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陳述人から提出された意見の概要 

 

意見陳述１番：マシオン 恵美香 様 

（意見の概要） 

 私たち道民（北海道電力の消費者）は、節電をしながらも原発なしでこの冬を難なく乗

り切りました。これに拠り、火力発電所フル稼働と燃料代の価格高騰が電力料金の値上げ

理由とされるならば、節電の甲斐があったと感じております。 

また、私は北海道電力の株主でもありますが、昨年度、私たち株主は、納得のいく配当

金をいただいておりません。また、その理由についても掌握しておりません。 

しかしながら、このように消費者および株主に負担をかけながらにして、いきなり電力

料金を引き上げる申請をされることは、納得できません。 

大きな支出と思われる項目、例えば経営陣、役員への報酬の見直しが妥当かどうかなど、

経営に関し、自社で工夫すべき支出削減内容については、詳しく説明を求めたいと考えて

います。 

 

１ 「消費者である道民にいきなり電気料金の値上げを強いる前に、自社事業の見直しや

コスト削減努力を、はっきりと見える形でされているか？」 

例えば、申請書に計上された役員報酬を含む「人件費予算案」は増加、これに対して燃

油費は泊原発 1 号機が稼動すれば減る予定。私は、わずかながらも北海道電力の株価有価

証券を持っていますが、昨年、北電の株主は満足に配当を出されませんでした。役員報酬

は、今年度予算案でも平均二千万円を超え、高額なままなのですから、これは矛盾だらけ

で、コスト削減努力の信憑性を問われる態度といわざるを得ません。 

 

２ 電気料金の値上げ申請の最大の理由が火力発電の燃油代というのは本当か？ 

「燃料代高騰による値上げだ」などとメディアを通じて、また消費者にも「電気料金の

お知らせ」の裏面などで、すでに PRされています。しかし、原子力関連施設に関る修繕費、

安全対策費、原子炉などの減価償却費、広告費など固定費の内訳の大きな数字を追ってい

くと、原子力関連項目が多くを占めています。また、「仮の報酬案」が 393億円で増加を計

上しています。電気料金の値上げ申請をしているほかの電力会社と違うのは、北海道電力

の今回の申請は、震災後 2 年間、節電によって一般消費者からの収入が減ったことが少々

は響いてはいるものの、結果としては、さほど痛みを感じていないのに理由もなく値上げ

を決めたように見えることです。 

電気料金値上げ申請をした最大にして重要な理由が、火力発電所の燃油代高騰、全体の

事業費の中では割合が大きくなり、会社の運営を圧迫すると予測しているからなのであれ

ば、燃油の総量や購入金額の実績値との比較を、最低でも北海道電力が最後の値下げ申請

（電気料金の価格訂正）を実施した五年前までさかのぼるべきであり、同時に「燃油代の

推移」を明らかにしたほうが消費者には理解されやすいはずです。泊原発１，２号機が稼
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働された頃の価格と、昨年、3 号機を除いて 2 機が止まっていたとき、あるいはまた、す

べてが止まっていた条件で燃油代総額を比較するのでは、条件の上で火力発電への依存度

も全く違うのではないでしょうか？ 

 

３ 昨年 11月に、室蘭、伊達では暴風雪によって鉄塔が倒れ、送電が遮断されました。 

いくらモダンな発電システムで電力を沢山作ることができても送電されないのでは意味

がありません。 

早急に不経済で危険な原子力事業から撤退し、それ以外のインフラ整備を先に進めて、よ

り安価で安定的な電力を消費者に確実に供給する見通しを示すべきと考えます。 

 

4月 24日の申請内容と北電の毎年の会計年度報告から読めること。 

 申請内容では 燃料費は減る予定、人件費は増える予定  

 2013年から 2016年までの 3年間の平均原価総額  6164億円 

 上の数字は 2008年に最後に提出した電気料金値下げ時申請内容に比較すると 

 ５０３億円分、８．９％も増で申請している。（株主配当なし） 

 北電は過去 33年に 5回値下げ申請しており、最後は 5年前 値上げは 33年ぶり 

  燃料費は 5年前と比較すると 1460億円（１１．８％減） 

購入電力費 510億円（５．５％増） 

  人件費５３９億円（１．７％増） 

修繕費 977億円（２９．６％増） 

原価償却費 892億円（３８．１％増） 

公租公課 415億円（５．３％） 

核廃棄物再処理費・廃炉引き当て金 １０３億円（２２．６％増） 

そのほかの支出 ８７５億円（１４．１％増） 

事業報酬（儲け） ３９３億円（１２．９％増）  黒字 

5年前、の電気料金値下げ申請時との比較では燃料費、購入電力量は減 

北電は燃料費増の理由での値上げではないし、会計上、会社経営が困難な状況ではない。 

  

最も増加率の高い「減価償却費」の内訳 

泊 3号機新設 １７６億円 

防潮堤対策費 44億円 

 京極揚水発電所 51億円 

そのほかの内訳原子力損害賠償支援機構負担金 65億円 

原発安全対策委託費 25億円 

値上げ申請をした電力会社の中では北電だけが人件費を増やしながら株配当もなく、値

上げを決めた。 
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意見陳述２番：深町 ひろみ 様 

（意見の概要） 

 「電気料金値上げ申請の概要について」の全体、特に、原価の内訳について述べます。 

・意見内容 

今回の申請に基づく電気料金値上げには反対です。 

・理由 

大きく分けて 

 Ⅰ．泊原子力発電所稼働を含む事業計画が前提となっている事。 

 Ⅱ．北海道電力の不適切な経営が十分に見直されず、その不利益が消費者に押し付けら

れている事があります。 

 

Ⅰの原子力発電の稼働については、 

1. 原発を稼働させれば必ず核廃棄物が増え、それは安全に無毒化する方法もなく、10

万年以上という途方もない長期の管理を必要とします。将来の世代への一方的な迷惑

と危険の押しつけであるのみならず、その安全管理にかかるコストは、莫大になるで

あろうとは想像できても、正確には予想することも不可能です。 

2. その様な不確定なコストを考えなくとも、現在においても、北電の経営を圧迫して

いるのは火力発電の燃料費ではなく、原発にかかわる固定費です。申請書の原価を見

ても、前回料金改定時の 5年前に比べ、燃料費は減り、減価償却費（その一部に防潮

堤等の泊原発安全対策費、京極揚水発電所の新設費を含む）、修繕費、核廃棄物再処

理・廃炉引当金、事業報酬が増えており、その中で原発関係の費用が大きな割合を占

めています。中でも減価償却費の 38.1％に上る増加は泊 3 号機を新設したことによ

るものです。 

 

Ⅱの不適切な経営について、北電は十分に見直しをせず、その決定権を担ってきた現在

および歴代の役員も、以下に挙げるように、取るべき責任を取っておりません。 

1. 先日傍聴した消費者庁の公聴会で、今回の申請で 56%カットして一人平均年 2000

万円とした役員報酬を、北陸電力並みの 1800 万円にするよう指導していると伺いま

したが、そもそも赤字経営の責任を負うべき役員を、黒字の北陸電力と同程度の報酬

にするという対応が不十分です。 

2. また、減価償却費の巨額な増大の元になった泊発電所 3号機を建設したこと自体が

経営上の重大な誤りではなかったでしょうか？その決定にかかわったころからの歴

代役員の方々は何名で、累積で報酬及び退職金はおいくらでているのでしょう？これ

ら歴代役員の方々は、報酬を返上すべきと申し上げたいです。 

3. この他、今年 3月に道議会において真下議員が明らかにしたことには、北電の社外

監査役は月に数回会議に出席するだけで年 700-800万円の報酬を受け取り、更に、年

を追うごとに北電の株式を大量に取得していました。このような体制で、北電の経営

が真に公正な立場からチェックされているのか、庶民として非常に疑問を感じます。 

4. もう一つ、日本原燃への出資の問題があります。北電の川合社長は日本原燃の非常
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勤取締役になっており、北電は同社の株を 6%保有する大株主だそうです。しかも、

青森県六ケ所村で日本原燃が手掛ける核燃料サイクル事業は、故障による延期が続き、

本格操業の目途が全く立っていないと伺っております。今年、株主としての私に送ら

れてきた 24 年度連結貸借対照表、資産の部、加工中等核燃料の部門は 1037 億 3300

万円でした。このうち相当部分が、日本原燃への出資と思われます。赤字経営と言い

ながら、そのような、優良とは言えない企業に巨額の出資を続け、しかも、今回の申

請案においては、増資の計画もなされています。全く、常識では考えられず、株主と

して言えば、背任行為ともいうべき許しがたいことです。その責任を、電力料金値上

げという形で消費者に負わせることは、無責任・不道徳であり、公益企業として姿勢

を改めて戴かなければなりません。 

 

毎月行われている燃料代調整は、「単価の変化には対応できても使用量増加には対応でき

ない」とのことですが、そもそも「経営コストにおいて燃料費の占める割合」を含め、総

括原価方式による電力料金の査定方法が、実際の経営状況と合っているか否か、我々消費

者には十分示されておりません。 

以上の事から、値上げを申請する前に、原子力に頼る発電方法を見直すこと、不適切な

経営を根本から改め、それを我々の前に明らかに示すことを求めます。そのために、モデ

ルでなく実績に基づいて、各発電方法で１ｋWhあたりいくらコストがかかっているのかを

計算し、どこにどういった投資をしているのかを我々の前に透明化することを要請します。 

 

意見陳述３番：嶋山 亮二 様 

（意見の概要） 

事業者（北海道電力）に対しての意見 

（１） 電気料金の値上げは、家計に与える影響が大きく容認できない。 

○ 今回の、電気料金値上げ率は、１０％を越える大幅なものであり、収入が伸び悩む

なか、家計に与える影響が大きい。 

（２）北海道電力の合理化努力は極めて不十分であり、値上げ申請は容認できない。 

○ 役職員の人件費の高さ、競争入札比率の低さ、無駄な広告宣伝費、不透明な寄付金

等コスト削減努力は極めて不十分である。５月７日当協会主催で実施した、北海道

電力（株）との、値上げ説明を求める緊急学習会においても、これらの点が明らか

となった。 
 

国及び事業者（北海道電力）に対しての意見 

 （１）国及び電力事業者は、再生可能エネルギーの拡大による電源多様化や脱原発の工程

表を早期に示すこと。 

○ 今回の値上げ申請に関し、北海道電力は、泊原発の稼働を前提としており、脱原発

を願う道民の声を軽視している。福島原発の汚染水処理、今後の廃炉問題等膨大な

負の遺産のつけが現実化している。国民が安心できる、再生可能エネルギー拡大・

脱原発を柱とした工程表を速やかに示すこと。  
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国に対しての意見 

 （１）電気料金値上げ認可審査は、厳格な査定を行い値上げ幅の圧縮に努めること。 

○ 現在、経済産業省の「電気料金審査専門委員会」で値上げ認可審査を行っているが、

北電には徹底した情報公開を求めると共に、厳格な査定を行い、道民に与える影響

等を考慮し、値上げ幅の圧縮に努めること。また、査定内容については具体的に公

表すること。 

 （２）現行の「総括原価方式」は、事業者の合理化努力を阻害する要因となっており、国

は速やかに見直すこと。 

○ 現行の総括原価方式は、事業者の営業費、事業報酬等をそのまま電気料金の算定根

拠に積み上げ、転嫁できる仕組みとなっているため、事業者の徹底した合理化努力

を阻害する大きな要因となっている。速やかに見直し、透明性のある電気料金制度

とすること。 

 

意見陳述４番：川原 敬伸 様 

（意見の概要） 

はじめに 

 私は、北海道生活協同組合連合会に勤務する団体職員です。 

今回の電気料金値上げ申請に対して、道民・消費者の一人として意見陳述をいたします。 

 北海道電力は、家庭向け規制部門の電気料金の 10.20%の値上げ申請を行いました。また、

認可のいらない企業向け自由化部門も 13.46%の値上げとのことです。電気事業は地域独占、

消費者に選択肢のない極めて公共性の強い事業であり電気料金の大幅な値上げは、消費者

にとって直接家計に影響するとともに、企業向け料金の値上げが、コスト増加で多くの商

品とサービス価格の値上げにつながる要因となる事は明らかです。 

 近年、世帯収入が減り続け、消費税率のアップも計画されており、生活の厳しさと将来

への不安を感じている消費者が増加しています。 

原発再稼動を前提とし、経営危機に至った責任を曖昧にしたまま、消費者への料金値上

げ押し付けで、経営危機を打開しようとしている、今回の申請に意見を述べます。 

 

北電は電源の多様化を推進し、エネルギー政策の展望を明らかにしてください 

 北電が謳っている、電源の多様化推進には賛成です。問題は、原発に集中し多様化の実

行が伴っていないところにあります。 

 日本には、様々な思惑と圧力により、まだ十分生産可能だった石炭の生産を止め石油に

切り替えた苦い経験があります。また、原発も「夢のエネルギー」としてその「安全、安

定・安価」な電力確保が強調・宣伝され、その依存度を高めてきました。 

 福島の事故は、一瞬で原発の「安全、安定」神話を崩し、「安価」の視点も以前から指摘

のあった原発には必然コストである「揚水発電費用」を加えるともっとも高い電源との調

査・研究(立命館大学大島堅一教授)に加えて、発生が必然である地震や津波のリスク回避

費用、事故に伴う被害と補償費用等を加味すると、これまでの宣伝と違って決して「安価」

な電源ではないことが、国民の前に明らかになりました。 
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 まさに、原発は「安心、安定・安価」な電源ではないのです。意図的かどうかはコメン

トできませんが、これまで国と電力会社がこぞって宣伝してきた原発は「安心、安定・安

価」な電源は事実ではありませんでした。 

 将来に向けて、利害者の思惑によるエネルギー政策の転換ではなく、真に「安全、安定・

安価」のエネルギー確保を願う国民の立場での展望づくりが必要です。 

 昨今、米国においてシェール革命が起き、世界規模での石油価格への影響と波及効果と

して、天然ガスなどの価格への好影響が伝えられています。また、日本近海において新た

なガス資源の埋蔵が確認され国家的調査と実用化に向けた技術開発が始まりました。 

私たちの住む北海道は、その地の利を生かした自然エネルギーとして、「風力エネルギ

ー・ソーラー発電・雪氷エネルギー・バイオガス」などの調査・研究が、ベンチャー企業

や NPOレベルなど努力進められています。 

北電は、公共事業の企業責任として、電力の「安全、安定・安価」実現に向け、電源多

様化を推進するとともに、社会貢献として新しいエネルギー開発に向けた、国策と道条例

に沿って支援を進め、道民にエネルギー分野の展望を指し示すように要望します。 

 

原発再稼動を前提とするのでは、道民・消費者の共感と支持は得られません 

 北電が発表している説明書の中に、「平成 25年 12月以降、泊発電所が順次、発電再開す

るものとし、泊 1 号機が平成 25 年 12 月、泊 2 号機が平成 26 年 1 月、泊 3 号機が平成 26

年 6月に発電再開するものと想定しております」との計画が出されています。 

 この姿勢は、福島事故を経験した国民感情、科学的検証、政府見解・国際的流れを無視

し、地球規模の安全に影響を与ええかねない重大なことを、足元の見せ掛けの利益優先で

判断しようとする、容認できない不遜な姿勢です。 

 福島の事故以来すでに、２年以上がたちました。いまだに 16万人もの住民が避難生活を

強いられ、事故原因も確定できず、いまだに放射能物質を出し続け、除染も進まず、汚染

水も溜る一方で、原発の「安全、安定・安価な電力供給」神話は崩壊しました。 

 この事実を私たちは真摯に受け止め、大きな犠牲で得た教訓を子孫に引き継がなければ

なりません。稚拙な判断で「遠い将来の子孫たちにリスクを負わせてはならない」これは

現代に生きる私たちの責務です。 

 しかしながら北電の計画はこれら教訓を全く無視した再稼働を前提とした計画となって

おり、消費者の立場を超え人道的観点からもとても容認できる内容ではありません。 

 私たちが住む地球は、その構造上(地球を覆う何枚かの岩盤プレートがマントルの上を年

間センチメートルの単位で移動する)の原因で、時期は確定できないが大規模地震と巨大津

波を発生させるメカニズムとなっています。このことは人間の力ではどうにもコントロー

ルできないものです。 

 自然の力に対して、現時点の人間の力の限界を自覚し、謙虚にこれまでの政策の見直し

が必要です。原発稼働を前提とした電気料金値上げではなく、道民合意の形成に沿った対

応となるスタンスへ見直してください。 
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経営責任が曖昧です 

北電は、値上げ申請資料の中で料金値上げは、「泊原発の長期停止に伴い、代替の火力発

電の燃料費が膨らみ、経営危機に陥ったのが原因」と述べています。 

 すなわち、保有する原発がすべて運転を停止した結果、会社が経営破綻の危機に陥りそ

うなので、選択肢のない消費者に料金値上げで補って欲しいというのです。 

 今回の経営危機と電気料金値上げの根本原因は、電源の多様化を謳いながらも過度に原

発に電源を依存してきた、現経営陣の判断の誤りにあります。 

 前記したように、原発の「安全、安定・安価な電力供給」神話は崩れ去りました。原発

を最も優れた発電方法として電源の中心に位置づけ、消費者に宣伝し・経営の舵とりを進

めてきた経営陣の責任が問われます。 

 原発依存度の高い関西電力(48%)・九州電力(46%)・北海道電力(44%)・四国電力(42%)は

値上げを申請し、一方原発ゼロの沖縄電力をはじめ依存度の低い中部(15%)・中国電力(14%)

は、値上げ申請しない方針とのこと、まさに原発依存度で電力各社は明暗を分けました。 

電力料金値上げ申請の前に、経営責任を明らかにすべきです。 

 

コスト削減の取り組みについて、一層の経営努力と情報開示が必要です 

〈人件費〉 

 申請説明資料によりますと、役員一人当たりの年間報酬は、52%カットして平均 2000 万

円、社員の年収平均は 19%カットして 643 万円とのことです。北海道の年収平均が 435 万

円(平成 20 年厚生労働省賃金構造基本統計調査より)の市民感覚からするとかなりのズレ

があります。 

 北電は「不断の経営効率化」に取り組んできたと言っていますが、地域独占に胡坐をか

いた一面もあるのではないでしょうか、今まで容認してきたことを恥ずかしく思います。 

  目指すべき水準は、北電の公共性と地域性を鑑みて、地方公務員レベルを念頭に入れて

考えるべきと思います。その項目は年収に留まらず、退職金・企業年金・福利厚生の企業

主負担比率等も含むべきと考えます。このレベルが道民の納得と合意を得られる水準と思

えます。 

 また、厳しい自然環境の下で生活に欠かせないライフライン確保に献身的に従事してお

られる現場社員には厚くの施策が大切と考えます。 

〈その他、原価の内訳について〉 

 地域独占企業である電力会社が、広告宣伝費としてのイメージ広告・オール電化関連・

PR館関係、諸費の寄付金を原価不算入にしたことは、評価できます。 

 懸念としては、内訳けが分かりませんが、電源の多様化に備える調査・研究費用は削減

することなく、大いに調査・研究を推進してください。 

 また、北電も認めている「見通しが立たなく・現在電力を生み出していない」原発に係 

る費用の計上が見られます。原発廃止の視点で費用の見直しを求めます。 
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終わりに 

 公共性の強い、電力事業の推進に当たっては、役割を自覚した企業の不断の努力と行政

のサポート、消費者の協力が必要と思います。この間の節電要請に応えて消費者も企業も

行政も協力・努力し電力不足を乗り越えてきました。また、納得できる提案があれば時に

は値上げにも協力しなければならない時もあるかとは思います。 

しかし、今回の電力値上げ申請は、これまで指摘した点において不十分な点があります。 

 北電は、より一層の経営努力と徹底した情報開示を進めるよう要望いたします。 

 

意見陳述５番：熊木 大仁 様 

（意見の概要） 

経営悪化の原因を正しくとらえ、中長期的な判断とともに、現行の電気料金の仕組みの

不平等を、同時に見直さなければならない。 

 

1 経営悪化の原因は原子力発電所にある 

 火力燃料費の増加は原因ではなく、発電できない原子力発電所への投資・維持費の負担、

および過度の節電要請による電気料金収入の大幅な減少が主因である。 

  火力燃料費が増加しても、燃料費調整制度などによって利益が得られるようになってい

る。 

 

2 発送電分離を早急に進め、原子力発電所は国が買い取ること 

電力会社は圧倒的寡占状態にあり、独占禁止法違反の状態にあるため、企業分割が必要

である。 

 原子力発電所を国が買い取るならば、経営が改善して電気料金値上げの必要は無くなる。 

また、廃炉処理も国の責任(経費)で実施すべきである。 

 発送電分離による「電力系統総合運用部門」は、公的な管理・運用を行うための新たな

法律により、送・配電線路を道路と同様に、誰でも自由に利用できるようにする。 

 また、その運用・管理は、公正・公平かつ情報公開による透明性を確保しなければなら

ない。 

 これによって、自家発電システムや地域分散型電源システムのコストが下がり、自然再

生エネルギー産業は飛躍的に発展し、日本は新たな繁栄に向かうであろう。 

 

3 電気料金制度の不平等を是正し、電気の利用者の利益を守ること 

大幅な原価割れで販売している深夜電力料金(ドリーム・エイトなどの)制度を是正して、

一般家庭の電気料金を値下げすべきである。 

火力発電所の深夜の発電コストは昼間と比較してもマイナス 5～10%程度であって、深夜

電力料金は著しく不公正である。   

 また、産業用電気料金については、圧倒的寡占状態にあるため独占禁止法違反の状態で

あることを (自由化部門であっても制約があることを) 念頭において検討しなければなら

ない。 
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意見陳述６番：坂本 忠幸 様 

（意見の概要） 

平成２５年４月２４日付け申請に納得できず、意見を述べたい。 

１つ．福島事故後、安全とは言えない泊原発３号基共、稼働を前提にした値上げだから

です。 

２つ．総括原価方式にメスを入れて欲しい。需要見込みを上まわる電気供給の設備投資。 

３つ．脱原発政策を経済産業省の指導のもと進めて欲しい。事業者が当初計画より早く

原発を閉める場合、積み立て不足や資産の目減りによる損失を複数年度で分割計

上する。 

 

意見陳述７番：相原 正義 様 

（意見の概要） 

今回の北電の電気料金の値上げ申請について考えるには、まず、電力のコストがいまど

ういう状態にあるのか、何にコストが嵩むので、料金を上げようとしているのかを国民に

見えるようにすることが先決だと思います。 

 北電の資料を読み、五年前の前回料金改定時と比べると、燃料費はむしろ減少していて、

増加しているのは、儲け（事業報酬）、人件費、原発施設の原価償却費や修繕費など維持費、

安全対策費や事故損害補償負担金準備が増加しています。つまり、今回の値上げは、北電

が宣伝しているように原発が稼働していない現状で火力等の燃料費が嵩むことが真の原因

なのではなく、第一に、道民の節電等の努力で電力使用量が落ち、電力売り上げ（販売電

力量）が減ってきて儲けが落ちたこと、第二に、福島の事故を経験しても原発発電を続け、

また再稼働する際の経費増加によるものだと思います。 

 第一の点に関しては、電気が供給過剰であり、売上が減って株価が下落し配当がゼロの

今の経営状態で、儲け（事業報酬）を原価総括方式で丸々増大したコストから計算し増加

させる、しかも人件費も上げ、役員報酬もまだ高額である。普通こういう事態にいたった

企業は倒産するか、執行陣役員が責任を取り、辞任したり、報酬を返上するのが筋だと思

います。 

 第二の点に関しては、北電は、原発を動かすと料金が下がるといいますが、燃料として

のウランを採掘し、原発施設を作り、発電し、事故に至るまでのコストは、施設の原価償

却費・修繕費、安全対策費、維持費、原発に必須の揚水発電所の建設費用、さらに、核燃

料サイクルの技術開発費（高速増殖炉など）や核廃棄物処理費や立地対策費などの、事故

がなくてもかかるコスト。さらに、事故が起きたとき、今の日本では充分評価・計算でき

ない事故損害賠償金、事故収束費用、原状回復費を含めると、原発のコストは他の電源よ

り格段に高くつき、原発を動かせば動かすほど、高くなります。 

 さらに、事故で失われた命、甲状腺ガンなどの後遺症や回復できない自然環境の破壊は、

経済コストで置き換えられません。 

今回の値上げ申請案の前提、つまり「高騰した燃料費を抑えるために原発を再稼働させ

よう」という算段は、このように事実に基づかない空想だと思います。原発を動かし、旧

態依然の電源構成、組織、原価総括計算のまま、今後三年間の見通しで値上げを申請する
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のでは、事故以前に単にもどること、福島事故をなかったことにする、忘れる、学ばない、

変わらないということです。 

 最後に北電案に対する私案を述べます。 

 まず、安全性を確保できない原発をやめ、長期にはコスト（電気料金）を下げるために、

原発廃炉の道を第一とします。核廃棄物処理を含めて廃炉技術開発費を組み、実行するこ

と。それには国の援助が必要かもしれません。そして、原発がなくても二年間にわたり十

分に電気をまかなった火力発電所の燃料調達コストをさらに低減するには、高価で国際相

場から来る不安定な供給の原油、ガスから、北海道では、地元にあり、安く、環境負荷も

少なく、地元の雇用にもいい石炭火力を強化します。さらに、長期には、化石燃料枯渇以

後を見越して、より安価で安全、エコな自然エネルギー拡大のために、電力系統への接続

の保障（発送配電、小売りの分離、会社の分割）、門戸を開いていく。 

 将来的には、不自由で地元の利益や安全に配慮できない大規模な地域独占状態の電力網

を持つ会社が必要ないシステムを作ります。北海道にある数百や数千の町村単位で、地産

地消の風、水、光、熱のエネルギーを、目の見える隣の人たちと融通する、シェアする、

フェアなトレードシステム。衣食住の日々の生活に真に必要なだけのエネルギーを循環さ

せる持続可能なコミュニティーを再構築し、大規模な電気依存、原発依存の持続不可能な

高度産業社会（大量生産ー大量消費ー大量廃棄）から、長期にゆっくりと、そこへ移行し

ていきます。 

 

意見陳述８番：藤原 秀俊 様 

（意見の概要） 

北海道医師会は、昨冬、「北海道地域電力需給連絡会」(北海道経済産業局)および「電力 

確保対策に関する連絡会議」(北海道)の構成団体の一員として各種対策を検討してまいり

ました。計画停電回避のための国からの『平成22 年度比マイナス7％以上の節電要請』に

つきましては、道内各地域の医師会に対し、会員(医師)が所属する各医療機関の医療機能

に支障が生じない範囲で自主的な目標による節電について協力要請を行いました。 

結果として、計画停電は回避され、大きな混乱もなく経過することができたのは幸いで

あります。 

しかしながら、その過程の中で、照明設備のLED 交換、施設内設定温度の変更、職員の

エレベーター使用禁止、ロードヒーティングの設定温度の変更、院内節電パトロール等の

実施を行うも、人の生命と健康を預かる業種としては企業努力に自ずと限界があり、無理

を通そうとすると医療事故につながりかねない場面が容易に想定される状況でありました。 

また、ご承知のとおり、医療は、診療報酬という公定価格で成り立っており、一般事業

者と違い価格転嫁できないため、新たな対策を実施することについては、経営上、非常に

厳しいものがあります。 

さらに、医療機関における消費税は最終消費者であります患者さんの代わりに医療機関

が支払っておりますが、今後、8％、10％ということになってまいりますと施設の存続自体

が危ぶまれ、地域医療を確保できなくなる恐れがあります。 

以上のことを総合的に勘案しましても、電気料金値上げの医療への影響は避けがたく、
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この影響は医療機関だけではなく自宅で在宅医療を受けている高齢者などへも重大な結果

を招きかねないものであります。 

今後とも、北海道電力株式会社においては徹底したコスト管理と、企業の存亡をかけて

ライフラインを死守するという強い使命感を持って事に当たっていただきたい。 

電気料金値上げ止む無しとしても、生命を守るという視点から十分な配慮をすべきと考

えます。 

 

意見陳述９番：前濱 喜代美 様 

（意見の概要） 

・一般家庭ではまだ電力が自由化されていないので電力会社を選べない。もし放漫経営を

していたとしても電気料金を値上げすれば良いというような仕組み自体を変えていくべき。 

・今回の値上げ申請の概要を見たところ、人件費に退職給与金を65億円算入し結果人件費

が増額となっている。ここに引き当てるものなのか、これについての説明が欲しい。ま

た今回原価に織り込まれていない相談役･顧問の給与について先日新聞で4人で5700万円

とあったが、減額すべき。 

・風力や太陽光は安定しないというが、であれば調整も出来、エネルギー効率もよいガス

コンバインドサイクル発電所を早く作るべき。石狩湾新港発電所新設費用は原発の10分

の1の122億円となっている。 

・原発が動かないから電気料金を値上げするというが、原価申請の概要を見ると必要な経

費は原発関連ばかり。泊3号機運転開始に伴う定検基数で76億円。泊安全対策で44億円。

京極の揚水発電新設に51億円。減価償却費として176億円。減価償却費は資産でもあるの

でこれを積まなければ値上げの必要はない。原発は稼動しても稼動していなくても費用

がかかるので原発を止めれば値上げの必要はないと思う。原発をすべて廃炉にし自然エ

ネルギーとガス火力発電とで電力を賄うとしたら電気代がいくらになるのか試算して示

していただきたい。 

・今回の値上げはオール電化に重い負担となる。オール電化でなくても、高齢者世帯で安

全･安心を謳ったＩＨクッキングヒーターが普及している。アンペア数が高いので値上げ

率が大きい。年金減額が言われているのに電気料金値上げとなればかなりの打撃になる。 

 

意見陳述１０番：井上 正己 様 

（意見の概要） 

１．北電が今回の値上げは公平性を基本に算出したと言うが明解な解答を聞きたい。 

２．電気の使用量が多いほどアップ率が高くなる理由。 

３．原発の稼働停止によって６４４億円の収入不足に関し詳細に聞きたい。 

４．意見の詳細は以下の通りです。 

 

 私は、２０年前からオール電化（ドリーム８エコ）で今日に至っております。北電が４

月に料金の値上げを政府に申請されたことを知り、北電に値上げの申請料金アップ率で試

算したところ、何と１２６．９％にもなって、年間８万円強もの増額となり常識では考え
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られない恐ろしいことです。 

 さて、北電は今回の値上げは公平性を基調として数字の積上げを行ない決めたことだと

言っておられますが、そこには大きな盲点があって、電気の使用量が多くなるほど値上げ

率がアップする仕組みになっているが如何か？ 

 二つには、北電は２０数年前からオール電化の優位性を強調し(安全性、経済性、耐久性、

料金単価の安定性、更に環境保全等)将来性に富んだ商品と銘打って奨励したにもかかわら

ず、このように不公平で理不尽な仕打ちは理解出来ません 明解な説明がほしい。 

 三つに、未曾有の大震災と原発事故もあって全国の原発稼動が停止に追い込まれ、北電

の窮状は判りますが、そのつけ６４４億円の収入不足をオール電化１９万世帯に２１％の

１４０数億円の負担を強いることは消費者の一人として絶体に承服しかねます。 

 

意見陳述１１番：蓼内 深雪 様 

（意見の概要） 

・停止中の原発の維持管理費の金額を先日ある市町村で行われた値上げの説明会でお聞き

しました。後ほどお返事しますと言われましたが未だに連絡がないので誠意が感じられ

ないと聞いています。 

・代替エネルギーを開発するための値上げでしたらいたしかたないと思いますが原発が稼

動していないため火力発電の燃料費がかさむので値上げでは納得できません。 

 

意見陳述１２番：米谷 道保 様 

（意見の概要） 

１、今回の北電の値上げ申請は、他の申請５社と異なり、２０１５年度の燃料費は前回２

００８年度料金改定時より１１．８％も下がり、燃料費アップが値上げの理由とはならな

い。値上げの理由は次の２点と思われる。 

１つは、販売電力量３．１％減にみられるように、節電や省エネの進行ともかかわり販

売電力量の減少・伸び悩みによる収入減があると思う。この傾向は今後も続くと思われる。 

２つは、原価に占める修繕費増が２２３億円（１２９．６％）、資本費増が２９１億円（１

２９．３％）で、この２つを合わせると営業費用増加分５５３億円の９２．９％を占める。

資本費増のうち減価償却費の増加分２４６億円の８９％が泊３号機新設と泊安全対策で、

京極１・２号機新設分も含め大半が原発関連で占める。修繕費の増加分は泊３号機関連と

火力・水力の経年対策費となっている。他に公租公課や原子力バックエンド費など含め、

原価押し上げの主要部分を原発関連が占めている。 

以上から、北電の申請書は、原発関連経費増がコスト押上げの大半占めており、原発依

存が招いた結果ではないか。にもかかわらず、値上げの一方で事業報酬を増やす申請とも

なっており、道民の負担増で自社のもうけは増やすものでないか。現行の総括原価方式に

基づけば、北電の値上案はありうるかもしれないが、再稼働反対、全原発廃炉を求める福

島県民・道民の声に反しており賛成できない。 

２、今回の北電の申請は、泊原発を順次再稼働することを前提にしている。しかし、２０

１１年の福島原発事故を目の当たりにし、また、その後の２年間、原発がなくても電氣は
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足りることを体験した道民の多数は、原発をやめて安全で再生可能な自然エネルギーへの

転換を強く求めている。北電は、この道民の願いにそって、今回の値上げ申請を撤回し、

泊原発の廃止・廃炉を前提とする電気料金を試算し、道民に明らかにすべきである。 

 

意見陳述１３番：芹澤 幹子 様 

（意見の概要） 

北電気の原発再稼動ありきの値上げには断固反対します。 

北電の値上げに関する説明会では、原発を前提としたの説明と文章しかありませんでした。

福島の収束もまだ見通しがつかない状態で、いくら万全な安全対策を実施し再稼動といわ

れても、とても納得できるものではありません。原発を稼動するということは、新たに使

用済み燃料を増やすことになります。経済優先で、未来に負の遺産を残す選択はありえま

せん。 

 

意見陳述１４番：東川 允 様 

（意見の概要） 

北海道電力の問題点として、無駄な経費が莫大にかかっている。 

・「ほくでんファミリーコンサート』の実施(札幌交響楽団の冠コンサー卜) 

・プロ野球日本ハムファイターズへのスポンサー(広告) 

・証券取引所が3力所(札幌、東京、大阪)での上場 

・収益性が不透明な子会社の乱立 

・広告掲載の無駄(テレビ、新聞、交通機関など) 

これらが、PDF上で公告されているが、無駄が多い。登別市を中心とした、大規模停電に

おいても、効率的な運用がされていると思えません。これら初動対応について、私は、登

別市長小笠原春一氏に提言を行った。 

また、代表取締役の謝罪等も見受けられない事から、会社の姿勢として、問いただす必

要性がある。 

持株会社性への移行や、社内分社性などの方向性を出しておらず、結果として、無駄な

費用がかかっていると思われる。貸借対照表や損益決算などを観る限り、意図的か不明で

あるが、難解若しくは判りづらい表記が散見され、説明責任が不透明だと言える。 

将来的には、原発の再稼動の是非もあるが、会社として、地域独占をしている会社であ

ることで、携帯電話等通信分野やガソリンスタンドや石油等売店にみられる競争原理が働

いておらず、無駄な経費の種流しがあり、指摘したい。その中で、発電、送電、配電の分

社化など含めて、総括原価方式での北海道電力が無駄を多く出している点を指摘提言した

い。 
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意見陳述１５番：工藤 芳郎 様 

（意見の概要） 

はじめに 

私はくらしのリサーチセンター（平成元年創立、本年 4月１日一般社団法人へ移行）の

副会長・専務理事を 25年間勤めてまいりました。事業の趣旨は生起する社会経済問題につ

いて行政、企業、国民・生活者間で相互理解を深めるため、調査・研究活動・セミナー等

を推進することにあります。基本的視点としては、生活者・供給者は国民・生活者の視点

に立った事業活動を展開すること、国民・生活者は生産の原点を正しく理解することにあ

ります。 

  この間経験したことの一つを申し上げます。 

  それは、行政や企業と一般の国民・生活者との間には大きな情報格差があることです。

このことは今回の電気料金値上げに関しても言えることです。行政や企業は以上の情報格

差を是正するための努力をしていただきたい。また、国民・生活者は正確な情報を得るた

め努力をしていただきたい。 

  

電気料金値上げについての各界の課題 

私は 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」と理

解しています。以下、この理解に基づいて意見を述べます。 

 

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
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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。 

（３）円安傾向と輸入資源の値上がりについて 

 最近における輸入資源の高騰の影響はイカ釣り船の操業停止、長距離トラッ

ク運行減少にもみられるところ。電力事業の経営も打撃を受けている。 

 為替レートの動向については日本政府だけでなく主要国は野放しの状態。政

府はかつての「トービンＴＡＸ」のような名案を世界に向けて提唱すべきで

はないだろうか。日本経済を一部のヘッジファンド等によるマネーゲームに

操られる事態を放置してはなるまい。 

（４）北海道電力の地域特性（広大、積雪寒冷）を重視されたい。 

 

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地域社会への社会的貢献等についての実績

に確信をもち、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。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。 

総じて申し上げれば、原価についてはかなり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することが求められる。将来的には地政学的に

もロシアの天然ガスやサハリンの原油輸入も検討されるべきとおもわれる。

その際、北海道はじめ道内の主要自治体、北海道ガスなど地域ぐるみの協力

体制をとることが望まれる。1950年代における旧ソ連からのビートの輸入例

は参考になる。 

（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。電力事業は「地域独占」という批判もあるが、独占的に利益を追求して

いるわけではあるまい。エネルギーの安定供給を目的とした地域社会における

総合的な公益事業としてＣＳＲ活動を展開しており、さらに努力してほしい。 
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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。 

 

まとめ 

私の意見といたしましては、今回の値上げ料金は東日本大震災、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、むしろ被害者という一面をもっている。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、燃料費増嵩分を電気料金値上げ

という手法により消費者に負担を求める、転嫁するということが今回の値上げであり、現

行制度の下では、やむを得ないと思っております。 

 

意見陳述１６番：打矢 美和 様 

（意見の概要） 

道民のオール電化の推奨の結果と今後 

電力反対意見 

 

 北電は、道民の約半数になるまで、オール電化の使用になるまでオール電化を進めました。 

 ｢クリーンで安全｣ ｢エコエネルギー｣ ｢上手に使って経済的｣と、広報し進めてきまし

た。この春、子どもが一人暮らしを始めるときに、オール電化の住宅であるということを

選択のひとつにおいて住宅選びをしたぐらいです。 

 そのようななかで、今回の値上げです。経済的不安を考え、子どもも不安に思っています。 

 北電を信頼してオール電化を選択した消費者にとって、納得できる料金改定にしていた

だかなくては困ります！ 

 平等な料金改定、理解納得説明を求めます。 

 

意見陳述１７番：田中 いずみ 様 

（意見の概要） 

電力会社が地域独占で電気を供給する中、消費者は電力会社をえらべません。 

北海道道民は、環境を考えた再生可能エネルギーへの取り組みを推進してほしいと強く望

んでいます。そんな中での泊原発、再稼動を目指す前提での値上げ申請は、道民の声を無

視しているものです。 

根拠のはっきりしない、電気料金の値上げを押し付けられることは理解できません。 

北海道電力の方々からの説明を聞いても、疑問が増える一方です。北海道でのトップ企

業の姿勢とは思えないです。 
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意見陳述１８番：荒川 美奈子 様 

（意見の概要） 

今この時期に値上げ申請には疑問を感じます。 

 

① 北海道電力の役員・社員の報酬は適切でしょうか。公務員ですら、どんどん給料が下が

っています。企業努力はされていますか？ 

② 泊原発の再稼動を前提とした値上げ反対です。 

③ 自然豊かな北海道だからこそ、再生可能エネルギーにもっと積極的に取り組むべきです。

消費税の値上げも予定され、住民に与える影響の大きさは計り知れません。 

 

意見陳述１９番：高橋 貴子 様 

（意見の概要） 

原発再稼動前提での今回の値上げ申請には疑問を感じます。原発に頼らない再生可能エ

ネルギーへの転換を考えての試算があっての値上げであれば、クリーンなイメージの北海

道民として考えようもありますが。また企業努力としても色々されているようですが、ま

だまだ一般の企業からみると、かなり賃金、福利厚生などでも高い水準であることは変わ

りないと感じます。 

北海道の電力会社は、北電さん一社です。 

私たちは選ぶことが出来ません。北海道の経済は本州の８割でしかありません。そうい

ったことも考慮していただきたいです。 

緑の地球を後世に残していくためにもどうぞ宜しくお願いします。 

 

意見陳述２０番：水澤 みさ子 様 

（意見の概要） 

今の状態での値上げに断固反対です。 

電力会社が地域で独占し電気を供給する中消費者は、電力会社を選べません。北電の収

支の細かな開示と共に企業努力している点の説明を道民にわかりやすくしていただきたい

と思います。 

また、道民は原発を望んでいません。原発維持コストや事故時、廃炉時の莫大なコスト

を考えてください。 

そして現段階の火力発電等での燃料高などによるコスト増大を、単に道民負担・押し付

けへと転嫁しないで下さい。 

人件費、特に役員や顧問数（報酬）を開示し北海道での妥当性の根拠を明らかにしてく

ださい。 
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意見陳述２１番：川辺 ひろみ 様 

（意見の概要） 

原発の安易な再稼動に反対します。 

小さいことでたとえるならば、苦しい家計の中色々やりくりしている家庭はたくさんあ

り、家庭の主婦はさまざまな工夫をしています。 

 いくら企業だといっても、「出費」という部分は同じです。きちんとした「やりくり」を

していますか？ 

 「予算を出したからそれを使い切らなきゃ、次の予算が減らされる（組めない）」みたい

な甘い考えがまだあるのではないでしょうか？ 

 誰が聞いても「これ以上削れることが出来ない」状態になって初めて理解してもらい、

値上げという段階になるのではないでしょうか？ 

 数字の羅列や難しい文言で人々を惑わしてはいけません。 

 納得がいかない限り反対します。 

 

意見陳述２２番：林 朋子 様 

（意見の概要） 

原発再稼動前提の今回の値上げ申請には疑問を感じます。北海道民の冬の節電の終了を

待ち構えたように値上げ申請が発表されました。 

 

① 北海道電力は企業努力をしているのでしょうか？役員、社員の人数、報酬は適切でしょ

うか？顧問は４人で５，７００万円と聞いています。高い企業年金、福利厚生費の見直

し、給料の見直しを行なうべきです。サラリーマンの平均年収３５４万円に対して北電

一般社員は引き下げ後も約１．８倍となっています。 

② 今回の値上げは平均１０．２％ですが、オール電化住宅は２２％以上になります。実に

年間６万円以上のアップとなります。北電はオール電化住宅を推奨し、現在新築の半数

以上はオール電化住宅となっています。特に高齢者には安全でクリーンとうたっていま

す。年金生活者には大きな負担増となります。オール電化に対する説明、節電方法、軽

減策を示す予定はあるのでしょうか？ 

③ 北海道電力は、新たな再生可能エネルギーに取り組むべきです。ソーラ、バイオマス、

地熱、風力、火力、水力と、北海道の広大な土地や気象条件からも再生可能エネルギー

に最も適した地域です。しかし、残念なことに体制が整わず、有効活用に至っていない

のが現状です。国としてのしっかりとしたバックアップを希望します。原発は国の管理

に移管し、全て廃炉とすべきです。次世代に負の遺産は残すべきではありません。 

 

北海道での値上げで、地域に与える影響の大きさは計り知れません。年収も全国の８０％

の状態の中、ますます景気の後退が予想されます。電気料金の値上げには断固反対します。 
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意見陳述２３番：齋藤 哲 様 

（意見の概要） 

北海道電力株式会社（以下、北電と略す）は、今回原発停止に伴う火力発電所の稼働率

増加とその燃料代の高騰を理由に１０％以上もの値上げを申請した。しかし、その理由の

妥当性には、甚だ疑問が残る。そもそも総括原価方式が問題であるのに加え、以下のよう

な問題点があるのではないか。 

 

① まず、北ガスとの共同出資で建設した石狩湾新港に設置された天然ガスコンビナートに

購入している天然ガス価格は、世界市場平均価格の倍以上と聞いており、しかもロシア

からの直購入ではなく、東京ガスから購入していると聞いている。これは事実か？もし

事実なら、故意に高い天然ガスを購入していると言われても仕方がないのではないか。

安いガスを調達する努力が足りないように思える。 

② 北電で稼働中の火力発電所は、現時点では石油火力と石炭火力のみである。そのうち石

油火力に使う原油の価格高騰は確かに深刻である。これについては、経済産業省自身が

経済産業大臣の命令で拠出が可能な国家備蓄原油を市場に一定量流通させるか、電力会

社に安価で売るなどすることにより価格を下げることは可能なはずだが、なぜ経済産業

省はそれをせず、北電はそれを求めないのか？これは電気料金だけではなく、北海道の

ような積雪寒冷地の場合、企業や家庭の暖房費の高騰を防ぐためにも重要な措置と考え

るがいかがか？こうした場合に使うための国家備蓄原油ではないのか？ 

③ 燃料代よりも、原子力発電所関係諸費用の方がはるかに大きいはずだが、触れないのは

なぜか？ 

④ 過去に事実上の倒産を経験した私から見れば、役員報酬・社員賃金・福利厚生などの人

件費の削減や資産売却も、北電の決算書などを見る限り、他の民間企業並みの努力をし

ているとは思えない。 

 以上の理由から、現時点での北電の電気料金値上げにはとても賛成できない。 

 

意見陳述２４番：大島 克予 様 

（意見の概要） 

１、北海道電力では泊原発の再稼働に向け、防潮堤を９．８ｍの津波にも対応できるように

したとするが震度８以上の災害対策として万全とは言い難く依然として強い不安を払拭で

きない。廃棄物の処理を含め問題点が山積みするなかで原発再稼働は絶対にしないで欲しい。 

２、国の方針が原発再稼働の方向に進んでいるが、再稼働が認可された場合何カ月後に料

金が元に戻るのかまたは値上げ分を何％圧縮できるのか明確に示して欲しい。 

３、泊原発が耐用年数（４０年）より大幅に短い期間で廃炉となるような場合、電気料金

にどの様に反映されるのか。 

４、再生可能エネルギーの拡大普及に向け消費者が価格的な面でも充分に利用できるよう

国が道筋をつけて欲しい。 

５、経済的効果だけではなく節電を推し進めるため、地域や企業が独自で行うのではなく

全国で統一したサマータイムの導入を検討して欲しい。 
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意見陳述２５番：岡本 哲軌 様 

（意見の概要） 

１．原発発電コストの再計算を求めます。 

このたび北海道電力から提出された電気料金値上げ申請書では泊原子力発電所の発電原

価として、「人件費、燃料費、修繕費、減価償却費、事業報酬、設備投資額、購入・販売電

力量、公租公課、その他経費・控除収益、普及開発研究費に加えて、原子力バックエンド

費用として使用済燃料再処理費、特定放射性廃棄物処理費、原子力発電施設解体費」が算

定されています。 

福島第１原発事故以後、最も低コストとされてきた原子力発電（以下、原発と略す）の

発電コストが見直されているなかで、申請書記載の項目以外に原発の原価に計上すべき費

用を 6 項目に分けて列挙します。①研究・安全点検費：原子力研究開発機構・原子力規制

委員会・原子力安全基盤機構・その他の原発関連研究費、②迷惑料（危険手当）；原発立地

自治体への交付金・核燃料税、③バックエンド費用；六ヶ所村再処理工場操業費・使用済

燃料中間貯蔵費・放射性廃液処理費・高レベル放射性廃棄物処理費・MOX 燃料加工費・危

険物の輸送費、④炉の廃炉コスト、⑤事故賠償保険料、⑥原発に対する新安全（規制）基

準に対応するための費用、です。 

これまで、さまざまな研究機関や識者より、原発発電コストについての試算が行われお

りますが、国民的合意には至っておりません。すなわち原発の発電原価に計上すべき費用

に関しては議論のあるところですので、北海道電力には、先に列記した 6 項目等を含めて

泊原発の発電コストを再計算し、データを公開、第三者機関の検証を受けることを望みます。 

 

２．発電していない原発に発生する費用と電気料金について、意見を述べます。 

この１年あまり停止している泊原子力発電所においては、発電による収益は無いものの、

保守管理等の固定費による出費が発生しております。発電していない泊原発の維持に要し

た費用を公開して、現時点でわれわれ利用者が支払っている電気料金が、原子力を含めた

種々の発電方法にどの程度の割合で使われているのか、そして各種の発電方法にいかほど

の国費が投入されているのか、その内訳を公開することを求めます。 

 

３．泊原発を廃炉にした場合の電気料金の試算を求めます。 

新聞報道等によりますと、“泊原子力発電所が再稼動されない場合は、更なる電気料金の

値上げを要する“、と北海道電力が見込みを示しています。すなわち、”泊原子力発電を稼

動させると電気料金が安くなる“、とのことですが、逆に”泊原発の廃炉を決定すること

によっても電気料金が安くなる“という考えも成り立ちます。すなわち、発電しなくても

泊原発には保守管理等の様々な費用が発生しており、これら原子力発電に関連する出費を

抑制することにより電気料金の上昇を回避できる可能性があります。 

泊原発の廃炉を決定し原子力発電に関連する出費を抑制することによる電気料金の減額

見込みを試算することを求めます。また、試算のデータを公開し第三者の検証を受けるこ

とを合わせて望みます。 


