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四国電力株式会社による電気料金値上げ認可申請等に係る公聴会 

議事録 

 

日時：平成 25 年５月 14 日（火）9:00～12:46 

場所：かがわ国際会議場 

 

 

１．開会 

 

○議長 それでは、定刻になりましたので、ただ今から、四国電力株式会社による電気料

金値上げ申請に係る公聴会を開催いたします。 

 公聴会の開催に当たりまして、四国経済産業局長の獅山有邦よりごあいさつ申し上げま

す。 

 

２．四国経済産業局長あいさつ 

 

○獅山局長 おはようございます。 

 ただ今、紹介にあずかりました四国経済産業局長の獅山です。 

 本日は、お忙しい中、四国電力による電気料金の値上げ認可申請に係る公聴会にご出席

いただきまして、誠にありがとうございます。 

 本年の２月 20 日でございますが、現行の規制部門の電気料金を平均 10.94％引き上げる

という料金認可申請というものが四国電力から提出されております。値上げ認可申請でご

ざいますが、中立性・客観性を確保するということでございまして、外部の専門家の知見

を取り入れるため、総合エネルギー調査会総合部会、電気料金審査専門委員会におきまし

て、東北電力からの申請も併せまして審議を行っていただいておるところでございます。 

 公聴会でございますが、電気事業法に基づく審査プロセスの一環でございまして、広く

一般の皆さまのご意見を伺うことが目的でございまして、それで開催することでございま

す。本日は、13 名の意見陳述人の方からご意見を頂くということでございます。本日は、

専門委員会の委員の方にも会にお越しいただいております。意見陳述人の方々からのご意

見を直接聴いていただくということでございまして、貴重な機会であるというふうに私も

認識しているところでございます。 

 また、公聴会の進行につきましては、専門委員会の委員長の安念先生にお願いをしてご
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ざいます。 

陳述人の方々からご意見を頂くということでございますが、持ち時間の中で、経済産業

省、そして四国電力との質疑応答も行うということでございます。 

そして、頂いたご意見でございますが、今後、別途インターネット等で意見募集をして

ございます、国民の声と併せまして、今後、事務局から審議に反映させていただくという

ことで報告をさせていただくということになっております。 

また、頂いたご意見への回答につきましては、後日、公表をするということになってお

ります。 

 本日は、忌憚のないご意見をよろしくどうぞお願いいたします。 

 これをもちまして、私の開会のあいさつとさせていただきます。 

 

３．議事進行について 

 

○議長 ありがとうございました。 

 私は、今回の公聴会を主催する議長といたしまして、経済産業大臣から指名されました

資源エネルギー庁電力市場整備課長の片岡と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 本公聴会は、四国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まして、電

気事業法第 108 条に基づき、広く一般の意見を聴くことを目的に開催するものであります。

運営方法や手続きにつきましては、電気事業法施行規則第 134 条に定められております。

関係規定につきましては、資料の２に書いておりますのでご覧ください。 

 今回の公聴会の開催に当たりましては、経済産業省に対し、14 名の方から意見陳述の届

出を頂きました。うち 13 名を陳述人として経済産業大臣から指定しております。なお、指

定しなかった１名の方につきましては、申請者である四国電力の現役の社員の方からの届

出であったことから、広く一般の意見を聴く場である公聴会の趣旨に鑑み、指定しないこ

ととしたものです。 

 また、本日は、申請者である四国電力から千葉社長以下、ご出席いただいております。

さらに、電気料金審査専門委員会の委員にもご出席いただいております。 

 ご紹介します。辰巳委員であります。永田委員であります。松村委員であります。名簿

にありますけれども、山内委員は所用のため本日欠席となりました。 

 なお、委員の先生方には、公聴会の 後にコメントをお願いしたいと思います。 

 本日のスケジュールにつきましては資料の４に、陳述人の方の名簿等につきましては資

料の５に、陳述人の方々から事前に提出いただいた意見の概要につきましては資料の６に

記載しておりますのでご参照いただければと思います。 

 これから陳述人による意見陳述に入りたいと思いますけれども、議事の進行の中立性を

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
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時間の案内、質疑応答の議事進行、静粛な議事を保つための注意喚起等）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申し上げます。 

 

４．公聴会についての注意事項 

 

○議事進行人 皆さま、おはようございます。 

 本日の議事進行人を指名されました安念と申します。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 それでは、お手元の議事次第に従って進めてまいります。 

 資料３をお開きいただけますでしょうか。公聴会についての注意事項でございます。ご

覧のとおりでございますが、大変重要なものでございますので、読み上げます。 

 まず、意見陳述人の方々へのお願いでございます。 

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

きません。 

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

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

 本日は、四国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１人当たり 15 分以内となっております。持ち時間の中で、

意見陳述後、経済産業省または四国電力にご質問いただくことが可能ですが、意見陳述と

質疑応答を全て合わせて 15 分以内ということになっておりますので、陳述人の方々には、

その点、ご協力をいただきたくお願いを申し上げます。 

 陳述開始後、意見陳述時間の残り５分前に、つまり開始後 10 分でベルを１回、１分前に、

つまり 14 分後にベルを２回、陳述終了時にベルを３回鳴らしますので、これらを目安に陳

述を進め、制限時間内で陳述を終えるようお願いをいたします。 

 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、意見を述べないと見なさ

れる場合がありますからご注意ください。 

 次の陳述順の方は、控席にてお待ちください。 

 次に、傍聴人の皆さまにお願いを申し上げます。 

 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
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る等の行為も認めておりません。 

 会場内は禁煙です。飲食もご遠慮いただいております。 

 会場外に退出し再入場される場合は、受付の際に渡されたカードと身分証を提示くださ

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、議長および係員の指示に従うようお願いを申し上げます。 

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

がございましたら、大変申し訳ありませんが、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。 

 初に、第１番の村上太さんに陳述をお願いいたします。 

 

５．陳述人による意見陳述 

 

○村上太 村上太と申します。よろしくお願いします。 

 すみません、本日、ホームページ等でたまたま陳述ということで、電気料金自体にどう

こうという形でものすごい反対意見があるというわけではないんですが、ちょっといろい

ろ私が関わってるＰＴＡとかそういった関係で四電工さんといろいろありまして、その後

に高松支店さんも移転されるということで、一挙に栗林地区に新しいビルが２つ建てよう

という計画があるとは思うんです。そういった計画を２つ知る上で、値上げをするという

ことで、どう言ったらいいか、効率化とかそういったことを考えた上で考えていくと、何

で新しいビルをどんどん建てれる余裕があるのに値上げするんだろうなというふうに単純

に思いまして。 

われわれのほうも、小学校のほうで、四電工が建てる予定になってます花ノ宮の土地に

ちょっと仮校舎を建てたいということでちょっと動いてた面もありまして、それをつぶさ

れたという形にはなったんです。それ自体は県が決めたことですので、四電さんに文句を

言うというのはちょっと違う方向だとは思うんですが、ちょっとそのあたり、ご協力して

もらえないかなというところがお願いではあるんです。 

ここに来たのには、ホームページで、どういうビルを建てるとかっていうか、目標みた

いなのが書いてあったんですけども、どちらも東南海地震とか南海地震の災害拠点にする

ということで、いろいろ大規模災害のときにいろいろな県の拠点になるというような形で、

広い土地であるとか、緊急の設備を必要であるとかっていうのは両方のホームページに書

いてました。ですので、単純に考えたら、今度、高松支店さんが移転するハローズの南側

の土地のところに両方建ててもいいんじゃないかななんていうふうに単純には思ったんで

す。広さ的には多分十分広さがあるんではないかというふうには思うぐらい広さがあると

は思うんですが、そのあたりとかっていうのはどういう感じなんでしょうか？ 

 あと、ちょっと現状だけちょっとお話すると、栗林小学校、建て替えが決まりまして、

今、仮校舎の建てる場所がちょっと別の、そこに建てれなくなりましたんで、今、実際の
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小学校のグラウンドに建てることになってます。ですんで、一応、４年半ぐらいグラウン

ドが使えない時期があるんですね。ですんで、そういった面で、かなり地元の人間は四電

工さん自体にあんまり新しいビルが建って「ああ、立派な建物が建ったな」っていうふう

に思わずに、「ああ、自分らの料金値上げされて、こんな立派なビル建てたんやな」ってい

うふうに思うとは思います。 

 ですんで、そのあたり、ちょっとどういった意味でああいう２つの場所に建てないとい

けないかっていうのをちょっと教えてもらいたいなと思いまして来ました。 

○議事進行人 今の点が四電さんに対するご質問というふうに伺ってよろしゅうございま

すか？ 

○村上太 そうですね、はい。 

○議事進行人 答弁していただきますか？ 

○村上太 はい、すみません。 

○議事進行人 はい、分かりました。 

 じゃあ、四電さん、よろしくお願いいたします。 

○四国電力（千葉社長） おはようございます。 

 四国電力社長の千葉でございます。 

 お答えする前に一言おわびを申し上げます。 

 今、四国の経済産業状況が非常に厳しい中にありまして、先般２月 20 日に大幅な電気料

金の値上げの申請を行ったということでございます。この点につきましては、四国の全て

の消費者の皆さん方に心からおわびを申し上げたいと、かように思います。 

 私どもとしましては、今後とも、経営の効率化に一段と全社を挙げて取り組むことをお

約束申し上げまして、今後、電力の安定供給をはじめとする私どもの課題に取り組んでま

いりたいと、かように考えておるところでございますので、よろしくお願いを申し上げた

いと、かように思います。 

 それでは、ただ今のご発言に対して座って説明をさせていただきます。 

 村上さまからご指摘を頂きましたが、実は、私、10 年余り前、高松支店長をしておりま

して、実は、高松支店のいわゆる建て替えというのはそのころからの非常に懸案事項でご

ざいます。少し説明させていただきますと、実は、現状、高松支店は築 45 年の建物でござ

いまして、旧の建築基準法で設計されておりまして、耐震設計上、非常にやはり問題があ

るということで、大幅な耐震補強が必要だとこういうふうに診断をされております。そう

いう中で、実は、ご案内のとおり、高松支店は高松の商店街のすぐ近くに隣接したところ

でございまして、敷地面積も極めて狭くて、現実、駐車スペースがもうほとんど取れない。

そういう中で、立体駐車場で何とかカバーをしながら、なおかつ市内数カ所にいわゆる車

両を分散駐車するとこういうふうな状況で、お客さまからの駐車スペースもゼロとこうい

うふうな状況が続いておりました。したがいまして、われわれとしましては、極力早期に

新しい土地を選定いたしまして建て替えをする必要があるとこういうことで実は検討を進
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めておったものでございます。これが実は５、６年前から本格的に土地の取得・選定、こ

ういう作業を進めておりましたところ、たまたま元製紙会社さんの跡地でマンション業者

さんがそこを立地するということでご購入をされた。ところが、こういう折からの状況を

受けて、マンション業者さんも一部事業を縮小するということで、いわゆる土地を手放し

たというふうなことをキャッチいたしまして、われわれとしましては、お分けいただける

んであればということで折衝を重ねたところ、非常に有利な値段で…。 

○議事進行人 すみません、お話の途中ですが、陳述人の方の持ち時間が 15 分しかありま

せんので、ごく簡潔にお答えいただけますでしょうか。 

○四国電力（千葉社長） 分かりました。はい、分かりました。 

 そういうことで、あそこに立地をしたと。 

 四電工も、実は、前々から同じような事情で土地を探しておったとこういう事情があり

ます。 

 結果、われわれが高松支店の用地として確保したところに、ご指摘のように、四電工の

建物も建てられないかということで検討させました。ところが、実は、これは建築基準法

の日影規制がございましてこれは難しいと。それと、仮に２棟が建てられたとしても、駐

車スペース等で非常に問題があるということで手狭だということで、結果、四国電力は四

国電力高松支店、四電工は別途ということで、四電工は、ご案内のとおり、県のいわゆる

コンペに参画をしてあそこの土地を取得したとこういう状況でございます。 

したがいまして、栗林小学校の件については私初めてお伺いしたわけですけれども、今

後、建設をするに当たっては、高松支店であれ、あるいは四電工の本社ビルであれ、地域

の皆さま方との円滑な関係、この維持に努めてまいりたいと、かように考えております。 

 それと、ちょっと補足になりますが、実は、四国電力高松支店、それと今回、四電工の

本店、それとすでに立地しております四電エンジニアリング、いわば四国電力グループの

ライフラインを建設し、守る企業が近くに立地しますので、通常の業務はもちろんのこと、

災害時等は、十分な連携を取って、効果が発揮できるのではないかと、かように考えてお

るところであります。 

○議事進行人 村上さん、いかがですか？ 

○村上太 いや、正直、今のセントラルビルの敷地面積と高松支店が移転するところの、

１万 4,000 ㎡っていうふうな形でホームページには書いてあったですけども、そちらのほ

うでなぜ両方建てれないかというのがちょっとよく分からないんですけども、そのあたり

が、われわれ素人なので、専門家に言われたと言われたら何も言えないんですが、こうい

った時期に…ちゃんと１つでっかいのを建てて、一緒にビルに入ってもいいわけですし、

別に２棟それぞれ建てる必要なんていうのはないと思いますし、例えば四電工で必要な資

材、四電さんで資材っていうのは別にそんなに大きく変わるもんではないのかなというふ

うには思うんですけど。ですんで、例えば５分行ったらすぐ近くにエンジニアリングもあ

りますし、そこに四電工の本社ビルもできて、われわれ地元住民が何がうれしいっていっ
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て、別に大してうれしいことは何もないんですが、そのあたり、正直言うと、地元の人か

ら考えると、しっかり１つ立派なビルを建てて、耐震性もある…別にビルを建てたらいか

んと言ってるわけじゃないんです。確かに古いですし、あんな街中にありますから、非常

に多分不便だとは思いますんで、建てるのは別に構わないかなというふうには思うんです

けども、１つに建てるっていうのができないということはないと思うんですけどね。 

○議事進行人 私は現地は知らないけども、何で、値上げしなきゃなんない会社がそんな

豪勢なビル何本も建てられるんですかって、そうおっしゃりたいんでしょう？ 

○村上太 そうです。 

○議事進行人 ええ、それはなんか分かるような気もするな。 

○四国電力（千葉社長） これは、実は…よろしいですか？ 

○議事進行人 どうぞ。 

○四国電力（千葉社長） 私自身、昭和 49 年に電気料金の改定をお願いした際、今の私ど

もが今入居しております本店ビルをちょうど建設中でございまして、皆さまからご指摘を

頂いたという記憶を、そういうふうな経験がございます。これを存じ上げておるのは非常

に限られております。私は、そのとき、電気料金の問題にも関与いたしておりまして、こ

ういうふうなときにこういう建物を建てると、必ずいろんなご批判が出てくると。しかし、

そういう批判はあるけれども、今の東南海・南海地震等々を考えたときに、この防災拠点

としての高松支店をつくり上げるということはぜひとも必要だということで、今回、この

時期に、たまたま料金の問題後で起こってまいりましたけれども、重なったとこういう実

態であります。 

 それと、１つに建てたらというふうな話がございましたが、実は、栗林公園に近いとこ

ろで、ここは高さ規制等もございます。したがいまして、現実、やはり建てるとするなら

ば２棟。ところが、２棟でいったときには、日影規制がある。こういったことで、非常に

いろいろ検討は、実は私自身も、村上さんご指摘のように、せっかくそこに敷地があるん

であれば、同じようなビルを関係会社も含めて同じ敷地でやってもいいじゃないかという

ふうなことで検討させたんですけれども、難しいというふうなことで、結局、それぞれ別々

のとこになったということでございますので、何とぞご理解を賜りたいと思います。 

○村上太 ここに来て、すぐ「はい、分かりました」っていうのは多分ないとは思っては

いたので聞くんですけども、 後に、時間もないことですので１つお願いなんですけれど

も、例えば四電工さんのビルなんですけども、建てるのを３年か４年ぐらい延ばしてもら

って、ちょっとその間貸してくれるとかそういうことをしてくれると、われわれも「まあ、

しゃあないかな」というふうには思うんですけど、そういうのは駄目ですか？ 

○四国電力（千葉社長） これは、四電工はわれわれの関係会社です。われわれ、30％余

りを出資した会社ではありますが、別法人でございますんで、ただ今お話のありました趣

旨については四電工社長のほうにお伝えを申し上げて、そういうふうな建設スケジュール

面で少し余裕があって活用もできるということであればそういうふうなことができるかと
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思いますけれども、ちょっと私の立場でこれについて確約はできませんが、こういうお話

があったということはお伝えを申し上げたいと思います。 

○村上太 だから、そのあたり、時間もないので 後にします。値上げ自体、そういって

目の前でビルがどんどん２棟も建って、快く思ってない人間が世の中にはたくさんいると

思いますし、特に栗林地区は邪魔されたと。われわれは、別に邪魔されてないのは知って

るんです。県が邪魔したっていうのは分かってるんですけれども、基本的に 後にビル建

てたところがやっぱその地元住民からは「ああ、ここが邪魔したんや、われわれの」って

いうふうになりますので、そのあたり、ちょっとじっくり考えてほしいなと思いまして、

今回、こんな機会なんですけども、言えたことは良かったかなとは思います。 

 どうもありがとうございました。 

○議事進行人 はい、どうもありがとうございました。 

 村上さんに陳述を頂きました。 

 村上さんはじめ、陳述人の方どなたにもお伝えすることでございますが、なお質問され

たい事項が残っている場合には、大変窮屈な日程でございますが、５月 16 日、あさってま

で、木曜日まででございますけれども、事務局まで送付いただけましたら、事務局におい

て、国民の声と併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・公表いた

しますので、どうぞお寄せください。 

 村上さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、次に、第２番の西岡雅行さんにお願いをいたします。 

○西岡雅行 私、高知県生協連の専務をしております西岡でございます。 

 こういう機会を与えていただきまして、どうもありがとうございました。 

○議事進行人 どうぞお掛けください。 

○西岡雅行 私、立ったほうがいいですので。 

 私、西岡という個人ではありますけども、私ども高知県生協連には 11 の生協が加盟をし

ておりまして、会員数は約 26 万世帯ということになっております。そういう意味では、高

知県下の 65％以上の世帯の方がこの生協連に加入されているということですので、今日、

事前に出しました意見も、私どもの生協連の役員会で確認をした文書ですので、西岡個人

というよりも、26 万世帯の意見というふうに受け止めていただければというふうに思いま

す。 

 それから、多分時間はないかもしれませんが、時間があれば四国電力さんの質疑もとい

うふうにありましたが、私、四国電力さんには意見は求めません。というのは、ここで申

請を取り下げてということであればですけども、そういうことはないわけですので、ぜひ

経済産業省の皆さんや委員の皆さんに厳密にこの申請内容を審査をしていただきたいいう

ふうに思いますので、そういう視点でお願いをしたいというふうに思います。 

 まず１つ目は、消費生活に与える影響ですが、これはもう皆さん方も言わずと知れたこ

とでありますけれども、今朝もニュースを見ておりますと、アベノミクスの副作用がこれ
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から出ますというようなことを言われる専門家の方もおられました。雑誌なんかを見てお

りますと、円安による原材料の輸入高騰というのは８月以降に本格的に、秋以降に出てく

るんではないかというふうにいわれております。また、一方では、日銀が消費者物価を２％

上げるという目標もありますし、来年は消費税が２％上げられるということになっており

ます。そういうことでいいますと、電気料金が上がらなくても、 低来年は５％以上賃金

が上がらないと、消費支出は増えないと。逆に、後退をするということになります。それ

に加えてこの電気料金の 10％の値上げでありますので、そういう意味では、この電気料金

の値上げというのは、単にそれぞれの家計が 10％増えるということではなくて、製造原価

の元でありますから、そういう意味では、そのことが転嫁をされて製品に転嫁をされると

いうことですから、消費者は電気料を 10％値上げされたものを払わなくてはいけないとい

うことと、製品に転嫁された値上げ分を二重に支払わなくてはいけないとこういうことに

なろうかなというふうに思います。そういう意味では、５％以上の賃上げがない限りは、

現在、今、政府が誘導しておりますインフレに経済を移行さすということにも逆行をする

ということになろうかなというふうに思います。そういう意味で、もちろん値上げゼロと

いうのは無理かもしれませんが、ぜひ 終的に認可をされる経済産業省の皆さん、そこに

答申される委員の皆さんがこのことをきちんと受け止めて、 終的判断をまずお願いをし

たいというふうに思います。 

 ２つ目は、四国電力さんが値上げをされる説明についてですが、まず申請すでにされて

おりますから、この申請書に消費者の意見は一切反映をされておりません。本来なら、普

通の企業であれば、私どもであれば、申請をする前に意見を聴いて、消費者の意見はこう

でしたということも添付をして申請をするというのが普通ではないかなというふうに思い

ます。残念ながら、私どもは電力会社を選択できないということがあります。そういう意

味では、一方では、公共性が非常に強いという事業でありますから、そういう認識の上に

立って消費者の意見を聴くということが大事ではないかなというふうに思います。この１

月に配布された１枚のこれでもうすでに終わりということではないでしょうか。そういう

意味では、本当にやっぱりこの競争のない事業を利用者は選択できないということの弊害

かなということをあらためて思ったところです。そういう意味では、まだ遅くはありませ

ん。ぜひ四国電力さんは、全戸を回って、この申請をした理由と説明をそれぞれのご家庭

にぜひ説明をして回ってください。それくらいのことをしても、何も罰は当たらんという

ふうに思います。それから、逆な意味では、私どもの会員生協に高知生協という購買生協

ありますけれども、この高知生協は四国電力さんと一緒になってオール電化の住宅を宣伝

をしたり普及をしたりしてきました。生協のおかげでますます負担が増えたというふうに

組合員からは嫌みを言われております。このことに私はさてどう答えたらいいのかなとい

うことも一方ではこの高知生協さんからは聞いております。そういう意味で、あらためて

きちんとやっぱり１枚の紙切れで終わらすということではなくて、やはり利用している人

の立場に立ってきちんと説明をするということを再度お願いを、そういう指導を経産省の
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ほうからしていただきたいというふうに思います。 

 ３つ目は、資産やコストの問題です。私、燃料費等の難しいこと分かりませんので、こ

れは専門家の方にお任せをするということかなというふうに思いますが、いずれにしても、

燃料の調達については、それぞれの電力会社さんと共同の仕入れの調達とか、これは、一

方では、やっぱり国策として国が調達をするというようなことをきちんと方向を示すべき

ではないかなというふうに思いましたということです。そういうことを前提にして、この

２月に頂いたこの「申請について」という資料を見ておりますと、為替レートは 80 円、原

発利用率は 33.8％ということでありました。お聞きしますと、再度値上げはしないという

ことだそうですので、現在は 100 円を超えて、今日、日経なんかを見ておりますと、105 円

ぐらいはいくんじゃないかというような記事も出ておりました。ということは、この申請

をしたときの前提条件にかなりの余裕があるということではないかなというふうに思いま

す。原材料が 20％以上上がっているわけですので。それから、原発についても、７月稼働

という見込みはありません。そういう意味では、この申請されていた内容が、かなりの余

裕があって申請をされているということではないかなというふうに思いますので、これは

専門家の立場で厳密に審査をしていただきたいというふうに思います。それが１つです。

それから、資産についても、もちろんされてるとは思うんですが、単に四国電力単体では

なくて、子会社や役員を派遣している関連会社についても、これを電力の総体と、四国電

力の総体というに見てぜひ資産を評価をしていただきたいというふうに思います。お聞き

しますと、ほとんど外注もないということだそうですので、子会社・関連会社で、いうた

ら利益の循環をさしているということもいわれても仕方がないということかなというふう

に思いますので、ぜひそういう視点で、単に子会社だけではなくて、関連会社も含めて資

産の評価をしていただきたいというふうに思います。 

 それから、人件費についてもいろいろと比較をされておりますが、結論から言いますと、

四国の平均で見ていただきたいというふうに思います。このような値上げを強いるわけで

すので、あらためてまず役員の皆さんもこのことにきちんと襟を正すということが大事か

なというふうに思います。単純な乱暴な言い方をすると、１年間ぐらいが無報酬でもお願

いをしますということぐらいの決意を持って四国の県民に語るということぐらいはいるん

じゃないかなというふうに思います。私は、そこで働いてる労働者の賃金を下げなさいと

いうことを言ってるわけではありません。役員の皆さんは、１年間ぐらい無報酬でもそれ

ほど生活に困るということはないんだろうというふうに思いますので、ぜひそれぐらいの

決意は四国の県民に見せていただければというふうに思います。それから、提出されてい

ますこの資料から見ますと、職員の平均年収を全産業別とか地域地場産業比較ということ

でされておりますけども、全体として電力業界というのは本当に甘いなというふうに思い

ました。平均でしますと、ここに出されてる資料なんですが、たまたまこの東洋経済を見

つけまして、電力やガス業界を見ますと、この近くのガス業界は平均 548 万円から 550 万

円ぐらいでした、年収が。これは赤字ではありません。普通の黒字を経営している企業で
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す。そういう視点からいうと、あらためてやっぱり全国単純に平均ということではなくて、

四国内の平均ということで見ていただきたいというふうに思います。この資料の中には、

四国内は 1,000 人以上の 12 社だけの比較ですので。ということは、逆にいえば、四国内は

大半が中四国零細企業ということですから、四国全体の平均で見ていただければというふ

うに思います。先日の高知新聞では、高知県の 10 人以上の企業の平均は 380 万円というふ

うに出ておりました。こういうふうに言いますと、職員の年収を下げろというふうに聞こ

えるかもしれませんが、私はそういうふうに言ってるわけではありません。16％カットで

平均 645 万円だそうですから、人数は別として、金額でいいますと、645 万円より上の方が

半分以上おられますということですよね。ですから、せめて管理職の給与はこの 645 万円

の平均にするというぐらいの決意がいるんかなというふうに思いました。それくらいのこ

とをして役職員が一丸となって取り組んでいる姿を見せて初めて消費者は理解ができると

いうことかもしれません。 

 ４つ目は、将来のエネルギー問題です。先日、四国電力の幹部の方と懇談をさせていた

だきまして、電気事業というのは 30 年後、40 年後を見通して計画をしておりますというこ

とを言われておりました。まさにそのとおりだというふうに思います。30 年後、40 年後を

見て、原発に未来があるというふうに思われる方は誰もいないと思います。多分、廃炉の

運命をたどっているでしょうし、新しく原発をつくるということは多分できないんだろう

というふうに思います。そういう意味で、あらためてやはり原発に依拠しないエネルギー

をきちんとやっぱり構築をしていくということを電力さんのほうでもぜひ考えていただき

たいというふうに思います。乱暴な言い方をしますと、再生エネルギーで 2、30％をつくる

ということが必要かもしれません。特に太陽光発電については、新築にはもうパネルを設

置をさすということぐらいは法律で義務付けると。ただし、資金も援助しますということ

をやるとか、あるいは省エネ技術をさらに発展さして、この使用量全体を 2、30％減らすと

かいうようなことをしなくてはいけないいうふうに思います。20 年後、30 年後であれば、

そういうこともできるんだろうというふうに思います。そういう意味で、ぜひこの原発に

ついては未来はないわけでありますので、そういう方向に転換をしていただくということ

で、ぜひ経済産業省のほうもそういうことでお願いをしたいというふうに思います。 

 後に、四国電力さんにお願いが１つあります。先日、高知新聞で、高知県の幡多地域

で太陽光発電等、自然エネルギーをそれぞれの市町村が今やっております。しかし、もう

受け入れる余裕がありませんということで出ておりました。新聞によりますと、変電所の

設備に余力がないと。たかだか数千 kW のそれぞれの市町村が頑張ってやってることに水を

差すようなことになっておりました。そういう意味では、幡多地域はあまり四国電力さん

にとっては利益のない地域かもしれませんが、ぜひそれぞれの地域の活性化ということが

ありますので、ぜひそういう設備も充実をしていただきたいというふうに思います。 

 後に、消費者が電力会社を選べる日が１日も早く来るように国の方にもぜひお願いを

して、まさに競争があって、その中で切磋琢磨してお互いが生きていけるそういう社会に
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なるようにしたいというふうに思いますので、ぜひ消費者が電力会社を選べる社会を１日

も早く望むということをお願いして、私の意見とさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○議事進行人 西岡さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、第３番、本銅貴重さんにお願いをいたします。 

○本銅貴重 愛媛県生活協同組合連合会の本銅でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 私は、消費者団体・消費者の立場から、今回の四国電力株式会社の電気料金値上げ認可

申請について４点意見を申し述べたいと思います。 

 まず１点目でございます。今回の四国電力株式会社の電気料金値上げ申請は、家庭向け

電気料金が平均 10.94％、企業向け平均は平均 17.50％と大幅な値上げとなっております。

そのことで、消費者の暮らしと経済活動に大きな支障を及ぼすことが予測されると思いま

す。とりわけ消費者の暮らしは、この間の諸物価の値上げに加え、来年からはまた消費税

増税ということもありますし、今後、家計負担はさらに増大するということになります。

そうした中での今回の電気料金の大幅な値上げは、消費生活にさらに大きな打撃を与える

もので、今回の電気料金値上げについて、そのまま受け入れることはできないというのが

消費者の率直な意見かと思います。 

 次に、第２点目でございます。今回の申請では、総括原価方式により経費が積み上げら

れ、足りない部分を電気料金の値上げで補填するという内容です。この方式では、コスト

の削減努力が行われにくく、不足部分が安易に電気料金に転嫁されるのではないかなとの

疑念が持たれます。四国電力株式会社の説明では、約 280 億円の経費削減に努めるという

ことでございますが、役員報酬や人件費、燃料費、全ての項目でさらなるコストの削減の

努力を求めたいと思います。実際に、この間、電気料金審査専門委員会をはじめ、消費者

委員会、それから消費者庁の意見交換会等で経費算定についてさまざまな指摘があるとこ

ろでございます。４月３日の電気料金審査専門委員会では、火力発電の燃料について、四

国電力株式会社はＬＮＧ（液化天然ガス）の輸入価格を平均輸入価格（全日本通関価格）

よりも８％高く見積もってるとそういった指摘がございました。また、４月 16 日の同委員

会では、四国電力の社員の２割を超す 1,400 人を関連会社に出向させながら、約 1,000 人

の人件費を料金算定の原価に含めているとの指摘がございました。さらには、資材購入の

際、ほとんどが競争入札がされず、グループ会社への発注となってるといったことも明ら

かにされました。それから、４月の８日の内閣府の消費者委員会では、役員や社員の数が

多いのではないかとの意見も出されております。四国電力株式会社はこうした意見に真摯

に耳を傾けていただき、さらに経営改善の努力を進めていただきたいと思います。また、

総括原価方式でございますが、この方式での電気料金の算定方法については、早期に見直

していただきたいということを意見として付け加えさせていただきます。 

 それから、３点目でございます。平成 25 年から平成 27 年の原価算定では、平成 25 年７
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月から伊方原発３号機の稼働を前提としています。また、全戸配布してる広報誌でござい

ますが、この広報誌に、電力の安定供給と並んで、伊方原発の運転再開に全力を尽くすと

いう内容の文章が記載されています。ところが、私ども地元紙の愛媛新聞社が今年２月か

ら３月に実施した世論調査を見てみますと、原発の再稼働についてございますが、県民の

61.9％が原発の再稼働に否定的な見解を持っているという結果でございました。そうした

結果を踏まえますと、私は、この広報誌の内容には強い違和感を覚えております。原子力

発電の安全性について十分な検証と住民合意が得られていない中での原発の再稼働を前提

とした原価算定は納得することができません。この全戸配布の広報誌も、原発の運転再開

に全力尽くすのであれば、そのことの説明があってもいいかと思うんですね。そのことに

ついては一切触れられてもいないということで、私はこれは説明不足かなというふうに思

っております。 

 後、４点目でございます。今回の値上げ申請は、原発再稼働を前提とし、短期的に当

座をしのぐものにほかなりません。四国電力株式会社は、原発再稼働についての県民世論

を踏まえた丁寧な説明を行うとともに、中長期の電力供給の将来像を示す必要があるとい

うふうに思います。私たちは、福島第一原発事故の過酷事故から、原子力発電との共存は

不可能であるとの思いを強くしております。今後、原子力発電に頼らないエネルギー政策

の転換を図ることを四国電力株式会社と、それから国にも強く求めたいというふうに思っ

ております。 

 意見は以上でございますが、本日は質疑の時間が取っていただけるということですので、

何点か質問をさせていただきたいと思います。 

 四国電力株式会社にご質問いたします。原発再稼働の手続きについてでございますけど

も、これは原子力規制委員会でその可否が判断されてということで、その後、手続きで再

稼働するという中身ですけども、私は、その手続きのプロセスの中で、やはり地域住民の

合意形成、これが大事だと思っております。四国電力株式会社は、そのあたりについて地

域住民の合意形成を今後どのようにつくっていくのかということで、今、考えておられる

こと、お考えをお聞きしたいということでございます。お願いいたします。 

○議事進行人 はい、じゃあ、四電さんにお願いいたします。 

○四国電力（千葉社長） はい、分かりました。 

 いろいろご指摘頂きましたが、 後に原子力の再稼働手続きについてのご質問がござい

ました。本件につきましては、実は、愛媛県知事は、一昨年、3.11 以降、再稼働をするた

めには、県知事としては３つの判断要素があると。１つは、国のいわゆる安全についての

審査・判断がどうである。２つ目が、四国電力はどういう対策をしておるか。それと、あ

とは、地元の意向がどうであるか。この３つを愛媛県知事は判断の材料にするということ

で一貫しておられます。 

私どもとしましては、そういう知事の意向にも十分沿った形でこれまで対策を進めてお

ります。そういう中で、特に地元の皆さん方のご理解という点についていえば、われわれ
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としましては、実は 3.11 が起こりました一昨年、一昨年は春と秋とこの２度にわたって、

従前は年に１回、半径 10 ㎞の全戸についていわゆる状況を説明に回るようないわゆる理解

活動、これを展開しておったのを、20 ㎞に拡大して、２回にわたってやりました。それで、

昨年は秋１回やっております。それで、今年はまだやっておりませんが、ちょうどこの料

金の問題ともタイミングをみながら、丁寧な説明をしていきたい。それで、これは私ども

社員が直接行って対話活動しますので、どうしてもやはりわれわれにとって都合のいいよ

うなデータが上がってきます。ですから、これについては、相当やっぱり割り引いて私自

身も見ておりますけれども、できるだけ生のお声を聴かせてもらいたいということで進め

ております。結果、一応、回った状況でのお話を伺いますと、「原子力は駄目だ」と、「や

めてくれ」というのは５、６％でございまして、やはり「安全を十分に確認した上でやっ

てくれよ」とこういうふうな意見が大半であるとこういうふうに思ってます。ただ、われ

われとしましては、やはりおっしゃるように、理解活動が極めて大事だというふうなこと

で今後も進めてまいりたい、かように考えております。 

○本銅貴重 はい、ありがとうございました。 

 やはり原発再稼働については、住民の合意が必要だということでお考えということです。 

 先の消費者庁との意見交換会でも、やっぱりこのことも含めて説明不足ということが指

摘されておりました。これからぜひそういうことで、地域住民、消費者、そうした人たち

への説明のほう、引き続いてご努力お願いできたらというふうに思います。 

 あと、もう１点質問がございます。今回の電気料金の値上げに私ども別に反対のみを言

ってるわけではありませんで、私たち消費者にできることがあれば、消費者の協力で状況

は少しでも改善できるのであれば、それはもう率先して進めていきたいというふうに思っ

ております。で、この全戸配布チラシの報告の３ページに「新料金メニュー等についてご

案内します」ということで、小さい枠ではあるんですけども、電気の使い方の工夫例とか

いうのがございます。私は、こうしたことをやっぱり広げていく、広めていくということ

が大事だと思うんですよね。そのあたりについて、例えばこの効果性はどうなのか、ある

いはこれ以外にも効果的なものがあれば、ここで教えていただきたいというふうに思いま

す。お願いします。 

○議事進行人 料金メニューについてのご質問？ほかにどんな料金メニューがあるのかと

いうそういうご趣旨の。 

○本銅貴重 ええ、消費者にできることですね。そうしたことがあればいうことでお聞き

したいと、効果性と。 

○議事進行人 ああ、消費者にできること。なるほどなるほど。料金メニューを含めてで

すね？ 

○本銅貴重 はい、はい。 

○議事進行人 はい、分かりました。 

 どうぞお答えください。 
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○四国電力（千葉社長） 今回の料金改定申請に当たりましては、１つは、やはりピーク

時間帯の電気の使用を抑えると。これは長期的に設備の形成を少なくて済むということで、

長期的なコストの低下、これを目指すというふうなことで、これは一昨年来、東京電力さ

んの改定を含めて、いろいろ議論がされています。そういう中で、今回、われわれとして

入れましたのは、家庭用の電灯料金の中で選択約款、いわゆる選択できる。全てお客さん

がそういうことで安くなるとかいうことではございませんので、あくまでも条件を整えた

方が加入すれば安くなるということで、例えば昼間の電気料金の通常よりも倍、だいたい

50 数円だったと思いますが、こういった時間帯は高いですよと。しかし、それ以外は逆に

安くなりますよとこういうふうなメニューを設定いたしました。ですから、この種のやは

り負荷平準化を中心としたメニュー、あるいは電気の効率的な利用、いわゆる省エネルギ

ーにつながる効率的な利用、こういったものにつながるメニューというのは、今後もわれ

われとしては検討をしてまいります。今、今回の料金改定に際して、新しいメニューとし

てご紹介申し上げられるのは今の１点だけでございますけれども、今後も引き続いてわれ

われとしてはそういうふうな新メニューについての開発、これについて検討を進めたいと、

かように考えております。 

○本銅貴重 はい、ありがとうございました。 

 私、消費者は、これから引き続いて、節電に加えまして、こうした電気の使い方の工夫、

これも広めてまいりたいと思います。少しでも電気料金の値上げの負担を少なくしていた

だきますことを 後にお願い申し上げまして、私からの意見陳述とさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○議事進行人 本銅さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、第４番の松尾浩子さんにお願いをいたします。 

○松尾浩子 新日本婦人の会高知県本部で事務局長をしております松尾と申します。 

 今日は、別に新婦人の代表としてしゃべるわけではありませんけれども、女性の立場で

お聞きいただけたらと思います。 

 まず、４点にわたって意見と質問とを述べていきたいと思いますが、第１は、この公聴

会そのものについてです。本日、私はこの場でこれをしゃべるために１万円の投資をして

います。私は、高知市から来ました。高知から来るのには高速バスが一番安いのですが、

それでも往復 6,000 円。しかも８時 45 分に間に合うように来るバスはありませんので、前

泊する以外ありませんでした。車で来ようかとも思いましたけれど、ガソリン代とそれか

ら高速料金、それとＣＯ２まで考えたら、もうこれは絶対公共交通機関だと思ってそうい

うふうにしました。宿泊は、安いホテルを探しましたが、それでも１泊 4,000 円です。合

計１万円。土佐清水の友人がここへ来ようかということを 後の 後まで悩みましたが、

月６万円の年金で２万円を支出する勇気はないといってやめました。同じように、電気料

金の値上げは四国４県全ての住人に同じ影響が出ます。それが公聴会が高松１カ所しかな

いというのは、非常に不平等ではないでしょうか。初めから香川以外の３県の住民の声に
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ついては無視をする、経産省はそういうふうな姿勢ではないのかと私は疑っております。

この点について経産省にお尋ねをいたします。 

 第２に、電気料金値上げそのものについてです。四国電力さんがホームページに値上げ

の場合のシミュレーションを載せてくださいましたので計算をいたしました。ちょっとこ

れは安めに出るなと私は思いましたけれども、わが家は、早朝から、もう４時過ぎから起

きてしまう夫と、大学生で夜中まで起きている子どもといる非常に電気を使う家庭だとは

思っておりますが、従量電灯分で月 2,000 円、深夜分で 1,000 円あまり負担が増えます。

年間でこのままでは電気料金だけで４万円近い負担増。これは、今、夫が 60 歳超えて、年

金足りませんのでアルバイトに行ってますが、時給 680 円。１カ月のアルバイト代が電気

料金の値上げ分で全て吹っ飛びます。わが家は、それでも動けない高齢者とか乳幼児とか

がいるわけではありません。で、四国電力ホームページで「電気料金値上げに対して暮ら

しへの影響を考えているのですか？」という質問に対して、「多くのご家庭でご契約いただ

いている従量電灯Ａは、ご使用量の増加に伴い料金単価が上昇する３段階料金となってお

ります。今回の値上げ申請では、生活に必要不可欠な電気のご使用量に相当する第１段階

料金の値上げ幅を抑えております。」と書かれており、一見、生活に支障がないように配慮

されているように見えますけれども、第１段階というのは 120kW までです。本日、そちら

に座っておられるのは男性ばかりですので、生活実感としては一体いかがなものかという

ふうに思っておりますけれども、人口の 51％を占める女性の声を反映させようという意思

も意識もないのかしらと私は思っています。女性は役割分担を押し付けられている現状で

は、介護・教育・保育の大半を担っており、特に生活弱者の声を代弁します。広く一般の

人の声を聴くという場合になってやっと女性の声が反映するそういうことでは、男女共同

参画社会実現という立場からも非常に許されません。高知県は、自慢ではありませんが、

全国 低所得です。先ほども述べましたけれども、交通費も出ないので、ここで意見を述

べることもできない。その上で、全く平等な値上げを押し付けられる。そんな人の立場に

なってみてください。現在、夫の実家は空き家になっていて、管理のために私たちが通っ

ていますが、１週間に１回も帰らないこの実家であっても、油断をすると、月に 100kW に

近づいてしまいます。つまり、掃除機も週に１回しかかけませんし、ご飯も週に１回しか

炊きません。で、120kW では、１人暮らしをしていても、日が暮れたら寝る、テレビは見な

い、洗濯は週に１回とか２回、そんな生活をしないとオーバーしてしまうんではないでし

ょうか。しかも、そんな生活をする人にも月に 7.4％の値上げは押し付けられます。ここで

扇風機を回したら、掃除機をかけたら、電気代が払えなくなるかもしれない、そういう思

いをさせることは、生活弱者への虐待です。この春、出産した息子の友人が、この夏はこ

の子のためにエアコンをつけなきゃいけない。電気代どうなるだろうって心配していまし

た。電気代を心配して、子どもやお年寄りが熱中症で亡くなることがあってはいけません。

しかし、エアコンをつけたらどうなるのか。夏になってもエアコンも使えず、熱中症と背

中合わせの危険な生活をしなければならない。これが憲法に保障された「健康で文化的な
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低限度の生活」なんでしょうか。平均的な１家庭の消費電力量は月 400kW から 500kW だ

といわれています。わが家はだいぶオーバーしていますけれど。で、この暑い四国で７月

１日から値上げをしようっていう四国電力の神経が私は分かりません。狂気の沙汰です。

これほど公共性の高い会社でありながら、電気料金は未払いになると、直ちに電気の供給

はストップします。「高知の８月は鉄板の上に立っているようだ」とよくいわれるほど暑い

です。９月も暑い日が続きます。こんなときに電気がストップしてしまうと大変です。四

国電力は殺人者になる可能性もあります。このように、今回の電気料金値上げは、命を奪

いかねない非常に危険なものなんです。 

 さて、四国電力さんに質問です。四国電力は、120kW 以下でどの程度の生活が送れるとお

考えでしょうか？この暑い夏、120kW 以下で生活するにはどうすればいいのか、どうぞ教え

てください。お願いします。 

 さらに、今回の値上げ申請は、昼間で 10％、深夜については 20％を超す値上げ幅です。

わが家は、先に述べたように、電気を非常によく使っています。しかし、節電を心掛ける

べしと、見ないテレビは消す、コンセントを抜けといってテレビを壊した経験もあります。

朝７時までに洗濯も炊飯も掃除も、それからポットは抜く、全てそういうふうに私は努力

はしてきました。ずいぶん電気の使用量は減してきたと思います。表彰されるぐらい減し

ています、元が高かったんですけれども。それなのに、あれだけ深夜は安いからと宣伝し

てきておいて、20％の値上げっていうのはどういうことですか。もう何よりも、私、これ

が腹が立ちました。で、安くて安全ということで、私の実家も含めて高齢者世帯ではずい

ぶん、高齢者やなくてもそうですけど、オール電化にしました。オール電化にした家庭っ

ていうのは今はどうなのかといいますと、四国電力さん勧めてオール電化しましたよね。

ガスなんかの配管ももうありません。全部のけています。もう選択の余地はないんです。

オール電化にしたけれども、電気料金が上がるから今度はガスにしようかなんてことはで

きないんです。それで、オール電化にさせておいて、この値上げっていうのは本当に詐欺

じゃないですか？そういう話もよく聞きます。この点についても、どういうふうにお考え

なのかお聞かせをいただきたいと思います。 

 値上げの元になってる資産にも大きな問題がたくさんあります。国民の多くが原発再稼

働に反対している中で、先ほど、反対しているのは５％ぐらいとかいうふうに言われまし

たけれども、安全が保障されれば再稼働して…安全の保障って何でしょうか？福島原発も

安全だ安全だっていわれてきたんです。伊方も安全だといわれていますけど、本当に安全

なのかどうなのか。それについては発言する人がたくさんおいでると思いますので、私は

言いませんけれども。そんな国民の多くが、私も含めて、原発再稼働反対です。伊方は直

ちに廃炉すべきだと思っています。それなのに、再稼働ありきで伊方原発の維持費や新安

全基準に向けて予算が経費に盛り込んでおられます。こんなことは許されません。まして

や、いかに再稼働に反対であっても、この部分をのけて料金を払っていたら、電気止めら

れるんです。いや応なしに払わなくてはならない、こんな理不尽なことはないではないで
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しょうか。その上で、幡多地域の発電、先ほど西岡委員が述べられましたのでもう言いま

せんが、ちょっとあんまりなことじゃないのと、これも新聞を見て怒りました。その上、

役員報酬を減額したと宣伝していますが、いくらのものをいくらにしたのかも全く公表さ

れていませんし、ホームページを見る限り、退職慰労金が削除されただけで、報酬は全く

減ってません。本来、責任を取るべき人たちが責任を取らずに、消費者や労働者にその責

任を押し付けるのでは、真摯な姿勢とは到底思えません。四国電力は非常に高い公共性を

持った独占企業です。四国の住民にきちんと電気を届ける義務があります。ですから、経

産省は今回の値上げは絶対に認めてはいけないと思います。 

 以上です。 

○議事進行人 それでは、いくつかご質問頂きましたので、まず第１点の公聴会をどうし

て高松でしか開かないのかというご質問からお願いしましょう。 

○経済産業省 経済産業省の滝澤と申します。 

 本日は、どうもありがとうございます。 

 座って失礼いたします。 

 公聴会の開催については非常に厳しいご指摘を頂戴いたしました。私ども、公聴会もし

くは国民の声を通じて多くの方から今回の四国電力の値上げについてご意見を頂戴するこ

とは非常に大切だというふうに考えてございます。他方で、公聴会の開催に当たりまして、

こういう場で電気料金の審査専門委員会の委員の方にもお越しをいただいて、直接皆さん

のお声をお聴きいただくということも考えてございまして、委員の皆さまの日程の確保の

困難性でございますとかそういったことも勘案して、管内のどの地域からも比較的、相対

的と申したらいいかもしれませんけども、アクセスがしやすいと考えられております地域

の経済産業局あるところでほかの電力会社の場合も含めて公聴会を開催をさせていただい

ております。 

 「国民の声」というのが別途ございまして、こちらのほうの、郵送でございますとか、

メールでございますとかでご意見を頂戴いたしましたものは、同じように電気料金審査専

門委員会でご報告を申し上げて、そしてホームページ等々できちんとその回答をしてお答

えをするということにさせていただいておりますので、そちらのほうもご活用いただいて、

ぜひご意見を頂戴できればなというふうに考えてございます。 

○松尾浩子 交通費の支払いについては考えていませんか？ 

○経済産業省 申し訳ございません、考えておりません。 

○松尾浩子 考えてください。 

○経済産業省 申し訳ございません。 

○議事進行人 四電さん、120kW/h でどんな生活が一体できるのかというご指摘もありまし

たし、それから、安いぞ安いぞといって深夜料金を 20％上げるのはあんまりじゃないかと

いうご指摘もございました。 

○四国電力（千葉社長） はい、今、３段階料金制を取っておりますけれども、この制度
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の仕組みについては、多分、十分熟知されておるというふうに思います。120kW/h まで、こ

れは昭和 49 年に実はこの制度を開始したんですけれども、いわゆる、当時、ナショナルミ

ニマムということで、いわゆる電灯だとか、そういった国民生活をやっていく上で必要不

可欠な部分に当てる電気部分ということで 120kW/h。それで、120 kW/h から、今、300kW /h

までが標準的な第２段。それで、300 kW/h を超えるところは第３段ということで、実は、

平均的なとこを１とすると、安い第１段では 0.75、75％の水準。逆に、300 超えるとこは

12％高いとこういうことで今回申請をしてございます。 

 それで、120 kW/h までで何ができるかということでございますが、実は、今、私どもの

従量電灯Ａというところでご契約をいただいております一般的なご家庭の平均使用量は

300 kW/h でございます。ですから、そういった点からみて、今の３段階料金制の中で対応

をしていくということは、今の状況からみて適切ではないかと私自身は思ってます。ただ、

120kW/h でどれだけのことができるかといえば、これは今のように電化がかなり進んでおる

とこういう状況からみると、かなりやっぱり難しいだろうというふうに思います。 

それで、誤解なきように申し添えますが、この３段階料金というのは、いわゆるそこま

では 75％、それから超える部分については、超える部分だけについて、２段なら２段が適

用されるということになりますので、全体で節電等々を心掛けますと、いわゆる支払い部

分は少なくなるとこういう仕組みになってございます。 

 それと、この深夜部分が大幅な値上げになったということでございますが、これはひと

えに原子力の稼働が通常条件とは違って、これまでだいたい 80％の利用率で運転しておっ

た原子力、これが今回 34％とこういうことで、織り込まざるを得ないということで、当然

のことながら、いわゆる原価の計算をする中で、深夜部分のいわゆる燃料費負担という形

が大きく効いてきて、値上げ率が高くなったとこういう状況でございますので、何とぞご

理解をいただきたいと思います。 

 それと、もう１点、７月１日からということで非常にご指摘がございましたが、実は、

私は、この料金の値上げをする決断をする前に、地域のいろんなオピニオンの方々と懇談

をずっと、これは毎年ですけれども、やってます。そういう中で、やはり東京電力さんが

値上げをした後、電気料金はできるだけ値上げは後にしてくれとこういうふうな話がござ

いまして、実は…もちろんそれだけではございません。われわれの作業スケジュール、こ

ういったこともございます。そういったこともトータルで判断して、本来、３年原価です

から、４月から実施してもいいところを、実は、少しでも後ろということで７月にしたと。

したがって、使用量の多いところで狙い撃ちをしたというふうなことでは全くございませ

んので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

○松尾浩子 到底理解はできませんけれども。 

 原価についてもいろいろ言いたいことはございますが、もう時間はありませんのでやめ

ますけれども、値上げは絶対に許されないということはお願いをいたします。 

 以上です。 
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○議事進行人 どうもありがとうございました。 

 ４番の松尾さんにお願いをいたしました。 

 それでは、５番の和田宰さんにお願いをいたします。 

○和田宰 松山市に在住します和田宰と申します。 

 お手元の資料６の３ページの下の段にあります。５つほどの柱を並べております。これ

に沿って陳述したいと思います。 

 膨大な費用が原発の再稼働のことを前提にして組み込まれているということなんですけ

れども、実際どのぐらいかということを資料からみてみました。四電が公表した資料で、

核燃料費 52 億、それから資料の 11 のところに修繕費 129 億、それから資料の 12、この内

訳で原子力関係 133 億、バックエンドに 89 億、その他に 65 億、公租公課にも 50 億ぐらい

は入るかと。ざっとみて 518、500 億を超えて単年度で原子力に巨額の予算が投じられると

こういうことが示されているわけなんです。私は、今日述べたいのは、福島事故を経て、

本当に安全･安心の電力が供給されようとしてるのかとこのことに多くの住民の関心があ

ります。私は、その住民の１人として意見を述べたいと思っております。 

 実は、この四電の資料の分析には、高知の住民の方も協力してくれたんですけども、先

ほどのお話がありましたように、実は、来たくても来れないと。これは、高知でも申し出

があったと聞いてますし、愛媛でも県内で公聴会をやってくださいとこういう申し出をし

た経過があります。この点は、先ほどの方と同様に、ぜひ各県でもっていただきたいと思

いますけれども、この分析した方も、役員報酬 3,300 万というのには本当に驚いてました。

これは、経産省も年収 1,800 万ぐらいまでに落とすようにと言ったということも聞くんで

すけれども、本当にこんな報酬の上にあぐらをかいていたのかと驚くようなことです。 そ

れで、この分析をした方が言うには、やっぱり四国電力、この過剰投資、そして火力燃料

費の増加分が例えば 138 億とあるんですけれども、非常に減収として大きいのは、節電を

するとこういうことによって売り上げが減った 607 億、あるいは企業・個人の節電等によ

って 391 億とこういう収入減があると。そうすると、たちまち首が回らなくなると。こう

いう経営体質自体がおかしいとこういうことを語ってくれております。ぜひじかに話をさ

せてもらいたい、公聴会をもっていただきたいと思っております。 

 私はメモの２番目のところに移りますけれども、この伊方原発の特別な危険性を考慮す

れば、今回の値上げの方向というのは全く観点がおかしい、こういうふうに思っておりま

す。福島では、制御棒が入りましたけども、運転時の約７％といわれる崩壊熱のために炉

心が溶融し、爆発まで起きました。これが停止しないままの事故であったら、想像を絶す

る事態だったというふうに思います。伊方を見ますと、６㎞沖、四国電力はいつも８㎞と

いうんですけれども、こんなに近くに巨大な活断層があります。震源が近く、強震動があ

まりに短い時間で伝わった場合に、制御棒が間に合うのかどうかが危惧されていると。停

止できない状態で配管の断裂等あれば、福島の事故の比ではない。国会事故調も、克明な

報告してますけれども、福島では、津波到達よりも 30 分近く前に原子炉圧力の低下があっ
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たと。明らかに地震の影響だろうとこういうふうに理解しますけれども、地震動によって

原子炉の重要な部分が損傷を受ける可能性は否定できません。さらに深刻なのは、伊方原

発が瀬戸内海にあるということです。内海にあるのは、全国の原発の中でも唯一です。福

島の事故の場合に、汚染が、テレビを見てましても、太平洋側に流れるということがかな

りありましたけれども、瀬戸内海では四方八方に住民が暮らしています。この点からも、

伊方原発は極めて深刻な危険を抱えているといえます。 

 それから、３つ目に書いておりますこのことは、730 億、３年間で投じると。この中に、

私は、格納容器の損傷防止対策とかこういったものはもう停止のままでいく、そしてこの

まま廃炉にするということであれば、要らない費用がたくさんあると思っていますけれど

も、ただ、使用済み燃料ピットの補強とかこのあたりは必要なことだと思います。燃料集

合体の距離を縮める工事をやりましたよね。詰め合わせて燃料を保管してるという状態な

んですけれども、これはどうも米国の基準にも達してないんではないかとこういう話が

近強く出てきております。国際社会は５％のゆとりを立法化したのに、日本は２％になっ

てるとこういう意見もあるようです。この強烈な地震で燃料ピットに水がなくなればどう

なるのかと。これへの対策というのは本当に重要だと思います。こういった点にこそ予算

をつぎ込む必要があるというふうに思いますし、先々にはもっと安全な管理の仕方、水を

使わない方法ということについても検討が必要かと思いますけれども。今回出されてる値

上げ案のおおかたが、もう現状の原発を再稼働をするという補強をいろいろしたというん

ですけれども、これへのこれを根拠とした値上げ案ということには私は真っ向から反対で

あります。 

 それから、４つ目のところに沖縄電力のことを書きましたけれども、国内では唯一原発

を持っていない電力会社で、海水を使った揚水発電等、独自の技術もあるというふうに聞

いておりますけれども。実は、中国電力と四国電力の水力発電のマップ、水力ドットコム

というホームページがありますけれども、これで比較すると、明らかに四国電力と中国電

力は体質が違うんですね。中国電力は四角い小さな緑のマークがたくさんあります。小水

力の中規模・小規模の水力発電がたくさん残ってるんですよね。かつて 100 近くあったの

が今も 54 基動いてますけれども、四国電力はとても少ないです。結局、原発に依存をして、

原発を３つもつくって、そこにもうどっぷり漬かってきたと。そういうことが、本当は、

水もある、傾斜もある、可能性がたくさんあるはずなんですけれども、そのことに力を注

いできていないということが明らかかと思います。この点では、水力発電所のタービン等、

これらの改善も、例えば古いものを改善すれば、１割効率が上がれば、これだけでも相当

なものになりますよ。四国全域のことを本当に計画的に、先ほども 30 年の計画と言われま

したけども、計画的にやってもらいたい。水力発電も、丁寧につくれば、70 年とか 100 年

とかもつわけですから、そのことにぜひ傾注していただきたいというふうに思います。そ

れから、太陽光ももういっぱいだと、不安定な電源はもうこれ以上とこんなふうに四電は

かつてもホームページに書いてましたけども、今は蓄電の技術が発達してますし、日本は
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セラミック技術を使った高電圧の蓄電技術は世界 高水準でしょう。四電はもう真っ先に

それを取り入れてもらいたいんですよ。そういうことを各所に設ければ、風力にしても、

太陽光にしても、もっと活用ができます。そのことにこそ力を入れていただきたいという

ふうに思っております。今回の値上げ計画、全く安全に寄与しない、むしろ危険を延命す

るために膨大な費用をかけ、使用者に負担を強いるものであり、断固反対であります。 

 それから、 後に、四国電力にお聞きしたいんですけれども、廃炉計画をちゃんと立て

ているのかと。もう１号機なんか、どう見たって、もう、すぐ廃炉すべきでしょう？私は、

もう順次１号機、２号機、３号機、廃炉にしていく、そうすべきだと思っています。停止

したこの状態を維持しながら廃炉を進めると。もういの一番にやるべき１号機なんかは、

とっくにもう検討終わってんじゃないでしょうか？社長、ぜひこのことについてどのよう

にみてます？それから、費用がどうかかるんでしょうか？国ももともとそういうことも想

定して、あるいはバックエンド費用等も集めてるわけなんですけれども、国にはどのよう

な負担を求めるんでしょうか？四電としてはどのような国への要望をお持ちなんでしょう

か？ 

 以上です。 

○議事進行人 はい、いかがでしょうか？ 

○四国電力（千葉社長） いろいろご指摘を頂きましたが、一番 後に廃炉の問題で端的

に質問ということでございましたが、これについてお答えいたします。実は、伊方１号機

は、ご承知のように、昭和 52 年の運開ですから、現在、35 年を経過しております。したが

いまして、今般の新たな規制庁の原子炉設置変更許可法によれば、新しい規制法によれば、

40 年運転、これを１つの基準にすると。それで、20 年を限度に運転延長を認めるとこうい

うふうなことが示されております。われわれは、伊方１号機は、今、規制庁で新たな基準

案が出されておりますけれども、そういったものが 終的に出てきた段階で、それに適合

をできるように当然のことながら補強工事等を進めてまいりますし、今の段階では、われ

われとしては、40 年を超えて 60 年運転に向けて活用をしていきたいと、かように考えてお

ります。これは、アメリカあたりではもうすでに 80 年運転というのが現実になっておると

いうことで、技術的にそこらあたりについては、これは私どもがどうこうではなくて、国

の規制機関が中心となってそこの活用等々の技術的なジャッジメントはなされると。そう

いう中でわれわれとしては対応をしていきたいと、かように考えております。なお、廃炉

については、われわれは、今、発電電力量に応じて廃炉に必要な資金というのを現在の皆

さま方の料金の中からも少しずつためておるとこういう状況にしてございます。ですから、

こういう状況の中で、だいたい廃炉については再建設費の２割程度が必要だろうというこ

とで、今、順調に運転が継続できれば、これは特段国のほうに廃炉に向けて別途の資金支

出をお願いするとかこういうことではなくて、自力でできると、かように考えておるとこ

ろであります。 

 それと、冒頭、原子力についていろいろコメントがございましたが、あくまでもわれわ
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れとしましては、今の規制委員会で決められる新しい基準、これをやはり適合をするとい

うことが必要だということで、730 億等々のお話もございましたが、現時点で、われわれが

これは当然リクエストとして出てくるというふうに考えておるものを計画をしておるとこ

ういうことでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○和田宰 いや、１号機をまだ使いたいというのは驚きですね。それから、500 億も金をつ

ぎ込んで原発をやっていこうというもうこの方向はやっぱり根本的に改めることが求めら

れると思うんですよ。そこに経営陣のトップとしてやっぱり決断しないといけない、そう

いう時期に来てると思うんですよ。これは、もう後世から見たって、何でこんなことにい

つまでもずるずる引っ張って、無駄な金をつぎ込み続けたのかという批判を必ず受けると

思うんですよ。今は、やっぱり先をみれば、原発からの脱却ということは本当に必要だと

思います。ましてや１号機なんて本当に耐震のそのものがなかった時代の産物でしょう？

どう見たって、横揺れに対して上のほうも留めていない、原子炉そのものの脆弱な構造な

んてもう明らかじゃないですか。技術系の方なら誰でも分かるでしょう？それをまだ使お

うというのはもうとんでもない感覚だともう厳しく批判をしたいと思います。 

○議事進行人 社長、どうですか？ 

○四国電力（千葉社長） はい、これは伊方１号、２号も一緒でございますけれども、実

は、われわれ四国電力のプラントについては、内部構造物は全て取り替えてます。ごっそ

りと新しいものに取り替えてます。あるいは、蒸気発生器についても取り替えております。

ですから、いわば格納容器、われわれが外から見る部分についてはこれは取り替えできま

せん。ですから、問題は、脆性破壊が起こっておるかどうかこういったものを判定すると

いう別途の基準がございます。ですから、そういったものをクリアできれば、今、例えば

１号機については、難燃性ケーブルが取り付けられていない。これについては、今後の基

準の中で、それを本当にやらなければいけないということであれば、それをコスト計算も

しながら適切に対応していくとこういうことで今考えております。 

○和田宰 もう時間いっぱいになってしまいましたけど、全く驚く感覚ですね。もう社長、

本当にこの企業に責任を持ち、そして住民に責任を持つという立場で、根本から原発路線

から足を洗うというふうに転換を求めます。 

 以上です。 

○議事進行人 どうもありがとうございました。 

和田宰さんにお願いをいたしました。 

 続きまして、６番の草薙順一さんにお願いをいたします。 

○草薙順一 松山市から参りました草薙順一という者です。 

 私は、原発を直ちに廃炉にすべきであるとそういう意見の持ち主でございます。原発の

稼働を前提とするから、そのための無駄な費用がかかって赤字を増大させているというこ

とでございます。そのことが、10.94％という電気料金の大幅な値上げとなっております。

平均家庭で 580 円という、企業向けで 17.50％、この値上げというものは、特に低所得者、
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そしてまた中小企業の人たちにとっては本当に大変で、本当に悲鳴が聞こえてくるという

ふうに思っております。私たちの生活は、すでに電気がなければ生活できないと、そうい

う状況になっていることを思うと、やはり事業者である四国電力も本当に身を削ってほし

いというふうに思うわけでございます。 

 第１は、原発を稼働させるために無駄な費用を少し述べたいというふうに思います。ま

ず、第１は、原発を維持する費用でございます。そのための修理・管理・人件費、そうい

うものを足せば、373 億円というふうになっております。それ以外に、原子力関係法定保険

料だとか、あるいは原子力賠償支援機構の一般負担金、これが平成 25 年度では 65 億 2,000

万円というようなお金がかかっております。これは、原発を廃炉とすれば不要なお金でご

ざいます。さらに、原発を廃炉にすれば、追加安全対策費用というものも不要となります。

平成24年から27年までで832億円という追加安全対策費を必要としておりますけれども、

これらのお金というものは、廃炉にすれば不要となるのです。それから、原発を廃炉にす

れば、いわゆるバックエンド費用といわれる核燃料の使用後に生じる費用が減額できます。

そしてまた、使用済み核燃料再処理の費用等で 89 億円を盛り込んでいますけれども、ただ

しこれは平成 25 年から 27 年でございますけれども、この金額も不要となります。あるい

はまた、再処理等のお金 140 億円、再処理等引当金 25 億円、原子力廃棄物処理費、平成 25

年で 19 億 7,708 万円等が、これは減額できる起因でございます。さらに、原発を即廃炉に

すれば、国や県が負担している費用、すなわち技術開発費用だとか、あるいは立地対策費

用だとか、あるいは伊方原発でも関係しているいわゆるオフサイトセンター、そういうも

のの建設費用は全く要らなくなるということでございます。万一事故が起きたときには、

その損害賠償のお金は計り知れない金額になるということを考えたときに、もう原発廃炉

の選択肢しかないということを申し上げたいのでございます。四国電力は、あくまでも原

発を稼働という前提で今回の値上げ申請をしておりますけれども、ごく簡単に申し上げま

すと、次の点を考慮していただきたいというふうに思うのであります。 

すでに各方面から指摘されておりますけれども、燃料費でございます。これは、火力燃

料費の液化天然ガスの調達価格が昨年の10月から12月で8.2％の割高になっておるという

ことでございます。その原因は、マレーシアとの長期契約、そういうものが原因になって

いると。これは、消費者から見ると、非常に不合理な契約であるいうことを指摘しておき

たいと思います。 

 それから、あくまでも原発を稼働させるというならば、私はＭＯＸ燃料をやめるべきで

あるというふうに思います。2009 年の伊方３号機のデータによりますと、ＭＯＸ燃料は、

ウラン燃料の７倍から９倍の高い金額でございます。したがいまして、ＭＯＸ燃料は、高

額なだけでなくて、それは危険だという意味からも、これはやめなければならないいうふ

うに思います。 

 それから、役員の人数の削減、そしてまた、報酬の減額ということも考えるべきである

というふうに思います。やはりそれは、庶民の感覚では、これは高過ぎます。 
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 それから、身を削るということを先ほど申し上げましたけれども、会社が保有している

ところの株式の売却、先ほども四電工について 30％の株式を持っておるということを言っ

ておりましたけれども、それらは全て売却して、電気料金を上げないために使うというこ

とがやはり消費者を納得させるものであるというふうに思います。あるいは、所有の社債、

そういうものの売却、そして積立金があるならば、それを取り崩すべきであるというふう

に思います。 

 それから、従業員の健康保険料の事業者負担、そういうものをさらに 50％にまでしてい

いんではないか。先ほど、四国電力の従業員の平均給与が 645 万円というのは、四国の平

均の 380 万円よりも高いいうことの指摘がございましたけれども、そういうことを考える

べきであると。九州電力は、平均年収は 598 万円というふうになったそうでございますけ

れども、そういうことも、身を削る意味から、考えるべきであるというふうに思います。 

 それから、競争入札の比率が 70％以上にすべきであるというふうに思います。グループ

内発注が 71％ということでは、到底納得できるものではないと。もう少し低い価格で資材

調達費だとか修理費等ができるのではないかという意見でございます。 

 それから、先ほど意見が出ましたけれども、出向社員 988 人、それらの人件費、そうい

うものを料金算定のもとになる原価に含めているというものについては、これは納得でき

るものではないのであります。 

 終わりに、原発の稼働は、国民の計り知れない不安と、天井知らずのコストと、将来に

巨大な負の遺産を残すことを考えると、廃炉の道しか選択肢はありません。原発稼働は決

して安いコストではありません。廃炉によって節約できるのですから、赤字幅も縮小でき

ます。四国電力は平成 25 年度の原子力発電設備原価を 6,906 億円としております。また、

核燃料資産を 1,381 億円としております。合計いたしますと 8,288 億円ということになっ

ております。四国電力は、この資産を守る目的だけに固執して、廃炉にすれば負債となる

ことを恐れて、やみくもに原発稼働を推進しているとしか私には考えられません。今こそ、

事業者として、四国電力は廃炉への決断と覚悟をすべきであるというふうに思います。 

 後に、四国電力に質問したいんですけれども、先ほど身を削るということを申し上げ

たんですけれども、今、問題になってるのは発送電分離ということでございます。そして、

送電の分離について、場合によってはこれは売却してもいいんじゃないかと。そして、そ

れを電気料金が高くならないようにすべきではないかという私は意見を持っておりますけ

れども、社内的に発送電分離のことは検討されてるのかどうか、それを 後に質問して、

私の意見陳述を終わりたいと思います。 

○議事進行人 ありがとうございました。 

 それじゃあ、発送電分離の内部的な検討あるかどうか。 

○四国電力（千葉社長） はい、この発送電分離につきましては、これはかなり電力自由

化を検討しだしたときから大きな課題として全国大で検討を進めてまいりました。そうい

う中で、 近、国の審議会でもって、発送電分離についてはいわゆる送配電の中立性・透
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明性、こういったものを確保する上では、やはり何らかの形での分離が必要だとこういう

ふうなことで、現時点では、いわゆる法的分離を目指してやっていこうというふうなこと

で国からの諮問を頂いておる、こういう状況であります。私自身は、この発送分離等々に

ついては、従前から社内でも検討しておりまして、やはり電力の安定供給、あるいは電気

料金の将来的な安定のためには、今の一貫体制、この今の一貫体制を維持しながら、なお

かつご指摘されるような透明性等々、中立性の確保については別途の手立てでやっていく

べきというふうな信念を持っておりますけれども、しかし、これは今後の国の方針の下で

われわれも積極的に新しいシステムの実現に向けた検討に入っていきたいと、かように考

えておるとこであります。 

○草薙順一 どうもありがとうございました。 

 終わります。 

○議事進行人 どうもありがとうございました。 

 草薙さんの意見陳述を伺いました。 

 それでは、７番の阿部和代さんにお願いをいたします。 

○阿部和代 はい、徳島県生協連の会長をしております阿部と申します。よろしくお願い

いたします。 

 本日は、四国電力の電気料金値上げ申請の認可に際しまして、消費者として、また、毎

日の家族の暮らしを営む主婦として、その立場から３点ほど述べさせていただきたいとい

うふうに考えています。 

 １つは、今回の平均 10.94％の値上げがそのまま認められた場合の私たちの暮らしへの大

きな影響についてです。単純に計算しますと、平均的な世帯で年間 7,000 円余りという負

担増となります。日本生協連の 2011 年度の全国生計費調査によりますと、月平均の水・光

熱費は１万 8,410 円で、季節による違いはあるのですが、その半分近くを電気料金が占め

ているという現状を考えますと、暮らしへの負担は大きいものがあります。この間の私た

ちの家計収入については、今、世間ではアベノミクスということでさまざまないろんな意

味では株価の上昇等というふうなことがいわれておりますが、実際の私たちの家計収入と

いうのはほとんど伸びていないというのが現状です。そうした中で、暮らしの中で も必

要な電気料金が 10％以上値上げされるというのは、私たちの暮らしにとっては本当に大き

な負担になります。産業用の電気料金というのはもっと高い比率で値上げをされますので、

一方では生活必需品の値上げというのが相次ぐことになります。もうすでに、電気料金と

は関係なく、もう円安という影響がすでに出ておりますし、もっと、夏以降になりますと、

それが暮らしに影響してくることになると思います。それと同時に、７月からの電気料金

の値上げというのは、本当に２重、３重の暮らしの負担になるということをぜひ考えてご

検討をいただきたいというふうなことでございます。で、来年になりますと、消費税が増

税されます。私たちの暮らしは、消費税の増税がされた分がまた収入の増加になるという

ことはございませんし、また、徳島県の、いろんな意味で、小売業にとっては、消費税が
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増税されますと、収入・利益が減るというふうなことにもなってくると思います。そうい

う意味では、今回の値上げ幅についてはご検討をいただいて、認可に当たりましては、十

分、国民・消費者の暮らしをしっかりと考えた検討を重ねて認可をしていただきたいとい

うふうに考えています。 

 第２点目ですが、このことに関しては、徹底した丁寧な情報の公開と消費者とのコミュ

ニケーションを図っていただきたいということです。電気料金というのは、私たちにとっ

てはもう暮らしていく上で電力っていうのはもうなくてはならないもので、もう今生きて

いく上でも、電気っていうのはなくてはならないものです。それに伴って、電気料金とい

うのは、私たち消費者は絶対に負担しなければならない費用になっております。で、電力

会社を私たちが安い電力会社をどこでも選べれるかというと、そういうことは絶対にあり

ません。もう地域の中で、私たちは、四国に住む私たちは、四国電力を利用する以外には

ございません。そういう中で、電気料金の仕組みというのは、このたびの値上げに際して

のいろんな勉強をする中で、大変複雑な仕組みになってるということはよく分かりました。

ただ、消費者がその複雑な電気料金の仕組みを理解するということは大変困難な状況に置

かれています。実際に四国電力から消費者に渡った資料というのは、実は、先ほどの方が、

電気料金の請求明細書を見て、120kW っていう家庭がどのぐらいあるのかっていうふうなお

話もされておりましたが、わが家に来る電気料金の明細書は、だいたい平均の 300kW です。

それ、２人暮らしです。私と夫の２人暮らしで 300kW というのが現状です。ですから、120kW

でパソコンを使って、ほとんどテレビは見ないにしても、暖房も節約して、昼間はほとん

ど留守の私たち夫婦で 300kW です。もちろん深夜料金っていう設定はもうしていないんで

すが。ということは、平均のお子さんがいる家庭ではもっと多いんではないかなというふ

うに考えるのが自然なんではないかなと思いますが、その請求書と一緒に配られた資料が

この先ほど皆さんご意見述べられた方も出してたこの１枚のパンフレットです。そして、

このパンフレットを頂いて、「あ、値上げされるんだな」というふうなことは消費者には伝

わったかと思いますが、この中身についてどこまで理解できるかというと、なかなか難し

いもんがあるように思います。それで、私たち生協連で四国電力に説明会をお願いしまし

た。そのときに頂いた資料が、電気料金の値上げ申請についてという「平成 25 年２月四国

電力株式会社」というもう少し詳しいこの資料を頂きました。この資料を頂いて、いくつ

かの仕組みが分かったんですが、なぜ電気料金を上げなければならないかという内容のい

くつかの点について述べられていました。その中で、もちろんいろいろ輸入の燃料費の増

大だとかそういうふうなことも書いてありましたが、その中で、財務の見通しという中で、

平成 23 年度から平成 24 年度にかけて極端に財務状況が悪くなってる。その原因について

いくつかもう書かれておりました。ただ、その点についても、震災後の急激な財務状況が

悪くなったのは、本当に原子力発電との関連だけなのかどうか、その辺も私たちにとって

は、この数字を見て納得するしかないのかなという点では、ちょっと理解がし難い点でも

ございました。そういう意味で、私たちが頂く資料っていうのには限りがございますし、
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先ほど、このパンフレットを頂いた中での例えば新料金メニューというところが書かれて

います。先ほど、深夜料金が 20％も上がることについて怒りを感じますというご意見がご

ざいましたが、まさに深夜料金を利用してる家庭というのは大変多くございます。このパ

ンフレットをそういう家庭にもただ配っただけということではないのかなと思います。そ

れぞれこの新料金メニューの対象になる消費者ごとに丁寧な説明がされたのかどうか、こ

れについてはぜひ、後ほど時間がございましたら、四国電力の方にどのようにそれぞれの

消費者について丁寧な説明をしているのかという点についてはぜひお聞きしたい点ではご

ざいます。ぜひもっともっと納得できるような説明と丁寧なコミュニケーションを取って

いただきたいなというのが私たち消費者の願いでございます。その点も配慮して経済産業

省のほうからもご指導をお願いできたらというふうに考えています。 

 ３点目に関しましては、電力の安定供給とともに、公共料金である電気料金をできるだ

け低く抑える努力をずっと続けていただきたいということです。そういう意味で、原価低

減努力という点ではもうどうしても避けて通ることはできない問題だと思いますが、今ま

での方もたくさんお話をされておりますので、私のほうからは、ぜひ、原価を積み上げて

必要なコストは競争抜きに自由に計算できるというふうな経営状況について、私も生協の

理事長も兼ねておりますので、小売業の本当にコスト削減の大変な状況というのもいくつ

か経験しております。それから、もし競争がある中であれば、そんなにコストを自由に組

み込めるというふうな経営でやっていけるのかなというふうなことを考えております。今

までの方もご意見述べられましたように、自由に電力会社を選んで、競争のある状況にな

りましたら別の問題になるかとは思いますが、今の状況の中で、この経営のやり方ってい

うことを続けていかれることについては、ちょっと疑問に感じております。せめて一般企

業並みの経営の努力をしていただきたい。特に、コスト削減については、もう少し丁寧に

説明していただきたいし、努力を強めていただきたいというふうに思っております。先日

報道されておりましたが、今までは競争入札の比率が４％だったということを聞いても驚

きなのですが、それを 15％に上げることによって、86 億円ですか、経費削減できたという

ことをお聞きして、「まあ、すごいな」というふうに感じました。私たちは小さな組織です

が、いろんな機器を取り入れたり、それからお店をつくったりするときでも、全て競争入

札をしております。だから、ぜひ残りの 85％についてもぜひ計算をしていただきたいとい

うふうに思いました。 

 それと、あと、人件費については、もう今までの方が述べられておりますので、ぜひ地

域水準を考えていただきたいということです。四国の地域水準からいうと、やはり四国電

力、一般の職員の方の給料を下げろというふうな気持ちはございませんが、少なくとも役

員報酬については、私たちの開いていただいた説明会では、3,300 万円というふうなお話が

ありましたんですが、ぜひ公共的な会社ということを考えたら、少なくとも国家公務員の

幹部の職員レベルぐらいをせめて基準に考えていただけたらなというふうに思います。 

 後になりますが、四国電力から頂いた電気料金の原価の算定の前提条件として、昨年
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の夏の電力販売量と同時に、今年の７月に伊方原子力発電所の再稼働っていうことをその

算定に上げておりました。まだ福島の事故の収拾のめどもついてなくって、もう本当に地

域の住民の６割が反対している状況の中で、本当に原子力が安価で安定したエネルギーと

はいえないのではないかというふうに私自身は思っております。せめて原子力以外のエネ

ルギーによる電力をいかに安価で提供をするかということをもう少し四国電力としても研

究と努力を強めていただきたいというふうに思います。同時に、国においても、安全で低

廉な電力供給ができるようにしっかりと政策を確立していただきたいというふうにお願い

します。 

 それでは、私の陳述終わりたいと思います。 

 情報提供について、もし時間がありましたら、四国電力からお願いします。 

○議事進行人 先ほど私が阿部さんからのご質問かなと思ったのは、契約の種別あるいは

選択約款の種別ごとにユーザーに丁寧に説明をしてるのかと。これ放り込んでおしまいだ

ったんじゃないのかっていうそういうご趣旨だったように思うんですが、いかがですか？ 

○四国電力（千葉社長） これについては、単にパンフレットを放り込むだけではなくて、

そのパンフレットの中に、例えばこれについてより詳しく説明を求めたいというときにつ

いては、ホームページに入っていただければ、そのホームページでそこらあたりについて

詳しく説明をするとか、こういうことは入れてるつもりなんですけれども、いかにホーム

ページといっても、やっぱりＩＴに慣れない方もおります。ですから、やはりこれは、こ

ういった説明の機会というのを丁寧にするということがもう基本だと思います。ですから、

先般の消費者委員会での高松での意見交換会、これ、私、その状況をテレビで後でニュー

スで聞きまして、その後、直後、やはりわれわれとしては、この料金の値上げに当たって、

ここまで説明したから大丈夫だとこういうふうな発想では絶対駄目だということで、これ

については、より広く、より深く、できる限り丁寧に説明すべしということで、早速明く

る日、関係部門を呼びまして、支店中心にそういうことでより丁寧な説明を仕方について

工夫して、今後、進めていくようにということで、まさしく今、ＩＮＧの形でやっており

ますので、よろしくご理解を賜りたいと思います。 

○阿部和代 はい、それを積極的に努力していただきたいというふうに思います。 

○四国電力（千葉社長） はい。それと、あと、ちょっと今、質問という形じゃなくて疑

問というとこで競争比率の話がございましたんで、これについてちょっとふれたいと思い

ます。実は、私ども、競争比率４％で極端に低い数字になっております。これは、実は、

いろいろ弁解をすればあるんですけれども、特に至近 10 カ年で申しますと、ほとんどが新

規の電源開発工事等ございません。したがいまして、昔の、20 年前、30 年前、このときは

競争比率は非常に高かったんです。ところが、 近では、もう新規の設備ではなくて、既

存の設備をメンテナンスしていく、あるいは改良をしていくということになりますと、ど

うしても技術の延長線上でかつてやられた方に特命でコストダウンをしていくとこういう

ことをしています。ただ、ご指摘のように、われわれのこの競争比率がこの４％でいいと
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は思ってません。したがいまして、今般は、そういった中で、できるだけ取れるという範

囲で 15％ということでお約束申し上げておりますが、私は、担当部門に、さらに発想を変

えてもっと競争比率、これは当然のことながら、コストダウンと同時に、取引の透明性を

きちっとやっぱり確保するためにも必要ということで指示をしておりますので、今後の課

題として重く受け止めさせていただきました。 

 ありがとうございます。 

○阿部和代 はい、よろしくお願いしたいと思います。本当に私たちの暮らしをしっかり

と考えて、ぜひご検討をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 以上で終わります。 

○議事進行人 阿部さんにお願いをいたしました。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、８番の安田孝子さんにお願いをいたします。 

○安田孝子 皆さん、おはようございます。 

 徳島県板野郡上板町消費者協会の会長の安田孝子でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 このたびは、四国電力の料金値上げ申請に係る公聴会に陳述の機会を与えていただきま

して、ありがとうございました。 

 私からは、皆さんのお手元の資料にございます次の５項目につきまして、意見を申し上

げたいと思います。 

 １項目目は、値上げ幅が 10.94％と非常に大き過ぎるというふうな点です。 

 それから、２項目目が、値上げに至った経営努力が分からないと。先ほども他の方から

お話がございましたように、ただ電気料金のメーターを確認に来たときに値上げしますと

いうふうなパンフレットだけ放り込んであったとそういうような状況です。 

 ３項目目が、思い切った経営努力をしていただきたい。 

 ４項目目が、原子力発電所の稼働につきまして。 

 また、５項目目が、やはり生活弱者に配慮をお願いいたしたい。 

とそういうふうな以上の５項目につきましてご意見を申し上げたいと思います。 

 まず、１項目目の値上げ幅が大き過ぎることにつきましては、四国電力の値上げ申請率

ですが、電気料金審査専門委員会で審査され、そのとおりには値上げ率が決まるっていう

ことはないとお聞きはしていますが、規制電力の値上げ率、関西電力が 11.88％。九州電力

が 8.5％、それから四国電力と同時に審査されております通常では立ち上がれないほどの被

害に遭いました東北電力が 11.41％の値上げ申請率であるのに対しまして、被害もなく、経

営の見通しが本当に立てやすく、経営対策の取りやすい四国電力の値上げ申請率が 10.94％

と高い率であることに、私たち生活者・消費者は失望をしておる次第でございます。原子

力発電所の全国的休止の状況を踏まえ、真摯・真剣な経営対策・経営努力がなされたので

しょうか？経営努力不足を値上げに転嫁するべきではないと私は思っております。値上げ
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申請率が大きく、自由部門の電気料金の値上げによります物価の値上げ上昇、既にもう物

価のほうにつきましては、円安も含めまして、いろいろな食品が値上げをされております。

そういうふうなはね返りを考えますと、私たち生活、特に私の場合はもう既に年金生活者

でございます、収入がやはり２カ月にいっぺんの年金で固定されておりますので、その年

金を生活費にどういうふうに使ったらいいかということで家計を悩ましております。そう

いうふうな中での生活にとりまして、この電気料金の値上げっていいますのは、やはり生

活状況を変えなければならないほど影響があると私は考えております。これまで、私たち

の上板町消費者協会におきましては、県の協会とともども、節電 50 項目っていうのを皆さ

ん方に配りまして、そして毎日の生活の中で節電の努力に取り組んできております。電気、

冷蔵庫、そういうふうなものも本当にこまめにチェックして、毎日家計にどういうふうに

影響したかとか、１カ月の電気の消費量がどうなったかっていうふうなことを毎月毎月、

電気・水道・ガスっていうふうに実践で取り組んで、何ていいますか、環境家計簿につけ

ておりまして、それをまとめて、去年と今年の対比をしておるというふうなことで、だい

たい１つの家庭で 10％削減しようなっていうふうなことで協会の会員は取り組んでおりま

す。そういうふうなことと、それと上板町は既にご承知のように、ゴーヤによります緑の

カーテンを行政が勧めておりまして、毎年ゴーヤの苗を無償で配布もしております。そう

いうふうなものを夏場は日の当たるところで植えていただいて、そして緑のカーテンで室

内の温度を下げるというふうな努力もされておりますし、そのゴーヤを食べて健康にって

いうふうな一石二鳥っていうふうなことで私たちの町も、それから協会の会員さんも取り

組んでおります。そういうふうにしておりますのと、四国電力さんのほうから、オール電

化にしましたら深夜料金で安いですよというふうなことで、私の家もオール電化にしてお

ります。そういうふうなことで、朝はもう煮炊きしようと思うときには、宵からもう冷蔵

庫に材料を全部そろえて、早朝にできるようにっていうことで、５時半から６時をもうち

ゃんともう朝の炊事ができるようにして、深夜料金を有効に利用しております。それが、

また大幅な値上げになりましたら、本当にダブルパンチを受けるような次第でございます。

そういうふうな点も配慮していただきたいと思っております。そういうふうなことで、徳

島県の場合は、経済力、また、県民の所得水準を考えました場合、やはり九州電力が 8.5％、

ああいうふうな大きな地域で 8.5％、四国電力みたいな経営のやっぱし見通しの立つような

電力さんが 10.94％、そういうふうなことは、非常に私たち消費者が考えましても、納得が

いかない点でございますので、そういうふうな値上げ率は考えていただきたいと思ってお

ります。 

 次に、２項目目の値上げに至るまでに経営努力が行われたか。その値上げに至るまでの

経営努力が分からない、見えないということでございます。地震だとか津波、そういうふ

うな事故の影響もなく、原子力発電所は休止していますが、なぜ四国電力の料金値上げ率

が他電力会社に比べてこんなに高いのか。原子力発電所の休止によります火力発電への切

り替えと、火力発電所の燃料費が高いからとの説明しやすい理由が表に出て、放ったらか
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しにしておけばただでさえ高い燃料費のコストを下げるために、いかに努力をしたか、い

かに工夫をしたか、いかに真剣に燃料費の節減の努力をなされたか、やはり努力、新たな

取り組みが説明書に書かれていないと思います。それから、もちろん他の諸経費について

も、どんな節減の努力がなされたか、経費節減に当たっては節電が目標値を設定されて行

われたように、経営計画では節減目標を設けて効率的になされたのか、経費節減は全経費

科目に及んでいたか、値上げが 10％強である前に例えば全経費節減目標 10％余りとの計画

はあったのかどうかというふうな点です。私たちの家庭に配られました値上げ説明資料で

は、経費節減の数値は書かれておりますが、努力目標っていうのが掲げられておりません

でした。もっと丁寧・細かな説明が必要であると思います。先ほども他の方からもありま

したけども、やはり値上げのどういうふうに至ったかというような努力目標とかが書かれ

てなかったと思います。やはり電力会社のような独占企業に比べまして、一般企業では競

争があり、料金あるいは製品価格の値上げは、血のにじむような企業努力の 終手段です。

値上げの前に、精いっぱいの努力、やはり 大限の努力が見えるように、やはり私たち消

費者には説明してほしいと思います。 

 ３項目目の思い切った経営努力につきましては、先にも触れておりますが、経営環境・

経営条件の激変は一昨年からであり、今日の事態は、100％とはいいませんが、かなり予測

できる事態であったと思います。このままでは大きな赤字が出るとの見通しをもたなかっ

たのでしょうか？異常な事態に対応して、どれほどの経営の効率化、経営努力をされたの

でしょうか？原子力発電所の事故で始まった異常事態では、経費増は異常時の臨時的な経

費増なら、値上げではなく、やはり短期の思い切った経費の節減、それから財務管理で、

運営で乗り切るべきだと考えます。やはり短期的・臨時的な経費削減で節減だとか財務運

営なら、取る手はいくらでもあると思います。減価償却費の先延べをしたり、研究開発費

を見直したり、また、余剰金の取り崩し、人件費の削減、不要不急の事業の取りやめ等で

す。この際、思い切った経営改革・経費節減をすべきだと思います。四国電力は、四国の

優良企業です。先ほども皆さん方が、他の方が述べておりますように、給料だとか年金、

福利厚生、四国の人がうらやむ、憧れる企業でございます。ですから、値上げをするんで

したら、役員報酬を切り下げて頂いたり、それは四国の水準に戻すとか、それから給与水

準も四国の水準に戻す。多くの関連会社・子会社を整理統合して、経営の合理化を図って

いただき、経営体質の強化をお願いいたしたいと思います。関連会社だとか子会社の整理

統合と出向の削減ですね。関連会社・子会社の存在と、出向のために存在すると考えられ

ます高率の随意契約の減少、少なくとも他電力会社並みの競争入札の導入は、経費の節減、

企業体質の改善にかなりの効果があると考えております。また、わが国のような地震国で

は、特に四国では南海・東南海等が予想されておりますが、予備発電所としての火力発電

所の必要性は高まりこそすれ、減ることはないと思っております。火力発電所の効率化、

燃料の購入の合理化は、電力会社が今般のような事態にも対応できる強い経営体質への転

換をもたらすと思っておりますので、ご指導をお願いしたいと思います。 
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やはり、これは蛇足ですけれども、原子力発電所の安全性が確保されていない状況では、

原子力発電所の稼働の計画と電気料金の値上げ、個人的には、値上げ申請は時期尚早と考

えておるところでございます。 

 後に、５項目目の生活弱者への配慮につきましては、四国は、既にご承知のように、

高齢者比率が高く、そしてまた、中小下請け企業が多い地域でございます。所得水準も低

いところでございます。年金生活者だとか子育て世代にとりましての電気料金の値上げは、

さらに製品価格へのはね返り、また、サービス価格への転嫁、そういうふうなもので生活

費に負担となって被ってきます。直接的には料金の問題ではないんですけども、やはりそ

ういうふうな高齢者への配慮、また、子育て世代への配慮、そういうふうな配慮をお願い

できたらと思います。 

 以上をもちまして、私の陳述を終わらしていただきます。 

 先ほど、四国電力の社長さんからお話がありましたように、丁寧な説明、ホームページ

以外に、社長さんのほうでは、丁寧な説明をしたいというふうなことを伺ったんですけど

も、そういうふうな時期とかどういうふうな方法でしたい、するというふうなことを、お

決まりでしたらご説明をお願いいたしたいと思います。 

○議事進行人 はい、いかがでございましょう。 

○四国電力（千葉社長） この点につきましては、実は、消費者団体の方々に対しても、

これまでは消費者団体の、例えば高知県であれば高知県の高知市にあるいわゆる上部団体

だけで終わってたというところは否めないと思います。ですから、そこと協議をして、さ

らに支部、いろんな地区の皆さま方ともできるだけ懇談の場を持とうとこういうようなこ

とで、今、進めておるとこでございます。 

○安田孝子 だいたいのめどっていうんですか、何月ごろからっていうのは分かります

か？まだ分からない？ 

○四国電力（千葉社長） いや、これはもう今すでにもう開始しております。ですから、

これは、これから料金の認可を頂くまで当然やっていきますし、認可を頂いた後は、今度

は認可を受けた料金の内容についてまた同じような説明をさせていただきたいと、かよう

に考えております。 

○安田孝子 はい、分かりました。じゃあ、よろしくお願いいたします。 

○議事進行人 うん、安田さんのところにはいつごろ来るんだってご質問になるんじゃあ

ないんですか？ 

○安田孝子 はい、そうですね。 

○議事進行人 できるだけ早くにお願いをいたしましょう。 

 ありがとうございます。 

○安田孝子 それじゃあ、よろしくお願いいたします。 

○議事進行人 ８番の安田さんにお願いをいたしました。 

 ありがとうございました。 
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 それでは、９番の近石美智子さんにお願いをいたします。 

○近石美智子 こんにちは。 

 私、意見陳述その届出書の職業のところに、、ボランティアですが、新日本婦人の会（以

降略して新婦人）丸亀支部の事務局長と書かせていただきました。意見陳述届出書の中身

についてはすでにお手元に届いていると思いますが、電力料金値上げに反対だということ

で今日陳述をしたいのですが、しかし、私がここへ来ようと思った一番の理由は、やっぱ

り原発による電力供給というのは絶対に間違っているということを、電力料金値上げとは

関係のないことは発言しないようにと言われたんですけれども、電気料金値上げ反対の理

由とかみあう形で、話したいかなと思っています。 

 まず 初に、新日本婦人の会の紹介、次に今度の電力料金の値上げ反対の理由、 後に、

やはり自然エネルギーへの転換を図ることこそ必要なのかということ話をしたいと思って

おります。 

料金値上げ反対の理由といたしましては、１つ目は今、運転を休止している原発関連の

コストを利用者の電力料金の値上げに転嫁するのは筋違いではないのかということ、２つ

目は、コストダウンの努力を民間企業並みにやっているのかどうかということ、３つ目が、

こういうときこそ、内部留保を取り崩すことに努めるべきではないでしょうかということ。

その３つを中心に話をさせていただきたいと思います。 

 まず 初に、新日本婦人の会の紹介ですが、新日本婦人の会は今から 51 年前に結成され

ました。会創立の呼びかけ人には、高校の教科書に載っている婦人運動家の平塚らいてう

さん、童画家のいわさきちひろさん、香川県では、小豆島出身の壺井栄さんら当時第一線

で活躍していた 32 人の女性が名前を連ねております。会の目的の１番目に、「核戦争の危

険から女性と子どもの命を守ります」、そして「生活の向上のために･･････力を合わせます」

の項目があり、現在は、個人加盟では、日本で も大きな女性団体になっていまして、国

連ＮＧＯとして国際的な視野で活動も広げております。私は原水爆禁止丸亀市協議会の事

務局長もしておりまして、原水爆禁止日本協議会等で開催する夏の原水爆禁止世界大会が

あります。この第２回大会では、日本原水爆被爆者団体協議会被爆者の会が結成されまし

た。この結成の時点では、 初は核の平和利用については被爆者の方は支持をしておりま

した。しかし、2011 年の３月 11 日の事故以来、それを猛省しておられます。私は伊方原発

をとめる会の会員でもあり、伊方原発差し止め訴訟の原告団の一人でもあるということを

紹介しておきます。 

 今までの方がおっしゃったこと、これはもう私もまったくそのとおりなので、皆さんと

相談したわけではないので、重複もしながら、しかしなるべく重複しないように話をして

いきたいと思います。 

私は、四国電力の今回の値上げ申請を伊方原発の運転再開につなげようとしているので

はないかというところに非常に疑問を感じています。消費者に向けた値上げの理由として、

火力電力の焚き増しに伴う燃料費の増加等により収支が大幅に悪化している、これをかな
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り強調しております。ならば、先ほどどなたかがおっしゃっていましたけれども、沖縄電

力はどうなのでしょうか。原発を持たない沖縄電力は、減益とはいえ、2010 年決算でも、

43 億円の黒字です。燃料費上昇＝赤字原因というのは成り立たないのではないでしょうか。

燃料費調達のコストダウンの努力はどうされているのでしょうか？これについては、今ま

での方がいろいろ述べていらっしゃいますから、生活者の視点で、普通、どういう努力を

こういう場合するかということを紹介しておきます。私たち新婦人丸亀支部は、残念なこ

とに会員数が少し減ったことによって、活動を圧迫しておりまして、 近、家賃を大家さ

んに交渉して１万 5,000 円から１万 2,000 円に下げてもらいました。安易に消費者の電力

料金の値上げをするのではなく、こういったコストダウンこそ考えてほしいものです。そ

の一例といたしまして、四国電力から電力料金値上げの丁寧な説明がされていないと今ま

での陳述人の皆様がいろいろおっしゃってましたけど、私は、今回値上げ申請の四国電力

の並々ならぬ意気込みを感じました。今日のこの場所にも、お忙しいにもかかわらず、６

人の役員さんも来られていますし。で、元へ戻りますと、各家庭に配られていた説明書に

ついて四国電力に電話で質問をいたしますと、「それだったら送ります」とすぐ送ってくだ

さったんですけども、この説明書をこの封筒（A4 用紙が折りたたまないで入る大きさの封

筒）に入れて送ってくれました。新婦人の丸亀支部（の支部委員）香川県本部の常任委員

にみせましたら皆さん非常にリアクションをなさいます。120 円の切手をはっているからで

す。メール便だと 80 円です。３つに折ると 80 円で送れます。恐らく、四国電力の方は、

個々にコストダウンの努力をされていると主観的にはものすごく自信を持ってらっしゃる

と思うんですけれども、しかし、例えば私が垣間見た四国電力のこういったこと１つを取

ってみても、まだまだなのではないかと感じております。そして、こういうときにやり玉

にあがるのは役員報酬ですよね。やっぱり経営責任をどう取るのかと。役員の報酬はどれ

だけコストダウンをしているのかということになると思うんですけれども、これは経産省

に出した別紙４なんですが、役員報酬を人件費に入れるということは初めて知りました、

しかしそうなると、今まで質問されていた方で、社員の給与を下げよということを言って

るわけではないと言ってますけども、ある意味、十把一絡げということになっていますが、

役員の給与は、前回、平成 20 年に５億円だけども、今回も５億円、ちっとも下がっていな

い。役員退職慰労金を含む役員報酬総額を３割引き下げたと書いています。結局は、退職

慰労金をなくしたと分かりやすく書いたほうがいいんではないんだろうかと私は思います

し、その前の６ページにもわざわざ人件費として 97 億円の削減をした役員報酬の削減をし

たというふうに、やっぱし非常にここら辺、（皮肉ですが）ずいぶん頑張ってらっしゃると

思います。一方、委託検針費が 19 億円から 16 億円に、恐らくそんなに高い給与というか、

手数料もらってるとは思われない方の３億円もカットするというとは、私としては納得を

しかねます。 

 あと、先ほど松尾さんからも質問がありましたけども、私も昨日経産省に電話をして聞

いたんですが、今回かかるこの公聴会の経費・費用は約 100 万円だとおっしゃった。私、
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100 万円で足りるのかなと。（この会場に）入ってくると、非常に物々しい感じでたくさん

の警備の方がいらっしゃる。（これも経費です。）で、経産省の職員、（今回の）経費にはは

いりませんが、たくさんいらっしゃる。その一方で、四国では香川県でしか、高松でしか

しない公聴会陳述人に何にも（交通費等も）支払いがない。例えば、駐車料金も払わない

と。これはちょっと今後考えていただきたいと。今までの公聴会で、いろいろ希望言った

ことがかなり取り入れられてる部分もあるのですから。 

 あと、質問ですけども、Yes-No とか数字で答えていただきたいと思うんですが、オール

電化にした家庭で、25 年２月、昼間 308kW、夜間 597kW、何人家族だと思われますか？数字

で答えてください。 

○四国電力（千葉社長） もう一度、言ってください。 

○近石美智子 308kW、昼間が、夜間が 597kW。 

○四国電力（千葉社長） そういうことであれば、通常、お２人ないし３人ぐらいでしょ

うね。 

○近石美智子 ですね。これ、１人なんです。もちろん使い方にはよると思うんですけど

も、お１人で１ヶ月１万 2,397 円。お母さんの介護のために早期退職をされて、自分もや

がて高齢になるからということでオール電化にした、お母さんは亡くなられてしまいまし

た、今、さあ年金をもらえる年齢になってるか、ぎりぎりのところの方です。 

 それから、私たちの出している機関紙で『新婦人しんぶん』っていうのがあるんですけ

ども、４月 11 日１面に「原発ほど高いものはない！電力料金値上げから見えるもの」とい

う記事があるんですが、そのときに登場していただいた静岡県の湖西市（コサイシ）長の

三上元さんが、「原発は高い」と。原子力っていうのは、計算の仕方によると、１kW＝116

円。201 円にもなるという試算を出しています。私が思うに、原発を稼働しないと国民生活

困るんだよ、と、しないでもいい計画停電を東電でやったり、それから四国電力でも、「（原

発が稼動しないと）」夏、非常に困るよ」ということを言ってたんですけれども、しかし、

結局は困らなかった。結局もう原発を認めてもらう残された道というのは、原発は安い、

ほかの発電は高い、そこしか残っていないと（電力会社は考えていると）私は思います。 

 残り１分ですよね。自然エネルギーへの転換について。使用可能な自然エネルギー量は、

原発を含む全国の発電能力の約 10 倍、こんな可能性が環境省が発表した再生可能エネルギ

ー導入ポテンシャル調査で示されています。同調査によると、自然エネルギーの導入ポテ

ンシャルは 20 億 kW です。ところが、日本の自然エネルギー発電の導入量は 1,490 万 kW。

導入ポテンシャルのわずか 0.7％しか活用されていません。04 年まで導入量で日本が世界

一であった太陽光発電でも、ドイツ、スペインに大きく水をあけられています。 

･･･自然エネルギーの普及には何が求められるでしょうか。自然エネルギー普及を抑え付

ける従来の政策を（経産省に言っておきたいと思います。）大転換をするということにある

のではないかと。いっぱいほかにもたくさん言いたいことはあるんですけども、ちょうど

時間となりました。今までの方がまとまった発言だったんですけども、まとまらない発言
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で非常に責任を感じておりますけども、ぜひ電力料金値上げにストップをということで委

員の先生方にはお考えいただく参考になればと思ってお話をさせていただきました。 

○議事進行人 どうもありがとうございました。 

○四国電力（千葉社長） 安念先生、少しお話よろしゅうございますか？ 

○議事進行人 何についてです？ 

○四国電力（千葉社長） 特に質問ではなかったんですが、今のお話の中で少し誤解があ

るような点もあったと思う。 

○議事進行人 ああ、そうですか。ええ、どうぞ。ええ、結構ですよ。 

○四国電力（千葉社長） １つは、電気料金と原子力の再開についての話で、近石さまの

話では、原子力を再開したいがために電力料金の値上げをしたとこういうご指摘はござい

ましたが、実は、われわれは、原子力伊方３号は、もちろん安全の確認が大事ですが、こ

れを極力早期に活用したいということで、これまで必要な対策をずっと取ってきました。

それで、緊急安全対策、シビアアクシデント対策、さらには昨年の３月には、いわゆるス

トレステストについてもやってきた。ところが、そういう状況の中で、できるだけ電気料

金は値上げはしたくないというふうなことで、過去の積立金を取り崩してきた経緯がござ

います。ところが、原子力についての再稼働というのはなかなか見通せないということで、

今般、このような状況になったという点について１つだけよろしくご理解を賜りたい。原

子力については、もちろん安全を確保した上でやっていくということでございます。した

がいまして、仮に原子力がもしないという形でこの３カ年の原価を試算しますと、値上げ

率は 28.7％にもなります。で、沖縄電力さんは非常にいいという話ですが、実は、沖縄電

力、他社さんのことを言うのははばかれますが、実は、原子力をつくることができないと

いうふうなこともあって、実は、四国電力より３割ほど高い電気料金水準でございます。 

 以上、ちょっと補足して説明をさしてもらいました。 

○議事進行人 普通の電力業界の言い分ですな、これが。それぞれご意見はおありでしょ

うが。 

○近石美智子 この公聴会の場は、意見陳述人の意見を言う場ということで…。 

○四国電力（千葉社長） ああ、そうです、失礼しました。ですから、ちょっとお許しを

頂いてちょっと。 

○近石美智子 ちょっとそれはフライングではないかなと思います。 

○四国電力（千葉社長） はい、気を付けます。 

○議事進行人 どうもありがとうございました。 

 それでは、９番の近石さんにお願いをいたしました。 

 次に、10 番の饗場和彦さんにお願いをいたします。 

○饗場和彦 はい、饗場（あいば）と申します。よろしくお願いいたします。ちょっと難

しい字で、振り仮名なくて読みづらいんですけども。 

 私は今回３つの観点からお話をしたいと思います。 
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 まず若干の自己紹介をします。私は、（他の意見陳述人は遠方から自費で来られています

が）幸いに高松市内ですから交通費はさほどかからなくて参加できました。庵治という海

辺の田舎のほうに住んでおります。一昨年、家を造りました。木としっくいの日本家屋で

す。夏、ほとんどエアコンは不要です。オール電化導入を検討しましたがやめました。（Ｉ

Ｈコンロの）電磁波の問題のほか夜間の余剰電力を使うので安いとはいえそれは原発の電

気ですからあまり使いたくない、といった理由からです。熱源はプロパンガスにしました。

これまでの陳述人の方のお話を聴いていると、オール電化の家庭は電気代がかさむようで

す。「オール電化は安くていいですよ」と言われてしてそうしたのに、今になって値上げす

るのは詐欺じゃないか、という意見は自然な感覚でしょう。私は太陽光発電も導入しまし

て、能力は 4.2kW ぐらいですけども、四国電力に売電しております。私の家族は３人で妻

は働いて子供も幼稚園に行きます。（節電もしますので）電気は大体月に 150kW 前後の使用、

電気代は 3,000 円前後払っております。さらに売電で、この時期ですとだいたい月２万円

の収入があります。そんなわけで、四国電力さんからすればいい顧客ではないかもしれま

せんが、逆に、電力を提供するという意味合いでは、よい存在かとも思うんですけども。

さて、この資料になっている紙に書いた点が１点目です。一般論としましては、もう皆さ

んがおっしゃっているように、企業は 大限のコスト削減をして、さらに 大限の顧客サ

ービスをした上で、ぎりぎりの状況で値上げを、という話になりますが、電力会社は地域

独占で、競争の原理があまり働かず、甘さがあるというのは否めない感がします。具体例

ですが、私はソーラーパネルを設置して売電していますところ、この間、電柱工事で数時

間止まるという事態がありました。停電で電気が来ないということはたまにあって、そこ

の不利益はある種甘受できると思います。冷蔵庫であれば、物を出しておくなり、保冷剤

入れるなり自己防衛の措置はできます。しかし停電で売電ができないという事態で生じる

不利益には自己防衛の手がありません。因果関係的には四国電力の工事で停電になり売電

が止まったわけですから、私のほうにはなんの非もないわけです。そういう一方的に不利

益を課される状況でも、現行では契約の約款上、四国電力は免責されるとなっています。

何か補てんなり対応する制度があってもいいように感じます。これから太陽光パネルを付

ける家が増えると思いますから、こうした場合の一定のサービスを検討していただきたい

と思います。その辺の可能性なり検討というのはいかがでしょうか。 

○議事進行人 お答えいただけます？ 

○四国電力（千葉社長） はい。これは、私は答えるのが適切かどうかですけれども、実

は、今、ご指摘のように、太陽光発電を設置されて、それで、そこで、われわれとしては、

やはりお客さまへの電気の安定供給のためには、お客さまの数が増えると変圧器は上げる、

あるいは配電線を張り替える、こういう工事はどうしてもやっぱり不可欠であります。で

すから、そういったことをできれば無停電工法という形で停電しないやり方、こういうこ

ともできるだけ採用しているんですけれども、何せ時期等によれば、やはり安全を確保し

ながらやるということも必要です。ですから、無停電ということで事故があってもいけま
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せんので、できるだけそういうふうな停電を生じないような工法等々については今後も工

夫を重ねますが、やはり短い期間で終わらすとか、あるいは停電がある場合には、よく関

係する皆さん方にご理解をいただくようなことをするというふうなことに現時点では尽き

るかと思います。ただ、このそういうふうないわゆる補償措置等々については、これは私

どもではいかんともし難いところで、今後、国のほうも協議をして、この種の問題につい

てどう対応をするかということは考えていくべき課題ではないかというふうに感じており

ます。 

○饗場和彦 政府の対応も必要な要素と思いますが、まず四電が、こうした問題で意欲を

持ってもらうのが大事かと思います。この点は、電力会社がほかにあり、競争的な環境で、

他社はそういう場合に、「すみません」といって何か対応をしてくれるなら顧客はそっちに

移るわけですね。現状ではそういう状況がないわけで、ですから、われわれとしては何か

サービス悪いなあと感じても、それを受け入れるしかないと。そのような不満が残る中、

値上げというのは納得いきにくい、そういうところの話がまず１点です。 

 ２点目は、四国電力の体質というような問題です。具体的に言うと、市民感覚との乖離

という点です。先ほど社長のご返答で、伊方原発について市民の反応はどうかという点に

ついて、原発絶対反対という方は５、６％ぐらいで、あとはだいたい賛成じゃないかとい

うお話がありました。割り引いて受け取るとおっしゃっていましたが、これはどういうデ

ータで、どのように市民の声を聴かれたのか疑問に思います。各種マスコミの世論調査で

は、原発に疑問あるいは反対の意見は過半数を超えます。そういうところに市民感覚があ

るのに、社長自らが５、６％だけが反対だという感覚を持たれているのは、これはずれて

いる印象があるわけですね。さらには、さきほど 120kW 未満であれば電気の公的な性質ゆ

え、低価格に設定しているという説明がありましたが、現在は 120kW というのは（特定の

省エネ住宅でない限り）ほとんど生活できないレベルの使用量ですね。別の陳述人の方が

指摘したように、普通の生活ができないそういう設定を今も、昭和 49 年からですか、継続

しているというのであれば、そこも市民感覚の実態からずれている、という例かと思いま

す。 

役員報酬の点も市民感覚からずれている具体例かと思われます。役員の方は、現状、平

均 3,300 万の報酬のようですが、減額の方針でしょうからこれから下がるとは思いますけ

ども、しかしながら、これはだいぶ市民感覚からずれているお金です。この審査専門委員

にも大学の教員がおられますが、私もある国立大学で教員をしております。肩書は一応教

授です。私の年収は今申請されている役員報酬の４分の１以下でございます。極端な激務

という自覚はありませんけども、ただ、じゃあ４分の１しか仕事をしていないかと言われ

ますと、「ちょっとなあ、どうか」と反発したく感じます。そういった意味合いで、中央官

庁の幹部並みの報酬、年収役 1800 万円に下げるというのはある種妥当な線でしょう。また、

役員報酬の減額について、（四国電力のＨＰなどで）出てくる当初の提案には、30％減とか

20％減とか、結局そこだけの数字しかなく、総額はいくらなのかという情報提供はないよ
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うに思います。そこはある種誠実さに欠ける印象も出ます。こうした市民感覚とのかい離

という点を、体質の問題としてご指摘したいと思います。 

 それから、３点目の点は原発の問題です。これまでも多くの陳述人の方がご指摘されて

います。私が事前に書いた意見書の中には特に原発の問題は提起しておりませんが、関連

する問題として、議論の流れからしましても、若干言及をさせていただきます。私もやは

り原発には疑問あるいは批判的な考え方を持っております。今日のほとんどの陳述人の方

は反対あるいは疑問を呈されました。ただ、この問題は、実は、この公聴会で一生懸命言

っても、一定の限界があると思われます。といいますのは、原発の是非は政治の問題にな

るからです。別の陳述人の方が、公聴会自体に対して批判を述べられていました。（四国で

は高松一か所でしか開かれないし、遠方からきても交通費が出ないのは、）おかしいじゃな

いかという不満でした。そのような技術的な、運用上の問題もありますが、実質上の問題

としてより重要なのは、この公聴会で出る市民の意見は、原発の是非など政策判断、政治

判断の問題については、反映されにくいという点なのです。審査専門委員会は値上げの技

術的な部分を判断しますが、政策を判断するのではありません。政策は政治家が判断する

わけですが、公聴会に政治家は来ません。パブリックコメントも 近、政府はよくやりま

すが、これも限界があります。一応市民の声を広く募っても、実際に政府がどれだけそれ

を反映するか、非常に不透明です。つまり、形だけ民意を聞き置いたという政府のアリバ

イづくりの感があります。今回の公聴会も、民意を聞いたという手続きにすぎず、そうな

らば私もこれに参加するのは結局アリバイづくりに利用をされているだけか、と躊躇した

んですが、しかしながら、行って直接もの言うのも意味があるかと思ってあえて参りまし

た。こうした点は、審査専門委員の先生方に言ってもしょうがありませんし、政治家の問

題です。 低限、この公聴会に政治家が参加するなら、政策の問題を市民が提起しても意

味があります。政務官や副大臣でも来てくれればよいのですが。経産省の方は、ぜひ幹部

なり政治家の方にそういう話を具申してください。 

原発の問題というのは、これまでの陳述の中で批判がありますけども、これは企業の論

理としましては、巨額を投資してきて、これがまだ活用できる以上、当然これは継続した

いという発想になりますね。なので、ここで四電を追求しても、簡単に「じゃあ、原発や

めます」とはなりにくい。そして、原発は四電の企業の一存で決まる話でなく、当然政治

が関わってきます。政治家が関わる話については、政治家に伝えることが必要です。そう

いう意味合いでこの後、参議院選挙がありますが、われわれ有権者・市民が政治家に対し

て伝える機会ですから、そこでの行動がまた重要なわけです。原発は議論がありますから、

やっぱり政治の問題というところに行きついてしまいます。 

 後に、四電さんの体質という点にもう１回戻りますが、中途半端な点が目立ちますま

ず公共性の高い会社としての中途半端な部分。つまり、先ほど、120kW 未満は電気料金を抑

えるという制度がありましたが、これは低所得者への配慮とはしつつも、現状としては

120kW という区切りが現実離れしているわけですから、そういう意味合いでは、公共性を掲
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げながらも実態は現実に合ってないという中途半端な部分があります。他方、民間企業と

しての中途半端な部分。先ほどからコスト削減が不十分という指摘がありました。郵送な

ども（書類を折って送れば定形郵便の安い料金となり）コスト減が図れるという指摘にみ

るように、こうした民間企業なら当然に徹底してやる、そうした形のコスト減の努力が四

電は中途半端という点です。 

以上大きく３つの観点からご指摘をさせていただきました。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。 

 10 番の饗場さんのご意見を拝聴いたしました。 

 続いて、11 番の塩見修身さんにお願いをいたします。 

○塩見修身 ＮＰＯ法人えひめ消費者ネットの塩見と申します。消費生活アドバイザー持

っております。 

 ちょっと余談ですけど、四国電力さんの中には、私ども、先輩の消費生活アドバイザー

の資格を持った方が前はたくさんおいでになりました。なんか 近はちょっと少なくなっ

ておられるようにお聞きしております。消費生活アドバイザーの先輩方おいでになるとき

は、やっぱりこういった消費者問題にもかなり関心を持っておられて、いろんなお話で外

へ出て、他の団体とか、そういう資格を持った人たちとの交流非常になんかあったように

お伺いしております。ぜひまた今後とも社内で、四国電力さん、優秀な社員の方が多いの

で、こういったやっぱり消費者の意見を聴くといいますか、消費者の目線というのは一体

どこにあるのかというふうな消費者問題の専門家というのをやっぱり社内でぜひ育ててい

ただきたいというふうに要望したいと思います。これはまず第１点でございます。 

 それと、ここにも事前のあれにも書いておきましたけど、今回の値上げの幅なんですが、

先ほどからお話がありますように、平均的な使用量というのは、四国電力さんでは 300kW

というふうに設定しておられて、その平均の値上げ率は 8.5％なんですけども、実は、もう

ちょっと上なんじゃないかなと、平均の使用電力は。先ほどのお話からいいましても、オ

ール電化になってるお宅も結構増えてきておりますし、夏場の冷房、冬場の暖房、そして

やっぱり高齢者の増加という問題から踏まえましても、ちょっとやっぱり 300kW ではちょ

っと少ない、400kW ぐらいまではいってるんじゃないかなと思います。そうすると、やっぱ

りそのあたりまで含めた 75.8％を占めますので、そこのところのやっぱり値上げ率という

のをせめて８％ぐらいに抑えていただけたらいいんじゃないかなというのが私の第２の提

案でございます。 

 それから、第３はちょっと質問も入るんですけども、さる５月１日、有力な新聞の紙上

の中で、今、原子力発電の稼働を計画しておられるところなんですけども、この３社あり

まして、本格値上げを今回実施されるんですけども、申請されてるんですが、この原発が

想定どおりに再稼働すれば、３年後をめどに値下げできる可能性があるというような新聞

の記事が紹介されております。新聞の記事ですから、記者の方の感想というのは大部分は

入ってるのかもしれませんけど、この新聞の記事を見ると、なぜ３年後には値下げができ
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るのに、今は値上げなのかなというような感じがいたします。それは、多分、先ほどから

お話が出ておりますように、御社の広報部門の方と、それからやっぱり新聞の記事をつく

る記者の方との間にやっぱりもうちょっと情報の交換といいますか、正しい情報がやっぱ

り伝わるようなそういった仕組みがやっぱり必要なんじゃないかなと。消費者の方ってい

うのはやっぱり新聞でいろんな情報を知ることがほとんどなんで、そういった面で、この

記事が本当にそんな可能性があるのかどうかということは別なんですけど、やはりそうい

った広報の面での工夫があってもいいんじゃないかなというのが第３の私の提案でござい

ます。 

 決められた時間は 15 分なんですけど、私の言いたいことはこの３つに絞らせていただき

まして、決められた 15 分、かなり余りますけど、ほかの方に譲りまして、あと、私のお話

はこれで終わらせていただきますけど、先ほどの新聞記事の問題につきまして、３年後を

めどに原発が再稼働した場合、そういう前提はありますけど、値下げができるような状況

っていうのは本当にあるんでしょうか？その点だけちょっと教えていただければと思いま

す。 

○議事進行人 いかがでしょうか？ 

○四国電力（千葉社長） はい、私どもは、今回の値上げに当たりましては、今年の７月

の 19日から伊方３号が立ち上がれるんだというふうな期待感を持って今回の原価算定をし

てございます。したがいまして、この３カ年間の原子力の利用率という数字で申し上げま

すと、だいたい 34％ぐらい、こういうふうな原価になってございます。したがいまして、

これは実は、極めて、これうちの社内から「社長、記者会見で一番冒頭でその話するのは

いかがか」とこういうふうな話もあったんですが、私自身は、この値上げの改定のときに、

今回は伊方３号についてはわれわれも今集中して安全対策等々を進めておると。したがっ

て、これについては早く稼働を目指したいということでやるが、後の１、２号については、

これから進めていく対策も含めて、いわゆる運開のめどが立っていない。したがって、こ

れについては入れていないと。このことを 初の段階で明らかにして、将来、伊方１号・

２号、これが順調に入ってきた段階では、あらためて原価を見直して、料金の値下げを含

めて検討します、こういうことを申し上げました。ですから、これは、スタッフからする

と、そこまで言うのはちょっと言い過ぎではないかというふうなこともありましたが、私

はやっぱり信念としてそういうことは貫きたいと思ってます。ですから、どうなるかは今

この場で断言はできませんけれども、いずれ原子力が、これはやっぱり安全を確保してと

いうことが大前提ですが、稼働した場合には、そういう形での対応を適切に取ってまいり

たいとこういうふうに考えております。 

○塩見修身 はい、ありがとうございます。 

 繰り返しになりますけど、私ども消費生活アドバイザーは、企業と消費者のパイプ役を

担っていくというのがいわゆる一番 初の資格の条件になっております。そういった意味

では、 初にお話しましたように、ぜひ御社の中でそういったアドバイザーの養成という
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ことについてもお力を貸していただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

 どうもありがとうございました。 

○四国電力（千葉社長） はい、承知しました。 

○議事進行人 ありがとうございました。 

 塩見さんにお願いいたしました。 

塩見さんのお志ではございますが、残り時間をほかの方にお譲りするというわけにはま

いりませんので、ほかの方はやはり 15 分でやっていただく。誠に申し訳ございません。 

 12 番の安岡冨士子さんにお願いをいたします。 

○安岡冨士子 はい、皆さん、こんにちは。 

 高知市から参りました安心・安全ネットワーク消費者づくりの安岡でございます。よろ

しくお願いいたします。 

私の質問は簡単に３項目にまとめておりますが、今、私、全てに反対っていうわけじゃ

ないんですね。納得すればっていう部分もあって今日参りました。 

 実は、私は、安心・安全っていう部分でずっと消費生活やってまいりましたから、チェ

ルノブイリの事故以来、私たち仲間は、原発の組織っていうものをずいぶん掘り下げて、

いろんな角度から勉強してまいりました。原発っていうのは、中曽根政権のときに日本に

これが導入されてきたんですね。そのとき、私たち国民に言われたことは、豊かな電力と

安価な電力が日本に導入されるというこういう口上が新聞記事見返したときに入っており

ました。果たして、安い電力になっていっただろうかっていうところにまず疑問でござい

ます。これは、私たち国民自身にも問題があるんじゃないかと思うんです。そういう政権

のときに、そういう発言をしたその言葉に、私たち国民はもう忘れてるんですね。電力は

だんだん値上げしてきました。このやっぱし歴史っていうものは非常に重く受け止めてい

かないといけないんじゃないかと思うんです。やはりこれは、日本人の精神性によるもの

じゃないかと思います。やはり歴史を大事にしていくということを私は見つめていきまし

た。そこで、まず、電力料については、今、やはり公共料金でございますから、非常に全

価格の中心的立場にありますよね。この中心的立場にある電力料が値上げして、今、この

国際情勢、あるいは国内の経済の実態からみて、このまま日本は、私、沈没していくんじ

ゃないかというちょっと懸念がございます。そういうあたりで、電力料の値上げっていう

ものは、やはりかなり慎重にしていただきたい、そういうことを強く思います。今、でな

くても、世界から取り残された国内経済というところで非常に私たちは重く受け止めてあ

りますから、やはり経済の消沈っていうものは、国内の全ての生産工程も消沈していきま

すから、このあたりも生産工程が海外に移っていく、こういうあたりは、内需拡大にはし

って、生産が海外に出ていくいうことは、国内の経済ももちろん疲弊していくわけですね。

こういうあたりから、やはり電力料の値上げっていうものを懸念するものでございますか

ら、ぜひ今だからこそ値上げっていうものを考えていただいて、値上げ幅に対するその部
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分はやはり国の責任でもございますから、しばらく辛抱していただいて、これは国が負担

していただくという部分で、国民への負担をちょっと回避していただきたいとこの分は強

く思っております。 

 ２番目は、簡単に私は四国電力さんの経費率の一部をここに表示しましたが、もうすで

に 11名の方がいろんな面から四国電力さんの経費率高いという意見が強く出されておりま

す。これは、慎重にやはり受け止めていただきたいなと思うんですね。やっぱ世間一般は

非常に経済が低迷してますから、生活もずいぶんと困窮してるのを目の当たりに見てきて

おります。そういうあたりで、電力料っていうものは、さらにそういう生活レベルの地盤

低下というものを招くんじゃないかなと思いまして、非常に慎重にやっていただきたいと

思います。一家の小さな家庭を想像してもそうですよね。困ったときは、みんなで辛抱し

合う。お互いさまっていうそういう部分をぜひお考えいただけたらと思います。 

 ３番目は、特に私がこれ力を入れたいことでございます。安心・安全っていうやはり私

たちの生活の土壌っていうものは、やはり安心・安全の上に乗っかっていないと、非常に

未来が見えてこないと思うんですね。私は、原発が全て危険だということは言いません。

しかし、過去のチェルノブイリの事故とか、それから人間がつくったものは、完全に安全

っていうものは私はないと思います。再稼働に当たって、いろんな検査・点検もしたとい

う発表もございますが、「想定外」というこの言葉が盛んに福島原発の場合出されました。

やはり人間がつくる「想定外」っていうこの言葉をしっかりと受け止めていただきたいと

思います。今、福島原発のあの事故、何㎞以内の方々のあの悲惨な生活を見るときに、今、

私はこっちの意見陳述の側におりますが、四国電力さんの役員の方々も同じ国民でござい

ます。もしその立場に立たれたときに、どんな思いだろうっていうところをぜひ慎重に考

えていただけたら、同じ今の地球社会、この人間社会生ける立場として大事な部分じゃな

いかと思います。で、原発をしっかり勉強する中で、これ、私たち市民レベルで原発を反

対しないといけないんじゃないかいうことで、私も 20 数年前から、女性の会をつくりまし

て、反原発運動も立ち上がりました。しかし、その反原発運動する中で、私がもし電力側

だったらどういう立場を取るだろうという考えも立ちました。そこで、反対するだけでは

物事は成り立っていきませんから、じゃあ電力という捉え方を目線をちょっと変えてみま

した。ほとんどの国民が電力は一方的に買うものだという視点に立ってる方々がほとんど

だと思います。その視点をちょっと変えまして、電力は自分でつくれるものだっていう視

点にもう一度立ち直らないと、この問題は解決しないんじゃないかと思います。それで、

私は、新聞やいろんな呼び掛けを利用して、太陽光共同発電所をつくるから、ぜひ皆さん

資金を提供してくださいと。多分、これは、全国で私たちの団体が一番に立ち上がったこ

とじゃないかと思うんですね。その結果、30 数名の方々が 10 何万の資金提供をして、１基

の太陽光共同発電所をつくったんですね。こういうことは、たくさんの電力はもちろん生

みません。でも、電力は自分でもつくれるんだという視点を皆さんにお知らせしたくてこ

の運動として立ち上がりました。その開設式のときに、四国電力の高知支店長に招待状を
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出さしていただいたんです。でも、そのときの支店長の態度は、出席も欠席も言わないま

んま、全く無視されたんですね。初めてそのときに、四国電力側の姿勢というものが分か

りました。やはり原発ありきで四国電力は動いてるんだなということがはっきりしたんで

す。今、ここに至っては、私は意見提言側、受ける側でなくって、やはり同じ国民として

安心・安全な電力を生むにはどうしたらいいかという部分に立ち行かないと、問題の解決

は見えてこないかと思うんですね。そういう面で、太陽光共同発電所を実際 10 年前から稼

働を始めまして、一番やはり感じるのは、蓄電池でございます。送電して売電できるよう

になったのは近年でございますが、売電できないつくりっ放しのそういう状態もございま

した。しかし、今、私が四国電力さんあるいは電力会社さんにぜひ求めたいのは、手軽で

安価な蓄電池の研究をぜひ開発をしていただきたいなと。そして、電力は自分でつくって、

そして自分で回していけるんだっていうそういう政策が大きくなったら四国電力さんもな

くなっちゃうからこれは困るんで、四国電力さん自身も大型な太陽光共同発電所をつくら

れて、そして売電していただくこと、そういうシステムももう１つの会社の姿勢として計

画されてもいいんじゃないかと思うんですね。今日ここに私も高知から参ったのは、やは

りこれから同じ今世代生きる私たちが安心・安全なっていうものを土台にお互いが切磋琢

磨し、意見を論じ合い、全てが反対じゃない、認め合うところは認め合いながら受け入れ

ていく、そういうあたりをぜひお願いしたいと思うんです。 

 今日は、１つ質問をさせていただきたいのは、四国電力さんのほうにこういう代替エネ

ルギー、自然エネルギーへの基本的な何か姿勢がございますか？そのあたりをちょっとお

聞きしたいんです。 

○四国電力（千葉社長） はい、お答え申し上げます。自然エネルギーについては、これ

は私ども、いち早く、これは当初は実験設備からいったわけですが、室戸に風力発電設備、

これをつくりました。それで、今はもうこれ、いわゆる試験設備ではなくて、実際の発電

設備として活用しております。それと、松山の昔、火力発電所があった跡地がございまし

て、そこに実は今、2,000kW のメガソーラーをやってございます。これについては、さらに

増設をして、4,300 までこの敷地を有効活用をして、4,300 までやろうと。われわれとして

は、やはりメガソーラーをそこにつくっていくことによって、技術的ないわゆる自然エネ

ルギーを入れることによる特に配電系統への影響等々の技術的なものをこれを検証したい

ということでやりました。ところが、その後、ＦＩＴという制度ができまして、固定価格

買い取りになって、かなりなお客さまが自ら設置しようとこういう動きになっております

ので、われわれとしましては、今、自然エネルギーに対するスタンスとしては、自らが手

掛けるというよりは、むしろそういった自然エネルギーの発電を手掛けられる方々が問題

なくわれわれの系統に接続できるようなそういうふうなことで今後連携をしていくべきだ

とこういうふうに思っております。ですから、いずれにしましても、先ほど来、ちょっと

高知のほうで配電系統がいっぱいだというふうな話もございましたけれども、現実、そう

いうふうな不都合がこれから自然エネルギー入ってくるときには多々出てこようかと思い
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ますんで、今後、われわれとしても、そういうところも勉強もしていきたいというふうに

思ってございます。 

○安岡冨士子 ありがとうございます。 

 私は、 後に、高知県は非常に経済のあれが低いんですね、全国でも。この自然エネル

ギーで高知県内だけでブロック経済がやって、電力生んで、それでまた高知県民がその電

力を買って、経済を回していくという、そういうブロック経済を今、夢見て行動してござ

います。そういうあたりに四国電力さんも一緒にやっていただいたら、ブロック単位の電

力発電し、消費し、そこに経済が生まれて、経済産業省もこちらに見えてますけど、一緒

にやっていけれる目標に向かえるんじゃないかと思って、ブロック経済というところを電

力との入れて今構想を練ってるんですね。ぜひお考えくださいませ。 

○四国電力（千葉社長） はい。 

○安岡冨士子 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す。 

 安岡さんの発電所は何世帯ぐらいで使っていらっしゃるんですか？ 

○安岡冨士子 今、ある企業の上に付けさせていただいてて、そこが全部買ってくださる。 

○議事進行人 ああ、そういう形で。ああ、そうですか。いや、どうもありがとうござい

ました。 

 それでは、続いて、13 番の工藤芳郎さんにお願いをいたします。 

○工藤芳郎 意見書には書いてありませんが、私は、この公聴会に参加した動機・理由を

初に申し上げようと思います。私は、くらしと産業に関する調査研究活動をやっていま

す。４月から一般社団法人になりましたくらしのリサーチセンターの専務理事でございま

す。私どもは、生活者あるいは消費者、国民は自分たちが今日あるということは、生産と

ともにあるわけでありますから、生産の原点を正しく理解をしたいということ。それから、

生産者・供給者は、生活者・消費者の視点に立って事業を展開するということが大事だと

考えています。よって、生起する内外経済社会問題について、できれば合意形成型の社会

ができないかということで、25 年前にこれを発起して、今日に至っておるわけであります。 

ただ、公共料金は、ご存じのように、契約自由の原則の例外であります。今日では、産

業用の電気については、契約自由の原則が自由化の流れの中で具体化していますが、一般

消費者との間では規制料金であります。電力会社はもうけ過ぎちゃいかんということで適

正な原価、適正な利潤その前提としては、能率的な経営をやりなさいということでありま

して、これはお互いに消費者との対話によって自由契約ができない分野でありますからこ

ういう公聴会が開かれるわけで、したがって、私も今日ここに参加したということでござ

います。 

 前置きは以上であります。 

 今回の電気料金の値上げをどのように受け止めるかと。私は、70 年代のオイルショック

のときから電気料金の公聴会には参加した前歴を持っとるんでありますが、今回の値上げ
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は、70 年、80 年代の２次にわたるオイルショックの値上げとかなり違います。しかし、共

通点もあります。わが国のエネルギー事情を顧みますと、現在も１次エネルギーの 90％以

上を外国に依存をしてるということは基本的に変わっていない。むしろ途上国のエネルギ

ー需要の増加によって、客観的には当時よりむしろ厳しい状況にあるというふうに私は受

け止めております。 

 戦後のエネルギー政策は、電源構成でみますと、水主火従から火主水従へそしてオイル

ショックを契機に原子力を加えていったという経緯があります。また電力の安定供給を維

持するためベストミックスを目指してきたといえます。しかし、２年半前の東日本の大震

災によって非常に事態が変わってきたということでございます。この間、電力会社は電力

の安定供給を実現し、わが国の経済成長を支え、そして文明力は非常に高まってきたとい

うことも事実であります。こうした中で大震災が勃発した。これによって、原子力発電量

がかなり、平均して 30％ぐらいの依存度があったんでありますが、定期検査を完了をした

原子力発電も含めて稼働停止となったわけであります。これによって、ベストミックスの

一環を失われ、電源構成は火力発電への再シフト等、変革を迫られています。火力発電の

増加は、燃料費の増嵩をもたらし、原価の見直しを余儀なくされたとこういうのが今日の

申請書ならびに社会的情勢の客観的な事実であります。 

 以上の観点からいたしますと、今回の電気料金の値上げというのは、原発稼働停止によ

るわが国エネルギー政策の試行的な見直し、電力事業にとっては電源構成の変更に伴う原

価の洗い直しというふうに私は受け止めておるわけであります。 

 さて、電気料金の値上げについて、各界にそれぞれ課題があります。政府に求められる

ことを 初に３点申し上げます。 

 １つは、エネルギー、原発に関する政策責任というのは政府にあります。原発は、実施

責任は電力会社、政策責任は政府にあります。したがいまして、エネルギー資源外交なら

びに国内開発を積極的に推進することが求められます。今や１企業に任せることには限界

があると思います。 

 ２つ目は、エネルギー政策の早期確立であります。そして、電源構成を火力にシフトす

る場合、ＣＯ２の増嵩が増えることが懸念されます。地球環境に及ぼす影響は大でありま

す。この件も、政府は責任を持たなきゃならん。ＣＯＰ19 が年末開かれるんでしょうが、

これに対応することも必要であります。 

 それから、原発政策そのものは、原発稼働停止による代替エネルギーとしての火力発電

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」であり、国難である

というふうに私は認識をしておるわけです。政府もぜひそういう認識を持っていただきた

い。で、政策責任は歴代政府にあることを自覚して、原子力を継続するにしても、廃炉に

するにしても、再稼働をするにしても、あるいはバックエンドをどうするかについても、

万般について政府は責任を明確にしなきゃならんと思います。ただ、原子力発電というの

は、ダーウィニズム、進化論の立場に立って考えますと、放射性物質をコントロールでき
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る時代が来るのか、そういう科学者が出てくるのか、そういうことについての戦略を明ら

かにする必要があると思います。そのためには、世界の英知を結集して対応をしていただ

きたい。東京電力の福島の原発停止は、2011 年３月 11 日に起こったんでありますが、この

原因は、いろいろ意見がありますが、基本的に大津波によったことということについては

誰も否定しないと思います。 

 ところで、時の政府は、福島原発とは型式・建設年度・立地条件を異にする各地の原子

力発電の稼働停止を断行したのであります。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っていない。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。したがって、原発停止による燃料費増嵩の負担責

任は政府が負うべきではないかというふうに思います。 近、イカ釣りの漁船が、燃料が

上がったということで全部稼働停止してますね、この事態に対して政府の農林水産省はカ

バーしようというような動きがありますが、これはもう非常に難しい問題でありますが、

燃料費増嵩の要因は円安傾向によるところ大でアベノミクスの影響というか、私は「アベ

ノリスク」ではないかと思います。円安傾向ですが、日本の経済の実態が強くなったわけ

でも何でもありません。それによる弊害がものすごいです。電力会社の皆さん方は、むし

ろ被害者の一面を持っておるわけでありますね。 

 さて、次は、電力事業に対する課題、これも３つ申し上げます。 

 １つは、電力会社は公益事業であります。 近、社会的批判を受けるということは、こ

の辺の自覚がむしろ弱いんじゃないかと思っております。この際、電力会社は、これまで

の実績というのがあります。これは、非常に地域社会に対する影響力、すごいものがある

んでありますが、今日批判されておる点については、率直に改める点は改めるとともに、

この公益事業としての電力事業の社会的使命・役割・企業理念を明確に掲げてもらいたい。

そのために今回の料金の値上げ必要なんだとこういうふうに私は言ってもらいたかったん

ですね。ただ安定供給だからということだけではなくて、もっと社会的使命があります。

まだ実力はあるはずなんです。これをもっと前面に出してほしかった。 

 それから、需要家・消費者に対する十分な説明、今日、いろいろ皆さん方が陳述されて

おりましたが、おっしゃるとおりでありますね。だから、現在の消費者は、私は昭和１桁

の生まれでありますが、戦後の歴史を考えてみますと、非常に豊かな物質文明になりまし

た。国民はこれにどっぷり漬かっておりますので、エネルギー事情であるとか、先ほど申

し上げましたような歴史を何も知らない。これについても、十分電力会社自身の若い人も

勉強してもらって、説明してもらいたい。 

 それから、原価の内容でありますが、これも十分な説明、特に事業報酬等というのは、

一般企業会計にはない概念でありますから、ひとつ詳しく説明していただきたい。 

 それから、電力事業の地域共同体に対する役割、これも大きいです。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非常に大きいと思います。私は

企業のＣＳＲ活動について調査、研究をやってるんですが、いろんな事業の中で、電力会
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社の、これまでのＣＳＲ活動は、各種企業の中では非常に進んでおります。これをさらに

磨きをかけてやってほしい。 

 ３番目は、世論（マスコミ）の役割でありますが、エネルギー危機というふうに皆さん

方は認識されてるかどうかは知りませんが、これを克服するためには、各界各層国民の協

力が必要なんですね。お互いに責任のなすり合いをすることでは、事態は進展しません。

そういう点では、電力事業と消費者、この相互信頼関係が大切です。ところが現状では消

費者と電力会社との相互不信を増幅するような、あるいは扇動をするような報道が多くみ

られる。これはマスコミの倫理責任です。困ったときはお互いさまというのは日本人の美

学でありますが、こういうことは強調されなきゃならん。そのため企業の社会的責任は全

うしてもらわなきゃならんが、その辺をひとつマスコミの皆さん、よろしくお願いいたし

ます。原発批判は自由でありますけれども、先ほど申しましたが、原発と一口にいえるの

か。建設年度・型式・立地条件、それぞれ違いますので、その点も十分調査していただき

たい。「調査なくして発言権なし」というのがマスコミの原点でありますが、そういうこと

を申し上げたい。 

 それから、主要な点について若干申し上げます。値上げの背景・理由については、申請

書に書かれておるとおりでありますが、私の意見といたしましては、料金値上げは東日本

大震災、自然災害によるもので、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、先ほど申し上げたとおり。それから、原発停止は政府の大局的判断により実行

されたといわれてますが、その責任は本来は政府に求められるとこでありますから、申請

者としては、燃料費増嵩を電気料金値上げという手法により消費者に負担を求める、つま

り転嫁するということが今回の値上げでありますが、現行制度の下では、制度上はやむを

得ないと思っております。 

原価については、かなり圧迫・圧縮されておりますが、燃料費の問題についてさらに努

力をせないかんだろうと思います。人件費については専門性の高い技術者が流出しないよ

う対策を講じるべきです。また社員の志気やモチベーションを低下させるような人件費の

圧縮は賛成できない。 

 それから、今後の見通しといたしましては、為替レートの問題は、四国電力は 80 円と想

定されておるようですが、もう 101 円になってますから、これどういうふうな見通しをさ

れるのか一言お聞きしたいと思います。 

 以上であります。 

○議事進行人 よろしいですか、為替についてはちょっと見込みよりもだいぶ変わってま

いりましたよね。どういうふうに今後の…先行きはどのようにお考えでいらっしゃいます

か？ 

○四国電力（千葉社長） この為替レート、株価と同じでございまして、これはなかなか

われわれが想定をすることは難しいわけですが、この料金の申請に当たりましては、これ

はルールどおり、いわゆる前３カ月ルールということで、いわゆる申請の直近３カ月の平
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均のレートでもって申請をしてる。この結果が 80 円とこういうレベルであります。陳述人

の方が申されるように、今、100 円を超えるようなこういう状況になっております。残念な

がら、こういうタイムラグがございますから、今回の料金の原価の中ではあくまでも 80 円

ということで織り込んでおるとこういうことになると。本来ならもう少し値上げ幅が必要

になってくるということですけれども、これはこれでわれわれとしては対応をする必要が

ある。ただ、今後、認可を受けた後、燃料費調整条項というふうなものがございますので、

その調整条項の中でいわゆる変動部分については調整がなされるものというふうに承知を

いたしております。十分な回答になったかどうか。いずれにしても、非常に今の状況、厳

しい状況だと受け止めております。 

○工藤芳郎 燃料費調整条項で賄いきれないかもしれませんね、今のままでいくと。経済、

エネ庁の人、しっかり頑張って。 

○議事進行人 原調制度は絶対値を問題にするものではなくて、変動を問題にするわけで

すから、発射台によっては賄えないことはあり得るっていうこと、そういう制度の立て付

けになってんだと思いますが。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、一通り陳述人の皆さまのご意見を拝聴いたしましたので、 後に、本日出席

しております電気料金審査専門委員会の委員よりコメントを求めたいと思います。 

 まず、辰巳委員からお願いいたします。 

 

電気料金審査専門委員会委員のコメント 

 

○辰巳委員 はい。 

 ありがとうございます。 

 今日の皆さま陳述人の方々のように準備をしてきて今日ここでお話をするという形じゃ

ないもので、すみません。聴きながらいろいろ思ったことをメモして、ただそれに対して

私はこう思いましたっていうふうなご意見しか申し上げることができないんですけれども、

まず、辰巳と申します。失礼しました。 

 電気料金を値上げする・しないにかかわらず、消費者としては電気料金を支払うのは当

たり前ですから、納得できる料金を、支払いたいんだというのが根本にあると思いました

し、私もそのように思っております。 

 今日、いろんな論点が出てきておりますけれども、電力会社さんが説明責任を果たすと

いうことが 後の、何というか、皆さんの思いがそれだったんじゃないかなと思っていま

す。いろんな話がありましたが、いずれも、説明が十分じゃないが故に誤解があったり、

あるいは電気料金の総括原価といわれる中身の問題からちょっと外れるような問題であっ

たりとかですよね。それ全て皆さまの思いはそのとおりだと、陳述人の方々の思いは、私、

どの方のお話を聴いても、いちいち「ああ、そうだ。そうだそうだ」と思って、うなずき
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ながらお話聴いてるような状況なのです。だけど、状況によっては何か誤解っていうもの

もあるかもしれない。つまり、それはやっぱり説明責任が果たされていないが故だという

ふうに私は思っております。丁寧なというところが非常に難しいとは思うんですけれども、

非常に具体的な提案も皆さまから出ております。例えば料金メニューに関しても、消費電

力に合う、その人に合ったちゃんとした提案をきちんとしてほしいと。一括で言われても、

自分はどうかっていうのはちゃんと理解できない場合もあり得るというふうなご提案があ

ったり、また、経営努力してますしてますばっかしじゃ全く分かんないよ、もっとちゃん

とどこどこでこのように努力してるよと、私たちもやっぱり人間ですから、「ああ、そんな

に一生懸命やってるんだったら、私たちもちょっとぐらい一生懸命お金は払ってもいいか

な」と思ったりもするけれども、そのあたりも全然分からないねというようなお話だった

り、あと、電気料金そのものの仕組みを消費者っていうのは理解するのは非常に難しいで

すよね。だから、そのあたりも、だからこそ、丁寧な説明をしていただかないと、なかな

か違って受けとることもあり得るっていうふうなことで。そういうことから、この審査委

員会の委員に対しての期待が非常に大きかったなっていうふうに思っておりまして、その

皆さまの期待を受け止めきれるかなという不安もあります。しかし、審査委員会で話し合

う内容そのものが電力会社さんが説明しきれない内容をあらためてほじくり返して話し合

っておりますもので、そういう説明責任、電力会社さんの説明責任をサポートするような

形になるのかもしれませんけれども、そんな役割もあるのかなって思っております。いっ

ぱい意見はあるんですけど、とりあえず、時間長くなるので、私はとにかく審査委員会の

委員として非常に重たい、皆さんのお話を聴きながら責任を感じたなというふうには思っ

ておりますが、ここに出席させてもらって非常に良かったとも思っております。ありがと

うございます。 

○議事進行人 はい、ありがとうございました。 

 それじゃあ、永田委員、お願いします。 

○永田委員 永田高士でございます。 

 私、東京で公認会計士をさせていただいております。本日は、四国での公聴会に参加さ

せていただきまして、誠にありがとうございました。 

 陳述の皆さまの真摯なご意見を聴かせていただく機会を頂きまして、あらためまして責

任の重さを感じている次第でございます。 

 冒頭から中身の話に入らさせていただきますけども、１つ目に、やはり今回、申請の時

期が、ほかの電力さん、例えば東京電力さんから始まりまして、関西電力さん、それから

九州電力さんと時期が後ろになればなるほど国民の生活環境が非常に厳しくなっていると

思われます。アベノミクスといわれる経済政策は、もちろん経済活性化のための政策過渡

的には消費者の方にとっては非常に生活を圧迫するような状況もあると思います。その中

の今回の四国電力さんの申請であるということで、やはりここは他の電力さんの申請と全

く違う社会状況があるということをあらためまして事業者の方にはご理解いただきたいと
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ともに、私ども審査する立場も、そこを十分に斟酌して審査に当たるということを深く、

また、強く感じた次第でございます。 

 それから、もう１つは、四国電力の千葉社長が冒頭で、今回の値上げの申請については、

効率化をお約束するということをおっしゃいました。したがいまして、この言葉は非常に

重い言葉でございますし、また、申請時点だけではなく、申請した後、その原価が果たし

て効率的に守られてきたか、もしくは企業活動、もしくは消費者の方にその還元があるの

かどうかということも含めて、事後的なモニタリングというものが非常に重要ではないか

と個人的には考えております。このあたりの仕組みについては、また中長期的な課題では

ございますけども、別途検討しなくてはならないんではないかと考えております。 

 それから、陳述人の皆さまから本公聴会の運営の仕方についてご意見賜りました。私は

運営をする立場ではございません。参加する立場ではございますけども、なるべく多くの

地域でそれぞれの地域の実情を肌感覚で感じるためには、さまざまな場所で意見を頂く機

会を私もなるべく参加させていただきたいと思ってます。運営する立場の経産省の方には、

委員の立場としてあらためてお願いしたいと思っております。 

 また、こういった料金の審査は東京においても専門委員会の中で議論をしております。

その中では、当然、四国電力さんからこの原価の合理性をご主張もしくは発言されていま

す。それに対して、私ども委員、それから経産省の方、また、今回の地元の方も含めてい

ろいろご意見頂いているわけでございますけども、やはりこの公聴会がある意味では利用

されてるような、饗場さんのご発言がございましたが、私どもももしかしたら広い目で見

ると利用されてるのかなというふうに思うこともないことはないんですけども、委員とし

ては全くそういうことはないと考えます。私どもとしては、公聴会に参加されてる方の意

見もきちんと聴いた上、経産省の方も、昼夜を問わず膨大な資料を作成して、また、四国

電力さんの説明に対してきちんと対応して、合理的に納得できるような分析を膨大な時間

を使って実行されている様子を真近に拝見していることをここで意見させていただきます。

事業者の方も含めて、合理的な意見形成をしないと、一方的に意見が擦れ違うだけでは何

も発展的なものは生まれないということでございますので、そういうプロセスの中で膨大

な時間を各委員の皆さんはじめ、関係者の方が使ってらっしゃるということをぜひともご

理解いただきたいというふうに考えております。 

 それで、もう１つ、実務的な話になりますと、私は、会計・財務の専門家でございます

ので、やはり皆さまから総括原価方式というものが分かりにくいということでご指摘ござ

いました。これは、当初、電力料金を決めるときには合理的な部分もあったかと思います

けども、やはり経年するごとに、ある意味では電力の設備と同じように制度疲労がきて、

総括原価についてもいろいろ早急に見直すべき部分もあるかと思います。これは、今回の

委員会の中で決定するわけにいけませんけども、中長期的な課題として、もしくは今の総

括原価の中でさまざまな検討もしくはご指摘は積極的に委員の議論の中に反映さしていた

だきたいというふうに考えております。 
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 細かい話をさせていただきましたけども、皆さまのご意見をいかにこの料金の中に反映

させていただくことにつきまして引き続き継続して、知恵を絞りながら、汗をかきながら

対応させていただきたいと思います。 

 本日は、誠に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。 

 それでは、松村委員にお願いいたします。 

○松村委員 同じく専門委員会の委員の松村と申します。 

 まず、多くの人が賃金、さらに多くの人が役員報酬のことを指摘されました。3,000 万円

を超えるような費用が原価に入っているのですが、これに関しては、関西電力および九州

電力の審査の過程でも同じような水準で申請されており、それについては認められないこ

とが審査委員会によってかなりはっきりと示されました。したがって、今回、もちろん予

断を持って臨むわけにはいかないのですが、審査すれば、２電力で認められなかったもの

が四国電力で認められることは普通に考えればないと思います。基本的には同じ線、2,000

万円を切るような水準しか認められない形になると思います。 

 私が問題だと思っているのは、そもそも四国電力が申請を出した時点では、その議論か

なり進んでいて、3,000 万円を超えるようなものなどとうてい認められるはずがないのは常

識で考えれば分かりそうなものなのに、それでもあえて申請にこの金額を入れてきた。そ

れから賃金のやり方も同様ですが、到底認められなかったやり方であえて出してきた。こ

の結果 3,000 万円は高過ぎるという意見が公聴会で出てくるわけです。 初から 1,800 万

円で出してこれば、時間が節約できるというだけでなく、ひょっとしたら 1,800 万円でも

高過ぎるという議論ばっかり出てきて、耳がもっと痛くなる。3,000 万ちょっとで出してい

れば、それは高過ぎるからせめて 1,800 万円にすべきだ、その意見を 終的に受け入れま

したという形を整えるために、敢えて認められるはずのない水準で出してきたのかとさえ

思います。ある意味で切りしろを残すためにわざと高いので出してきたのではないかと疑

わせかねないような状況で、そういう姿勢には疑問を感じます。しかし、一方で、四国電

力の立場に立つと、申請を出した時点ではこれらの問題はまだ完全には決着がついていな

かったので、まだ分かっていなかったからこういう形で出したということかもしれない。

したがって一方的に非難することはできないとは思います。しかし私としては、内心忸怩

たる思いです。 

 それから、２点目。入札あるいはコストの削減、調達コストの削減がずいぶん出てきま

した。競争入札比率が低いじゃないかという指摘です。まず、他の電力会社に比べても低

いというだけでなく、そもそも他の電力会社並みだったらいいのかいうと、そういうわけ

では決してない。九州電力と関西電力でも、あるいは東京電力でもそうですが、そもそも

何でこんなに随意契約が多くあるのかという形で問題になっていた。四国電力としては、

他の電力会社に追い付くという非常に低い目標ではなく、可能な限りコストを削減するこ

とをぜひ見せていただきたい。 
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それから、競争入札といっても、大半のものは指名競争入札で一般競争入札ではありま

せん。参加できる人が限られている状況なわけです。公共調達では、指名競争入札では十

分競争的にならないからこれをできる限り一般競争入札に切り替えるという改革が進んで

きたのに比べて、四国電力の場合には指名競争入札に至っている率ですらこんなに低いの

だと理解すべきです。入札率を高めると言っても、まだそのレベルだということです。ま

だまだ極めて透明性の低いレベルだということを私たちも認識しなければいけない。した

がって、今後もずっと監視していく必要があると思いました。さらに、一般競争入札にな

ったとしても、例えば仕様だとかを厳しく設定して、自分たちの仲間以外は到底参加でき

ないようにすれば、実質的な競争にならないわけですから、まだまだ先は長い。入札比率

を高めるのはもちろん重要ですが、それだけでなくて、高まっただけではなく、その中身

が本当にまっとうかどうかまでちゃんと見ていかなければいけない。それから聖域なきコ

スト削減ということでは、まだまだゴールまで相当に長い道のりだということを四国電力

もぜひ認識していただいて、聖域なきコスト削減をぜひやっていただきたい。特に、今回

の審査委員会では、かなりひどい状況が明らかになったと思います。競争入札していない

ものでも競争入札したのと同じような効果があるように、特命発注でも十分に努力して効

率化しているという発言があったと思うのですが、審査の過程で分かってきたことは、要

するに市況価格がかなりはっきりしているものに関しては、その市況価格よりも高値でつ

かまないように特命発注でも注意しているというその程度のことだったいうことが明らか

になったわけです。市況価格が明らかになっていないものはとんでもない高い値段で調達

していた。膨大な調達の中で、委員会でたった３つのサンプル調査を指示し、その 初の

ものでもうこのような事実が明らかになったという事実を四国電力はちゃんと認識してい

ただきたい。今までは自分たちはちゃんと査定する能力があると思っていたのかもしれな

いけれど、それは事実によって否定されたわけですから、今までの能力の過信を前提とし

た地に足の着いていない調達計画ではなく、過去をさらに反省して、もし自分たちにその

能力がないなら、競争という形でコスト削減するしかないと腹をくくって、今まで以上に

聖域のないコスト削減の努力をしていただきたい。 

 それから、情報が公開されていないという指摘に対して、いくつかの点に関しては、「そ

れは委員会で出てきたのでは」と思ったのですが、その方は、四国電力のホームページも

見てなお分からなかったというご指摘でした。関西電力のときにも同じことを言ったので

すが、四国電力はその後追加で資料を出している。 初に出したのはかなり概括的なもの

で、これについてのさらに細かいものについては、後ほど出されたデータを見れば分かる

ということだと思います。ホームページにこの概括版だけが出ているのは不親切です。実

際にホームページをご覧になる方がいらっしゃるわけですから、リンクを貼って、これに

ついてはさらに細かいことが必要であればこの資料を見れば分かるという形で、見せ方も

工夫していただければ、なお分かるようになると思います。実際にアクセスする人がこれ

だけ多くいることを認識して、四国電力の方でもより詳しい、分かりやすい整理をぜひお
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願いします。 

 ５点目。深夜料金、特にオール電化住宅の深夜料金の値上げ率が高いことの不満が出て

きたのですが、これについては、四国電力特有のことではなく、他の電力会社も全て共通

です。なぜそうなるのかというと、値上げ率は高くなっているのですが、値上げ幅はあん

まり変わってない。つまり、燃料費がかさんで、その結果として値上げしなければならな

いということなので、kWh に応じて広く薄く乗せるのは合理的です。値上げ率が高くなるの

は、元の料金が低かったから。したがって、同じコスト増でも、値上げ率が高くなるとこ

ういうことなのです。家庭用の値上げ率よりも、自由化分野の値上げ率が高くなっている

のも同じ理由です。この点は、決してアンフェアなことをしているのではなく、自然に公

正にやるとそうなってしまうということなので、その点はぜひご理解をお願いいたします。

深夜料金が安く、オール電化にすると安くなると言われたから導入したら、こんなに上げ

られて、まるで詐欺みたいじゃないか。そういう気持ちはとてもよくは分かるし、私も強

い憤りは感じてはいる。オール電化については言いたいことも山のようにあるのですが、

これ以上は控えます。 

 料金審査委員会で全体の料金単価が下がっているという説明が四国電力からあり、それ

に関しては、オール電化がこれだけ進んだ結果として単価が下がったのではないかという

疑問をすでに投げ掛けているところですので、そこの回答は後ほど委員会でお願いします。

オール電化料金はああいう料金体系で、さらに四国電力はそこから 10％割り引くという強

烈なことをやり、さらにオール電化営業のために膨大なコストをかけて、それもオール電

化でない顧客にも料金に乗せていた。四国電力の立場では、営業も割引も非常に合理的な

ものだったはずです。そうすると、オール電化が普及して料金単価が下がって、だから値

上げ不可避とか、そういう類いの説明は、もうどう考えても受け入れられない。むしろ料

金値上げを抑える方向に働かないとおかしいはず。オール電化の普及の結果単価が下がっ

て苦しいとは四国電力は説明していませんが、自分たちの都合のいいデータだけ出してい

るその資料をつなぎ合わせると、四国電力の従来の主張に反して、オール電化の普及がオ

ール電化でない普通の需要家の値上げを抑制するのでは無く増加させているのではないか

という疑いは濃厚です。この点はきちんとこの後委員会で説明をお願いします。 

 それから、先ほどの回答で、私は沖縄電力に関する回答、私は決して沖縄電力の回し者

じゃないのですけれど、あの説明は納得し難かったので、私の意見申し上げます。先ほど、

沖縄電力の料金は３割高いと社長は発言されたのですが、私の理解が正しければ、値上げ

前の水準に比べて３割ですよね。値上げ後の水準ではないことは一応確認させてください。

もし違っていたら、値上げ後でみて３割であればご指摘ください。いずれにせよ確かに２

割の差がある。全国平均として見ても、沖縄は２割ぐらい高いというのは事実だと思いま

す。しかし、沖縄電力は、誰がどう考えても、供給条件はものすごく不利なわけです。離

島がいっぱいある。需要密度が低いからコストが高いというようなことを四国電力自身が

言及していたと思いますが、どう考えたって、沖縄のほうがはるかに不利な状況です。そ
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れから、連系線がつながっていませんから、沖縄単独の系統ですから、従って、沖縄電力

自身でかなりの規模の予備力を持たなければならない。それから系統の規模が小さくて不

利な状況にある。四国電力であれば、仮にＬＮＧ火力で大きなものを入れると系統規模に

比べて大き過ぎるから効率的なものが入れられないということは基本的に無いはずです。

連系線が繋がっていますから、外に売るビジネスモデルで 適な規模のものを入れ、効率

的な発電をし、そのメリットを四国のお客さんにも還元することは可能なですが、沖縄電

力はこれができず、系統規模が小さいという不利さをまともに受けることになります。こ

ういう著しく不利な条件なのにもかかわらず、２割しか違わないことを前提とした上で話

さないと、ものすごく安直に沖縄電力は３割高いと発言されてたら、この場にいない沖縄

電力の人が聞いたら怒るのではないかと思い、一言申し上げました。 

 それから、公聴会のあり方に関してです。指摘され、いろいろ考えさせられる指摘があ

りました。しかも電力の公聴会のあり方は、場合によっては、他の公共料金の公聴会のや

り方の先例として大きな影響を持つ可能性があるので、改善する余地があれば、経産省も

ぜひとも改善を検討していただきたい。しかし１点、私は賛成しかねる点があります。政

治家が参加すべきとおっしゃった方がいらしたのですが、これが改善かどうかは慎重に考

える必要がある。電力の料金審査専門委員会では、基本的に、大臣、副大臣はほとんど出

席していない。それはどうしてかというと、これはルールに基づいて技術的に審査する、

中立的に審査する委員会だからです。ここは、どのような料金制度が望ましいかではなく

て、今あるルールに基づいて、効率的な、能率的な経営を前提とし、本当に必要不可欠な

コストなのかという点に絞って中立的に査定する委員会です。繰り返しますが料金制度、

あるいはエネルギー政策を議論する場ではなく、制度に基づいてこの料金値上げ申請が適

正かどうかを中立的に見ることをかなり強く意識したものです。他の委員会だと、大臣が

出席する、副大臣が出席することは普通にあるのですが、この委員会だけ特異にそういう

ことになっているのは、そういう配慮があるからです。この整理には一定の合理性があり

ます。その延長で公聴会があるのだとすると、このようなところでは、政治家の方が出て

こないのも、それはそれで１つの筋の通った考え方だと思います。したがって、出てくる

のが正しくて、それが改善だとは必ずしも思いません。ただ、恐らく指摘したかったこと

は、エネルギー政策だとか、そういう料金審査とは違うレベルのことで国民が政府に言う

機会、あるいは政治家の方に直接言う機会が少ないという不満だったと私自身は受け止め

ました。そういうものに関する、政策に関する意見聴取会のようなものに関しての改善の

提案だと受け止めたほうがいいと思いました。 

 これで 後です。水力発電に関して、四国電力は中国電力に比べて少ないというご指摘

があった。従来は、基本的には電力事業を担うのは一般電気事業者だったので、ストック

として水力発電所、特に小水力が少ないとすれば、それは四国電力の責任が大きいと思い

ます。しかし、これからは、発電事業はいろんな人が参入できるようになっていますし、

これから更にそれが強まると思います。四国電力に期待することももちろん重要なことで
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すが、いろんな事業者が参入することも重要です。先ほどの太陽光で資金を集めてという

話があったのですが、それと同じようなやり方で、例えば地域が主体になるだとか、ある

いは新電力が主体になるだとかという形で積極的に小水力を開発していくことも考えるべ

きではないか。一般電気事業者に全てを任せるというのではなく、もっと主体的に参加し

ていくことも考えるべきと思いました。これに関しては、恐らく経済産業省がまず出てく

る。フィードインタリフがあり、更に規制改革が進んだ結果として太陽光の開発がこれだ

け進んできたことを考えれば、いろんな意味で考えることはあります。水力発電に関して

は、水利権の調整だとか難しい問題もあるわけです。これに関しては、進行人の安念先生

が中心メンバーの一人である規制改革会議だとかも、もっと汗をかかなければいけない。

それから、自治体も果たせる役割も相当あります。例えば岐阜県では、水利権の調整だと

か補助金だとかに関して県庁に窓口を設けて、ワンストップでいろいろ情報提供をする工

夫をしていると聞いています。もちろん県レベルではなく市町村レベルでもやれることあ

る、自治体もまだまだやれることあると思います。それから、さらに四国電力も接続だと

かに関して、水力発電の弊害にならないようにさらに努力していただくこともあると思い

ます。太陽光発電、水力、風力等の再生可能エネルギーに関しては、電力会社だけに任せ

るのではなくて、自分たちもこんなにやっていくということを示すことも同時に重要なこ

とだと思いました。 

 以上です。 

○議事進行人 どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして、予定されておりました陳述人の方々のご意見の陳述は全て終了をい

たしました。 

○饗場和彦 すみません、ちょっと私の発言に言及があったんで、ちょっと２、３よろし

いでしょうか？ 

○議事進行人 極めて簡潔にお願いします。 

○饗場和彦 先ほど、永田委員、松村委員のご指摘で、私の発言に関してありましたので、

少しだけ若干補足さしていただきます。 

この公聴会の意味なんですが、今、松村委員がおっしゃいましたように、政治家は出席

しないほうがよいとするご意見も分かります。それは永田さんのご指摘とも関連します。

専門委員の方々は一生懸命仕事されているでしょうが、同時にこの公聴会の制度自体がテ

クニカルな技術的な部分での値上げの是非を議論する場ですから、政策的な問題は対象外

という点です。今回、多くの陳述人の方が、脱原発、自然エネルギーを生かしていこうと

いうことをおっしゃいました。それを専門委員の方々が受けとめて、「脱原発の意見が市民

から多いから、四国電力は脱原発でないならば値上げを認めません」というような結論は、

審査委員会としては出せないはずですね。逆に、「脱原発でいくのであれば、値上げ認めま

す」というふうな結論もできないわけです。そこは政治の問題でありますから。そうにも

かかわらず、われわれ多くの陳述人は脱原発を進めてほしいと言っているわけで、結局は
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それは徒労であり、ある意味ガス抜きにすぎないというのが実態なんです。ガス抜きをす

るということで得をするのは政府です。そういう点で非常に疑問のある制度と思うのです。

今回、テクニカルに技術的に審査していただいて、それは必要で、大変結構です。しかし

同時に、政策を検討するために市民の声をくみ上げるという別の回路（、つまり公聴会で

も国民投票でも）を持たない限り、われわれ市民はいいように利用されて、結局安倍政権

が原発を推進していくという方向に、結果的に加担してしまうという問題を申し上げたか

ったのです。以上です。 

○議事進行人 はい、ありがとうございました。 

 １つのご見識ですね、確かに。 

 終了させていただきます。ありがとうござました。 

 陳述人の方々には、ご多忙の中を、さらには旅費や宿泊費までかけていただいてご出席

をいただきました。何のお構いもできませんで、誠に申し訳ございませんでした。大変貴

重なご意見を賜りまして、もちろん当審査委員会において十分にそれを吟味し、生かさせ

ていただく所存でございます。誠にありがとうございました。 

 傍聴の方々にも、長時間にわたり、熱心に聴いていただきまして、本当にありがたく存

じます。 

 また、獅山局長はじめ、この公聴会の設営や進行に当たっていただきました四国経済産

業局および関係の行政機関の方々にも厚く御礼を申し上げます。 

 また、終始熱心に、フライング気味ではないかというお叱りもないわけではございませ

んでしたが、答弁をしていただきました千葉社長をはじめ、四国電力の皆さま方、それか

ら経済産業省の職員にも心から御礼を申し上げます。 

 全ての皆さんに御礼を申し上げまして、意見の陳述を終え、議事の進行を議長にお返し

をいたします。 

 

６．閉会 

 

○片岡議長 では、本日は、ご多忙のところ、また、遠方からも陳述人の方々、また、傍

聴の方々、お越しいただきまして、誠にありがとうございました。 

 これをもちまして公聴会を終了さしていただきます。 

 なお、お帰りの際には、カードホルダーを出口で係にご返却いただければ幸いでありま

す。 

 どうもありがとうございました。 


