
 
 

陳述人から提出された意見の概要 

 

 

 

意見陳述１番: 河村 和徳 様 

（意見の概要） 

原油高等の要因も考慮すると、今回の値上げは致し方ない側面もある。しかし、企

業努力以外の面について説明不足の面も少なくない。電力料金値上げに対する賛否

を考える上で、企業努力の側面はもちろんのこと、被災者に対する姿勢や行政に対し

てどのような働きかけを行おうと考えているのか、といった情報も必要である。そこで、

次の二点について発言したい。 

一つは、電力料金は、被災の如何に関わらず、一律にかかってしまうので、生活再

建途上の被災者にとっては過大な負担である。そうした状況に対し、東北電力として

は企業としてどのような姿勢で臨むのか、また国や地方自治体にどのような要請をし

たいと考えているのか。こうした部分の検討が不十分であるならば、値上げには賛成

しかねる。 

もう一つは、核燃料税に対する姿勢である。福井県では核燃料税に関する条例改

正によって、原子炉の熱出力に応じ課税する「出力割」が導入され、運転状況に関係

なく課税できるようになった。私は、この方式が東北の自治体で導入されると、再度の

値上げにつながる可能性があり、心配である。東北電力は、自治体が今後行うであろ

う核燃料税の税率変更・方式変更に対し、どういった姿勢で臨むのか確認したい。核

燃料税負担を安易に料金に転嫁する姿勢を採るようであれば、企業努力が十分なさ

れているとは言い難い。 

 

 

意見陳述２番: 杉山 丞 様 

（意見の概要） 

１、平成 25〜27 年度の値上げ申請期間の電気料金原価について 

1-1)原発を維持する年間経費は「1920 億円」 

→「電気料金値上げ申請の概要について」によると、平成 25〜27 年度の、原発経費

の年額は凡そ「1537 億円」（修繕費 175 億円、減価償却費 369 億円、事業報酬 48 億

円、設備投資費 515 億円、賠償負担金 107 億円、燃料費 12 億円、バックエンド費 51

億円、本店発電本部人件費を九電並みの 110 億円、現地人件費や業務委託費、光

熱費などの維持管理費を凡そ 150 億円と推計） 

→「地帯間・他社購入・販売電力料」によると、平成 25〜27 年度の、東電および日本

原電への原発経費の年額が「約 383 億円」 

→合計「1,920億円」は、値上げ申請の根拠とされている収入不足額「1,980億円」とほ

ぼ同額。 

1-2)原発の再稼働待機状態を解除することで、年間経費が「705 億円」に 

資料６ 



 
 

→原発経費の中で、賠償負担金 107 億円のみが、廃炉後も原価に（含めるべきでは

ないが）含まれるとする 

→自社および日本原電等の原発で想定している年間 46 億 kWh の電力を、地帯間購

入等で賄う為には、凡そ 13 円/kWh の購入単価として、発電コスト「598 億円」が増加 

1-3)以上より、原発を廃炉とすることで、電気料金の原価は年間「1,215 億円」削減さ

れる（急には削減できない人件費や諸経費などが 300〜400 億円程度あるとしても、

年間「800 億円」程度の経費削減が可能であれば、電気料金の値上げ幅は 1/2 程度

に圧縮される） 

２、平成 28〜50 年度まで凡そ 22 年間の平均電気料金原価について 

2-1)原発全基再稼働による年間経費は「2,070 億円」（2,070 億円/252 億 kWh≒8.2 円

/kWh） 

→平成 28 年度に原発が全基再稼働し、(22 年間無事故で)平成 20 年度の計画通り

に 201 億 kWh 発電し続けると、その年間経費は凡そ「1,548 億円」（平成 25〜27 年度

の賠償負担金 107 億円、事業報酬 48 億円、平成 20 年度の設備投資費 162 億円、

燃料費 108 億円、バックエンド費 199 億円、この他に給料手当、修繕費、諸費、業務

分担費までの運転費がコスト等検証委員会資料より 3.3 円/kWh で 663 億円、減価償

却費が 1.3 円/kWh で 261 億円として算出） 

→東電および日本原電の原発が再稼働し、平成 20 年度の計画通りに 52 億 kWh の

電力を購入できる場合の経費は「522 億円」（購入費 479 億円と、損害賠償負担金 43

億円の合計） 

2-2)原発の再稼働待機状態を解除することで、年間経費が「2,061 億円」に 

→賠償負担金 107 億円が、廃炉後も原価に（含めるべきではないが）含まれるとする 

→自社原発および東電・日本原電の原発で想定している合計 253 億 kWh の電力を、

現状通り自社火力で賄う為には、平成 28 年度以降 22 年間の平均発電コストを凡そ

9.5 円/kWh として、「2,404 億円」が増加 

→平成 25〜27 年度の削減可能額 2,400 億円を設備投資に廻し、100 万 kW 級の

GTCC を 3 基増設すると、稼働率 70％で年間 180 億 kWh の発電が可能となる。一般

LNG（石油火力は新仙台火力98万kWで全廃可能と考え除外）との発電コスト差を2.5

円として、年間「450 億円」の燃料費が削減される 

2-3) 

以上より、原発を廃炉とすることで、電気料金の原価は年間「9 億円」ほど削減される 

（原発の運転保険コストの上昇や、核廃棄物の暫定保管コストの追加等で、差額はさ

らに拡大する見込み） 

３、結論 

原発を維持することによる電気料金削減効果が認められない以上、また、核廃棄物

発生総量の抑制を図るうえからも、福島第一原発事故の直接被災地である東北地方

においては、直ちに原発を廃炉とすることで、電気料金原価を削減し、値上げ幅を圧

縮すべきである。 

（原発の残存簿価 3,000 億円前後の資産が消滅するが、2-2)の設備投資を行えば、

2,400 億円ほど資産は増加する） 



 
 

 

 

意見陳述３番:  松良 千廣 様 

（意見の概要） 

 一昨年３月１１日、福島第一発電所４号機は点検のために稼働していた状態であり

ましたが、津波を受けて爆発したと聞いています。つまり、停止中の原発は稼働中の

物と同様の危険性をもっており、再稼働させるか否かは国民の安全を守る上では全く

意味の無い議論ではないでしょうか。にも関わらず、日本中で再稼働を巡って真剣な

議論をマスコミも政治家もしているのはなぜでしょうか。国民の安全を巡る議論は、再

稼働の是非ではなく廃炉の是非であり、最低２０年もかかると聞いております。是非と

も国民の安全の為に廃炉の議論を真剣に開始して頂きたいと思います。最低２０年

は国民の安全は無い訳ですから、その間全ての原発を再稼働して料金値上げや電

力不足による高齢者の死亡事故を防ぐべきであると考えます。 

 

 

意見陳述４番: 大友 廣和 様 

（意見の概要） 

次の点について、意見を述べたい 

①値上げの申請理由に、納得のいかない点がある。「節電対策進展」による需要減

退も織り込んでいるが、計画停電を実施し、節電を訴えたのは、ほかならぬ東北電力

であり、このことは理由とはならないのではないか。 

②役員報酬の透明性について、役職別に削減額を明らかにしてほしい。 

③一般職員の給与水準について、山形県の給与水準を反映すべだ。 

④値上げをする前に、4290 億円の内部留保の取り崩しを優先するべきだ。 

⑤原子力発電に関わる費用について。福島原発事故が起こって、損害賠償や事故収

束費用など莫大な費用が発生し、その金額は現在も算定できないほど膨大で、原発

にメリットはない。従来、電力会社が言ってきた原発コストは過小だ。東北電力は原発

の安全対策や維持に多額の資金を投入している。この原発維持の費用の支出を止

めれば、値上げしなくとも済むのではないか。 

⑥火力発電の燃料費の削減について。東京電力では、10年間で 6000億円の電気料

を取りすぎていた。東北電力は今回の値上げ申請に当たって、高めの原価設定をし

ていないのか、説明をして欲しい。中国電力並みの燃料調達であれば、値上げをする

ことはないと考えるがどうか。 

 

 

意見陳述５番: 金野 耕治  様 

（意見の概要） 

○応急仮設住宅の入居者は、光熱費の負担が重くのしかかっています。お風呂のガ

ス代が一人暮らしでも 8 千円、4 人暮らしで 2 万 2 千円、電気代が 1 万 5 千円か

かると 2 月に行った大船渡市上平仮設団地での「お茶っこ会」の際に訴えられまし



 
 

た。 

○ 4 月 22 日に行った野田村での「お茶っこ会」でも、同様に、4 人家族でガス代 1 

万 3 千円、電気代 1 万円かかるというお話しでした。基本料金の引き下げが求めら

れています。 

○ある被災者の方は、契約電力を 30A から 20A に引き下げて節電しているというお 

話しをしていました。 

○東日本大震災から 2 年が経過しましたが、住宅の再建（自力再建にしても公営住

宅にしても）には、大きな資金が必要です。特に低額年金暮らしのお年寄りには、ロー 

ンを組むことも実質的に不可能であり、日々、耐乏生活を余儀なくされています。 

○年金制度については、今年 10 月から段階的に 2.5 ％の引き下げが行われること

となっており、消費税増税とあわせて、生活弱者に耐えがたい負担を押しつけるもの

です。電力料金の値上げは死活問題です。値上げ計画を撤回するよう求めます。 

 

意見陳述６番: 廣部 公子 様 

（意見の概要） 

・人件費について 

震災後すぐからの復旧復興工事へのご努力に対して感謝申し上げます。現場で働い

ている方々の給与引き下げは心苦しいのですが、社員給与２０．４％引き下げて平均

６４２万円、役員報酬額３０％下げて一人平均２７００万円、顧問１人１８００万円。赤

字だから値上げをしてというのなら、東北６県の所得水準、宮城：436.0 万円 山形：

363.2 万円 岩手 361.2 万円 秋田：358.6 万円 青森：352.4 万円、克つ被災し復興中

を考慮し、もっともっと地域補正を検討して下さい。提案額は到底受け入れられませ

ん。同様に保険料の会社負担５６％も検討しなおして下さい。福利厚生は厚い程良い

のですが、自力で利益を上げたときに行って下さい。一層の削減を希望します。 

・事業報酬について 

 値上げすることで前回より２２億増収し883億円になる計算ですが、この中には株主

配当分が含まれるとのこと。その割合はどれくらいなのか開示は無く、被災者にも同

じ値上げ幅を予定しているとのこと。株式会社なら自立で利益を上げたときのみ配当

を出し、今回は被災者支援に回すなり、リスク回避のための積み立てに回すか、事業

報酬をもっと少ない形にする計画を練りなおして下さい。 

・ 燃料費削減について 

 過去１０年間分の東電の電気料金の原価を調べてみたら「複数の項目で常に見積

額が実績を上回り、必要以上に高く設定した可能性がある」と指摘されたそうですが、

貴社において高めの原価設定が無いのかを知りたいです。LNG は火力発電の 30%だ

そうですが、とても高い価格で購入しているときいています。「燃料費調整制度」に甘

んじることなく一層の削減を希望します。 

・ 原発の再稼動について 

 2 年後の再稼動を予定しているようですが、是非廃炉にして再生エネルギー中心の

電力会社に 転換して下さい。そのための値上げなら協力したいと思っています。

2011 年 3 月期の報告で、 原発関係費が年間 1391 億円かかっており、さらに今年３



 
 

月「女川、東通量原発の安全対策を 費用として 1540 億円を計画してるとききました。

廃炉にし、燃料費削減、人件費削減、 内部留保の取り崩しで、今回の値上げはしな

いですむのではないでしょうか。値上げしない方が電力消費は多くなると思います。 

 

 

意見陳述７番: 野崎 和夫 様 

（意見の概要） 

東日本大震災から 2 年が経過しました。電気料金の値上げは、地域独占的に供

給されており、事業者の選択肢がなく、生活に大きな影響を与えるものです。消費者

の立場にたってその影響をいかに軽減するかという視点で、以下のことを要望いたし

ます。 

燃料費の低減を促してください。原子力発電以外のエネルギーによる電力をいか

に低廉に提供するかが、現在の電気事業者に問われています。電力会社の努力を

織込みさらなる原価の圧縮をしてください。 

営業経費を引き下げる調達方法としてください。徹底した経営効率化のためには、

競争入札比率を高めることが必要です。調達コストの削減の余地がまだまだあるよう

に感じられます。 

電力会社の原価低減努力の検証および担保をしてください。原価低減の努力につ

いて、検証を行い、そのことを消費者に情報提供するしくみを、国においてつくること

を要望します。 

電気料金の値上げ申請認可の方法をはじめ現在の電力制度について改革してく

ださい。現状の総括原価方式は、コスト削減の努力が行われにくいといった問題を抱

えている仕組みです。現状の地域独占的な供給を改善すべきと考えます。 

原子力発電は安くて安全であるという前提のエネルギー政策を改めてください。原

子力発電に頼らないエネルギー政策への転換に踏み出すべきであると考えます。東

通１号機の稼動を前提とした計画は、見直すべきであると考えます。 

 

 

意見陳述８番:  砂子 啓子 様 

（意見の概要） 

 2011 年 3 月 11 日の大震災そして福島第一原発事故による甚大な被害が 2 年経っ

た今でも続いており、東北には仮設住宅等、未だ再建途上の生活を余儀なくされてお

られる方が多くいらっしゃいます。 

 また、消費税増税や社会保障費の負担増・給付費の削減も予定されており、そのよ

うな状況下での電気料金値上げは日々の生活に大きな影響を与えるものと考えま

す。 

個々の料金負担増だけでなく、商品価格の値上がりや被災事業者へのさらなる自

己負担増が懸念され、値上げを許可するには総体的な広い視野での判断が必要で

す。 

東北の生産者及び消費者と密に関わる生活協同組合として、以下意見を申し述べ



 
 

ます。 

 

１、電気料金の値上げ申請許可の方法をはじめ電力制度を改革してください。 

 今回は 33年ぶりの電気料金値上げとなります。33年間査定が行われていない間に

電力会社では内部留保を積み上げると共に、有利子負債を 1997 年の 30.1 兆円から

2007 年には約 21 兆円へと大幅に減少させてきています。 

現状の総括原価方式は、コスト削減の努力が行われにくいといった問題を抱えて

いる仕組みです。電力会社が過度な利益を得ることなく、コスト削減を促進する料金

制度についての研究を進め、現行の総括原価方式を早期に見直す必要があります。 

国民の「知る権利」「選べる権利」が保障され、現状の地域独占的な供給から競争

状態にすべきと考えます。 

 

２、電力会社の原価低減努力の検証及び担保をしてください。 

査定での想定と実績との比較検証により、電気料金の妥当性を事後的継続的に

検証し評価するしくみを国において作ってください。事後検証においては、特に燃料

調達について継続的なコスト削減がなされているかを検証すべきと考えます。 

また公正で公開された事後的評価の為には、消費者の参画が不可欠であり、消費

者が関与できる仕組みとしてください。 

 

３、燃料費の低減を促してください。 

火力発電における燃料費負担が値上げ理由のひとつとなっていますが、全日本通

関価格に比べても高い調達価格であることについて改善してください。原価算定期間

中に価格の更新時期を迎えるものについては、電力会社の交渉努力により、さらなる

原価の圧縮をしていただきたいです。 

効率的な運用も極めて重要です。最も安い（適正価格）燃料から順に稼働すること

（メリットオーダー）を徹底してください。 

 

４、営業経費を引き下げる調達方法としてください。 

徹底した経営効率化の為には競争入札比率を１００％にすることが望ましいと考え

ます。事業の特性上入札が困難なものがあるとすれば消費者が納得できるよう資料

を用いて説明してください。また、競争入札の進捗状況がわかるような情報公開を求

めます。 

 

５、原価低減努力の姿勢が表れる人件費としてください。 

公共的な観点から電力会社の役員報酬に関しては国家公務員の指定職の給与水

準と同レベル以下とすることが適切であると考えます。 

 

６、エネルギー政策を転換してください。 

東電福島第一原発事故は、その被害の甚大さ、収束の困難さ、膨大な経済的損失

から、原発と人類は共存できない、ということを明らかにしました。ひとたび過酷な原



 
 

発事故が起きれば、広い地域の歴史や風土、人々の生活を根こそぎ奪い、すべてを

無きものにしてしまうのです。福島の人々の苦難を直視すれば、原発の再稼動を断

念し、原発に頼らないエネルギー政策へ転換すべきことは明らかです。 

したがって東北電力は、東通原発の稼動を前提とした値上げ申請を見直すべきで

す。 

そして、原発のコストは安い、原発が止まっているから値上げしなければならない、

という理屈はやめてください。原発のコストは安くありません。 

1970年から2010年度の実績で見ると、電力会社にとって、原子力８．５３円／ｋＷｈ

は、一般水力に次ぐ「安い電源」に見えます。しかし国民にとっては実は、様々な上積

みの社会的コスト負担があります。高速増殖炉・核燃料サイクルの技術開発コスト、

原発立地対策コスト、原発に付き物の揚水発電費用等を加えると、１２．２３円／ｋＷ

ｈで、これだけでも原発のコストが安くはないことは明らかです。 

さらに、事故の損害賠償費用、事故収束費用、原状回復費用は計り知れません。

原発事故で侵害を被ったすべての人たちに、本気で賠償しようと思えば、気が遠くな

るような費用がかかることは明白なのです。福島原発事故によってあの巨大な東京

電力でさえ会社の存亡の危機に陥っているのですから、東北電力がそのコストを負え

ないことは確実です。 

東北電力はこのように高コスト、高リスクである原発から撤退すべきであると考えま

す。 

東北電力が、東電福島原発事故が福島・東北にもたらした被害の現実から目をそ

らさず、しっかり見据え、それを真ん中に置いて、エネルギー政策、電源政策と電気

料金の問題を考えることを切に願います。 

 

 

意見陳述９番:  秋葉 賢二 様 

（意見の概要） 

1.はじめに 

 東京電力の値上げに始まり、関西、九州そして東北電力と電気料金の値上げが止

まらない。被災地の公益社団法人の消費者団体の一員として、消費者目線特に被災

者、高齢者、介護者などに着目し、更には被災地における生活体感を踏まえ意見を

提起する。電気は消費者にとって生活の基盤であり、地域独占の東北電力以外の選

択肢はない。その意味からも今般の値上げ申請は厳正に審査されるべきであり、以

下の理由、問題点などからあくまでも慎重であるべきであり且つ反対意見を申し述べ

る。今回の各電力会社の値上げ申請の審査は、従来のものと大きく異なる点は、消

費者庁の組織発足に伴い、同庁の審査が追加されたことである。これは、非常に意

義深く、経産省は消費者庁からの消費者目線での意見提起を真摯に受け止め、当該

査定に十分反映されることを切望します。くしくも単に、経済産業大臣と消費者担当大

臣のセレモーとしての意見調整で終わることが無きよう配意願いたい。 

（１）人件費について 

 人件費 208 億円節減としているが、役員が 21 人（東京電力 22 人についで多い）、



 
 

平均 2900 万円／人（推計）は、国家公務員指定職員（平均 1800 万円／人）程度にす

べきだ。 

 なお、東北電力は、顧問・相談役の人数、報酬を非公表とし、原価には含めないとし

ているが、在籍しているなら明らかにすべきだ。報酬を支払わないというわけではな

い。 

 また「健康保険料事業主負担割合」が現行 65％とは驚きだ。申請の 56％でも高す

ぎだ。 

これまで６５％で長い間処理されてきた事態も問題である。少なくても「政府管掌健康

保険」同様、被保険者と事業主が各々、保険料率の二分の一負担にすべきだ。 

（2）調達（資材、役務）について 

22 年度の取引額全体のうち、関係会社が 46％、一般会社が 54％としている。関係会

社の特命発注は実に 83％だ。競争比率が少なすぎる。また、一定期間ごとの競争入

札、随意契約の金額、及び件数などは公表すべきだ。真の競争が機能していないと、

調達単価が高くなり、料金に跳ね返る。 

（３）事業報酬 

電力会社の報酬率は 2008 年から 3％となぜ固定なのか。さらに自己資本比率は３

０％で計算される。東北電力は、現在１１％程度であるのになぜ３０％になるのか。問

題だ。 

自己資本利率は震災前でも 20％程度であった。低いのは、価格に安易に転嫁できる

からではないか。仮に１１％で試算すると、東北電力の報酬率は 2.3％になる。 

（４）燃料費 

自民党の河野太郎氏は専門家の試算データから「東北電力は、日本全体のＬＮＧ輸

入価格の平均の約８％高く、電力会社で最も安く買っている中国電力の約 25％も高く、

１トン当たり 1万 1816円高く購入している」（2007年～2011円平均価格）と指摘してい

る。 

2011年度実績価格でも67,623円あり、安易に燃料調整制度などで価格の転嫁できる

からと疑わざるをえない。厳しい購入価格査定を望む。 

（５）オール電化住宅の夜間料金 

あれだけ宣伝し、夜間の余っている電力使用を呼びかけたエコキュートなどの夜間料

金は、約３０％程度の値上げだ。時間帯別電灯Ａで 8.55 円→11.09 円（29.7％値上げ） 

今回の値上げ率は、標準家庭では 8.08％となっているが、夜間料金に魅力で契約し

た消費者は、例えばガス配管なども撤去しており、簡単に他のエネルギーなどへの乗

り換えは出来ない。新設される住宅の 2 軒に 1 軒はオール電化だ。東北管内既設の

39 万世帯を見捨てられてはかなわない。 

（６）使い勝手の悪い「新料金プラン」 

夏の暑い時期の電力利用抑制策としての新プランであるが、13 時～16 時まで 53.55

円は高額だ。選択料金制度とはいえ、在宅率の高い「高齢者、寝たきり介護者、身障

者など」はこの時間帯から逃れられない。弱者イジメだ。23時以降利用を前提に、タイ

マー利用を呼びかけているが、高齢者などは簡単に生活時間を移せない。逆に、昼

間時間（ピークを除く）は、230ｋｗｈ以上では 36.52 円となり、時間帯別電灯Ａの 33.51



 
 

円より高くなる。 

（７）料金値上げに関する広報体制 

2 月 14 日の申請から、消費者に対する周知は、極めて希薄で、多くの消費者の理解

は進んでいない。その手段は、東北電力のＨＰ及び電力メータ検針時に検針員が各

戸に配布した「電力ニュース 2013 号」のみである。 

また、仙台地区は 2 月末配布であったが、福島市などでは 3 月末であった。あまりに

も同じ東北管内でタイムラグがあり過ぎ問題だ。また、記載をされている内容もわかり

難い表現があり、我々にはなぜ値上げせざるを得ないか理解できない。 

 

 以上の点が今日に至るまで東北電力の電気料金算定に計上されていることは大き

な問題であり、経済産業省は喫緊の課題として総括原価方式の詳細を常に監査でき

るように仕組み・体制を見直すべきである。 

電力は復興への必須エネルギーであり、東日本大震災の被災地の本格復興への足

かせになることは確か、経済産業省の責務として是非に我々の意見を真摯に受け止

めて指導をお願いする。 

 

 

意見陳述１０番:  佐々木 政子 様 

（意見の概要） 

家族 5 人でオール電化の住宅に住んでいますが、今年の冬の厳しい寒さで、電気

料が多い月は 34,000 にもなりました。それから家族みんなで「節電、節電」と唱えるよ

うにこまめに電気を消し、若干料金を下げることができました。これが 7 月から 1 割以

上も上がったら、家計が大変です。 

・役員報酬を大幅引き下げること。 

・原発維持費の見直しをすること。 

福島第 1 原発事故の教訓を生かすなら、原発は廃炉にすべきと考えます。 

放射能汚染水もれや変圧器の事故などが続いている福島原発。後手後手に回る

対応や放射能汚染の広がりへの不安は深まるばかりです。原発はいりません。 

・大震災被災者へ減免すること。 

 

 

意見陳述１１番: 芳賀 芳昭 様 

（意見の概要） 

 電力会社のありようは、大きな岐路に立たされている。これまでのしくみに胡坐をか

いていては事業が行き詰まる当然。中でも申請理由にしている「原子力発電所の長

期にわたる停止などの影響により」と、財務状況の悪化の原因にしていることは容認

できません。 

 福島の原発事故を見たら原発に頼らない電力供給に総力を挙げれべきなのに原発

の再稼動を方針にしている中での値上げには納得できない。 

もう一つは、電気料金制度の問題点については触れずに、既存の「総括原価方



 
 

式」を温存して値上げをその枠内で少し経営の効率化を図るそぶりをしながら利用者

に多大な負担を強いる値上げになっていることです。 

3 つ目は、公共事業との自覚に欠ける傲慢さをちらつかせる申請になっていること

です。以上の点から値上げを容認できない意見を述べたいのです。 

 

 

意見陳述１２番:  小谷津 仁  様 

（意見の概要） 

1) 東北電力の値上げは、原発停機要因以外に東日本大震災、新潟福島豪雨被害

の設備復旧費用を含んでおり、東京電力を除く他の電力会社の料金値上げとは異な

っている。東北電力は電気という生活の上で非常に重要なインフラの復旧に多大なる

貢献をしてくれているが、国からの補助金が拠出されていない。同様に重要なインフ

ラである道路、鉄道（三陸鉄道）へは補助金が拠出され、地域復興を支援しているた

め、東北電力へも補助金の拠出を要望する。 

2) 東北電力の賃金は、今夏の一時金不支給としても東北地方の平均賃金より高額

である。復興を果たすために賃金削減を継続している企業は多く、適正レベルまでの

賃金減額を再考願いたい。 

3) 東北電力の燃料費の見積もりは、高レベルにある。今般豪州炭の長期契約締結

が新聞報道されたが、料金値上げ申請資料よりは安価であるものの、豪州炭スポット

価格よりは高価である。このため燃料費の精査とさらなる安価購買の検討をお願いし

たい。 

 

 

意見陳述１３番:  達増 拓也 様 

（意見の概要） 

電気料金値上げに対する被災地の産業振興について 

さる 2 月 14 日に、東北電力から平成 25 年 7月 1 日から家庭向け 11.41％、企業向

け 17.74％の値上げを行う旨の申請があったところです。 

電力供給は、経済活動や家計を支える重要な基盤となるものであり、被災地の復

興にも重要なものであります。 

被災企業はグループ補助などを活用し、施設・設備を復旧して地域経済や雇用を

牽引しようと努めているなかにあって、電気料金の値上げは県内企業の事業活動や

雇用に及ぼす影響が大きいことから、下記のとおり意見を述べますので、配慮をお願

いします。 

記 

１ 東北電力の電気料金の値上げの認可申請にかかる審査にあたっては、厳正な審

査を行い、値上げ幅の圧縮を図るとともに、経営合理化を徹底するよう指導すること。 

２ 東北電力には情報の開示を徹底し、県民や事業者に丁寧な説明を行い、理解と

協力が得られるように努めること。 

３ 被災地における震災からの復興を加速させる上で、電気料金の値上げは、特にも



 
 

電気・半導体製造などの誘致企業や水産加工業などの事業活動や雇用への影響が

大きいことから、国として被災地に配慮し、その影響を軽減するような施策を取るこ

と。 

４ 被災地における中小企業や農畜産業分野については、コスト増加による大きな経

営負担を軽減するよう省エネルギー化に向けた支援策など、国をあげて中小企業等

の経営の安定化を図るための措置を取ること。 

 

 

意見陳述１４番: 東浦 永子 様 

（意見の概要） 

・ 総括原価の算出における必要経費に、原発を再稼動させるための活断層の調査

や地盤強化や巨大な津波への防護壁など莫大な費用が盛られていると思います。こ

れらの構築物・安全対策は、経年劣化は避けられず、万全と思っても自然の巨大な

エネルギーにはひとたまりもないことは 3.1 の災害に学んだことであります。どんなに

費用を掛けようとも安全が保障されるものではありません。また、原発を再稼させれ

ば、安全な処理方法がない、未来にも莫大な負荷を与え続ける廃棄物を出し続けこと

になり、その費用も全く不毛な費用であると思います。出来るだけ早期に脱原発に向

かう方針を立て、再生可能エネルギーを積極的に導入・購入する経営計画を立て、そ

のための費用積算をしていただきたい。脱原発のためならば、私は一定程度の値上

げは受け入れたいと思います。 

・ 現に今、原発は止まっており、脱原発が不可能ではないことが証明されております。

必要な量の再生可能エネルギーが確保されるまでの経過措置として、化石燃料によ

る発電は必要で、化石燃料の格段に高い購入価格が問題です。もっと安価に購入で

きるよう他の電力会社と協働するなどの努力をしていただきたい。また、産業経済省

は燃料購入に係る交渉を一企業に任せることなく、国全体として交渉に当たる等、国

の役割を発揮していただきたい。 

・ 必要経費の積算において、特に役員報酬や人件費において、独占企業の体質が

抜けてなく、一般の常識からは格段に高額に設定されいてると感じます。もっともっと

身を削って、購入先を選べない庶民に、より安価に電力を供給する努力をしていただ

きたい。 

 

 

意見陳述１５番: 工藤 芳郎 様 

（意見の概要） 

Ⅰ．意見の概要 

  今回の電気料金値上げの意味 

 1970 年～80 年の 2 次にわたる「オイルショック」から 30 数年を経過するが、

わが国のエネルギー事情は一次エネルギーの 90％以上を外国に依存する

という点では基本的に変わっていない。むしろ途上国のエネルギー需要の



 
 

増加により客観的には当時より厳しい情勢となっている。 

 この間におけるエネルギー政策は電源構成でみると、水主火従時代から火

主水従時代へ、そしてオイルショックを契機に原子力を加えるなど、ベストミ

ックスを目指してきた。これにより、電力の安定供給は実現され、わが国の

成長、文明力の高揚は推進されてきた。 

 こうした中で東日本大震災が勃発し、定期検査を完了した原子力発電も稼働

停止となった。これによりベストミックスの一環は失われ、電源構成は火力発

電への再シフトなど変革を迫られている。火力発電の増加は燃料費の増嵩

（13 年度原発停止分だけで 3.8 兆円増 経産省試算）を惹起し、原価の見直

しを余儀なくしている。 

 

以上の点から今回の電気料金値上げの意味するところは「原発稼働停止に因

るわが国エネルギー政策の試行的見直し、電力事業にとっては電源構成の変更

に伴う原価の洗い直し」といえる。 

 

 

  電気料金値上げについての各界の課題 

1. 政府に求められること 

（１） エネルギー・原発に関する政策責任 

 エネルギー資源外交、並に国内開発を積極的に推進すること 

 エネルギー政策の早期確立 

 

（２） 原発政策 

 原発稼働停止に因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

識が求められる。 

 政策責任は歴代政府にあることを自覚し、継続、廃炉、再稼働、バッ

クエンド万般につき責任をもつこと。 

 「進化論」を礎に放射性物質をコントロールできる戦略を立てるため、

世界の英知を結集すること。 

 東京電力福島の原発は 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災により稼

働停止となった。 

この原因は基本的に未曽有の大津波によるものと考える。 

ところで、時の政府は福島原発とは型式・建設年度・立地条件も異にす

る各地の原子力発電の稼働停止を断行した。その後、2 年以上を経過

するが関西の一部を除いて再稼働に至らず、これによる火力発電への

シフト、燃料費増嵩による経営圧迫、そして料金値上げとなっている。



 
 

従って、原発稼働停止に因る燃料費増嵩の負担責任は政府が負うべ

きではないだろうか。 

 

 

2. 電力事業の課題 

（１） 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 

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、それを実現するために料金値上げが必要

であることをアピールすることが求められる 

 

（２） 需要家・消費者に対する十分な説明 

 現代社会における消費者は「豊かな物質文明」に満たされ、エネル

ギー事情等について無関心な向きも多い。従って、料金値上げの

内容だけでなく、エネルギー事情、その歴史などについても説明す

べきである。 

 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（「事業報酬」という概念は一般企

業会計にはない） 

③ 人件費の抑制についてはマスコミ等の扇動がみられるが、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 

（３） 電力事業の地域共同体に果たす役割 

 少子高齢社会、過疎化の進行を抑制するためにも電力事業の果たす

役割は大きい。 

 

 

3. 世論（マスコミ）の役割 

 「エネルギー危機」を克服するためには各界各層国民の協力が必要、

電力事業と消費者との相互不信増幅を扇動すべきではない。「お互い

さま」という日本の美学を忘れないでほしい。 

 原発批判は自由だが、原発は建設年度・立地条件・型式により一口に

原発云々は科学的ではない。「調査なくして発言権なし」という取材の

原点を忘れないでほしい。 



 
 

Ⅱ．主要な問題点について 

１． 値上げの原因・理由について 

 （１）料金値上げの原因と経営努力 

 ・東日本大震災，新潟・福島豪雨により東北電力の電力供給設備は深刻な被害

に見舞われ，また，原子力停止に伴う燃料費の増加により，財務状況が著しく悪

化した。 

・こうした中，被災地復興の妨げとならないよう，１日でも長く現行の電気料金を

維持すべく，緊急的な設備関連コストの抑制，人件費削減等あらゆる分野での徹

底した効率化に取り組んできた。 

 

 

（２）料金値上げ理由 

 ・しかしながら，平成２４年度末の自己資本比率は１１％程度まで落ち込むと想定

され，燃料や設備工事に要する資金調達にも支障が発生してくる。 

 ・また，火力燃料費の増加をはじめとする膨大なコスト負担を現行の電気料金で

吸収し続けることは極めて困難であり，設備保全への悪影響により電力の安定

供給に支障をきたすことになることから，やむを得ず値上げ申請したもの。 

「意見の概要」 

（１） 原因は東日本大震災等、自然災害に因るもので申請者に過失・社会的責任

は認められず、むしろ被害者といえる。 

（２） 原子力発電の停止については IAEAの女川原子力発電所に関する「最終報告

書」（2012 年 7 月 30 日～8 月 9 日実施）によると「耐震性」に裕度が認められ

ているが、これに先立ち、震災時の政府の判断により決断されたものである。

従ってこれに伴う燃料費の増嵩を申請者の責任（料金値上げ）にすることは納

得できない。政府の責任を求めるべきである。 

 

 



 
 

２． 原価の算定について 

 申請書による概要 

 今回（H25～H27） 

Ａ 

前回（H20） 

Ｂ 

差 

Ａ－Ｂ 

人 件 費 1,299 1,507 ▲208 

燃 料 費 

火力燃料費 

核燃料費 

5,128 

5,116 

12 

3,982 

3,874 

108 

1,146 

1,241 

▲96 

修 繕 費 1,889 1,832 57 

資 本 費 

減価償却費 

事業報酬 

2,946 

2,063 

883 

3,108 

2,247 

861 

▲162 

▲184 

22 

購 入 電 力 料 3,644 3,130 514 

公 租 公 課 976 1,026 ▲50 

原子力ﾊﾞｯｸエンド

費 用 

51 199 ▲148 

そ の 他 経 費 

委 託 費 

一般負担金 

上記以外 

1,760 

529 

107 

1,124 

1,631 

483 

- 

1,148 

129 

46 

107 

▲24 

控 除 収 益 ▲2,292 ▲2,271 ▲21 

総 原 価 ① 15,401 14,144 1,257 

接続供給託送収

益 ② 

▲36 ▲10 26 

小売対象原価③=

① + ② 

15,365 14,135 1,231 

改 定 前 収 入 ④ 13,386 14,135 ▲749 

差引過不足⑤=③

－ ④ 

1,980 - 1,980 

(注)2,036 億円のコスト増を効率化（806 億円）により 1,231 億円に圧縮しております。 

 

 「意見の概要」 

各項目とも原価の圧縮がされているが、増加額が大きいのは燃料費である。

総原価に占める割合も前回時の 28％から 38％へと増加している。原価の中

の最大のポイントである。この点については政府において積極的な資源外交

が求められるところであるが、申請者としては燃料費削減対策をとられるか

伺いたい。 



 
 

 

３． 今後の見通しについて 

申請者によると概ね次のとおりである。 

 

(1) 電源構成 

・今回申請原価へ織り込んだ自社分の発電電力量構成比 

電源 構成比 

原子力 ３％  

水力・新エネルギー等 １３％  

火力 

石炭 ３２％  

ガス ４３％  

石油 ９％  

合計 １００％  

 

(2)原発稼動停止による影響 

 ・原子力稼動停止による影響は，前回改定（平成２０年９月）と比較した場

合，1,860 億円の燃料費等増加となる。 

 

(3)燃料の算定根拠（輸入価格，為替レート） 

 ・原価織込み価格（ＣＩＦ価格） 

   原油  62,704 円／ｋｌ 

   ＬＮＧ 66,898 円／トン 

   石炭  10,113 円／トン 

 ・為替レート 

      ８０．２円／ドル 

 

 

 「意見の概要」 

   いずれも不確定要素の多い中での想定であり、申請も査定も困難とみられる。 

(1) 原子力発電の再稼働時期を一定の基準の下で早期に決定することが求

められる（政府の責任） 

(2) 燃料の算定根拠は流動する市場経済の中で策定されたものだが、市場

の動向は円安傾向もあり、輸入価格は申請者にとってはデメリットが多い

とみられる。 



 
 

意見陳述１６番: 長崎 清一 様 

（意見の概要） 

 

現行の電気事業法は、消費者の権利尊重の観点から不備があります。そのような

法制度の下での電気料金値上げについては納得できません。 

国は、電気事業法および関連諸制度について、消費者の権利尊重を念頭に置い

た仕組みに変えていくことを、早急に進めていただきたいと考えます。併せて、現行法

制度においては、その審査過程および事後的な検証において、消費者の意見を最大

限反映させるよう、より踏み込んだ対応を要請いたします。 

 

【意見の詳細】 

 

私は、消費者の権利の観点から意見を陳述いたします。 

ご承知の通り、家庭用電気料金は、電気事業法第 19 条に基づき、いわゆる「総括

原価方式」によって算出されており、同条に規定された条件に適合していれば経済産

業大臣はそれを認可しなければならないことになっています。総括原価方式は、「適

正な原価に適正な利潤を加えたもの」とされていますが、原価算出の根拠は複雑多

岐にわたり、一般消費者にとってその妥当性を検証することは極めて困難です。 

本来、電気も、食料品などと同様に生活必需品です。一般的に、食料品などを購入

する場合、消費者はその価格を吟味して意思決定するわけですが、電気という商品

に関しては、消費者は意見を述べることはできても、その価格の妥当性を吟味して選

択できる仕組みになっていません。 

ところで、消費者には、(1)安全である権利、(2)知らされる権利、(3)選択できる権利、

(4)意見を反映させる権利があるとされており、日本においても、それらは消費者基本

法に反映されています。消費者基本法では、第二条（基本理念）において「商品及び

役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、（中略）消費者

の意見が消費者政策に反映され（中略）ることが消費者の権利であることを尊重す

る」と定められ、第三条（国の責務）において「国は、経済社会の発展に即応して、前

条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費

者政策を推進する責務を有する。」と定められています。この条文自体は直接的には

消費者政策に関するものですが、法の趣旨を考えれば、消費者政策のみならず、そ

の他の消費活動に関連する政策全般にわたって尊重されなければならないと考えま

す。しかし、電気という商品に関しては、現行の仕組みは、とりわけ「(3)選択できる権

利」と「(4)意見を反映させる権利」が十分に保証されているものとはなっていません。 

つまり、現状では、電気事業法は消費者の権利尊重を定めた消費者基本法に対し

て齟齬があるのであり、そのような制度の下で電気料金の値上げが行われることに

ついては納得できません。2004年の消費者基本法の抜本改正から8年以上経過して

いますが、その間、電力の分野においては、消費者基本法の理念に基づいた見直し

が行われてこなかったわけで、その不作為について、国、とりわけ経済産業省の責任



 
 

は大きいと言わざるを得ません。 

したがって、まずは、電気事業法および関連諸制度について、消費者の権利尊重

を念頭に置いた仕組みに変えていくことを、早急に進めていただきたいと考えます。

併せて、現行法制度においては、その審査過程および事後的な検証において、消費

者の意見を最大限反映させるよう、より踏み込んだ対応を要請いたします。 

 

 

意見陳述１７番: 田上 みね子  様 

（意見の概要） 

 

・個人の電気料金の値上げを１１、４１％、法人を１７、７４％としているがもともと個人

の電気料金は法人に比べて高いので見せかけのような気がします。 

特に被災地では、個人・法人共に今回の値上げ申請に関しては到底納得できるもの

ではありません。 

・ピークシフトに関してはたくさん電気を使用する家庭でなければメリットがないと聞き

ます、みんなが利用できるメニューを考えてほしいです。 

・人件費に関しても、２０％削減とありますが、もともと高収入なのですから、会社が赤

字なら仕方がないとも思います。赤字の会社ではボーナスなど出ないのが普通では

ないでしょうか？ 

特に役員の方や、OBは今までの事業に責任を取る意味でも削減は当然と考えます。 

・原発に関して、国の方針もあると思いますが、「安全神話」は完全に崩壊しました。

電力会社の皆さんが一番ご存知と思います。原発再稼動云々については福島の後

始末が完全に終了してからのことだと思います。原発が安い電力を供給するという考

えも今では詭弁としか思えません。 

 

 

意見陳述１８番:  伊藤 慶子 様 

（意見の概要） 

（１）東北電力に対して 

１．被災地の公的企業としての経営姿勢が弱いと思う 

被災者や地域は大変な苦難を強いられているが、東北電力はぎりぎりまで身を削っ

てそれでも値上げを必要とする根拠が弱い。被災地を抱える公的企業としての努力

が足りないと思う 

２．自己中心的姿勢を感じる項目 

・人件費について 役員報酬の削減額が低い。８億円から６億円に減らしているが、

人数で割ると平均３,０００万円弱になる。経営に責任をもつ役員が自ら身を削らない

で、値上げは納得できない。 

・停止している原発経費について ２年後に東通りを再稼動するとして規制委員会と

は別に調査費用をかけるのはおかしいし、福島を抱えた関連企業が、再稼動を安易

に言えない筈 



 
 

・燃料費について  安く仕入れる努力が見えない 

（２）経産省に対して 

 ・総括原価方式は時代に合わないと思う。３％の報酬の基礎数値を膨らます要因に

なっている 

 

 

意見陳述１９番: 立石 由美 様 

（意見の概要） 

私たち新日本婦人の会新潟県本部では東北電力から各家に入った値上げの冊子

を検討した。 

電気は東北電力から買うのが当たり前だったのでそのしくみの１からの学習だっ

た。 

冊子の値上げの理由は納得いかないので新潟支店に申し入れに行った。 

そこで、冊子ではわからなかったことがわかり、値上げが困るというだけでない理

由でこのたびの値上げには反対である。 

会員からよせられた生活直撃の点、冊子の中の疑問点、原発の再稼働前提の点か

ら反対意見を述べたい。 

１．生活直撃 

  生活必需品の値上げ攻勢、給料や年金の減額、それでも節約してなんとか生活し

てきた。これで電気料金が上がると、ろうそくをともすしかないの声があがっている。

電気はすべての生産のもと。これからの物価の値上がりは必至である。切りつめても

これ以上は生活が成り立たない。 

２．冊子の中の疑問 

 電気が売れないからという理由があった。私たちの会は環境家計簿の運動をしてい

るが、原発事故以来、節電のよびかけに会をあげて応えてきた。私の例では２０１０

年と比較して１月で１４パーセント、８月(２０１２年と比較)で５３パーセントの節電をした。

みんなぎりぎりの節電をしているのに、売れないからの理由と節電をあざ笑うような値

上げは納得いかない。 

３．原発の再稼働前提であること 

 新潟支店に申し入れに行ったとき、他の電力会社との値上げ幅の違いは、原発を

再稼働させる時期のちがいということがわかった。 

 私たちは福島事故以来、その恐ろしさを身をもって知った。生命を何より大切にする

立場から原発の稼働は絶対に反対である。また、原発を再稼働しての料金設定とい

うことは、動かしても、電気料金は下がらないということである。 

 女川原発も幸運だったといわれている。今後何十年も放射能とのたたかいをしなけ

ればならないような事態をしっかりみると、原発はとてつもなく高くつくものと認識して

ほしい。 

 

電気のありがたさは、お便所に灯りがついたときの嬉しさなどの幼児期の経験、災害

時の復旧のはやさなどで身にしみて知っている。 



 
 

 東北電力で働く人々のたゆまぬ努力のたまものと思っている。しかし、以上のような

理由で値上げはやめていただきたい。 

 

 

意見陳述２０番: 藤原 真帆 様 

（意見の概要） 

電気料金値上げに反対です。 

国民は実質的に電力会社を選ぶことが出来ません。その独占企業の値上げ要請は

断固反対です 

値上げの原因は燃料費の高騰という事ですが安く調達する工夫はしているのでしょう

か？また燃料調整費での調整ではだめなのですか？電力は公共性が高く民間企業

と一緒にはできませんが、多くの企業が原材料費や電気料金の値上げの中でも製品

価格を上げたくてもあげられない、また家庭でも節電に励んでいる中で値上げをする

ことは独占企業のおごりだと思います。 

燃料を他国より高い価格で買うのではなく 1 円でも安く調達する工夫、また調達した

燃料をより効率よく使うための設備の導入など値上げをするまえに企業努力をして欲

しいと思います。 

 

 

意見陳述２１番: 佐藤 一則 様 

（意見の概要） 

①原発はやめ、再生エネルギーへの転換を。 

②総括原価方式は大きな間違いである。見直しを。 

③国の施策とも関わるが、電気料金単価の設定がおかしい。 

④もっと内部留保を吐き出させるべきである。 

⑤値上げの理由が今回の大震災によるものが大とすれば、国の責任が大である。 

⑥いずれにしても、値上げすべきでない 

 

意見陳述２２番:  加藤 房子 様 

（意見の概要） 

１．値上げ申請の理由・根拠について理解・納得ができない。 

２．電力需要が高くなる 7月からの引き上げを行う理由を、消費者が理解・納得できる

説明を求める。 

３．消費者に分かりやすい内容の情報公表に徹底的に取り組んでほしい。 

４．原子力発電に頼らないエネルギー政策への転換に踏み出すべきである。 

５．火力燃料費を削減する努力が必要である。 

６．適正な原価（経営効率化）における人件費の設定は適正なのか。 

 

【意見の詳細】 

 



 
 

１．   値上げ申請の理由・根拠について理解・納得ができない。 

  消費者・利用者にとって申請内容の妥当性については、非常に関心が高いことで

ある。値上げの理由のなかに、震災による需要の減少と節電による販売電力量の減

少を挙げているが、震災による需要の減少をなぜ利用者が負担しなければならない

のか納得できない。国と一体となり、散々「節電」を訴えておきながら、節電による需

要抑制を販売電力量の減少と捉え、発電所等の設備形成に係る固定費に織り込む

ことに、まったく納得できない。東北電力（株）の 11.41%の値上げ率は被災地にとって、

高いと考える。 

 

２． 電力需要が高くなる 7 月からの引き上げを行う理由を、消費者が理解・納得

できる説明を求める。 

東日本大震災から2年が経過した。被災者・被災地域の本当の復興・生活の再生・再

建はこれからが本格的になる。また、今後、消費税増税や社会保障費の負担増・給

付費の削減と、被災者・被災地域の経済活動にとって厳しさを増すばかりである。そ

のような中での、電気料金の値上げは、震災から復興のため、ようやく立ち直ろうとし

ようとする人達には、生活再建・再生の妨げになり、地域経済はますます疲弊してし

まう。特に、冷暖房機器はエアコンのみの仮設住宅の居住者や、在宅率の高い高齢

者・障がい者・乳幼児世帯等にとっては、夏場からの電気料金の値上げは、健康や

体調不良などへ悪影響を及ぼしかねない。 

 

３． 消費者に分かりやすい内容の情報公表に徹底的に取り組んでほしい。 

 一般家庭に対する広報は、検針日に合わせ配付された「東北電力ニュース 2013 特

別号」のみで、あたかも、値上げが 7月 1日から実施されるかのような内容になってい

る。しかも、値上げの理由・根拠については、到底理解できるようなものではない。し

かも、仙台市内では、ほとんどが 3 月中に各家庭に検針員が配付したが、福島市の

一部地域では、4 月初旬であった。広報・周知体制を万全といっているが、居住地域

によって差があるのは問題ではないか。東北電力管内均一に周知体制が取られるべ

きだ。 

 消費者基本法にある消費者の権利、「選択の機会の確保」「必要な情報及び教育

の機会の提供」「消費者の意見の反映」に照らし合わせても、電力供給は、利用者に

は選択の余地がない独占的になており、値上げに関する情報も専門的すぎるため理

解しずらく、意見を出しにくい状況になっている。 

 

４． 原子力発電に頼らないエネルギー政策への転換に踏み出すべきである。 

東京電力福島第一原子力発電所の事故は、その被害の甚大さ、収束の困難さ、莫

大な経済的損失から原子力発電と人類は共存できないことを明らかにし、日本の電

力とエネルギー政策のあり方について根本的な見直しを迫るものとなった。 

女川原子力発電所においては、津波の高さが 1ｍ高ければ、福島原発と同様の事故

になっていたのではないかと思われる。東北電力（株）としては、どのような検証・評価

を行ったのかを示してほしい。 



 
 

今回の前提計画では、平成 27 年に東通原発 1 号機の稼動を見込んでおり、原子力

規制委員会の専門家チームの指摘している活断層の問題を軽視しているようにしか

取れない。大震災での教訓がまったく活かされていない。原子力発電に頼らないエネ

ルギー政策への転換に踏み出すべきだと考える。東通１号機の稼動を前提とした計

画は、見直すべきである。 

 

５．   火力燃料費を削減する努力が必要である。 

今回の値上げの最大の理由が、燃料費の増加である。電力会社の燃料買取価格は、

燃料費の上下にあわせて電気料金を調整する制度（燃料費調整制度）があるため、

言い値で購入しても損をしないようになている。震災以降、安定供給を目的として、価

格は二の次にして輸入していたが、これからは、価格協定を見直すなどの対策が不

可欠ではないか。この間の円安の影響を考慮すると、原油価格と連動した日本の

LNG 価格協定は早急に見直すべきである。 

 

６． 適正な原価（経営効率化）における人件費の設定は適正なのか。 

（１）役員報酬のさらなる削減が必要である。 

  役員は事業に責任を持つ者であり、事業を立て直すために、率先して給与（報酬）

を削減する立場にあると考える。報道によると、職員の賞与の支給を見送るとのこと

だが、それならば、なおさら役員報酬はさらに引き下げるべきではないのか。 

（２）一般給与の年収 642 万円は、原価算定において適正なのかが疑問である。 

年収 642 万円は、「審査要領」に基づき「賃金構造基本統計調査」における常用労働

者 1,000 人以上の産業計と他公益企業の平均値を基本として算定と書かれているが、

産業計平均値は 592 万円、他公益企業平均値は 625 万円であり、これらの平均値に

勤続年数と地域の補正を行い、638万円と 646万円を単純平均して 642万円を導出し

ている。「審査要領」には地域補正は考慮すると規定しているが、勤続年数補正の規

定はない。また、「審査要領」には産業計平均値を基本に他公益企業平均値とも比較

しつつ考査を行うとある。 

勤続年数補正の必要性、638 万円と 646 万円の単純平均を用いた理由が、原価算定

において適正なのかが疑問である。 

 

 

意見陳述２３番: 佐藤 久美子 様 

（意見の概要） 

東北電力では火力発電用の燃料買い付けの際、他国よりもとても高い値段で買っ

ているという話を聞きました。経営を効率化してもまだ 200 億円足りないそうですが、

内部留保もまだたくさん残っているようですし、値上げの前にまだまだ見直す部分は

あると思います。 

被災地である沿岸部も当然値上げするということですが、これには納得できません。

復興のためにがんばっている沿岸の皆さんのためにも値上げはしないでいただきた

いです。 



 
 

 

意見陳述２４番: 安田 延壽 様 

（意見の概要） 

電力は、あらゆるエネルギーの形態の中で、もっとも利用しやすい形態のエネルギ

ーである。家庭、電車や乗用車、工場生産、また、冷暖房に於いても、ヒートポンプ型

で利用する場合は、材料工学などの進歩によって、寒冷地でも利用できるようになっ

た。この傾向は、今後も続くと思う。熱エネルギーそのものを直接に利用する場合は、

例外的に、燃料の酸化によってえる熱を利用した方が効率的ではある。３・１１大震災

によって、東北地方は甚大な被害を受けた。阪神大震災より死者数が多いだけでは

なく、阪神地区の主要産業が第二次産業であり、破壊されたものの主要部分は人が

作ったものである。３・１１大震災では、第一次産業の被害が多く、自然との向き合い

方を見直し、復興・発展には異なる視点が必要となる。そのような時に、電力料金が

値上げされるならば、復興・発展は夢の又夢となろう。具体的な料金圧縮策としては、

ＣＣ型火力の復旧・増設。ＬＮＧ輸入価格協定の見直しなど、様々な手法があり多面

的な努力が必要である。くれぐれも起こしてはならないのは、第二の「フクシマ事故」

である。また、二酸化炭素による温室効果によって、陸・海面附近の気温の上昇だけ

ではなく、成層圏の気温低下が予想されていたが、近年成層圏の気温低下が実測さ

れている。大気下層の気温上昇と成層圏の気温低下は、特異な気候・気象変動をも

たらす。この事にも十分留意する必要がある。 

 

 

意見陳述２５番: 磯田 朋子 様 

（意見の概要） 

・被災地の現状を知っていれば、東北電力の役員報酬、社員給与、ボーナスをきちん

と確保しての値上げはできないと思う。東北の水準からすれば申請でさ出された額は

まだ高い。 

 

・申請の理由に燃料費の増加をあげているが、火力発電に移行せざるを得ない状況

を作ったのは原発事故を起こしたからであって、その経営方針(原発中心の発電)の

失敗での燃料費増の負担を利用者に求めるのはおかしい。 

 

・火力電力の燃料費について、全くわからない私が調べただけでももっと削減できる

ように思う。さらなる企業努力ができるのではないか。 

 

 

意見陳述２６番:  五島 平 様 

（意見の概要） 

 

１、長期の避難生活を余儀なくされている被災者をはじめ、復興の途上にある被災地

にとって、深刻な影響、足かせとなる値上げはやめるべき 



 
 

 

２、値上げ申請をしていない中部電力、北陸電力、中国電力３社との違いはどこにあ

るのか。財務指標が悪いというだけでは理由にならない。同じ経済環境の下で、なぜ

財務指標が悪いのか、原発への依存度を含め、経営努力が足りないのではないか。 

 

３、値上げの前に、電力会社による「地域独占」、問題の多い「総括原価方式」など、

現行の電力供給体制と料金体系こそ見直すべき。 

 

 

意見陳述２７番:  大内 三紀 様 

（意見の概要） 

東北は寒いです。 

今（4/24）ですが、まだ毎日ストーブを使っています。そして、夏はけっこう暑いです。 

東北電力の電気料値上げの申請についての中で、お客様例というのがありましたが、

従量電灯Ｂの 6683 円⇒7223 円（540 円/月値上げ）はまさに我が家と同じです。 

月 540 円というのは、ちょっとお菓子やジュースを我慢すればいい金額です。でも被

災して生活苦の方や年金だけでぎりぎりの生活をしている方達には大変な負担で

す。 

医療関係者の方からのお話ではヘルパーが来る時だけストーブを使うという方もいら

っしゃるそうです。寒くても灯油代や電気代を節約しているのです。 

これが夏ならエアコンを我慢するでしょう。命にかかわることになりかねません。 

弱者を痛めつける値上げには反対です。 

 

 

 

 

 

 


