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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：鬼松 成剛 様 

（意見の概要） 

中部電力の電気代値上げに対して、それを認める一方で、中部電力の子会社などの関係

会社の株式の売却などによって、値上げ幅をできる限り小さく止めることを求める 

 

 

意見陳述２番：東地 睦郎 様 

（意見の概要） 

中部電力の電気料金値上げはもうすこし十分検討して下記の通りです。 

 １．中部電力がなぜ今の時期に値上をするのか。 

 １．電気料金値上と原子力発電との関係はどうなっているか。 

 １．国内の地方経済は特に高齢者社会をむかえて、大変生活は苦しい公共料金電気料金

値上は、経済状況を十分見た上でやることです。苦しい、低所得は大変だ、支払えな

い。 

 １．特に中電関連グループ会社はしっかりしてほしい。 

 １．値上の大金をどこへ使うのか。資金使途をはっきりして下さい。 

１．中電が値上すると、低所得で安定しない家庭は、毎月電気料を支払えない毎月未払

者が増大する。それだけ地方経済大変です。 

１．私は、中部電力ファンで、中営業所課長グループに情報交換する一人のファンです

が、原子力発電などについても情報交換するが、日本経済は特に消費税値上問題など

大変な時期に公共料金値上は、特に慎重にやるべきです、月収、年収の格差が大きい

年収 500万以上の人年収 200万以下の人本当に生活が苦しい、電気料金値上げは時期

を見て良く検討して実行すべきです。大変ですよ。 

 

 

意見陳述３番：柴山 忠範 様 

（意見の概要）  

（結論） 

中部電力の申請のとおり料金の改定を認めるべきである。 

（理由） 

・ 今回示されている料金値上げの前提となる経営状況、諸経費の削減努力から考えると、

申請は妥当である。 

・ 中部電力の経営状況は非常に厳しい状況にあり、さらに悪化するようなことがあれば、

企業の信用力が低下し、今後必要な資金や燃料の調達交渉においても悪い影響が出る

ことが懸念される。 

・ 諸経費の削減の中で、人件費についても、役員報酬・社員給与の引き下げにより大幅

な削減を行なうこととしているが、相当思い切った決定は評価できる。 
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・ むしろ、将来必要な人材の確保に影響が出るのではないかと心配される。他の電力会

社においては、優秀な人材の流出といったことが発生していると仄聞しているが、巨

大かつ高度な設備・システムを運転管理する人材に支障が出るような事態は絶対に避

けなければならない。 

・ また、経費の最大部分を占める燃料費については、中部電力の経営努力ではコントロ

ールできない部分が大きい。現行の発電構成においては、値上げもやむを得ない。 

 

 

意見陳述４番：古川 誠 様 

（意見の概要） 

 ○値上げ反対である。 

 ①中電は公共制の高い企業で国の援助も大であり、赤字が続いたからと言い、企業内努

力をもっとすれば値上げ必要ない。小企業は赤字がつづき社長の給与も出ない。 

 ②年金、社会保障、給与など上がらない。消費税増税とあいまって苦しくなる一方です。 

 ③原発も続ける方向を打出している。しぜんエネへの転換打出してほしい。 

 

 

意見陳述５番：吉田 豊 様 

（意見の概要） 

 今次の電気料金値上げには反対です。電力会社が地域独占体として存立するのは、電力

を安定安価に供給するからです。私たち一般家庭には電力会社を選択することができない

のは、安定、安価の供給の保障があるからです。4月1日からは消費税も引き上げられます。

円安による物価高は、すでに生活にのしかかっています。公共性の高い電力は、原料価格

に連動すればよいものではありません。「内部留保」といわれるお金の活用や事業の見直

しなどを行うべきです。又、企業など大口需要者と庶民の小口需要とのバランスもきちん

ととられるべきだと思います。 

 

 

意見陳述６番：大島 良満 様 

（意見の概要） 

赤字は自由化部門（企業向け）が大半であり、これを規制部門（家庭向け）に押しつけ

るべきではない。 

 

内容の詳細は当日の意見陳述で。 

 

意見陳述７番：外山 孝司 様 

（意見の概要） 

 11月22日、消費者行動ネットワーク名で、中部電力株式会社に対して、今回の電気料金

値上げに係っての「公開質問状」を提出しました。回答期限の11月29日、中部電力より５

名の社員が回答書及び関連資料を持参し、回答書の内容説明（約30分）及び質疑応答 
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（約1時間）を行いました。 

中部電力からの回答書及び関連資料について分析評価した結果にもとづき、以下の事項に

ついて、公聴会にて意見陳述を希望します。 

 

１．剰余金残高5,670億円について 

２．原価低減（コスト削減）の取り組みについて 

３．規制部門と自由化部門の電気料金収支について 

４．原発関連の原価について 

 

 

意見陳述８番：西 光之輔 様 

（意見の概要） 

中部電力は値上げの理由として、「火力の燃料費の大幅な増加」をあげていますが、火

力の燃料価格の上昇分は「燃料費調整制度」によって電力料金から徴収しているので経営

に影響はしていません。浜岡原発が停止した分の火力の燃料費の増加はありますが、火力

発電の燃料費の増加がすべて浜岡原発の停止によるものだというのは間違いです。原油の

輸入価格は過去1年間だけでも23%上昇しています。中電の発表には燃料費の増加の原因を

原発の停止だけにする意図的なものが感じられます。 

浜岡原発が停止しているのは、南海トラフ地震が東日本大地震を上回る規模になると予

想されているからです。震源域の真上にある浜岡原発は直下型の激震に見舞われます。そ

れにもかかわらず値上げ申請書では、4号機と3号機を再稼働することにしています。耐震

補強工事をしても、防波壁を設置してもこの地震に耐えられるとは思えません。原発事故

が起これば日本列島が壊滅的な被害をうけます。中部電力はその損害を賠償をすることが

できるでしょうか。 

今年春の中電社長の記者会見で、「稼働していない浜岡原発でも、年間の維持費が約1000

億円かかっている」と発表しています。原発は稼働していなくても維持管理費、修繕費、

人件費などがかかります。稼働しているときの8割くらいの費用がかかっています。ですか

ら原発を廃炉にしてしまえば、1000億円を火力の燃料費にまわすことができます。 

また今年9月には、浜岡原発を新しい規制基準に対応するための追加工事として700億円

を支出することに決めました。これで地震対策工事費の総額は3000億円になります。これ

らの費用も消費者が支払う電気料金から支出されます。 

もうひとつ不合理なことがあります。中部電力は電力の供給を受けていないのに、毎年、

購入電力料として莫大な金額を支払っています。2011年度には約500億円を支払っています。

今回の値上げ申請書によりますと、来年度から3年間の平均で、日本原子力発電と北陸電力

へ年に2百数十億円を支払うことになるでしょう。これも消費者が支払った電気料金から出

されます。日本原電の原発は40年以上運転していて廃炉にすべきものと、直下に活断層が

あるもので、再稼働の見込みはありません。なぜこのようなお金が電気料金から支払われ

るのか理解できません。 

原発を維持していくためにこのような巨額のお金を使い、それを電気料金の値上げでう

め合わせようとする今回の値上げには反対です。以上 
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意見陳述９番：西 英子 様 

（意見の概要） 

今回の料金値上げは、現在運転停止している浜岡原発を再稼働することを前提に計算さ

れていることに私は疑問を持っています。 

中部電力は4号機を2016年に、3号機を2017年に再稼働すると発表しました。しかし現時

点でも、原子力規制委員会に再稼働の申請をしていません。認可もされていないのに、な

ぜ、再稼働が認められたことにして、料金を算定するのでしょうか。私はそのような根拠

のあいまいな料金値上げを受け入れることはできません。 

中電の値上げの理由は、原発が停止しているため、火力発電の燃料費がかさんで経営が

苦しくなったという説明でした。また、水野社長は記者会見で「2012年には原発は稼働し

なかったが、年間の維持費は約1000億円かかった」と発表されました。原発は稼働してい

なくても、維持・管理費、修繕費とそのための人件費を合わせると、稼働時の7割から8割

の費用がかかることを、新聞社の調査で知りました。つまり、原発は稼働していなくても、

稼働しているときとあまり違わない費用がかかっていることになります。 

2011年5月に浜岡原発が停止して以降、原発の維持費を払いながら、火力発電の燃料費も

払うという2重に支払うため、経費がかかるのです。 

私は消費者のひとりとして考えました。中電の経営状態をよくするためには、原発を諦

めて廃炉にすれば、2重支払は解消されます。原発の維持費の相当額を火力発電の燃料費に

回せば、経営の負担は軽くなるはずです。 

さらに、原発の維持費とは別に、再稼働することになれば、南海トラフ地震への原発の

安全対策費として、約3000億円かかるといわれています。この費用は私たちの電気料金に 

含まれています。 

私は南海トラフ地震の震源域の真上に立つ浜岡原発が、マグニチュード9を超える地震に 

耐えられるのか心配です。しかも、30年以内に88%の確率で起こるといわれています。3000

億円の工事費を投資しても、果たして回収できるのでしょうか。 

以前、中電の武豊のメガソーラを見学しました。現在ではまだまだ発電の効率が低いこ

とを知りました。今後の技術開発に期待して、再生可能エネルギーを増やしていけば、火

力発電の燃料費の負担も軽くなっていくと思います。 

 

 

意見陳述１０番：中村 敏子 様 

（意見の概要） 

 電気料金の値上げは家庭の電気代の負担増だけでなく、生活必需品の値上げにつながり

地域経済や国民生活に大きな負担を強いることになります。私たちは電力会社を選ぶこと

はできません。事業者による一方的な値上げはゆるされません。 

総括原価方式の内容が不透明なこと、自由化部門の赤字を規制部門に転嫁するための今回

の値上げ、などについて陳述をします。 
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意見陳述１１番：岩中 美保子 様 

（意見の概要） 

わたしは、家計を預かるものとして来年４月からの電気料金値上げは、やめてほしいと

意見を述べさせてもらいます。 

 1、来年４月から４．９％の電気料金の値上げが申請されたことを知りました。来年４月

といえば消費税が８％に上げられるのと同時です。 

なぜ、この時期に値上げなのでしょうか。その理由が値上げ申請の理由をみても私たち消

費者には、全く理解できません。 

２、「当社の財務状況」をみますと、剰余金残高（見通し）は５，６７０億円になって

おり、値上げ分４８２億円の１０年分以上もあります。これほどの剰余金残高があって、

なぜ、値上げなのか、その理由がわかりません。 

３、産業用の電気料金は自由化されて、価格は明らかにされていません。産業用の電気

料金がどのくらいなのか明らかにすべきではないでしょうか。 

 ４、その他 

 

 

意見陳述１２番：小松 由人 様 

（意見の概要） 

電気料金の値上げは、地域独占的に供給されており、事業者の選択肢がなく、生活に大き

な影響を与えるものです。できるだけ家計の負担を増やさないように配慮いただくことを

要望します。 

１．燃料費の低減を促してください。 

２．営業経費を引き下げる調達方法としてください。 

３．電気料金の値上げ申請認可の方法をはじめ現在の電力制度について改革してください。 

４．原子力発電は安くて安全であるという前提のエネルギー政策を改めてください。 

 

 

意見陳述１３番：西野 賑郎 様 

（意見の概要） 

１．高齢者は生活費が削減され公共料金の値上げは困る。 

年金生活者の平均年収は、今どうなっているのか。国民年金受給者、厚生年金受給者

の生活実態を話したい。 

電気料金の値上げがこんなに大きく影響する。 

この１０月から１％年金引き下げが始まっている。３年目には2.5％引き下げが生活を

直撃する。来年４月からの実施は消費税８％と同時期になる。低所得者にとって死活

問題になる。 

 

２．今回の電力料金引き上げには緊急性がない。引き上げる正当な理由もない。 

ホームページで資料を見せてもらったが、原発関連費用と火力発電燃料費をだぶって

計上している。経営判断で費用が膨らむなら、それは国民負担にすべきでない。 



資料６ 

6 
 

剰余金など取り崩すべきだ。燃料費総額が１千億円増加しても、中部電力の内部留保

資金は関係傍系会社を含めて１兆円を超えている。不要不急の原発関連費用を当面中

止すれば１０年は十分値上げの必要はない。 

規制部門（家庭用）平均4.9％は、自由化部門が決まってから算出しても遅くはない。 

逆に規制部門を引き上げ、残りを自由化部門で算出するのは筋が違う。 

燃料費総量が増えたのは自由化部門の価格が低く、節電が遅れているにすぎない。 

規制部門にしわ寄せをするのは筋が違う。 

 

３．従業員の給与を２０％引き下げる、賞与削減や福祉事業の削減などは経営努力ではな

い。効率経営に努力し電力供給に全力を挙げている従業員の生活安定と、技術力の向

上のためにも安易な給与削減はやめるべきだ。 

 

 

意見陳述１４番：岡本 一朗 様 

（意見の概要） 

国民生活は厳しさを増しています。また、2014年４月には、消費税増税がすでにきまっ

ており、地域経済や国民生活にとって、厳しさを増すことが予想されます。そのような中

での今回の電気料金の値上げは、さらに国民生活に大きな影響を与えるものです。私たち

消費者の生活は電気なしにはやっていけません。したがって、消費者は必ず負担しなけれ

ばならない費用となります。その上、消費者は、電力会社を選ぶことができません。 

今回の電気料金の値上げは、家計への負担を増やすことですので到底許すことはできま

せん。 

 

１．燃料費の低減をお願いします。 

火力発電における燃料費の増大が今回の値上げの大きな理由になっています。 

原子力発電以外のエネルギーによる電力をいかに低廉に提供するかが、現在の電気事業

者に問われていると思います。安い燃料を購入できるように交渉を進める。燃料費の安い

石炭発電の効率化を図る、燃料費の増大や価格を抑えることができるのではないでしょう

か。 

 

２．営業効率化、コスト削減をお願いします。 

今回の値上げは地域の消費者、事業者に否応なく負担を強いるものです。また、総括原

価方式により市場競争の影響を受けずに人件費等のコストを確保できるという特殊性は、

厳しい経済情勢の中、一般企業で働く消費者から見れば不当に優遇されているとも言える

ものです。中部電力においては、燃料費、人件費、設備投資費、修繕費、団体費、広報費、

あらゆる支出について、一般企業以上の徹底的な経営効率化、コスト削減、をお願いしま

す。 

 

３．電気料金の値上げ申請認可の方法をはじめ現在の電力制度について改革をお願いしま

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

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

ての研究を進め、現行の総括原価方式をできるだけ早期に見直す必要があると思います。 

消費者基本法の定める消費者の権利が守られるべきです。知る権利、選べる権利等を保障

し、現状の地域独占的な供給を改善すべきと考えます。 

 

４．資産売却等は公開と必要性の低い遊休資産は売却をお願いします。 

不動産や株式等の資産は、原価に直接関わるものではありませんが、収益には影響する

ものであることから、消費者の納得を得るためには、売却したものを示すだけでなく保有

しているものも含めてすべての情報を公開することが必要です。その際には、子会社、関

連会社を含めた情報を公開してください。その上で、電力事業との関係で必要性の低い遊

休資産は売却をお願いします。 

 

５．原子力発電は安くて安全であるという前提のエネルギー政策を改めてください。 

東京電力福島第一原子力発電所の事故は、その被害の甚大さ、収束の困難さ、莫大な経

済的損失から原子力発電と人類は共存できないことを明らかにし、日本の電力とエネルギ

ー政策のあり方について根本的な見直しを迫るものとなりました。 

こうした状況をふまえると、原子力発電に頼らないエネルギー政策への転換に踏み出すべ

きであると思います。浜岡３・４号機の稼動を前提とした計画は、見直すべきであると思

います。 

以上 

 

 

意見陳述１５番：榑松 佐一 様 

（意見の概要） 

中電の「資機材・役務調達」を見ると、通常年では競争発注が12％程度と極めて低くな

っており、しかも関係会社の比率が５割近くなってる。これは総括原価方式で費用が増え

るほど中電の利益が増えるため、費用の削減に消極的なためである。家庭の電気代を値上

げする前に資機材・役務の調達先を見直して費用の大幅削減を行うべきである。 

また中電が発表した「規制部門・自由化部門別の販売電力量・料金収入・利益」を見ると

一般家庭電力である規制部門はこれまで電力量では３割程度であるのに利益の６割以上を

占めている。Ｈ23年度、24年度でも赤字の大半は自由化部門となっている。円安で家庭や

下請け企業は物価や原材料が上がっている一方で輸出大企業はばく大な利益をあげている。

こういうときに大企業が多い自由化部門の赤字を家庭の電気代に押しつけるのは筋違いで

ある。 

さらには、今でも電柱に「そういう時代でしょ」と言ってオール電化を大宣伝しているが、

これらの家庭は大幅な値上げ率となる。この値上げは全くサギである。 
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意見陳述１６番：三枝 豊明 様 

（意見の概要） 

電気料金の値上げに反対します。 

① 電気料金は、現行の総括原価方式による限り、「料金値上げ・放漫経営」の企業体質

を変えることができないので、電気事業法の規定を変更し、一般事業のように競争と

企業努力が一般市民に見える制度に変更せよ。 

② 原子力発電の推進に関わる費用は、資本減価償却費に組み込まれ、原発を推進すれば

するほど、核燃料と核廃棄物（プルトニュウム）を生み出せば生み出すほどに電気料

金を押し上げ企業報酬を大きくする仕組みになっている。これは原発推進奨励制度で

あり、料金引き上げ制度になっている。 

③ 浜岡原発は（中電資料１０－１原子力発電費）停止中であっても、４２３０億円を越

える費用を要しており、莫大な金食い虫である。早期撤退によって、料金引き下げと

安全を確保すべきである。 

 

 

意見陳述１７番：工藤 芳郎 様 

（意見の概要） 

 はじめに（自己紹介） 

  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年間勤めてきた。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

ことにある。基本的視点としては、行政・企業は国民・生活者の視点に立った行政・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る。 

  以下、この視点に立って意見を述べたい。 

   

1.値上げに関する特徴について 

⑴値上げの理由 

 浜岡原子力発電所の稼働停止に因る電力安定供給のための火力発電へのシフト、それに

伴う化石燃料調達コストの増嵩で経営悪化、収支不足分について料金値上げを申請すると

いうもの。その特徴は原子力発電の稼働停止を要因とするもので、昨年来電気料金値上げ

を申請した同業他社と基を一にするものである。これまでに例を見ない値上げ理由と言え

る。 

⑵政府の「エネルギー基本政策」不確定の中での申請 

 政府の基本的なエネルギー政策が定まらない状況下での申請であり、電源構成の有り様

も不確定要素が多い中で申請されたものである。 

⑶円安の傾向の中での申請 

 政府の「経済成長戦略」は金融緩和政策が先行し、円安傾向が進行している。この傾向

は輸入燃料費の高騰を増幅している。 
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2.政府に対する意見・提言 

○総括原価の査定に関して 

⑴電気事業法にいわゆる「能率的な経営〜」について 

 電力事業の社会的使命は公益事業として全ての需要家に遍く公平に電気を供給すること

にある。これを実現するためには地域社会を含む各種のステークホルダーとの協同協力の

関係が必要となる。電力事業は長年にわたりCSR活動を推進している。査定は電力事業が果

す社会的役割並びにそれに伴うコストを的確に評価されたい。 

⑵燃料費の抑制について 

 総原価の約50％を占める燃料費を圧縮することが最大の課題である。以下若干の提言を

試みる。 

①原子力発電稼働停止に因る燃料費負担のあり方 

 今次の燃料費の増嵩は原子力発電の稼働停止に因るところ大である。原子力発電は国策

に基づき推進されたエネルギー政策の一環である。浜岡原子力発電所においても、時の政

権の主導に因り稼働停止するに至ったのであり、それに係る一切の責任は政府にあるとい

える。 

 従って今次申請に係る燃料費増嵩については政府の責任は避けられない。因みに公益事

業として共通点を持つ米作農業においては、1942年（昭和17年）以降国策として二重米価

制（生産価格を補填するための国費投入）が採られ、1970年代からは減反政策に協力した

生産者には補填費として国費が投入されてきた。その額は約40年間で7兆〜8兆円規模にの

ぼっている。（現状この制度は見直しが検討されている）言わば原子力発電の稼働停止は

農業における減反政策に相当するものであり、政府は法令の整備等により、原子力発電稼

働停止に係る燃料費増嵩分に対する助成措置について検討すべきである。 

②燃料など輸入物資高騰抑制策—為替レートの安定策 

 燃料費など輸入物資の価格高騰を推進している要因としては国策としての金融政策、さ

らにグローバル的にはヘッジファンドなどの国際的金融ブローカーの暗躍を放置してきた

大国の経済競争、市場原理至上主義に求められる。資源輸入国であるわが国としては為替

投機抑制策を国際的に提言すべきではないか。 

 1978年にジェームス・トービンが提唱した「外国為替取引に対して低率の課税」（トー

ビンTax）という説などは注目にするもので省庁を超えた検討が期待される。 

⑶人件費について 

 電力事業の社会的使命を達成するにふさわしい人材の確保とそれに見合う人件費が必要。

極端な削減は社員の志気を縮減させる。特に専門技術者については当該企業だけでなく国

家的な人材資源と位置付け、然るべき対応が為さるべきである。 

 異業種との比較論もあるが、単なる量的比較は合理的根拠なく、的確さを欠く。（参考

例/メガバンク幹部の年俸は1億数千万と報じられている） 

 

○化石燃料の使用と地球環境問題について 

 電力事業のCO2削減に果してきた貢献度は大である。 

原子力発電の全面的な稼働停止は化石燃料の大量使用を余儀なくし、地球温暖化を促進す

ることになる。COP19（第19回国連気候変動枠組条約締約国会議）は終了したばかりだが、
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政府は2020年に向けたCO2削減目標を決定しなければならない。現状CO2は1990年代3％増と

なっている。2005年比3.8％減としているが、原発の再稼働が進めば削減は最大10％程度上

乗せになるものと試算されている。その意味でも新基準に合致した原発再稼働、エネルギ

ー基本政策の早期策定は急務である。 

 

3.申請者への提言 

⑴需要家への充分な説明 

 料金値上げの理由、原価の説明と併せて電力事業の社会的使命、これまでのCSR活動につ

いての実績、これからのステークホルダーとの協力関係の重要性、さらにわが国のエネル

ギー事情についても説明することが大切である。説明は各分野別に影響力ある人たちを対

象として相互理解を深めるため懇談することが効果的である。 

⑵事業報酬の対象となる大口債権者、株主に対しては積極的な協力要請が求められる。 

 

まとめ 

 わが国のエネルギー事情、わけても長年にわたり電力の安定供給に尽力された電力事業

は1970年代のオイルショック以来の厳しい状況にある。 

この機にあたり各界各層国民は電力事業が料金値上げを回避し、あるいは値上げ率を圧縮

できるような策を講ずることが求められている。困った時はお互いさまという日本人の美

学を発揮せねばならない。 

 

 

意見陳述１８番：柴山 恭子 様  

（意見の概要） 

今回の値上げ申請では、原子力利用率は浜岡原発３〜５号機の利用率で12.4%とされてい

る。しかし、東京電力福島原発事故が起きて浜岡原発が全機停止する前の2010年の中部電

力の発電のうち浜岡原発分は１１％程度で、その2010年は猛暑だったが、その中でも浜岡

原発分の電力は必要のない範囲に需要はおさまっていた。その後、節電の取り組みなども

定着し、浜岡原発が動かなくても中部電力は余剰電力を関西電力等に融通し続けることが

できている。それでも、3000億円といわれる対策費用までかけて原発震災のリスクの高い

浜岡原発を稼働するということは理解し難い。中部電力はメルトダウン事故の賠償に備え

た十分な費用もきちんと計上した上で原発を動かす方が安いとしているのか？ 

 また、去る１０月３１日に静岡県の川勝知事は中部電力の水野社長と面会した際、再稼

働の条件の一つとして乾式貯蔵施設ができなければいけないと述べている。一方、最近に

なって御前崎市の副市長が、乾式貯蔵施設の立地については原発の敷地外、電力消費地な

ども含めて検討すべきとの認識を示したと伝えられた。こうなると、乾式貯蔵施設の立地

選定にさえも時間を要することになり、再稼働は遠のく。 

 そもそも、浜岡原発の永久停止を求め続けている牧之原市ほか再稼働に慎重な自治体が

少なくなく、静岡県も同様である。このように地元住民、自治体が再稼働に否定的で、そ

もそも福島原発事故の地震の影響は解明されていない中、激しい直下型地震に見舞われる

おそれのある浜岡原発を動かすことを前提にした計画は現実的ではない。 
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 中部電力は、せっかく東海地震注意情報が出ても、出力の大きい原発は需給バランスを

見る必要があるのですぐには止められないとしており、巨大地震発生が予想されている地

での原発稼働は防災上も無謀である。 

 何より、住民、消費者として、被曝労働を強要し原発事故の被害を強要あるいは受忍し、

核のごみを排出してまで原子力発電による電気を購入するような生活をすることはこれ以

上したくない。 

 

 

意見陳述１９番：楓 健年 様  

（意見の概要） 

 中部電力株式会社の電気料金値上げ認可申請等に係る公聴会に出席して意見を述べたい

ので、次のとおり意見の概要を付して届け出ます。 

 

バックエンド問題に関連して 

再稼働を前提にした電気代値上げは、認められません。 

何故なら、浜岡は世界で最も危険な原発です。東海地震の震源域の中心にあり、万一 

苛酷事故が発災すれば日本の大動脈である東海道新幹線、東名高速、一号線、東海道線、 

等が全て３０キロ圏に入ります。 

そればかりか、浜岡原発で福島第一の様な事故がおこれば、首都圏が直撃を受けます。 

中部電力は２年目から原発の再稼働を組み込んでいる様ですが、バックエンド問題は 

全く解決されていません。このような状況で再稼働を前提とした値上げは認められま 

せん。 

 

 

意見陳述２０番：岸野 知子 様 

（意見の概要） 

 今回の電力料金の値上げは、了承できません。電気料金のしくみそのものが、家庭用に

重く、大手企業に軽いものになっています。 

 電源開発促進税なども、私たちが負担すべきものでしょうか。原発の推進にももちろん

反対しますし、値上げはやめて下さい。 


