電は、廃炉の公算が大きい敦賀原発から買う電力量をゼロと見積もる

が、巨額の原発維持費を日本原電に払う契約になっている。」と書いてありました。稼働し

なければ、維持費がかかり、稼働すれば、数万年以上にわたる安全な処理管理の見通しも

たっていない使用済み核燃料が増え、この問題が拡大します。 

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１千発分。事故になれば制御できず、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される危険性があります。原発は被曝労働なしにはありえません。

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、人として許され

る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、問題を先送りすることになりま

す。廃炉と決め、核廃棄物のより安全な管理方法を研究し実施することで、将来の負担軽

減をはかるべきです。二酸化炭素の排出がより少ない効率の良いガスタービンコンバイン

ドサイクル発電で調整しながら、再生可能なクリーンエネルギー発電を増やしていくべき

です 

 

意見陳述２番：舩越 秀之 様 

（意見の概要） 

電気料金の値上に反対致します・ 

理由は以下の通りです。 

① 現在の九州電力は、役員報酬・社員の給与水準が高く、まずそれを下げることが必要か

と存じています。 

② 九州電力本体、子会社等を含めた土地等の資産（現在使用中も含む）を、まず売却する

必要があると思います。（公的資金の注入前に） 

③ 原油等の価格の上昇とありますが、円安で現在は大した価格上昇はないと思われます。

また、石油に頼らないシェールオイルがアメリカで急成長しております今日、原油価格

は、将来的に下落すると思慮致します。 

以上のような観点から、九州電力は値上申請する前に、やるべきことが多々あると思わ

れ、まず、それらを実行し、また研究すべきと思います。 
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意見陳述３番：鳥田 貴浩 様 

（意見の概要） 

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過ぎません。  

九州電力は原発の再稼働が出来ず火力発電の燃料費が高騰したぶんの値上げを来年４月

にも 8•7％でしたいと申請しています。 

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押さえる為の努力はしていな

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来たことが背

景としてあります。 

原価として電気料金に含まれるなかにはその他にも社員の給料、電気ビル、九州各地に

存在する保養施設、その維持費、プロリーグ並みの費用をかけた企業規模に見あわないラ

グビー部の費用等々が 10％含まれます。 

電力会社は長い間地域独占体制が続いてきました。電力会社は各地域に一社しかなく、

九州では九州電力一社のみが発電と送電を行うことが出来ます。  

競合他社がなく電力市場での競争が起きないこと。この事が総括原価原価方式とあいま

って直接原価としては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。 

原発に依存してきた企業体質を脱却し透明性を増すこと、顧客の安全な生活を脅かさな

いことこそが今、九州電力に求められることです。 

 

意見陳述４番：瀬口 昌幸 様 

（意見の概要） 

 私は、ごらんのとおり障害者で電動車イスに乗っています。先月（１２月）の終わり頃、

いつもの電気料金の請求書が入っていました。それと四つ折りの「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、今の私の生活実態を考えると、納得できるものではありませ

ん。暖房にエアコンとガスストーブを使っています。基礎年金と生活保護で暮らしていま

すが、今の生活がいっぱい一杯で、電気料金が上がれば、今年の夏はエアコンを使うこと

を控えなければなりません。そうなると命に拘わりかねません。電気料金値上げは絶対や

めてください。 

 

意見陳述５番：田中 靖枝 様 

（意見の概要） 

1. 人件費を少し削減したと新聞報道がありました。 

九電から全戸に配られた「値上げのご説明」（A5版 8 ページ）によれば「1500億円

程度のコスト削減に努めているけれど、それでも赤字 の見通し」だそうです。 

5ページのグラフ。人件費は H22年：1600億円、H23 年：1700億、H24年見通し 1600

億円。減っていません。一方で修繕費などを減らしています。削減の姿勢が疑問です。

安全を犠牲にしています。 

2. 経営責任者が報酬はたっぷり取った後、平気で「火力燃料費がかさんでいるから料金



 

3 
 

値上げ」することは競争のある業種では出来ません。 独占企業で総括原価方式なんて、

許しがたいことです。先見の明を欠いてウラン燃料を買ってしまった経営責任は知らん

顔で隠しています。 

そして二言目には「安定供給の為に」と言います。私達は九電だけに頼る状態を好き

で選んだわけではありません。この「ずるい」としか言いようのない経営が容認される

限り、電力会社は値上げを重ね、独占状態を続けるでしょう。法律は常に事実の後から、

です。独占状態と総括原価方式を崩すことが肝要です。それには、実情を見据えた現場

からの主張、勇気、英断が必要です。 

3. 変革は双方にとって厳しいことです。けれども激動の時代を迎え、九電及び国に抜本

的な方向転換を迫ることこそ私達に課せられた使命であると確信します。再稼働しない

ともっと値上げすると脅しています。  

総選挙が終わった直後に九電は玄海原発の 1 号機と 4 号機の核燃料を運び込んでいま

す。周辺 50キロの避難計画が全く出来ていない現状で社会的責任を放棄する姿勢です。

やらせメール他、度重なる失態で信用が地に落ちたのは周知の事実です。 

原子炉や燃料についての質問にも九電は常に「企業秘密だ」と隠蔽してきました。こ

んな会社に大切な電気を任せるわけにはいきません。値上げは認められません。 

4. 何ごとも急には転換できないのです。まず目指す方向を決めることです。国民の 8 割

が求めている「原発さよなら」の方向です。値上げを認めなければこの道が急速に開け

ます。値上げ阻止は日本に蔓延している「核物質依存症」との別れを決定的に促進する

絶好の劇薬です。九電の規模縮小、倒産覚悟で値上げは拒否し、小さい電力会社を作る

方向で進むべきです。 

意志あるところに道あり！九州経産省のみなさん 頑張って下さい。 

 

意見陳述６番：遠藤 百合香 様 

（意見の概要） 

九州電力は、電気料金の値上げの最大の要因は、原発の全面停止の下で稼働している火

力発電の燃料費（LNG・天然ガス）が急増していることだと述べています。しかし、この問

題では、東電がアメリカでの LNG購入費に比べて９倍もの高値で購入していたこと、しか

も、この購入にあたって東電と三菱商事は子会社を通じ大儲けをしていたことも明らかに

なっています。 

九州電力では、どのようになっているのでしょうか？燃料費の価格や仕入れ方法は適正

なのかどうかが問われます。沖縄電力は火力発電でほぼ賄っていますが、減益となったも

のの、黒字を確保しました。燃料費の問題は関係ないように思えます。役員報酬に対する

異常な金額や OB等にも支払われている等、昨今のマスコミにも報道されていますが、是非、

九州電力の意見を直に問い、答えて頂きたいと思います。 

 

意見陳述７番：谷口 照美 様 

（意見の概要） 

 生活保護世帯は 11月～3月迄は冬期加算として居住地に依り 1級地の 1から 3級地の 2
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の 6段階に金額が分かれますが、飯塚市は 2級地の 2で加算が月に 2,670円です。灯油 1

缶が 1,700円～1,800円もしている現状では 2缶も買えません。エアコンを使用するにも

電気代が高くて使えません。 

 冬でもこの様な状態ですが、夏は加算が有りませんので室内でも熱中症を防ぐ為にエア

コンを使用しなくてはなりませんが、電気代を考えると簡単には使えません。エアコンを

使うと食事代等を減らさなければならないのが現状です。これ以上の電気代値上げは死活

問題になります。どうか値上げをしないで下さい。宜しくお願いします。 

 

意見陳述８番：真子 武彦 様 

（意見の概要） 

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。これが申請通り認可されて実施されれば、標準家庭で月 328増の 7021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、命に関わる問題です。 

 ぜひ、値上げは中止して下さい。 

 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、電気料金に係るす

べ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４千万円、

賞与１億４千万円を限度とする高額な収得報酬、さらに原発立地自治体などへの寄付金、

原発促進費、これに使用済み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、「原発再稼動がなければ再度値上げする」という九電の脅し

をそのまま認めることは出来ません。 

 危険な原子力発電から再稼動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止めて

ください。 

 

意見陳述９番：毛利 倫 様 

（意見の概要） 

 九州電力の今回の電気料金値上げ申請は、九電が、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国民（利用者）を欺き、危険極まりない原発に電力供

給を大きく依存してきた結果として生じたものであり、電気料金値上げによって、その九

電の誤った企業経営のつけを利用者に安易に押しつけることは極めて問題である。 

 福島第一原発の事故は、回復不能な未曾有の被害を発生させたが、同原発は、現在も放

射性物質を放出し続け、収束の目処は立っておらず、いまだ事故原因の解明すら行われて

いない状況である。そうした中で、福島の事故を何ら総括せず、今年 7 月からの原発の順

次再稼働を当然の前提にした今回の九電の値上げ申請は、原発をなくしたい多くの国民世
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論に反し、原発の維持存続をするためのコストを脱原発を願う国民に転嫁し、原発依存の

誤った経営体制を存続させるためのものである。  

今回の値上げを容認することは、原発再稼働と原発依存そのものを容認することになる

という本質に照らして、このまま認可させることは許されてはならない。  

 

意見陳述１０番：柳 明夫 様 

（意見の概要） 

九州電力は、4 月から家庭向け電気料金を平均で 8.51％、企業向け電気料金を 14.22％

値上げする料金改定案を経産省に申請しました。これほど大幅な料金値上げは増税や社会

保険などの負担増に苦しむ家計や中小企業の経営を脅かし、地域経済に悪影響を与えるも

のです。しかも九州電力は、今回の値上げ案は原発の再稼働を前提としたもので、再稼働

がなければ 35％もの値上げが必要との試算を示しています。これは原発再稼働への圧力に

他なりません。 

火力発電の燃料費の増大を理由にしています。燃料の中心となる LNG は諸外国より極め

て高い値段で購入していますが、その原価は公開されておらず、安く調達する企業努力も

不明です。原発推進のための広告宣伝費や、電力会社の「もうけ」の部分である 900 億円

近い「事業報酬」も原価に含めています。「事業報酬」は資産価値の高い原発や核燃料廃棄

物が多いほど高くなるしくみになっており、原発依存度が 4 割と他電力会社に比べて高い

九電にとっては、利益確保に有利に働いています。役員報酬は「身を切る努力をした」と

いっても一人平均 4 千万円あまりと高額です。大口利用者には安い料金で電気を供給して

います。九州電力がこれらの問題を根本的に見直さず、家庭や中小企業に負担を押しつけ

ることを認めるわけにはいきません。 

原発がなくても電気は足りていることは、停電なしに暑い夏をのりきった経験を示して

います。ひとたび事故を起こせば破滅的な損害をもたらし、処理不能な核のゴミを出し続

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。 

 

意見陳述１１番：杉野 ちせ子 様 

（意見の概要） 

1、原発再稼動を前提とした料金値上げ申請は、以下の理由により、認められるべきではあ

りません。 

 ① 原発が再稼動すれば、再び事故が起こり、放射能がまきちらされる可能性があると

されています。このような中で日本に住んでいる人の過半数が、脱原発を望んでいま

す。再稼動は国民の合意を得られていません。合意のないまま、再稼動すべきではあ

りません。 

  ② 原子力発電の危険性を今一度、考えてみるべきです。 

   福島原発事故はいまだに収束していません。環境に放出された放射能を、人体に影

響がないように取り除くことも消すこともできません。 

   16万人の人たちが避難を余儀なくされていますが、この人たちが長い年月、営々と

築き上げてきたものを原発事故の放射能が無にしています。原発事故で被災した人た
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ちの苦労や苦しみ、無念さを金銭で補償できるものでしょうか。原発を稼動させるか

ぎり、仕方のないことと言ってすむことなのでしょうか。 

  ③ 原子力発電に経済性はありません。 

   政府は原子力発電はどの発電方式よりも安価と説明していますが、安全神話と同じ

で、信用できません。 

   発電に要するコストの比較では、原子力発電が有利になるようにモデル計算がされ

ているようですし、当然原子力発電のコストに入れるべき技術開発コストや立地対策

コストが入っていません。また、事故リスクコストは今後どれだけ大きくなるかわか

りませんし、使用済み燃料の管理・処分の費用も過小に見積もられています。 

  ④ 膨大な量の使用済み燃料の管理や処分のめどは、立っていません。放射能という大

変なつけを将来の世代に押し付けることになります。処分方法も決まらないまま、原

発を再稼動させるべきではありません。 

２、総括原価方式で電気料金を算定することは、経営責任や企業努力が問われず、電気料

金が高騰する原因になっています。  

  日本の電気料金は震災のずっと以前から先進国で一番高い状態が続いています。（この

ため電気の缶詰といわれるアルミの精錬工場は日本ではつぶれてしまっています） 

  電力会社に課せられているはずの安全で安定した、安価な電力を供給するという企業

努力がなされていません。たとえば、他国と比べても LNG（液化天然ガス）の購入価格

の引き下げの努力がなされていません。更に、電気料金を値上げしなければならない状

態になっても高額な役員報酬が計上され、株主や融資した銀行に事業報酬が支払われま

す。 

 ３、MOX燃料を使用する費用を電気料金に上乗せするのは、九州電力がプルサーマルを導

入するときの約束に反しています。 

  九州電力は MOX 燃料を使用するプルサーマルは経済性があり、電気料金の値上げに結

びつくことはないと佐賀県や私たちの質問でも答えています。にもかかわらず、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。このような九電の姿勢は認められ

ません。 

  少なくとも、値上げの理由に MOX 燃料の費用を含めることについて、佐賀県、佐賀県

議会、佐賀県民の了解を取ってからにすべきです。 

 

意見陳述１２番：溝口 宏敏 様 

（意見の概要） 

1．九州電力が電気料金の値上げを企図する理由の１つに、原発は電気料金が安くなる

との宣伝とともに、２つには、原発再稼動を狙っての意図である。 

2．九州電力の玄海原発は極めて危険（１号機は全国１危険な原発である）であり、再

稼動どころか、すべて廃炉にし、長期に亘る安全対策をはかるべきである。 

3．電気料金は、幾重にもカラクリがある。このカラクリを政府がまず明確にすべき、

原発の電気料金のカラクリ、火力発電、ガス料金、輸入費用のカラクリなど、各家

庭向け料金計算書などにもあるカラクリ。 
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4．むしろ料金は下げるべきで、それは可能である。九電の内部留保のとりくずし。役

員（含監査役）の給与、持株配当への強力な対処。 

5．自然エネへの積極的転換。 

送電線の独占廃止。 

 

意見陳述１３番：工藤 芳郎 様 

（意見の概要） 

１．値上げ理由について 

  料金値上げ申請理由のポイントは（1）2011 年東日本大震災の影響による原子力発電の

稼働停止、（2）これに代わる電源確保として化石燃料・依存度の増嵩、（3）化石燃料費の

増嵩による総原価・経営の圧迫、（4）この状況下で経営努力（内部留保の取崩等）をする

も公益事業としての責務（電力の安定供給）を全うすることが困難、と受け止められる。

以上についての意見、以下の通り。 

（1）については当該電力会社の事業活動による過失責任は全くない。エネルギー・原子力

に関する政策責任は一貫して政府にある。原子力発電の再稼働が政府により決断されれ

ば事態は一転されることになる。 

（2）電源構成の中で化石燃料の依存率を高めざるを得ないことは理解するが、安全・適正

価格を旨とする確保には政府はじめ総合商社等の協力によるオールジャパン体制によ

るエネルギー外交の展開が求められる。政府は今回の事態について第 1次・第 2次石油

ショック以来の「エネルギー危機」と受け止め、国を挙げた対策に取り組むべきである。 

（3）電力各社は燃料費の確保にあたっては、従来の商習慣を乗り越え、官民一体となった

取組みを推進しなければならない。 

（4）については電力各社は、内外情勢がグローバルに変転する中、現代社会の中で電力事

業の社会的役割、使命を社外的に積極的にアピールすることが求められる。戦後 67年、

電力事業が公益事業として地域社会に果たした貢献度は大きい。電源については「水主

火従」→「火主水従」→オイルショックによる「原子力へのシフト」という変遷を遂げ

てきた。 

しかし現代人はそのことを知らない。無理解である。従って、市場経済原理主義に毒

された人々は政府の役割についても「小さな政府」を絶賛し、教育・医療・保険の民営

化を主張し、全ての事業を強欲な資本の要求に応えようとしている。 

 その延長線上のターゲットとされているのが電力事業の「公益性」否定ではないだろ

うか。電力事業による「発・送・電、分離の発想」や地域独占、批判はその具体例とみ

られる。さらにこの風潮は「脱原発」となり、今や「原子力、電力性悪説的」な世論づ

くりにまで飛躍しようとしている。 

 この際、電力各社はこれまでの実績に確信をもち、改むべき点は改めると共に将来に
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おける公益事業としての電力事業の社会的使命、役割、企業理念を掲げ、それを実施す

るための料金値上げであることを明言することが求められる。 

２．電力会社に求められること 

  需要家・消費者に対する十分な説明 

(1)値上げの背景・理由 

(2)料金決定のしくみ 

(3)総原価の内容 

①原発稼働停止に代わる燃料費確保に関すること 

②事業報酬の算定根拠と内容 

③人件費の抑制についてはマスコミ等の扇動が見られるが、専門性の高い技術者の社

外流出（特に海外）を抑止することの必要性 

(4)経営努力の内容 

(5)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 

３．政府の役割 

 電気事業法第 19条に基く厳正な査定 

(1)能率的な経営についての検証 

(2)総原価について 

①原発稼働停止による代替エネルギーとして火力発電への依存度を高めることはオイ

ルショック以来の「エネルギー危機」国難であるとの認識が求められている。 

②電力各社の燃料確保については総合商社等の協力を指導すること。 

③政府としてのエネルギー政策の早期確立。 

④人件費については電力事業の特性、特に原子力に関する専門性の高い技術者は代替

性のないものだけに適正な査定を要する。一般企業従業員の平均賃金との比較は論

外。参考にするならその他の公益事業。公益性の高いマスコミ業界との比較も求め

られる。 

⑤防災対策実現のため修繕費等の確保は重視しなければならない。 

(3)マスコミ等の無責任な批判もあり電力事業と国民との相互信頼関係が破壊されよう

としている現状を打開するため政府の権威ある見解を求める。 

 

意見陳述１４番：於保 泰正 様 

（意見の概要） 

原発が止まってから、玄海、川内原発でどのようなコストが掛かっているのか、不明で

ある。 

一般市民は、原発は止まっているからその分は何らかのコストが下がっているだろうと思

っているかもしれない。しかし、その点について何の情報も九電から出ていない。 

第１．電気料金値上げは、私たち(私は株主)にすべての会見情報を公開して議論すべきで

ある。 

第 2．九電と 9 月質問を持って行った時に、停止中の稼働時と同じ 2300 名(正社員約 570

名、下請け 1700 名以上）と言うことであり。停止中も人件費は代わっていないとい
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う返事であった。いつまで続けるのか 

第 3．その他に、保険料、廃炉費用、バックエンド費用、六ヶ所への負担、東電事故によ

る原子力損害賠償支援機構への 134億円等など、原子力発電が止まっても、膨大な費

用が掛かっていることを、九電政府は明らかにしていない。原発に関わる今の費用を

出すべき 

第 4．1～4 号機まで新燃料を装荷したと聞いているが、その費用、並びにその理由。新し

い安全基準が出来れば、例えば、1 号機の電気ケーブルを耐火線に変える必要が出て

きて、再稼働は費用上できないということになり、新燃料を不要であったということ

になる。 

これは経営者責任の問題である。 

第 5．使用済み燃料は、後２回半分しかプールに余裕はない。４号機も３０年間運転でき

ないことは明らかである。廃炉にするしかないのではないか。設備とその運用につい

てあまりにも経営責任がなさすぎる。 

第５．使用済み燃料の処理、原発の廃炉後の処理など今詰めい立てている費用で十分か、

後の世代に負担をつけ回すでないか。 

第６．福島事故のような過酷事故があった場合、九電としてどれだけの賠償費用を負担で

きるのか。赤字であれば、ゼロ円でしかないのか。 

以上意見陳述の要旨です。 

 

意見陳述 1５番：荒木 龍昇 様 

（意見の概要） 

九電は地域独占事業者である。競争がない中で原価に４．４％の利益が保障されている。

問題は原価の中身が不透明である。とりわけ役員並びに職員の 高額報酬、石油・天然ガス

等の燃料費の購入額削減の努力がなされているとは言いがたい。また、原発事故の原因が

球目されて異な中で原発再稼働を前 提にしていることも問題。原発稼働の費用についても

事故等負担を組み込めばとてつもなく高くなることも認識して異な事も問題。今回の値上

げは原発 停止中の田発電の燃料費負担高を理由にしているが、経営努力が足りず、特に一

般家庭に負担が求められているのは納得できない。 

なお詳細の意見は当日行う。 

 

意見陳述１６番：陶山 惠子 様 

（意見の概要） 

私たちの生活インフラであり、購入先を選べない電気の料金値上げについては、規制部

門として消費者の高い納得と妥当性が必要である。よって、次の点について意見を述べた

いと考える。 

◆ 前提計画について／これまで電力は、大量生産大量消費構造の中で原子力発電への依

存を高めてきた。原発を停止せざるを得ない状況での値上げ申請において、大量生産大

量消費の構図は大きく書き換えられなければならない。2011、12年の節電の経験を継続

し、さらにイノベーションを進めることを前提とした需要予測が求められるだろう。ピ
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ークシフトによって、中長期的に設備を適正化し、電力コストを削減すべきと考える。

しかし、九州電力の需給計画にある供給予備率は、他社が 8～10％を追及している状況

で、平成 27 年度 23.4％と大きすぎる。その予備力はほぼ原子力発電による電力に相当

している。そして、この高い予備率が、コストの非常に高い揚水発電の必要性根拠であ

り、電気料金単価を引き上げている。2013年から 3年間の発電予備率を、適正化する必

要がある。 

◆ 人件費について／東京電力のケースでは人件費メルクマールが設定されたが、今回は

人件費に勤続年数などの「補正」をどうするか、そのメルクマールの置き方が、課題と

なると考える。今後、予想される電力会社の値上げ申請に向けても、妥当性・納得性の

高いものとしてほしい。また役員報酬については、経営責任という視点から、従業員人

件費削減と対比させて納得性あるものが求められる。 

◆ 燃料費について／玄海３号機（プルサーマル）は、2014年 1月から稼働が予定されて

いるが、3 号機で使用される MOX 燃料は、燃料費としても輸送費としてもウラン燃料の

2倍以上となり、経済合理性はない。また、事故がおこった場合のリスクもさらに高く、

住民の納得性はない。MOX 燃料使用の妥当性はなく、今回の値上げに参入する燃料の中

から除外すべきである。 

◆ 新たな料金メニューについて／ピークシフトを進めるためにも、利用者の節電意欲を

呼び起こし、消費者の声を反映してより実行力をもった料金メニューの作成をすすめて

欲しい。 

 

意見陳述１７番：中村 伸一 様 

（意見の概要） 

１ 事業者自らが他人任せにせず、事故による賠償、バックエンド費用も考慮すれば原発

（という電源）は市場性を持たないことは様々な識者が述べていることです。そして、

現在、福島原発事故を契機に九州電力がもつ６機の原発は停止中です。この機会に、原

発（という電源）がなければ電力料金はどうなるのか、消費者が判断できるように、事

業者・経産省、特に地域独占企業である九州電力は全ての情報・資料を公開すべきです。 

２ 瓜生社長は、原発再稼働が遅れると、再値上げの可能性もあるとたびたび言及してい

ます。そして、再値上げ申請時に念頭に置いているのは審査項目の減（６０項目→９項

目）であるとも報じられています。経産省は審査手続きを簡素化せず、今回の公聴会等

で明らかになった事実・資料を公開し、広く意見を募集することを求めます。 

３ まだまだ原価を構成する経費で明らかすべきことがたくさんあります。一つ一つ、点

検をお願いします。また、寄付は原価に含めないとなっていますが、寄付をなくせば経

費減となり、その分損益は改善し、経営は安定します。 

 

【別紙 意見の詳細】 

九州電力から「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」とのリーフ

レットが我が家にも届きました。そのリーフレットによれば、今回の値上げ申請は電力の

安定供給を維持するため、となっております。 
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さて、この公聴会を案内している九州経済産業局ホームページでは、下記のとおりの電

力使用状況となっています。 

 

電力供給量としては全く問題がないことは明らかです。原子力発電所が長期に停止してい

ることによって、（電力としては現在の火力中心の構成で問題なく対応できるが）燃料費

がかさみ債務超過になるため値上げしたい、と述べています。 

そこで、九州電力による値上げ申請について、以下のとおり意見を述べます。 

１．事業者自らが他人任せにせず、事故による賠償、バックエンド費用も考慮すれば原発

（という電源）は市場性を持たないことは様々な識者が述べていることです。そして、

現在、福島原発事故を契機に九州電力がもつ６機の原発は停止中です。この機会に、原

発（という電源）がなければ電力料金はどうなるのか、消費者が判断できるように、事

業者・経産省、特に地域独占企業である九州電力は全ての情報・資料を公開すべきです。 

（１）平成２４年１１月付け「電気料金値上げ申請の概要について」中の原子力運転計画

によれば平成２５年７月に川内１・２号機、同１２月に玄海４号機、平成２６年１月

に玄海３号機を再稼働させる、となっています。その前提は原子力規制委員会が作成

する安全基準骨子案にもとづき九州電力が実施する安全性確認について速やかに規

制委員会の評価が行われること、となっています。しかし、原子力規制委員会の検討

状況を踏まえると、このスケジュールは実質的に破綻しています。２５年度における

再稼働無し、との前提で料金を算定すべきです。 

（２）電気料金があがり、産業への影響が大きいということであれば、期限を決めてそれ

として、措置・対応すれば良いことです。例えば、旧日本みらいの党は「電気料金値

上げや電力経営危機への当面の対処として、電力会社に値上げ相当の差額分を交付国

債で給付する。国債発行費用は、送電料に上乗せして回収する。その額は、発送電分

離等を通じて見込まれる電気料金の低下分で相殺する。安定的で公平な料金回収が見

込まれる送電料に。」との案を出しました。この案についての適否は判断しきれませ

んが、知恵を絞ることはできるはずです。 

（３）一年間、原子力発電所は停止します。そのことによって原子力発電を除いた電源構

成での経営が明らかになります。そして、原発を保有していない沖縄電力が存在しま

す。十分、比較・評価が可能です。そして、他の９社に比較すると高い電力料金にも

かかわらず、人・企業が集まってきているとの報道もありました。 

（４）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４機、川内原発２機）

を一覧で明示ください。そして、申請書どおりなのか評価も明らかにしてください。 

２．瓜生社長は、原発再稼働が遅れると、再値上げの可能性もあるとたびたび言及してい

ます。そして、再値上げ申請時に念頭に置いているのは審査項目の減（６０項目→９項
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目）であるとも報じられています。経産省は審査手続きを簡素化せず、今回の公聴会等

で明らかになった事実・資料を公開し、広く意見を募集することを求めます。 

３．まだまだ原価を構成する経費で明らかすべきことがたくさんあります。一つ一つ、点

検をお願いします。 

（１）総括原価方式によって、原価は改善努力で下げるものではなくなっています。通常

は、売価－原価＝利益であり、 

・売価：市場（相場）で決まるもの 

・原価：改善努力で下げるもの 

・利益：原価低減で儲けを出すもの 

です。この場合、企業は少しでも多くの利益を出そうと、原価低減（コスト削減）に必

死に努力します。 

一方、総括原価方式の場合、売価＝原価＋利益に近い考え方であり、 

・売価：市場で決まるのでなく、原価と利

益を単純に加算するもの 

・原価：下げるものでなく、計算するもの 

・利益：原価に上乗せするもの 

です。この場合、利益はあらかじめ決めら

れていて原価に上乗せするだけだから、企

業は原価低減（コスト削減）の努力をしま

せん。見直しは必須です。 

（２）九州電力は「原価：下げるものでなく、

計算するもの」という理解・認識である

ことはこの間の報道から明らかです。 

・九州経済連合会・九州アジア経営塾・九

州交響楽団への出向社員の給料は九州

電力が負担しています。 

・取締役は１１年度１４人から１２年度１

７人に増えています。 

・玄海原発３号機の燃料費はMOX 燃料を使うことで２倍のコストを計上しています。 

（３）リーフレットの料金単価とは若干異なりますが、右表を踏まえれば他社（中国電力・

四国電力）からの購入を最大限増やすことで値上げ幅を圧縮できるのではないでしょ

うか。 

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1211/28/news018.html 

４．寄付は原価に含めないとなっていますが、寄付をなくせば経費減となり、その分損益

は改善し、経営は安定します。 
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毎日新聞 ２０１２年１２月２８日 
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朝日新聞 ２０１２年１２月２６日 
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朝日新聞 ２０１３年１月１２日 
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毎日新聞 ２０１２年１１月２８日 
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朝日新聞 ２０１２年１２月１４日 

 


