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東京電力株式会社による料金値上げ申請に係る公聴会（東京会場） 

日時 平成24年６月７日（木） ９：00～15：51 

場所 経済産業省本館地下２階 講堂 

 

１．開会 

○片岡課長 

 それでは定刻になりましたので、ただいまから東京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。 

 

２．政務官挨拶 

○片岡課長 

 公聴会の開催に当たりまして、経済産業省の中根大臣政務官よりごあいさつ申し上げます。 

○中根大臣政務官 

 おはようございます。経済産業省政務官の中根康浩でございます。本日はお忙しい中、東京電

力による電気料金値上げ申請に係る公聴会にご出席をいただき、まことにありがとうございます。 

 さる５月11日、東京電力から提出のありました現行の電気料金を平均10.28％引き上げる電気料

金認可申請については、電気事業法に基づき、予断を持たずに厳正に審査を行ってまいります。 

 審査に当たっては、実観性、透明性を確保するため、電気料金審査専門委員会を立ち上げ、こ

れまで４回審議を行っております。委員会には議論に電気使用者の視点を取り入れる観点から、

自治体、消費者、中小企業関係者の方にもご参加をいただいております。加えまして、インター

ネット等を通じて、国民の声を募集し、現在600件以上のご意見をいただいておるところでござい

ます。 

 本日の公聴会は審査プロセスの一環として、広く一般の皆様のご意見を伺うことを目的として

開催するものでございます。 

 本日は、陳述人、参考人合わせて20名の方からご意見をいただく予定でございます。公聴会の

運営に当たっては消費者庁、消費者委員会からの提言を受け、陳述人からの意見陳述の際、中立

的な第三者による議事進行を行います。本日は進行を料金審査専門委員会委員長代理の山内先生

にお願いをいたしておるところでございます。また、陳述人、参考人の方からご意見をいただく

に当たり、持ち時間の中で経済産業省や東京電力との質疑応答も行います。本日いただいたご意

見は、今後、国民の声とあわせて料金審査専門委員会でご審議をいただき、料金審査に反映をし

てまいります。また回答についても後日公表する予定でございます。 
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 本日は忌憚のないご意見をよろしくお願いを申し上げまして、冒頭のごあいさつとさせていた

だきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

３．議事進行について 

○片岡課長 

 どうもありがとうございました。政務官はここで公務のため、退席いたします。 

 それでは進めさせていただきます。 

 私は今回、公聴会を主催する議長として、経済産業大臣から指名された片岡でございます。 

 まず配付資料の確認をさせていただきます。お手元の資料１から７がございます。資料２、公

聴会についての関係規定、資料３、公聴会の注意事項、資料４、スケジュール、資料５、陳述人

から提出された意見の概要、資料６、参考人一覧、資料７、参考人からの提出資料でございます。

もし足りないものがありましたら、事務局までおっしゃっていただければと思います。 

 資料２をごらんください。 

 本公聴会は、電気事業法第108条に基づき開催するものでございます。また、手続につきまして

は電気事業法施行規則第134条に基づいて实施することといたしております。 

 本日、意見陳述人として意見を述べていただく方々は、陳述人の届け出があり、経済産業大臣

から指定された方々でございます。参考人の方々につきましては経済産業省に対し、要望書等を

提出された方々に広くお声がけし、お集まりいただきました。申請内容の審査に際して、本公聴

会を通じて、皆様方の忌憚のないご意見を賜りたいと考えてございます。また、本日は申請者で

ある東京電力からの西澤社長以下、お越しいただいております。 

 さて、これから第１部、意見陳述人による意見陳述に入りたいと思いますが、議事の中立性を

高める観点から陳述人による意見陳述の際には、第三者による議事進行を行います。本日は議事

進行を電気料金審査専門委員会の山内委員長代理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、山内委員長代理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 

○山内委員長代理 

 それではお手元の議事次第に従いまして進めてまいります。 
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 まず資料３をごらんください。資料３、公聴会についての注意事項をごらんください。 

 公聴会についての注意事項。 

 意見陳述人の方へ。 

 １ 意見陳述はあらかじめ届出があり、大臣から指定された者以外の者による陳述はできませ

ん。 

 ２ 意見陳述は既に届け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します。 

 ３ 本日は東京電力の電気料金値上げ申請を含む、電気料金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。 

 ４ 持ち時間は、議事進行上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、経済産業省または東京電力にご質問いただくことが可能です。 

 ５ 陳述開始後、意見陳述時間の残り５分前にベルを１回、１分前にベルを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

いします。 

 ６ 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ますか

らご注意ください。 

 それから下の、傍聴人の方へ。 

 １ 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。 

 ２ 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。ビラを配るなどの行

為も認めておりません。 

 ３ 会場内は禁煙・飲食禁止となっております。 

 ４ 休憩時間等において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をご

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。 

 ５ その他公聴会に関しては、議長及び係員の指示に従うようお願いいたします。 

 

５．陳述人による意見陳述 

○山内委員長代理 

 それでは、陳述人の方の陳述をお願いすることにいたします。陳述順は、経済産業省に対して

届け出のあった順です。今回は、東京会場での陳述に10名の方から届け出があり、全員陳述人と
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して指定されております。お名前の読み誤り等ございましたら、大変申しわけございませんが、

その場でご訂正いただければというふうにお願いいたします。 

 それでは最初に、陳述順位１番の伊坂勝夫さんに陳述をお願いいたします。 

○伊坂陳述人 

 皆さん、おはようございます。私は伊坂勝夫と申します。着席して話をさせていただきます。 

 私は、電気料金値上げ賛成の立場からお話をさせていただきます。 

 まずイントロダクションとして、我が国の電力の特徴、それから、電気の応用の極めつけとい

いますか、これは皆さんよくご存じのことですけれども、そのあたりの話をまず最初にさせてい

ただいて、それから、電気料金値上げに対する私の基本的な考え、そしてその後尐し深堀りさせ

ていただくという流れになっております。 

 我が国の電力系統は、特徴としては停電時間が非常に短い。世界一を誇るような１世帯当たり

の停電時間は、そういう記録を自慢できるほどの非常に質のいい電気が供給されております。し

たがって、停電ということをほとんど経験することはないわけで、昨年、計画停電があったとき

は、停電というのはどういうものかということで尐し皆さん停電について考えたことがあるわけ

ですが、停電だけではなくて、周波数変動も非常に尐ない。東京では50ヘルツですけれども、プ

ラスマイナス0.1ヘルツの間で、この周波数が変動しています。この変動というのは機械的な入力

と、電気の出力の関係で決まるというわけですから、その辺の制御技術も非常に高度なものが適

用されております。 

 したがって、例えば停電がないということは、コンピューターを使っておられる方はその恩恵

を十分に受けておられると思いますが、しかし、意外にそういう恩恵はあって当然というような

ことで、平素は気づかないことだと思います。それから、周波数変動についてはそれぐらい精密

に行われておるわけですけれども、これは一般の方はちょっと気づかれないわけですけれども、

会社で、この周波数というのはモーターの回転に関係するわけですから、この周波数ががたがた

とずれると製品にむらが出るとか、ちょっとずれただけでもすぐ会社に問い合わせがあるという

業種の方もおられるわけです。したがって非常にいい電気を平素使っておるということで、これ

は電力会社だけではなくて、それを支える重電メーカーなどと共同開発されたもので現在来てい

るわけですね。 

 最近、停電ということが非常に話題になっておりますが、これは発展途上国ではよくそういう

ことが話題になるんでありますが、日本でそういうことが話題になるということはちょっと残念

な気がしております。 

 停電時間が短いということは、主として雷による影響が非常に尐なくなっているということで
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あります。先月の５月は雷が非常に多かったですね、関東地方。しかし大規模な停電というのは

なかった。ローカルにはあったかもわかりませんが、大規模な停電はなかった。ニューヨークの

大停電というのが1977年にありましたけど、これは１発の雷で大停電が引き起こされたというよ

うなことがあったわけですけど、そういうような雷による停電はほとんど発生しない。 

 これはいろいろな仕掛けがありまして、そういうようなことで、日本は国土の75％が山岳地帯

ですから、そこを隈なく送電線が走っておりますけれども、そういうところで打撃を受けても、

送電線が写真を見ると袋叩きになっているようなそういう場面もあるわけですけれども、それを

ちゃんとクリアして電気を送ることができるような仕組みが構築されております。 

 この電気料金のことに関係して、後でちょっと話をさせていただきますが、こういう一つ雷を

とっても、これは電力会社とか、電力中央研究所、それから東大とか阪大の研究人がずっと研究

を積み重ねた結果であります。そういう研究を疎かにするような電気料金ではあってはならない

ということを申し述べたいと思います。 

 それから、最近の竜巻にしても、秒速100メーターというような数字が出ているわけですけれど

も、あの映像を見ているときに、私は送電線がどうなるかというのをかすかに見えていたわけで

すが、ちゃんと持ちこたえております。近くの配電線は尐し傾いているわけですけど。そういう

ことで非常に強固な体制が構築されているというように思っております。 

 次に電気の応用として極めつけはオール電化の家が普及してきたということであります。世界

保健機関のＷＨＯの調査によると、まだ煙を出しながら調理をしている国はまだ半数以上あるそ

うです。日本は、私などは小学生のころ、尐し煙のところでご飯を炊いた記憶があるわけですけ

れども、その後ガス化、電化が普及して、今は非常に快適な台所になって、主婦の方、あるいは

私も尐しやるわけですけれども、換気扇があり、それから電気での調理ということで、日本の調

理法は油を飛ばしながら、煙を出しながらする調理でありますけれども、割と清潔な台所が实現

されております。それから、電気になりますと衣服の着火がなくなりますので、やけどというこ

とがなくなります。高齢化社会では大変重宝されておるわけです。 

 今回の料金改定の中に、オール電化のコマーシャルが一部でありますけれども、槍玉に上がっ

ていたと。これは私の、インターネットとか新聞の領域でありますけれども、そういう意見があ

りました。オール電化はいろいろいい面がありますので、マイホームの設計とかリフォームの際

の有力な選択肢を与えるものですから、ある程度のコマーシャルは必要ではないかと。しかも、

これはガス会社との競争上必要なものという面があります。経営戦略上、適当なコマーシャルは

必要ではないかと思いますので、そのあたりはインターネットで出ていた意見と尐し異なってお

ります。 
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 最近まで、電力の不足ということが全然心配がなかったわけですけれども、1000年に一度とい

われるような大きな地震と津波によって事態が急変してしまいます。現在、東京電力は、メルト

ダウンを含む過酷な事故に立っている原子炉を４基も抱えておりまして、原子炉１基だけでも、

これはもう大変なことなんですけれども、４基も抱えているということで、経済的にも精神的に

も前代未聞の状況に陥っているということは想像できるわけです。 

 それの事故の今から廃炉の道筋でありますけれども、大体数十年というような年月があるわけ

ですけれども、それに耐える会社でなければならないと思います。しかし、そういうような会社

になってしまいました。それから、執拗な東電バッシングが世の中には一部であるかどうかわか

りませんけど、よく耳にすることがあります。 

 こういうような状況で、社員が退職をするというようなことが報じられておるわけです。賠償

とか廃炉、除染などがこういうことではうまく運ぶわけがないわけでありまして、さらに高度情

報化時代の基盤としての電力の安定供給に支障が出る心配があると思っております。さらに私が

述べるのは、さらに迫り来る大災害に対してちゃんと対応していただきたいということで、私の

考えは、東京電力を盛り立てて、社員の活力を引き出して、よし、やってやろうというような彼

らの力が発揮される環境を構築することが現在何よりも必要であると考えております。これが私

の基本的な姿勢でございます。 

 それで、本年１月に発表されました貿易収支、赤字になっております。このニュースを聞いた

ときに、これは値上げがあるに違いないというように思ったわけであります。 

 私はこう考えるわけですけれども、今回の賠償、除染、廃炉などに要する経費は、税金を投入

するか、東京電力を通して払うか、この２つの道筋しかないわけですね。私は東京電力の需要家

の一人として、国の税金も払いますが、料金を通してもこれらの費用の捻出に、幾分でも貢献し

たいと思っておりました。ところが改定案を見ますと、そういうことが尐し入っているかどうか

というようなことは、私わかりませんが、そういうことがうたわれていないのは大変釈然として

いないわけであります。電気料金をどうして支払わなければならないと考えている人は、私の身

の回りにもかなりいらっしゃいます。そのように大きな事故でありました。 

 本電気料金の改定は、有識者会議のガイドラインに沿って算定したものでありますので、その

ガイドラインの仕組みから議論しておると、これはなかなかまとまらないと思います。ですから、

ガイドラインで算定したものですから、変更の余地は小さいと見ておりますが、しかし、見解の

相違とかいろいろ出てくると思います。 

 燃料費とか修繕費、減価償却などで７割超えておりますから、これはもうほとんど払わなきゃ

いけないということで、しかも原子力発電は仮置きでありますから、どうにもならない。後でま
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たどういう事態になるかもわかりませんので、ここは仮置きのままで決めておりますから、でき

るだけ早く審査をしていただいて、早く軌道に乗せることが非常に重要であるというように思っ

ております。 

 前にも述べておりますが、経済的苦境に立たされながら、東電は電力供給の任務を果たしてお

りますけれども、今は何よりも重要なことは財務体質を強化して、社員の士気を高めることであ

る。高圧送電線の距離は、地球１周分、東京電力管内で走っております。配電線は計算しますと

25周分の距離になっております。そういうものが地震の被害に遭う。しかもそのうち地震はもう

近々に来るということでありますので、そのあたりのことを考えると尐し電気料金を値下げして

こうこうするよりも、電気料金を取っていただいて、そういう対策をしっかりしていただくと。

きょう中央線に乗ってまいりましたが、中央線の上も送電線がいっぱい通っております。そうい

うものが横倒しになったら大変なことになります。ですからそれは平素、ふだんの点検重視、巡

視が必要であります。 

 そのようなことで、私は、ちょっと時間が来ておりますが、研究面についてもかなり削減され

ているようでありますけれども、尐し埋め戻しをしていただいて、皆さんがちょっとずつ出すこ

とによっていい研究ができて、さらにそれが安定供給につながるようにしていただきたいと思い

ます。最後に今は非常時ですので、審査の迅速化を切に要望いたします。 

 以上でございます。 

○山内委員長代理 

 それでは持ち時間が超過しておりますけれども、ただいまの陳述に対しまして、経済産業省、

それから東京電力からそれぞれ手短にご発言を願いたいと思います。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 経済産業省でございます。貴重なご意見ありがとうございます。 

 コメントを簡単にということでございますけれども、今ご指摘いただいた中で特に非常に安全

面ということを重視したコメント、ご意見をいただきました。私どもも、電気料金の審査専門委

員会で審議いただいておりますけれども、その中におきましても安定供給、安全面を重視したこ

とを、それを保持した上での合理的な範囲内でのコスト削減の重要性ということも指摘されてい

るところでございますので、先ほどご指摘のあった研究面も含めて、きちんと安全性が担保され

る。そういった中でのコストをいかに削減していくか。こういった観点から審議を迅速に行って

まいりたいと思っております。 

 なお、審議につきましては、標準処理期間もございますけれども、その中で予断を持たずにき

ちんと厳正に審査をしてまいりたいと考えております。 
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 以上でございます。 

○西澤社長（東京電力） 

 東京電力の西澤でございます。貴重なご意見を本当にありがとうございました。 

 ご発言にもありましたように、安定供給をきちんと確保するというのが重大な我々にとっての

使命だというふうに考えております。そのためにも経営の効率化、合理化を徹底して進めますけ

れども、従業員につきましては安定供給、安全が確保できるべく最低限の人数はきちんと確保し

て、事業運営を進めていきたいと思っております。 

 それから、社員の士気についてご発言がございましたけれども、非常に経営としては社員の士

気、モチベーションをきちんと維持するということに全力を傾けて、心がけて事業運営をしてい

かなきゃいけないということは肝に銘じてやっていきたいと思っております。 

 貴重なご意見、ありがとうございました。 

○山内委員長代理 

 既に持ち時間を４分ほど経過しております。次に陳述される方もいらっしゃいますので、伊坂

さんの意見陳述はこれで終了とさせていただきたいと存じます。もしどうしてもご質問をされた

いという事項が残っているようでしたら、別途６月９日までに書面にて事務局まで送付をいただ

けませんでしょうか。事務局において、国民の声とあわせて、電気料金審査専門委員会における

審議の上、回答を作成し、公表したいと思います。よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、次に２番の塚田悟さんにお願いをいたします。 

○塚田陳述人 

 ２番の塚田悟と申します。よろしくお願いいたします。座ってしゃべらせていただきたいと思

います。 

 お手元の資料になりますと、２ページ目の意見陳述２番というところに沿って話を進めていき

たいと思います。私の話す観点は、市場経済における会社という観点から述べさせていただきた

いと思います。 

 まず最初に、今の状態での電気料金の値上げには私は断固反対です。消費者の理解は得られな

いと思います。震災以降、消費者はわかりやすい情報を知らされておらず、今や東京電力や監督

官庁、与党議員に対する国民不信は私は頂点に達していると思います。これは新聞にも載ってい

るかと思います。基本的な解決策は、市場原理に沿ったシステムを新たに構築するということと、

これはもう当然のことなんですが、信頼される企業、今最も重要とされることなんですが、信頼

される企業にすることが、これが結論です。 

 配付した資料に沿ってご説明いたしますと、前段２行のところに、電気を使用していない国民



 9 

はおらず、また顧実である国民は購入先を選択できません。東京電力は民間企業であり、競争原

理に基づく企業であることを前提に考えなければなりません。ちょっと誤字がありますが、すみ

ません、考えなければなりません。 

 これをちょっと補足説明させていただきますと、国民の生活と密着な関係がありながら、競争

原理の働かない電力業界、働いていませんよね。このもとでは、東京電力の恣意的な判断により

いかようにも都合のよい電気事業の運営が可能になります。つまり、消費者はノーと言えず、電

気料金の安易な値上げに甘んじなければいけませんというのが常態だと思います。逆を言えば、

企業は困ったときには価格に転嫁すればいい。そうすれば存続できるということになってしまい

ます。 

 このような理不尽な話は普通の民間企業では考えられません。ちょっと厳しい言葉を言わせて

いただきますと、報道を拝見する限り、いつも言いわけばかりの東京電力、信頼できない東京電

力。この会場の人含めて、皆さん、東電の今の状態の対応をどのように思いますか。値上げの原

因となる費用は東電の責任に起因しており、もっと身を切るのが一般的な考え方です。 

 ここで最大の問題となるのは、東京電力が純粋な民間企業ではなく、いまだに電力事業が独占、

または寡占状態であること、また、価格において競争原理が働いていないことですね。いたって

当然のことです。そして、東京電力の形態は地域的にほぼ完全独占が保証されています。これは

言いかえると第２の税金なんですよ。 

 今や技術革新の時代の流れの中で、東日本大震災を契機にして、パラダイムチェンジというん

ですけれども、これは思考の枞組みに変化が起きたんですね。ちょっとエネルギー革命に近いよ

うなことが、もう世の中動いているわけですよ。しかし、東京電力はいまだに旧態依然の高度経

済成長期のような既得権益を守る構造にあることが問題の解決をおくらせ、安全性を無視してい

る。だれが見てもそう思いますよ。今こそ古いことを捨てて、新しいことを生み出すことができ

る転換期なんですよ。チャンスなんです。 

 多くの民間企業は、グローバル社会で血のにじむような努力をし、価格競争を求めて変革して

いる中で、東電だけがなぜ守られるんですか。この状態での東京電力の値上げは私は理解できま

せん。東京電力は陳腐化した組織構造を捨てて、原理原則に沿って新しいものを生み出す必要が

あると思います。 

 配付資料の前段のところの次のところの实行事項、改善事項についての補足説明をさせていた

だきます。 

 必要なことは、東京電力を、ちょっと厳しいですけれども、破綻処理して、これは透明性を高

めて、国民の負担を軽減し、また体質を改善して、事故に対する企業責任を明確化する必要が私
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はあると思います。そして、東京電力を一時国有化して、発送電を分離して民営化、他企業の参

入を促進させて、自由市場を形成することです。何のための企業かというのをよく認識して考え

てみる必要があると思います。安心、安全、顧実のためじゃないですか。そのために、配付した

資料の１として、实行事項として３つほど挙げさせていただきました。 

 東京電力の関連子会社の171社ほどある会社のさらなる売却。２番目として、役員給与の見直し

や社員平均年収760万円を、民間平均400万円と同程度にする。先ほどモチベーションの話が出ま

したけれども、民間は400、500万でモチベーション高いですからね。３番目として、発電と送電

を分離することにより、競争原理の働く市場として他企業の参入を促す。 

 次に、配付資料の２番の改善事項というところにつきましては、消費者に信頼される東京電力

にする必要があります。そのためとして、最低限改善すべきこととして３つ挙げております。１

番として、可能性のあるリスク対策を行っていることから、リスクに対する意識改革。２番とし

て、非常に毒性の高いウラン使用による対応認識の甘さ。３番として、東電による情報隠蔽体質

に伴う不信の回復というのが必要かと思います。 

 このように、最も重要なことは信頼される企業にすること。それがなければ市場経済では消滅

するしかないんですよ。そのため、リスク管理の甘さや消費者を無視した体質を改善することが

非常に重要であるということを認識していただきたいと思います。 

 最後に、配付資料の４行目、以上の事項を解決した上で説明責任を十分に果たし、国民の理解

を得た上で、期限つきでの最小限度の値上げを行う必要はあるでしょうということです。 

 話をちょっとまとめますと、現在、東京電力は形式的には民間企業でありますが、競争原理は

働いていません。しかも原因となる原発事故リスクに対して、いまだに認識の甘さが経営層にあ

るというふうに私は思っています。会社というのは、社会のために存在して、利益のためではな

くて、人を幸せに導くために存在するものでなければならないということです。それが理解され

ていません。何のための企業か。それを考える企業体質を変えなければいけないと思います。消

費者である国民は電気料金を選択できない中、今回のような東京電力に責任があるにもかかわら

ず、自己努力が不十分で、電力供給コスト及び職員賞与を理由に一時的な対応で電気料金を値上

げすることは、既得権による甘えとしか―理解できません。 

 配付した資料の最後のところに記載してある民間企業は、本来市場での信頼がなくなれば、消

滅します。なぜ東京電力は消滅しないのでしょう。東京電力は民間と言いつつ、既得権に甘えて

いることを十分に認識し、改善を早期に行い、国民の意見に真摯に対応することが私は絶対条件

だと思っています。仮に安易に値上げしたならば、認可する経済産業省や消費者庁及び関係議員

の信頼は、ちょっと強く言いますと、私はもう地に落ちて、もう社会の変革に飲み込まれてしま
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うのではないかなというふうに思っています。社会の変革に真摯に対応することこそが、企業及

び監督官庁の社会に対する責務であると考えています。 

 私のような考えを尐しでも聞いていただいて、よい結論になることを心から切望します。 

 以上です。 

○山内委員長代理 

 それでは、ただいまの意見陳述に対して、経済産業省、東京電力からそれぞれ発言をお願いい

たします。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 塚田様、ご意見いただきありがとうございます。先ほどのご意見の中で、特に人件費の見直し

等がございます。こちらは先ほど申しました電気料金の審査専門委員会におきましても、非常に

大きな論点として取り上げられております。まさに破綻企業並みの扱いではどうかというような

ご指摘もいただいているところでございます。こういったご意見、さらに本日いただいたまさに

ご指摘、ご意見を踏まえまして、これを専門委員会で報告をし、さらに議論を深めていただきた

いというふうに私も考えております。 

 また、競争原理が働いていないのではないかというご指摘でございます。発送電分離等を早急

に实施すべきということもございますけれども、こういったことにつきまして、現在、電力シス

テムの改革ということの議論を、同じ総合資源エネルギー調査会の電力システム改革専門委員会

というところでも精力的に行っております。この発送電分離も含めた方向につきまして、夏ごろ

までに一定の取りまとめを行いたいと考えております。 

 以上でございます。 

○西澤社長（東京電力） 

 貴重なご意見、ご示唆ありがとうございます。今、陳述人の方からもご指摘ありましたけれど

も、企業は社会のためにある、存在する。その信頼が大事だというのは全く私も同感でございま

す。３月11日の福島第一原子力発電所の事故によりまして、本当に福島の皆様初め、広く社会の

皆様に大変なご迷惑、ご苦労をおかけしていること、本当に心からおわび申し上げます。また、

その上、料金について多大なご負担をおかけするということは大変申しわけなく思っております。 

 総合特別事業計画というのを、これは５月に認定をいただきまして、そこで当社として賠償、

それから福島の安定化、廃炉に向けての取り組み、それから、安定供給の確保、これをしっかり

やっていく。この責任を果たしていくということが当社にとっての最大の責務であるということ

で、そのためにも経営改革を含めて、いろいろ進めていかなきゃいけない。過去のしがらみ等も

いろいろ断ち切って、しっかり新しい東電として生まれかわるためにもしっかり経営改革を進め
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ていこうという形で今進めているところでございます。その中で本当に一つ一つ、それらを取り

組んでいく中で、先ほどご意見としてもありましたけれども、信頼を取り戻していくということ

に尽きるという形で思っております。 

 今回の値上げにつきましては、先ほど言いましたように、徹底した経営の合理化を進めており

ますけれども、それをもってしても、燃料費の大幅な増加を賄うことが非常に難しい。経常的な

赤字を是正しないと、いわゆる燃料の調達を含め、電気の安定供給にも支障を来たし、皆さまに

も大変なご迷惑をおかけするということから、ぜひこれをお願いせざるを得ないという形で、先

ほどのようなわかりやすいご説明、情報の公開というのは徹底して、今行っております。けれど

も、いろいろな面でもご指摘も受けておりますので、その面も含めて改善を日々重ねてまいりま

す。ぜひご理解をいただきまして、いろいろなご意見を踏まえた形で進めさせていただければと

いうふうに思っております。 

○塚田陳述人 

 ありがとうございます。ぜひ値上げありきじゃなくて、いろいろと検討してからのことという

ことでお願いいたします。 

○山内委員長代理 

 既に持ち時間を超過しております。次に陳述される方もいらっしゃいますので、塚田さんの意

見陳述はこれで終了とさせていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

 塚田さん、どうもありがとうございました。 

 次に、３番の菅原忍壽さんにお願いをいたします。 

○菅原陳述人 

 15分いただける。15分はオーケーですか。 

○山内委員長代理 

 はい。 

○菅原陳述人 

 では私も15分までに終りますので。 

 おはようございます。菅原と申します。川崎に住んでおりまして、高津区というところに、20

万世帯のところにいます。 

○山内委員長代理 

 マイクをお使いください。 

○菅原陳述人 

 私、声大きいですから。もし小さいでしたらマイクを使いますので。響いたりしますから、こ
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のままでやらせてください。聞こえないからという感じでしたら、マイクを使いますから。ちょ

っといろいろ資料をやったりするので、片手でやりたくないんです。すみません。お許しくださ

い。 

（「聞こえない」との声あり） 

○菅原陳述人 

 聞こえません？ じゃ、もう尐し声上げますから。 

 一つ、経産省さんのほうにお聞きしたいんですが、一つは電気料金の値上げのことなんですが、

もう一つは先ほど議長のほうからありましたけど、関係のないことはと…… 

（「すみません、聞こえないので、マイクを使ってください」との声あり） 

○菅原陳述人 

 だめですか。わかりました。もう一つは、電気料金とは別に、实は太陽光促進賦課金費のこと

なんですが、これは私も該当するんじゃないかと思って、サクラザワさんのほうにこの前問い合

わせをしたところ、いいという形だったんですけど、よろしゅうございますか、このことも聞い

て。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 お答えできる範囲でお答えさせていただきます。 

○菅原陳述人 

 よろしいんですね。私、質問形式の形で行きますので、こうですけれども、東電さん、どうで

すかとか、経産省さん、どうですかとか聞きますので、それでぱっぱっと答えてください。でき

るだけ私も答えやすいように質問いたしますので。 

 では早速ですが、今回の値上げは東電の原発の形がだめになって、火力発電所を使って燃料費

が古い旧式の火力発電所だけれども、その燃料費が必要なので値上げをしてほしいというような

形で私はとらえているんですが、それでよろしいですか、東京電力さん。 

○西澤社長（東京電力） 

 一番大きな原因は燃料費の増加であります。 

○菅原陳述人 

 それですね、はい、わかりました。 

 私が实はこの辺で、私のタイトルにも出しておりました総括原価方式、これで私、そういう言

葉も知らなかったんですよ。实は１年前に高津の東京電力さんのセンターで、基本料金とは何だ

という形から聞いていったんですね。結局初めてわかったことは、猪瀬さんもこの前言っていま

したけれども、東電さんの関連の福祉会社の役員のレストランというところの運営費まで入れて
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いるじゃないかというのを聞いたときには、全く驚きで、何が一体入っているんだろうと今でも

わからないんですよ。それで私が損益計算書で資料を差し上げました。これは３ページになるの

かな、別添１の。８ページですか。わかりますか、損益計算書。 

 これで費用の部で、東京電力さんにお聞きしますけれども、電気事業財務費用だとか、営業外

費用というのがありますね、いろいろ。これも全部、あれですか。基本料金プラス、基本料金の

中に入っているとは思えないんだけれども、電気料金の中に含まれているわけですか。 

○鈴木執行役員電力契約部長（東京電力） 

 お答えいたします。営業外費用については含まれておりません。それから、財務費用につきま

しては積み上げということではなくて、事業報酬という形で、その中で支払い利息等の資金調達

コストを賄うと、こういう形になっております。 

○菅原陳述人 

 では入っていないわけですね。 

○鈴木執行役員電力契約部長（東京電力） 

 財務費用ということでの積み上げ項目ではなくて、事業報酬という形で算入しています。 

○菅原陳述人 

 入っているわけですか、費用項目という形で。結局入っているんですね。私は自分でラインを

引いたり、括弧でくくったところは基本料金から出ているだろうとは思うんですけれども、本当

の細かいことはわからないんですよ。 

 それで今回の不足分、6,763億円という形を、失礼、この前の2,773億キロワットですね。今ま

では５兆468億円。これをキロワット分の５兆468億円を割ってみると、１キロワット当たり18円

19銭９厘ですね。今の電気料金、第１段階17円87銭、第２段階22円86銭、この平均が40円73銭な

んですよ。そしてこれから私は今まで結局いろいろなものが積み上げられて電気料金になってい

る。非常にむだなことを、もうそんなことは必要ないはずなんだというものまでも入れちゃって

いる。しかし、これが総括原価方式だというやり方だと思うんですね。 

 経産省さん、この総括原価方式はあなたたちも知っていたわけですよね。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 はい。これは電気料金の算定における総括原価方式というのは、従前から行われているもので

ございます。 

○菅原陳述人 

 従前から、そうですね。コマーシャル代も入っているということも知っていたわけですね。 

○蓮五企画官（経済産業省） 



 15 

 これはコマーシャルといいますか、普及開発関係費の中にあります。 

○菅原陳述人 

 名目はいろいろこじつけたとしても、しかし送電線だとか、発電所をつくるとか、高圧線を引

っ張るとか、電線代とかそういうものとは関係ないものですね、これはコマーシャルだから。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 今回の料金審査に当たるために、まずその前提として有識者会議というところの報告をいただ

きまして、それを踏まえた形で今回電気料金の審査の要領を変えているのでございますが、その

中でも今ご指摘のような普及開発関係費や広告料等につきましては、まさに電気の節約等に資す

るもの、こういったもの以外については算入はしないという報告をいただいているところでござ

います。これに基づいて、今回、厳格に審査してまいりたいと考えております。 

○菅原陳述人 

 ですから、そういう言いわけは必要ないんですよ。材料費の中には入らないだろうということ

を言っているんですよ。コマーシャルは宠伝料だから。わかりませんか、言っていること。基本

料金というのはね、電気をつくって、送電して、一般世帯がつけるまでの費用なわけですよ、原

価ですよ。コマーシャル費用は関係ないでしょう。そう認めませんか、経産省。 

○鍋島課長補佐（経済産業省） 

 確かにコマーシャルだとか広告の費用は、燃料代のように発電に直接係るものではありません

けれども、電気事業に伴って人件費であるとか、その他もそうなんですけれども…… 

○菅原陳述人 

 だから、そこがこじつけなんですよ、原価方式の。あなたたちは監督官庁なわけでしょう。シ

ンプルに考えてごらんなさいよ。私は基本料金とは何だって。東電さんの営業所で聞いたときに

は、原材料費ですという形ですよ。コマーシャルなんてことは、彼は一言も言わない。また言う

はずもないし。そういうところはおたくたちは甘いんですよ。原価方式ということを、意味を取

り違えて。だから見て見ないふりをして今までやってきたんじゃないですか。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 よろしいですか。 

○菅原陳述人 

 いや、いい。答えなくて結構です。ですから、削るものをどんどん削っていくとしたら、とて

も、先ほども言ったけれども、積み上げ方式から安くなることなんかありはしないんですよ。だ

けどこういうぐあいに考えてごらんなさい。高圧線１本引きますね。例えば福島から東京までと

は言いません。途中でもいいですよ。１本何千万するかわからない。何千万って大変ですよ。し
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かし、20年に１本だそうですね。毎年とりかえるわけじゃないんだから。20年間は電線のことに

関してはゼロじゃないですか。むしろ減価償却していくわけですね。発電所だってそうでしょう。 

 ところが、私の表を出したところ、確かにこれ水力だとか、原材料費、変電費だとか、そうい

うものはだんだん下がってきているんですよ。ところがほかのものをつくってしまうから、全然

基本料金というものは下がっていかない。 

 簡単に言いますと、横浜新道というのは、私が大分昔にあと１年たったらただになると言った

けれども、ならない。ほかのところをつくっちゃっているから、このもうけで。同じですよね、

これも。どんどんどんどんほかのものをふやしていっちゃうから。それに上乗せ、上乗せしてや

っていくわけですよ。本来ならばもう尐し減っていいはずですね。おかしな状況です。ですから、

私はこの基本料金のトータルはこれには出ていませんから、なぜ出さないんですって聞いたら、

誤解を招くからと言われました、去年。笑っちゃいましたけどね。多分……まだいいですか。 

 じゃ、この辺で総括の弱点といいますか、私の意見としては、この40円73銭から10円引いた金

額、一般世帯でいえば1,000円です。これで十分引けると思います。むしろ安くなります。10.28％

上げてもらって結構です。そして、今まで取り過ぎ分を返してもらったときには、十分ペイでき

ます。そして、これより下がります。これが私の意見です。やってみたらできるはずです。計算

してください。 

 あと何分ですか。ありません？ ４分ありますか、はい。 

 もう一つ、今度は太陽光促進賦課金のことですけれども、实際にあれをつけて電気料金がプラ

スマイナスで一応プラスになったという方が、私は聞きました。新聞にも出ました。一月じゃな

くて、１年間で100円だそうです。結局あれですね。売値が今度は42円になります。東電さんの今

の形ですと高いので、その分損しちゃうわけですね。その分を一般消費者というか、つけている

人もそうですけれども、今６銭ですけれども、今度は33円ぐらいになるんでしょう。 

 まさに独占の企業の形ですから、私に言わせると、もっと簡単に言いますと、この前も言いま

したけれども。例えば食堂でお店の人がかつ丼を食えって言うわけですね。いや、私、かつ丼食

べられません、親子丼のほうがいいです、卵丼のほうがいいです。いや、困るんだ、かつ丼を食

っていると、おれの店、目減りして損しちゃうんだ。だからおまえら、その不足分を持てよ。こ

ういう理屈ですよね。それで嫌ですと言ったら、じゃ、電気切るぞ。ああ、私はびっくりしまし

たね。 

 实は前の海江田さんのときに、文書を私どもの地元の議員から提出したんですが、書いて。電

気代を払っているのに、これにもかこつけて、払わなかったら電気切るなんてとんでもないこと

だ。「独裁国家のやることじゃないの」という、私は文章を書いているんですけど、今も持ってき
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てますけどね。それもヤマダさんという三鷹のあるお年寄りの方が東京新聞に載せた記事ですよ。

私、それを見て初めて知ったんです。 

 21年の７月ですか。二階さんが経産省の大臣のときですね。麻生政権のときですよ。民主党政

権じゃなかったんです。そのころ、こっそり21人だったかな、の人間でつくって、私も、皆さん

も官報なんて見ている方いないでしょう。こっそり作って、結局４月から、去年の４月からです

ね。ちょうど原発が追い風になったみたいなものですけども、東電さんにとっては。实にふざけ

ています。 

 そんな目減り分があるとしても、大した金額じゃないじゃないですか、東電に支払うなんてい

うのは。だったら税金まけてやるなり、経産省、おたくたちの予算の中で払っていったらどうで

す。国策だとか言って。一般の人に結びつけて、今度は70円から100円に上がるじゃないですか。

多分、東電以外だってそういう形になるわけでしょう。東北電力とかそうあって。そんなに目減

りなんかないはずですよ。泣いてもらってください。地熱発電所や風力だとか全部値段は違うん

だろうけども、買う単価は。そんなに電力会社に明らかに赤字で、今後やったら危なくなるなん

て金額じゃないはずです。一般消費者に、特に東電の場合、結びつけるなんてとんでもない形で

す。 

 枝野さんに言ってください。やめさせてください。もしくは執行停止。電気を切るという形を

とった場合。東電にそれは言ってください。これは役所として当たり前のことだと私は思います

よ。悪法です。この辺で終ろうかなと思っています。 

 あと何分ありますか。もうありません？ 40秒、ここで終ります。 

 以上、私の質問と意見はこれで終わります。 

○山内委員長代理 

 菅原さん、どうもありがとうございました。 

 次に、４番の工藤崇さんにお願いいたします。 

○工藤（崇）陳述人 

 私は今回の事案に関してですが、一つの条件をつけた上で値上げを容認したいと考えています。 

 その条件とは何であるのか、それは後ほど述べることにいたしまして、まずその前になぜその

ような条件をつけねばならないのか。その理由のほうから先に申し上げておきたいと思います。

仮にその条件を満たすことなく、単に値上げだけを強行したと考えてみましょう。その場合には

国民経済に極めて深刻な影響が及ぶと考えられるのであります。さらなる景気悪化が懸念されま

す。 

 ただしこの場合、景気とは単に売り上げがふえた、減った。ＧＤＰがプラスだ、マイナスだ。
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そういったたぐいの表層的な問題ではありません。景気とは何よりもまず国民の気分に左右され

るものです。すなわち好景気とは一つの心理状態の反映ですし、不景気とはそれとはまた別の心

理状態のあらわれなのです。 

 今、日本はほとんど改革不能とも思えるような長期の政治的、経済的停滞の中にあります。そ

れは端的に言えば国民の気分がよくないということなのです。この心理状態が改善されない限り、

公定歩合を操作しようと、為替に介入しようと国民経済がよい方向に進むことはあり得ないでし

ょう。繰り返しますが、経済とは本質的に一つの心理状態なのであって、対症療法的な個別の政

策とは別個のものです。 

 ここで議論の一つの伏線として、重要な伏線として一つの事实を指摘しておきます。これはだ

れもが知っていながらあえて言及されることのない事实です。バブル崩壊以後、あるいはそれ以

前から当時の自民党政権は景気対策と称し、主として自分たちを支持する業界や選挙区のために

莫大な税金や公的資金を投入してきました。が、この経済政策、といえば聞こえはよいですが、

要するに単なる利益誘導政治によって日本の景気は回復したでしょうか。局所的、一時的な回復

はあったかもしれませんが、総括すれば答えはノーです。また、今、私は莫大な税金、公的資金

を投入したと申し上げましたが、これは決して過去の話、簡単に水に流せるような話ではないの

です。なぜならば自民党のつくった膨大な、天文学的な金額の借金は今なお返済のめどが全く立

っていないばかりか、その利息を雪だるま式にふやし続け、我々を社会的な窒息状態に陥れてい

るからです。 

 今、消費税増税が議論されています。借金を返済し、新たな社会保障の基盤を整備する。そう

いう名目になっています。しかし、この膨大な、天文学的な金額の公金を使った人とは一体だれ

でしょう。それは既得権益を有している人々、ないしは保守政治にアクセスできる人々です。全

共闘時代の古い表現を使うならば、体制側の人間と言っていいでしょう。 

 こういう言い方は時代錯誤だと思う向きもあるかもしれませんが、むしろ１億層総中流とか、

無階級社会などという概念こそが、マスコミによってつくられた一つの神話でしかありません。

体制というものは、今のも現として存在しております。具体的言うならば、自民党の政治家やそ

れに連なる人々、あるいは高級官僚、財界人、あるいはまた一部の法曹界、学会の人々などです。 

 むろんそれはだれかが意図的につくった組織、団体などではありませんが、しかし相互にコネ

クションでつながっている目に見えない閉鎖的なサークルというものが確かに存在しています。

それは一種のカルテル共同体と言ってもよいし、特権階級の組合と言ってもよいし、あるいはま

た利権談合社会と言ってもよかろうかと思います。その彼らが、つまりあなたがたが国家予算を

私物化し、その結果生じた約1,000兆の借金が今後の消費税増税という形でチャラにされようとし
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ているのです。 

 もっとわかりやすく言えば、体制の外側に一般市民、一般消費者にそのツケを回すというので

す。このようなことをして、果たして景気回復などあり得るのでしょうか。これは単に負担がふ

える、ふえない。あるいは負担できる、できないの問題ではないです。ツケを回す、そういうア

ンフェア、不公正こそが問題なのです。だれであれ、自分の財布の中に無理やり手を突っ込まれ

れば、当然のことながら財布のひもを固く締めます。そして恐らくは、これこそは不況の真の原

因です。 

 そして今、そういう状況下での電気料金の値上げです。これとて体制の側が推進してきた原発

政策のツケではないですか。しかも、電力会社というのは国策によって保護されてきた産業です。

通常、どんな人間でも、あるいは動物でさえも取引する以上は、相手の好意を得る必要があるの

ですが、東電のような独占企業の場合は値上げは権利と言ってのけることができます。一方、中

小企業も一般労働者も値上げ分を他に転嫁することなどできません。ただ締め上げられる一方で

す。 

 それでも私は先ほど一つの条件をつけた上で値上げを容認すると言いました。何よりも被災地

を早期に復興せねばなりません。こういうとき、自民党のばらまき予算によってつくられた約

1,000兆の借金さえなければ、国債を発行して復興財源や補償金をいとも簡単に捻出できるのです

が、何せ自民党のばらまき政治によってつくられた約1,000兆円の借金があるわけですから、もう

これ以上、安易に国債を発行することはできません。したがって、多方面から検討した結果、値

上げせざるを得ないということであるならば、我々の側も値上げを受諾すべきなのかもしれませ

ん。 

 ただし一つだけ条件があります。それはあなた方がおとしまえをつけるということです。あな

た方、原子力村の人々こそが今回の事故の最大の責任者ではないですか。あなた方は今まで散々

安全だ、安全だと言ってきました。マスコミには莫大な広告費を投入し、新聞の全面広告を使っ

てまで、安全だ、安全だと言いました。反対派が何を言おうと、二重三重の備えがあるから安全

だと言いました。でも安全ではなかったではないですか。あなた方は間違っていたではないです

か。失敗したんではないですか。このざまをどう説明しますか。 

 たしか伊方原発訴訟の際のことです。国側の証人は、原発事故発生の確率は100万分の１だと言

ってきたはずです。原発の歴史はわずか四、亓十年ですから、100万分の１の確率がめぐってくる

には随分と早いじゃないですか。チェルノブイリで事故が起きたときも、あなた方はソ連と日本

では原子炉の型が違うから安全なのだと言いました。それなら伺いたいですが、自動車のエンジ

ンの型が違えば、交通事故は起きないのですか。 
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 そして、現に原発事故が起きました。するとあなた方は想定外だと言います。しかし想定外を

想定する、見えないものを見る。聞こえないものを聞く。形而上学的な次元で物事を考える。そ

れがエリートというものでないですか。あなた方は権利だけはエリートの権利を享受しています

が、それに見合うだけの責任を果たしてきたのですか。恐らくあなた方は原発に反対している人々

に対して、たかが左翼、そう思っていたのではないですか。侮蔑していたのではないですか。一

つ言っておきますが、原発問題に右翼も左翼もありません。むしろ資本主義者、保守主義者こそ

原発に懐疑の念を抱かねばならないはずです。 

 水や空気や土、これらは代替物のきかない最重要の資本です。また、人間の本質、人間の弱点

は今も昔も変わらないのに、原子力は空前の破壊力を有しています。本来、この種のものに慎重

な態度をとるのが、真の保守主義者というものではないですか。ところが、あなた方は次々と原

発を建設し、それを既成事实化してしまいました。こうなるともう選択の余地は完全に失われて

しまいます。いかにも自民党的なやり方です。そして、放射性廃棄物はふえ続ける一方です。未

来の世代の自己決定の余地すら奪っているわけです。 

 総じて、あなた方は資本主義者でもなければ、保守主義者でもありません。むしろあなた方が

侮蔑している社会主義者に近いが、恐らくはそれよりもずっとたちが悪い。あえて言うならば、

村社会主義者です。あなた方は自分と自分の帰属集団のことしか念頭にない。小さな輪の精神と

団体根性にこり固まった村社会主義者です。文明の衣をつけた野蛮人です。 

 さて、あなた方は電気料金を値上げすると言います。やるならばやればいいじゃないですか。

ただし、おとしまえをつけてもらいます。約半世紀にわたる原発政策のすべてを検証し、反省し、

各自がそれにふさわしい責任をとってください。体制の外側の人間も納得できるような形でけり

をつけてください。 

 あなた方は国家とは何か、そういうことを考えたことがありますか。恐らくはないでしょう。

これは皮肉や嫌味で言っているんじゃないです。恐らくはあなた方にとって、国家とは自明なも

ののはずです。しかし、私にとって国家とは自明なものではありません。自明なものをつき詰め

て考えるとき、そこに哲学が生まれます。スペインの哲学者オルテガがこう言っています。国家

とは共同で何かをしようとする意思のことであると。つまり、この定義に従えば、国家とは国民

相互の永続的な協力関係を指すのです。それは今を生きる人々のみならず、死者との協力関係で

もあり、将来世代との協力関係でもあるのです。 

 もし、あなた方が値上げだけを強行し、おとしまえをつけないのであれば、この協力関係に大

きな亀裂が生じることは間違いないでしょう。そして、そのような亀裂というものはえてして水

面下で、だれにも気づかれずに時間をかけてゆっくりと進行していきます。目に見える形で表層
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にあらわれてきたときには、もはや我々の社会の形而上学的な土台は崩れ去り、精神的な無政府

状態が半永久的に続くことになるでしょう。そうならないためにも、あなた方は何かをしなけれ

ばなりません。単に賠償を支払うだけではだめです。賠償金は単なる金銭債務の支払いにすぎま

せん。 

 あなた方は国民の多くが持っている心の不良債権に対しても債務の支払いをしなければならな

いのです。具体的に何をなすべきか。多くの人々の知恵をかりることが必要でしょうし、責任の

とり方は立場に応じて人それぞれです。が、何をするにせよ、部分的で非本質的な譲歩を小出し

に繰り返す。そういう自民党的手法、村社会的手法はもはや通用しないと心得てください。失敗

を成功のもととするためには、その失敗を招いた事故の根本的変革が必要です。 

 例えばこれはあくまでも一つの案ですが、原発の是非を住民投票、国民投票で決する。そうい

うことにしたらどうでしょうか。国も東電もそれぐらいの思い切った方針を採用しなければ、淀

んだ空気を入れかえることはできません。そもそも国民にとって何がよいことなのか。それは、

本来国民に聞くべきことではないですか。国民は体制の側から一度として相談を受けたことがあ

りません。政治、社会に積極的に関与して、成功したという経験もほとんどありません。 

 あなた方は内心しめしめと思っているかもしれませんが、結局、それは士気の低下、社会の活

力の低下を招くのです。また、国民投票というと、すぐに衆愚政治、そういうことを言う御用学

者がいますが、あなたたち専門家だっておろかだったではないですか。 

 電気料金は値上げして構いません。ただし、交換条件として原発国民投票の实施をあなた方も

積極的に支持してください。あなた方は賛成票を投じればいい。私は反対票を投じます。重要な

のは实施することそれ自体なのです。 

 国民が最重要事案の意思決定に参与する。そういうことになれば、政治や社会システム全体に

対する信頼感が確实に増すことになるでしょう。何よりも原発事故という汚れ、放射線という汚

れを国民投票という政が祓い清めてくれるに違いありません。 

 以上、私の意見陳述を終ります。 

○山内委員長代理 

 ただいまの工藤さんの陳述に対して、経済産業省、東京電力からご発言をお願いしたいと思い

ます。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 経済産業省でございます。工藤様、本当に貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。 

 今回の値上げ申請の審査に対しましては、先ほど来申し上げておりますが、電気料金の審査専

門委員会の委員による中立的かつ専門的なご意見、こういったものをいただきまして、さらには
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国民の声、それから消費者の方々の声、そういったものをいただいて、そこでご議論をいただい

た方針を踏まえて、厳正に審査をしてまいりたいと考えております。きょういただいたご意見も

専門委員会に報告をして、そうした骨子も反映する形で料金の審査に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○西澤社長（東京電力） 

 本当に貴重なご意見、ありがとうございました。私ども、本当に事故の当事者として、皆さん

まに大変なご迷惑をおかけしていること、本当に申しわけなく思っております。 

 我々の責務として、当事者として賠償、それから、原子力の安定化、廃炉に向けての取り組み、

それをしっかりやっていかなきゃいけないという形で、今、日々それに全社一丸となって取り組

んでいるところでございます。原子力のあり方等につきましては、国のほうでいろいろ議論がな

されていますので、それを踏まえまして、我々としてもきちんと対応していかなければならない

というふうに思っております。 

○山内委員長代理 

 まだ尐し時間が残っておりますけれども、以上でよろしいでしょうか。 

 それでは工藤さん、ありがとうございました。 

 次に、５番の坂五正明さんにお願いをいたします。 

○坂五陳述人 

 皆さん、おはようございます。東京の板橋区からまいりました坂五正明と申します。 

 私は一介の自営業者でありますが、本日は一言電気料金について意見を述べさせていただきま

す。ちょっと座らせていただきます。 

 私は、当初この場で必要最小限の電気料金の値上げはやむを得ないと述べるつもりでおりまし

た。それは単に火力発電への切りかえによって燃料費が増大するからというよりも、原発事故の

リスクを立地地域の住民の方々に押しつけ、何も考えずに長年電気を使ってきた都市住民が当然

追うべき負担であると思っていたからです。 

 しかしながら、この公聴会の申し込みの締め切りのころから、マスコミ等で電気料金について

さまざまな事实が明らかになり、考えが変わりました。５月23日の経済産業省の審議会、電気料

金審査専門委員会で、東京電力の2006年から2010年までの利益の91％が家庭向け及び小規模事業

者向け電気料金からもたらされていると報告されました。政府の規制に守られた家庭向け電気料

金で東京電力が利益の大半を稼いでいたのであれば、国民感情として値上げを受け入れるのは難

しいと思います。また数日前には、東京電力は、来年度から社員の年収を平均46万円上げて、571
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万円にする計画を持っているとマスコミは報じております。1,000人以上の大企業平均より28万円

高くなるそうであります。 

 言うまでもなく東京電力は、公的資金の投入を受ける立場であり、原発事故被災者への賠償や

除染がまだ途上にある中で、事故を起こした企業が社員の年収を大企業平均より高くするという

のはどういうことでしょうか。また、東京電力がこの冬、ボーナスを合計で147億円支給するとも

報じられております。多くの国民はこのボーナスの金額に疑問を持っております。 

 また、つい最近も朝日新聞が、今回の値上げの原価に、東京電力が他の電力会社の原発から電

気を買う購入電力料というものを1,002億円見込んでいると報じております。これは相当な金額で

あります。具体的には、東京電力は日本原子力発電の東海第２発電所と、東北電力の女川原発、

東通り原発から電気を長期間購入する計画を立てているそうでありますが、ところが今後数年間

はこれらの原発は電気を供給する見通しがないそうであります。それにもかかわらず、１年当た

り1,002億円の金額を支払う。これを今回の値上げの原価にも算入をしております。この理解を国

民から得るのはかなり難しいと思います。 

 私の今回の値上げについての結論といたしまして、私は、東京電力は向こう１年間、家庭向け

及び小規模事業者向け料金の値上げを見送るべきだと思います。今回の東京電力の値上げの申請

書には、燃料費が4,666億円増加すると書かれております。これを補てんする必要があるのであれ

ば、今年度のみの特別措置として、事業報酬の割合を通常行っている３％から、例えば１％など

に大幅に削減したらいかがでしょうか。また、東電の債権者すなわち金融機関、及び株主に一定

の負担を求めたらいかがでしょうか。 

 また、先ほど述べた経済産業省の審議会でつい最近も、東京電力は電気料金の原価に算入して

いる火力発電の燃料費が、貿易統計の平均価格に比べて割高であると報じております。したがっ

て、東京電力は向こう１年間、燃料調達コストを下げる努力を徹底して行っていただき、それに

加えて、社員の方々の給料をもう一段、例えばあと５％下げる努力をして、その上で、来年改め

て値上げを申請すべきではないでしょうか。 

 ここからは中長期的なコスト削減対策について、一言申し上げます。これは東京電力のみなら

ず、国内の全電力会社に該当することであります。原発事故以後、東京電力に関しては、日本航

空のように法的整理をし、債権者・株主にまず負担を求めるべきだという声が国民の中に多数あ

りました。私も同感でした。しかし、現政府はそのやり方を選択せず、原子力損害賠償支援機構

を立ち上げて、公的資金、すなわち国民の税金を投入し、東電を存続させて救済する道を選びま

した。そうであるならば、政府はこの機会に電力制度を抜本的に改革することが、国民に対する

責務であると思います。 
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 その対策の一つは、現行の総括原価方式を撤廃することです。燃料費、人件費、修繕費などの

コストの合計に一定の比率の事業報酬を上乗せして総原価を求め、それを基に利用者の料金を算

定する現方式では、コストの削減努力がなされないのは当然であります。ＯＥＣＤ加盟国中、産

業用においても、家庭用においても、我が国の電気料金は高水準にあります。2011年の国際エネ

ルギー機関のレポートによりますと、産業用電気料金は、日本はＯＥＣＤ加盟国中イタリアに次

いで２番目に高い水準。また、家庭用電気料金は、ドイツ、イタリアに次いで３番目に高い水準

とされています。私はこれは総括原価方式による高コスト体質がその原因であると思っておりま

す。 

 もう一つの中長期的な対策は、７月の東京電力の实質国有化を機に、発送電の分離に着手する

ことです。送電会社を独立させ、新規参入業者が既存の電力会社と競争できるような送電価格を

提供することが電気料金の低減には不可欠であります。これは再生可能エネルギーの普及のため

にも極めて重要なことであります。また、これを行わなければ電力の自由化など絵にかいた餅で

あります。 

 経済産業省は西暦2000年から段階的に電力の自由化を行ってまいりましたが、ＰＰＳのシェア

はいまだに３％にとどまっております。これは送電価格に大きな原因があると思います。かつて

経済産業省では、東京電力と東北電力とで共同の送電会社を立ち上げる計画があったと聞いてお

ります。今回の实質国有化を機に、東京電力の送電部門を政府が買い取って、独立した送電会社

を設立することを強く望みます。 

 最後に、今日来られている経済産業省の方々、東京電力の方々、皆さんの中で原発事故以降、

福島に引っ越された方はおられるでしょうか。事故以降、国内では今後も原発を電源にするかに

ついてさまざまな議論が行われています。しかし、いまだに原発を推進する立場をとるのであれ

ば、その人自身、その省庁自身、その企業自身がリスクをとるべきではないでしょうか。この経

済産業省の庁舎も、東京電力の本店も福島に引っ越すべきではないでしょうか。福島で暮らして、

福島の方々の苦しみを毎日目の当たりにして仕事をすべきではないでしょうか。 

 貴省の審議会が最近、2030年の原発依存度について４案をまとめられました。これに基づいて、

この夏、関係閣僚が今後のエネルギー政策を決定されると、私は理解しております。関係閣僚の

方々におかれましては、ぜひ2030年原発ゼロを選択していただき、それと併せて、核燃料サイク

ルからの即時撤退を決断していただくことを強くお願い申し上げて、私の意見陳述とさせていた

だきます。 

 ありがとうございました。 

○山内委員長代理 
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 ただいまの坂五さんの陳述に対して、経済産業省、東京電力から発言を願います。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 坂五様、貴重なご意見、まことにありがとうございました。まずご指摘のうち、前段のほうの

人件費等も含めた今回のコスト等の話もございましたけれども、これはまさに今、第三者の視点

を取り入れるという観点で、審査専門委員会等の中で議論していただいているところでございま

す。 

 その中で、例えば規制料金のほうで９割の利益を上げているでありますとか、それから人件費

等、ボーナス等も議論も出てきたところでございまして、こういった議論を受けまして、またき

ょうのご意見も踏まえまして、それも専門委員会にご報告を申し上げて、それで一定のさらなる

議論を深めていただいて、それを査定のほうに反映していきたいというふうに考えております。 

 それから、中長期の点についても大きく２点ございました。特に発送電の分離、それから、総

括原価方式の見直し、あるいは撤廃というご指摘でございますけれども、こういった電力システ

ムの改革はまさに喫緊の課題というふうに、我々も認識をしておりまして、先ほど申し上げまし

たけれども、ただいま電力システム改革のための検討を進めているところでございます。その中

で小売りの自由化等のご意見が非常に多いこと、それから、その中であっては、小売りの自由化

をする場合には、先ほどもご指摘がありましたが、総括原価方式、こういったものを撤廃すると

いったようなご意見が多いこと、こういったことが今議論されているところでございます。これ

を受けまして、早期に制度改革を進めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○山内委員長代理 

 それではどうぞ。 

○西澤社長（東京電力） 

 幾つかのご指摘、ありがとうございました。先ほど資源エネルギー庁さんのほうからもお話が

ありましたけれども、最初のほうのいろいろなご指摘は専門委員会でもいろいろご指摘いただい

ております。我々としても、もう尐しわかりやすく、しっかりご説明しなきゃいけないというふ

うに思っております。利益が自由化部門のほうが尐なくて、家庭用にかなりしわが寄っているの

でないかというのがございますけれども、これはその時々の例えば自由化部門と、家庭部門では

燃料費のウエートが自由化部門がどうしても大きくなっております。ですから、自由化部門のほ

うには燃料費の値上げ等の影響も大きく出てくる。それから、どうしても景気の影響を大きく受

けるとか、いろいろなのがございます。 

 これは専門委員会のほうでも、過去をずっと見てください、調べてみてくださいという形で、



 26 

当社のホームページでも全部出してございますけれども、これも専門委員会で別途ご説明させて

いただきたいと思います。普通の何もない年であれば、大体利益率はそんなに変わらないという

のが、データも含めてホームページのほうで示してありますので、これも再度きちんとご説明さ

せていただければと思っています。 

 あといろいろな点についても、専門委員会のほうでわかりやすい図表等を示しながらご説明さ

せていただきたいと思いますので、何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

○山内委員長代理 

 時間が経過しております。坂五さんの意見陳述につきましては、これで終了とさせていただき

たいと思いますけれども、よろしゅうございますでしょうか。 

 坂五さん、どうもありがとうございました。 

 続きまして、６番の吉野晴紀さんにお願いをいたします。 

○吉野陳述人 

 神奈川県に住んでおります吉野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、先日私のうちのポストに入っていた、東京電力の管轄のお実様のうちにはみんな入って

いたと思うんですが、電気料金値上げのお願いという、こういう小さいパンフレットですね。こ

ちらの中に、今回の10.28％の電気料金の値上げについて、その根拠等について示されてあるので、

どうぞご理解願いますという内容なんですが、まずこの表紙のところ、ちょっと第３センテンス、

３文目から読み上げますと、御社は「事故により被害に遭われた方々の賠償、福島第一原子力発

電所の安定状態の維持と廃止措置へ向けた取り組み、電気の安定供給の確保などの重要課題に全

社一丸となって取り組むとともに、徹底した経営合理化を進めております。こうした状況の中、

火力発電の燃料費等の大幅の増加により、このたびやむを得ず、電気料金の値上げをお願いさせ

ていただくことといたしました。まことに申しわけございません。」以下、略しますけれども。 

 参考にお伺いしたんですが、西澤社長、この損害賠償に充てる、要するに金額と、今回の燃料

費の増加による値上げ、これは直接の関係はないですよね。要するに火力発電の燃料コストが上

がったために、これは値上げをしなければならない。これが一番理由であって、損害賠償に充て

るという、これは別会計の話であって、直接の値上げの理由ではないですね。 

○山内委員長代理 

 どうぞ。 

○西澤社長（東京電力） 

 吉野さまのおっしゃるとおりでございます。損害賠償の費用につきましては、賠償支援機構の

ほうから別の組み立てといいますか、形で資金援助を受けておりますので、これは今回の料金の
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値上げとは関係ございません。 

 ただ一部、今回料金の中に、これは専門委員会のほうでもご議論されていますけれども、賠償

の関係で今、１万3,000人の方にやっていただいているんですけれども、多くのアルバイトの方と

か、委託を頼んでいるのがございます。そういう費用については今回経常的な費用という形で料

金の中に織り込ませていただいているということでございます。ただ、賠償そのものの費用は一

切料金の中には含んでおりません。 

○吉野陳述人 

 ありがとうございます。わかりました。ちなみにマスメディアで発表された情報をもとにしま

すと、御社のほうで３月時点で損害賠償が既に終わったというのが4,000億円強でしたっけ、とい

うふうにお伺いしているんですが、今現在は大体、概算で結構ですけど、どれぐらいの額が。 

○西澤社長（東京電力） 

 既に仮払金も含めて、本賠償のほうを進んでいます。ですから、仮払いも含めますと、もう損

害賠償という形では１兆円程度お支払いさせていただいております。 

○吉野陳述人 

 わかりました。私が聞いた限りで、御社に直接電話して聞いた限りでは、１月時点で、予算で

は損害賠償支援機構のほうから6,000億円以上既にお金が渡っていて、御社のほうで負担する分が

１兆800億円というふうにお聞きしたんですが、ということはまだ―以前よりは大分急ピッチ

で進んではいるけれども、まだまだちょっと詰め切れていないというところなんでしょうかね。 

 損害賠償というのはどうしてもお金になるわけですけれども、基本的にこの損害をお金にかえ

ることはできないわけなんですけれども、私はそう思いますけれども。お金以外にそれに相当す

ることができないので、そういう損害賠償をお金で払うことになっていると思うんですが、被害

者の方の非常に切迫した实情とかを、今まで私ももう想像しただけでも大体わかるんですが、何

しろ、最近は急ピッチで損害賠償を進められたという話ですけれども、３月の時点で4,000億円強、

しかもそのうちの内訳で、個人よりも事業者の方への損害賠償が多いという話をお聞きしている

んですけれども、今回の料金値上げと別会計とはいえども、私たちお実様から見れば、同じ東電

がやっていることなんですね。御社の中ではそういうふうに会計のすみ分けができているかもし

れませんけれども、同じ東電のやっていることであるわけです。 

 損害賠償が３月の時点では4,000億円強というところの時点で、もう値上げの話が出てくるとい

う。損害賠償には損害賠償機構から出ているお金、これはほとんど税金だと思われるんですが、

国民の税金がこれ、投入されていて、それで、そこまで6,000億円強と聞いているんですけど、１

月時点でそうだと聞いていたんですけれども、３月時点で4,000億円強と、まだその額にも満たな
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いわけですね。その時点で値上げのことがまず発表されるということは、私非常に順序として納

得いかないんですよ。 

 まずは、今後、損害の範囲が、また考え方によってどれぐらい広がるかということもあるし、

御社のほうで積算された額が、恐らくもっともっと多額に今後なっていくだろうと思われるんで

すけれども、まずはその予算化された分だけ、先にまずは御社の本当に皮肉な話、大きな仕事に

なってしまったこの損害賠償ということを、もっともっと積極的に取り組んで、まず完全にやり

遂げていただけないでしょうかね。 

 私は神奈川県民で、直接福島県の人間ではありませんけれども、ちょっと余りにも福島県の方々、

全国に散らばって、家族が分断されているような方々のことを思うと心が痛いんですよ。順序と

して、まずはこの損害賠償を早急に決められている分だけやっていただけないでしょうか。 

 私も实は御社に以前、電話したときに、２月ぐらいですけれども―１月ですね、私が社長で

あれば、すぐに２回目の仮払いをするよと。150万円程度まず生活資金が足りないだろうから、150

万円程度まず出すよ。そういうふうに、その数日後、紛争解決センターでも同じような提案を御

社は受けていると思うんですけれども、まず被災者の方へのきめ細かやかな対応も大事でしょう

けれども、そういうのはまだまだこの損害の範囲が決まっていないので、きめ細かやかな対応は

尐し後回しと言ったらあれですけれども、またじっくり一人一人の方々とお話し合いをしながら

決めていくことで、まずはどんどんざっくり被害者の方々の生活を立て直すための、ざっくりと

した金額で結構ですからどんどん賠償を進めていただくことをお願いしたいと思います。 

 今回の料金の値上げについてですけれども、日本も消費者主権という社会に、まだ未達成なと

ころはありますけれども、経営ではＣＳＲといった言葉なんかも出てきたりなんかもしています

が、御社を見ている限りはちょっとこのＣＳＲという部分は余り、どの項目、ステークホルダー

ですね、何か当てはまるようなところ、法令遵守は当てはまっているかもしれませんけれども、

余り感じられないところがあるんですが、ただこのＣＳＲって新しい考え方ではありますけれど

も、日本で過去にお実様のためにお実様第一ということでやってきた会社は多々あるわけですよ。 

 そちらの資料にも書きましたとおり、某自動車会社はお実様の手の届く範囲の価格で、まず最

初にハイブリッドカーをつくった。それで高級車と呼ばれるレベルのもの、外装、内装、性能、

燃費等もかなりの性能のものをドイツのメルセデスベンツ社なんかと比べると、大幅に安い価格

で、しかも国の法律が決めた衝突安全性以上のものを設置してつくってきた。こういう会社、あ

とは小売業、大手スーパーとかですね、もちろん商品の価格は、これは当然お実様にとって望ま

れる価格はどういうものであるかということを、これをマーケティングで調べた上で値段をつけ

ていると思うんですね。 
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 御社の場合、総括原価方式ということで、コストを積算していくとこの料金になるという方式

なわけですけれども、ヨーロッパとかではそういう考え方とかってあると思うんですけれども、

こういう考え方自体、私は経産省の方にも申し上げたいんですけれども、ちょっと古いかなと。

それと、かつ、総括原価方式にのっとって価格を決めたにせよ、私が聞いている限りでは、福島

第一原発で働いている作業員の方の作業レベルは非常に低いというふうに、これは確かな情報で

聞いております。人件費というのは給料だけじゃありません。社会保険、年金だけじゃありませ

ん。教育研修費も人件費ですけれども。先日、事故調査委員会の報告では、どうもその辺の教育

研修が足りなかったのでなかったかという報告が出ていますね。 

 その一方で、翻って御社のほうの前任の清水社長は、株主総会で正式に東電本体の代表取締役

を退任されましたが、私、その後電話して、「関連会社で幾つ役職を持っていらっしゃるんですか」

とお伺いしたら、「多過ぎてわかりません」という答えが返ってきまして、それでちょっと２カ月

ぐらいして電話したら、二十何社だったかな、ということで、だけど全部やめられたということ

なんですね。「じゃ、退職金はそれ全部清水氏はいただいたんですか」と言ったら、「ああ、その

辺は確認していません」と。その後調べてみたら、清水正孝氏は年俸7,000万円の契約で顧問とし

て御社のほうへ残っていたということなんですけれども、人件費一つ見ても、かけるべきところ

にかけていなくて、かけなくていいところにかけていると。こういう原価の内訳がちょっとめち

ゃくちゃになっているところがあるんじゃないでしょうか。 

 これ、人件費以外のことにも言えると思うんですけれども、その辺をまず見直して、それでお

実様に今後向き合っていく東電となるべきであったら、当然お実様は値上げすることを望んでい

ないですよ。値上げすることをもう進んで望んでいますという方って、恐らくいないと思います、

このご時世ですし。 

 ですから、値上げありきじゃなくて、まず値上げゼロということを前提にコストを見直してく

ださいよ。先ほど申し上げた自動車会社やスーパーは、日本経済をここ50年引っ張ってきたと思

うんですが、そういう考え方なんですね。 

 じゃ、以上で。 

○山内委員長代理 

 ただいまの吉野さんの陳述に対しまして、経済産業省、東京電力からご発言を願いたいと思い

ます。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 経済産業省でございます。吉野様、本当に貴重なご意見、ありがとうございました。特に私ど

ものほうに聞かれているところ、総括原価方式のところだと思います。 



 30 

 現状の総括原価のあり方につきましては、まさに先ほどもご指摘がありましたが、審査の専門

委員会で第三者、実観的な観点、専門的な観点から、個別の原価の費用項目について細かく今、

審査をいただいている途中でございます。それを受けて、先ほどのようなご指摘も踏まえた形で

ご意見も報告いたしますので、それによって具体的な個別の原価の査定に際して、査定方針を委

員会にまとめていただいて、それを踏まえて私ども厳正に審査をしてまいりたいというふうに思

っております。 

 なお、あわせまして、総括原価方式そのものの見直しにつきましても、先ほど申し上げました

ように、システム改革の中で、これを重要な課題として早急に対応していくべく今検討を進めて

いるところでございます。ということで、なるべくきちんと総括原価のあり方、それもきちんと

表に出る形で、それで審議等を今進めていただいている状況でございますので、そういったこと

を通じて、厳正に審査してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○西澤社長（東京電力） 

 いろいろご意見、ありがとうございました。１点、事实だけで申しわけないですけれども、前

の社長の清水のところのくだりのご意見といいますか、ご指摘がありましたけれども、清水の年

俸が7,000万というのがありましたけれども、これは中越沖地震のときも２割削減しておりまして、

昨年の５月以降は年俸はゼロ、無報酬という形にしております。その後、６月の株主総会以降は

顧問という形で残っておりましたけれども、これも報酬はなしで、現在、当社も顧問制度もなし

にしてございますので、そういう形が事实でございます。 

○山内委員長代理 

 よろしゅうございますか。お時間となりました。どうもありがとうございました。 

 次に、７番の工藤芳郎さんにお願いをいたします。 

○工藤（芳）陳述人 

 工藤芳郎でございます。去る５月11日に、東京電力は規制部門、販売電力約38％に当たる部門

の料金値上げ申請を出されました。この値上げについて、私、３つ特徴があると思っております。 

 一つは値上げの背景理由であります。昨年の未曾有の大震災、これによって福島第一原発の稼

働が停止して、放射性物質の排出と周辺地域の汚染、地域住民の避難を惹起したわけであります

が、これに対して東京電力は被害者への賠償と、福島第一原発の安定化、電力安定供給を達成す

る責務を負っております。目標達成のためには、東電は東電自身の自助努力に加えて、政府の資

本注入などの支援も必要とされました。こうした中で、去る５月９日に経済産業大臣は、東京電

力総合特別事業計画を認定されたのであります。今回の値上げの申請はこの総合計画の中にあり
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ます収支改善、財務基盤強化という方針に基づくものであるということが一つの特徴でございま

す。 

 ２つ目の特徴は、今回の値上げは総括原価の全面的な見直しでありますが、これは1980年、第

２次オイルショック以来の32年ぶりということであります。これだけの年月が経過する中で、電

気料金の決定方式とか、決定原則とかいうことについて、行政も電力事業者も、そして消費者、

マスコミにおいてもこれまで無関心でいられたわけでありますね。あなた任せでやってきたわけ

です。そういう意味では、これも反省するといいますか、改めて勉強する機会となったというこ

とでございます。逆説的に言えば、32年間にわたり、電気は安定的に供給されてきたということ

も言えます。 

 ３つ目の理由は、値上げの主たる理由は燃料費の増嵩にかかわります。これは原子力発電の稼

働停止による火力燃料費の大幅な増嵩によると、これは東京電力の値上げ申請書にも見られると

ころであります。 

 以上、３つの特徴を見ることができると思います。 

 さて、電気料金の値上げについてどういうふうに考えるか。私の基本的な視点は、これは法律

に基づく改定であります。したがいまして、電気事業法には能率的な経営のもとにおいて適正な

原価、適正な利潤を料金とするという規定がありますから、この法にのっとって考えた場合には、

東京電力は健全経営を図る、目指す。それについて適正な原価、適正な利潤を算入するというこ

とであります。これが基本的な視点。 

 それから、料金改定についての考え方でありますが、先ほど申し上げましたような昨年の大事

故によって、東京電力初め、電力各社は原子力発電の停止に伴う代替火力の燃料と調達が非常に

困難になった。燃料費の高どまりにあえいでいるわけでありまして、各社の燃料費など、負担増

は３兆を超えると試算もされております。加えて、原子力損賠賠償支援機構法案による新機構へ

の電力会社の負担金支出のスキームでもコスト負担増となります。再生可能エネルギーをふやす

としても、現状の社会経済を維持するためには相当な時間と費用増が見込まれるところでありま

す。 

 需要家サイドから見ますと、節電に努力するとしても、電力会社にはとにもかくにも安定的な

電気を引き続き供給してもらわなければならんというふうに考えておるわけであります。当然の

ことながら、そのためにはしかるべき人材と財源の確保が求められるわけでありまして、大幅な

燃料費の増嵩は、この間、採用されてきました燃料費調整制度では今回については賄い切れない

と思われます。料金制度はいわゆる総括原価方式の先ほど申し上げました原則がありますから、

今、適正な原価、適正な利潤について、この際、洗い直さなければならない時期にあると言えま
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す。 

 東京電力は、昭和61年、1986年以降、８回にわたって燃料調整条項に基づく料金引き下げを实

施してきたわけでありますが、この際本格的な改定を实施せざるを得ない実観的情勢にあると言

わざるを得ません。 

 そこでこの原価について、ポイントだけコメントさせていただきたいと思います。総括原価の

中では、この燃料費が総原価42.9％を占めております。これはかつて30％以下まで経営努力され

た経緯がありましたけれども、今回は42.9％というふうに原価算定期間内では予測されておるわ

けでありますが、電気料金の値上げ全体を抑えるためにも、この原価を圧縮する必要があります。

そのために私は３つの提案をいたしたいと思っております。 

 東京電力におけるこの燃料費調達のための一層の努力、工夫を求められます。２つ目は政府に

求めたいんでありますが、エネルギー・資源外交の強化、そしてヘッジファンド等の国際的投機

による値上げ、これを抑制する必要があります。３つ目は総合商社や石油元売企業等の協力も求

められるところであります。総合商社、石油元売会社は３月決算で見ますと、かなり高決算であ

ることはご同慶の至りでありますが、この際、ぜひ協力をいただきたいと思います。 

 燃料費の高騰については第２次オイルショックの時は、２ドル原油が36ドルまで上がったんで

ありますが、私もこの場で公聴会に参加させていただいた覚えがありますが、これは大変なこと

でありました。電力の値上げも東京電力の場合は、76年が28％、それから、81年のときは53.73％

の値上げになったのであります。この時期と単純に比べることはできませんが、私は第３次石油

ショックという言葉を使う必要はありませんけれども、資源エネルギーは、日本には戦前からも

含めて、今日に至るまで海外に依存しているのであります。我このことは篤と国民も理解をしな

きゃならん。そのためにどうするか。これは総合エネルギー政策に連動する問題でありますから、

これ以上申し上げませんが、非常に懸念をしているところであります。 

 次に人件費でありますが、これは高い、安いと非常にいろいろなご意見があるようでありまし

て、総括原価を見ますと大幅な削減が計画されておりますが、もっと削減しろという社会的風潮

が新聞などで見られるわけでありますが、一般的に言って大切なことは組織は人なりと言われま

す。コスト主義の行き過ぎは、人件費に圧力、プレッシャーをかけることは一番楽なのでありま

すが、これをやり過ぎますとどの事業でも事業の活性化、効率化が失われてしまいます。特にこ

れにより優秀な技術者等の対外流出が進まないための対策をとることが大事だろうと思います。 

 それから、事業報酬ということがよくマスコミで騒がれておりますが、この概念は一般の企業

会計にない公益事業特有のものであります。したがいまして、非常に誤解が多い。これは实態的

には資本費―配当・利息でありますが、これが投下資本を回収するのには必要であります。こ
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れを原価に算入されるのは公益事業の本務を全うするため、電力でいえば電気の安定供給を果た

すためのものであります。この算定方式につきましては、資本費の内容である配当・利息につい

ては、金融機関などの大株主のご協力をいただいて、過大な利益につながらないように抑制する

というのがこの制度の趣旨でありますから、これは極力圧縮していただきたいと思います。 

 それから、算定根拠とされる事業報酬率というのがありますが、先ほどのご発言を聞いており

ますと、ちょっと違うのかなと思うんです。事業報酬率というのは、その根拠とされる真实かつ

有効な資産に掛ける３％ということでありまして、利益が３％もらえるということではないと私

は理解をしております。マスコミの一部には事業報酬でもうけたということ、これは全然概念が

違います。概念の不統一はいい結果を生みません。これはきちんと解明すべきであります。 

 次にステークホルダーに求めたいのであります。一つは電力事業というのは、電力の生産、送

電、配電が本務でありますが、それを達成するためには地域社会に深く根ざしております。地域

社会等の発展に寄与した経緯がありますので、今後料金の査定において、寄付金とかあるいは拠

出金とか一切まかりならんということのようでありますが、これは地域社会の皆様方、これは受

けとめておかないと、そんなはずじゃなかったよと言われないようにして、それは覚悟しなきゃ

ならんことです。 

 ２つ目は高齢者が増加する現代社会の中で、電気料金決定原則や仕組みが変更されますが、相

当消費者は、私みたいな高齢者はなかなか勉強することが難しい。コンピューターに向かうこと

も骨が折れますが、相当勉強しなきゃならんと思います。 

 具体的には、現在の料金が自由化されるということは、消費者に選択の自由が得られるという

ようなことが言われています。これは私は確かに自由という言葉は耳ざわりのいい言葉でありま

す。しかし、これを享受するのは相当な努力をせないかん。現在６割ぐらい自由化されている企

業、大口の需要家の方々は自由化されても電力会社と交渉の能力がありますね。しかし、一般の

消費者は、これは实現するためには非常に難しいのではないかということであります。競争原理

はすべてをよくするという流れが20年間ぐらいありますけれども、競争には量的な競争、価格の

競争というものと、質的な競争、ＣＳとかＣＳＲとかありますが、今日の競争は、ほとんど価格

競争にシフトされておるわけでありまして、行過ぎた規制緩和、自由化はさまざまな社会問題を

惹起しているわけであります。 

 次に、東京電力に申し上げたいのでありますが、この際、料金改定は東京電力と消費者との相

互信頼関係を修復する絶好のチャンスだというふうに私は考えたいのであります。したがいまし

て、東京電力はあらゆる疑問点に十分な説明を誠意を持って当たらなきゃならんでしょう。例え

ば具体例として、総括原価だとか、事業報酬とか電源開発促進税がこの中に入っているとか、一
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般企業会計にも見られない、そういう専門概念でありますだけに、念入りな説明をやっていただ

きたい。それから、大口需要と一般需要との料金の違いについての説明も、その根拠を持ってや

っていただきたい。これは総括原価を個別原価に割り振る中で発生するものだと思いますので、

よく説明していただきたい。 

 最後に、東京電力は、長年にわたり、電力業界のリーディングカンパニーとして、各界、各層、

国民の信頼を担ってきた实績があります。この機に当たり改めるべき点は、勇気を持ってこれに

臨むとともに、これまでの实績に確信を持って、当面、統合計画の達成に邁進してもらいたい。

ご承知のように、我が国で企業の社会的責任を提唱されたのは、東京電力の社長等歴任された木

川田一隆氏でありましたが、今こそこの先駆的な教訓を新社長を初め、全社員が实践していただ

きたいと思います。 

 最後に時間が制限されますので、政府に対して二、三の提言を申し上げたい。 

今回の料金値上げは先ほど申し上げましたように、総合計画に見られるわけでありまして、こ

の中でもう既に総合計画は認定されておるわけであります。ここで考えなきゃならんのは、その

中に例えば新潟県にある原発の再稼働が織り込まれて、これとセットになっておるわけでありま

して、これは政府は早目に、今世間が注目しております規制庁の設置など早くこれを発足させて、

再稼働を政府の責任において判断すべきときだろうと思っております。安全というものは守ると

いう面もありますが、科学技術により創造されるものだと私は考えるわけであります。 

 次にこの間のいろいろな報道などを見ておりますと、この公共料金の最たるものである電力料

金の仕組みが全然わかっていない。これはかつては、現在の内閣府、昔の経済企画庁に物価局と

いうのがありまして、ここでいろいろなテキストを出しておったんですね。これがもうなくなり

ました。したがいまして、非常に国民は電気料金の原価の仕組み等についてわかっていない。わ

からない。国民の情報収集はマスコミ報道に依拠せざるを得ない。したがって断片的であり、一

知半解となっていることが現状であります。ぜひコンテンツについて資料を提供してもらいたい。 

 現在の流れは、このサッチャリズムやレーガノミックスに見られるネオコン型の自由というこ

とで流れてきておりますが、規制緩和をすべき部門と、規制緩和をしてはならん部門とが、もと

もとあるわけでありまして、その点に根差して、行政のほうにおいては、今公務員たたきの風潮

は「角を矯めて牛を殺す」というような事態になっております。今こそ公務員は全体の奉仕者と

しての自覚を高めて、確信をもってその特性を発揮していただきたい。 

 以上であります。 

○山内委員長代理 

 ただいまの工藤さんの陳述に対しまして、経済産業省、東京電力からご発言を願います。 



 35 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 経済産業省でございます。工藤様、ご意見いただきまことにありがとうございました。 

 総括原価の内容をご指摘いろいろいただきました。こちらも先ほど申し上げましたが、個別原

価ごとに審査専門委員会で活発にご議論いただいているところでございます。また、最後にござ

いましたご提言でございますけれども、まさに工藤さんがおっしゃったとおりで、電気料金の値

上げはまさに法律の19条に基づく能率的な経営ですとか、その中での適正な原価は何かというこ

と、あるべき原価の姿を洗い出すということで、今審議をいただいているところでございます。

それを受けて、厳正に査定をしてまいりたいと考えておりますし、そのための資料提供につきま

してでございますが、このたび、専門委員会、すべて原則公開ということでやらせていただいて

おりますし、また申請の関係資料なども申請当日にはすべて公開をさせていただいているところ

でございます。さらに、ご指摘も踏まえまして、そういった面も努めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○西澤社長（東京電力） 

 本当に貴重なご指摘、ありがとうございました。消費者との信頼関係が大事だと。これはもう

我々も肝に銘じております。今回の値上げも、お実様、消費者の皆さまのご理解があってという

のが大前提でございます。その意味でわかりやすい説明、先ほど総括原価とかいろいろな項目の

指摘がありましたけれども、それをわかりやすくいご説明を今後ともしっかりしていきたいとい

うふうに思っております。 

○山内委員長代理 

 工藤さん、時間となっておりますので、これで終了とさせていただきます。どうもありがとう

ございました。 

 次に、８番の鈴木章治さんにお願いをいたします。 

○鈴木陳述人 

 私はＮＰＯ法人の世界＆日本のエネルギー労働者と連帯する会、その代表理事をやっておりま

す。鈴木といいます。 

 この会は、東京電力、関西電力、中部電力、このところで働く現役の労働者、そして退職者が

組織している組織です。この会の目的としては、国民の暮らしや産業の発展のために欠かせない

電力などのエネルギーサービスはもうけしか考えない市場経済には任せてはならない。また、電

力などエネルギーは必要とする国民にはあまねく公平に供給されなければならない。そういう立

場で基本的なスタンスとして活動を進めてきております。今回の電気料金値上げについても、私
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どもいろいろ論議して、この立場から意見陳述をしようということになりました。座らせて陳述

します。 

 まず、結論的に言いまして、原発事故の原因究明もない、安全神話への反省も全くない。原発

再稼働、柏崎刈羽の再稼働を前提とするような料金値上げは認められない。これが基本的な意見

の柱です。 

 まず値上げの理由の問題です。申請に当たって、原子力発電の停止によって火力発電の燃料費

が増加した。これは事实ですけれども、問題はだれが原発事故を起こしたのかということです。

私どもは、この事故に当たって、経産省や東電や電事連に対しても、この原因究明と事後処置に

対する要請行動も行ってきました。事故後、東電の社内での事故調査委員会が中間報告を出しま

した。私はこれを見て驚きました。つまり、最大の要因である、指摘されている安全神話への固

執、またみずから流してきたこと、これに対する反省は一切ないわけです。 

 私たちは論議した結果、この事故の原因と背景はどこにあるのか、これを論議してきました。

一つには戦後一貫して続いてきたアメリカに依存した歴代自民党政府のエネルギー政策にある。

日本で自給エネルギーで最大の資源であった石炭を取りつぶし、アメリカのメジャーから安い石

油を入れる。これもアメリカ依存の一つの姿です。そして、石油が２度の石油危機ということを

踏まえて、次にやったのは何かといえば、原子力発電は純国産エネルギーだと、こういう位置づ

けをして、エネルギー開発の中心に据えてきた。今日のエネルギー基本計画では将来にわたって、

国の基軸エネルギーだというふうに位置づけてきているわけです。 

 これは見直されつつありますけれども、尐なくともこの原子力発電のここに至る経過を見ると、

私どもはアメリカの軍事的な戦略体制、この中にも組み込まれた日本の原発導入ではなかったか、

こういう指摘もしております。こうした体制から抜け出さない限り、東電以外の50基の原発はま

た事故を起こす、そういう可能性がある。そういう受けとめをしております。 

 ２つ目。これは先ほど言いました、安全神話に対する反省が全くない。これが安全神話は今回

の事故の最大の要因であったと。これはもうだれもが指摘することです。 

 もともと日本の原発は、アメリカの原潜から陸揚げされたものです。大型化されて、陸揚げし

た、十分な安全の保証体制も安全性もないままに商業用という形で持ち込まれたものです。国と

電力会社は、安全神話、これをつくり出して、まさにつくり出して宠伝し、そしてまた電力会社

はこれを経営の基本方針に掲げてきました。つまりこれが社内で徹底されれば、現場から見れば

どうなるのか。仮に安全神話を崩すようなこと、トラブルがあったときには、それは決して表に

出さない。こういう圧力として現場にはかかってきているわけです。効率優先や原発の稼働率向

上、こういったことを優先とするような会社の方針がある限り、現場から反対、批判する声はと
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ても出せなかった。これが一つの要因になっているだろうというふうに、私どもは見ました。 

 ３つ目です。これはもう皆さんが指摘するとおりです。国と電力会社の癒着の問題です。進め

る側と認める側、これが手を結んでいたのでは安全性は担保されない。このことが今回の事故を

通じてはっきりと示したのではないかというふうに受けとめております。 

 ４つ目。今電力の自由化が進んでおります。電力各社は競争に勝つためにということで、徹底

したコストダウン政策をしております。先ほど稼働率の問題を言いました。稼働率を高めると。

この中では原発の運転間隔の延長、今まで13カ月間でやっていたのを、さらに18カ月に延ばす、

あるいは２年延ばしてもいいよということを国のほうは認めているわけです。 

 しかし、この稼働率を高めるためにも、現場から見ると大変なコストダウンの中で、ちょっと

したトラブルでもそのまま修繕しないで、コストダウンという方針のもとで結果的には見過ごし

てしまう。これがまた傷を大きくて事故を招くということにもつながりかねない。そういう事態

もあったわけです。 

 津波の問題で、現場から、あるいは地元から指摘されて、対策も疎かにしてきた。何年先にい

つ来るかわからん。そういう津波に対する対策のためにお金を使うわけにはいかない。これはコ

ストダウン政策の一つの具体的な事例です。 

 それから、５つ目ですが、やはり現場で働く労働者の、自由に会社に対して物が言える。ここ

がおかしいといったときに、自由に言えるというそういう職場の雰囲気がないと、先ほど言った

ような強い、上からの圧力でちょっと疑問を感じても、そこで口を閉じてしまう。隠蔽体質を膨

らましてしまう、こういうことにもなるわけです。 

 私自身、私は東電の元社員ですが、このような経営の方針に対して、現役のときに原発は危険

だ、世界一高いと批判されている電気料金は見直すべきだと、これは社内で声を上げてきました。

しかしそれに対する会社からの仕打ちは差別です。差別と人権侵害です。これはもちろん私の個

人的な問題ではなくて、私を取り囲むすべての労働者の労働条件にもつながっていく、そういう

ような攻撃でもありました。实際これは裁判闘争をやって、長期間かけて和解という形で改善し

ましたけれども、先ほど言った隠蔽体質と、この差別体質は残念ながら今の東電の基調の中には

依然として残っている、こういうことはあると思います。 

 私はこういうふうな、私どもから見た事故の原因と背景、それと先ほど申し上げました東電の

中間報告、これとの対比で見た場合に、報告書は事故を起こしたことに対する反省、先ほどの繰

り返しになりますが、一切ありません。安全神話に対する反省は一切ありません。国の方針のも

とで行ってきた。津波の対策も全電源喪失の対策も行った。これはそのことに対する批判に対し

て、怠ったことに対する批判を人災だというふうに批判されていることに対しても認めようとも
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しません。 

 現在、国のほうではエネルギー基本計画を検討中です。中長期的な原発の位置づけをゼロから

20％という形で検討中ですけれども、これからどのような形で国がこのエネルギー政策を決めて

いこうかという、そのさなかに柏崎刈羽の再稼働を前提とするような料金値上げは、原発依存と

いう方針の先取りになるんだという指摘をしたいと思います。 

 改めて東電と、そして政府に対して強調したいのは、事故の深刻さ、そして今なお家に戻れな

い、被害の甚大さ、深刻さ。きのうも公害行動で福島県の地元の方の話も聞きました。本当に生

活が根底から崩されてしまっている。このことに対して東電は本当に直視をしているのか。しっ

かり見つめているのか。こういう点から見て、私は極めて疑問を感じております。 

 原発に依存しないという多くの国民の声が出されています。再稼働、もうやめよう。そういう

ことも出されています。もちろん今すぐ原発ゼロというわけにはいきませんけれども、尐なくと

も東電は今回の事故の教訓を真摯に受けとめて、もう原発はやめる、原発は経営方針から外す、

電源開発から外す、こういうことを経営の柱に据えていく。このことを前提に、それでも値上げ

をしなくちゃいけないんだということになれば、これは受けとめる側の対応も違ってくると思う

んです。 

しかし、残念ながら先ほど言いましたように、この値上げは原発ありきの料金値上げ申請です。

これは認められないということを次に具体的に述べたいと思います。 

 この総括原価主義の中で、各項目には原発絡みの関連費用は各所に入っております。例えば修

繕費もそうです。それから、核燃料費、これも入っております。そしてまた減価償却にも入って

おりますし、レートベースにもその資産の対象には原発資産は、福島の１から４は入っておりま

せんけれども、それ以外は入っております。それから、使用済み核燃料の税金ですね、こういっ

たものも入っているわけです。こういったものを全部ひっくるめますと、トータルで見ますと約

2,247億円。これは私が素人目に判断した数字ですけれども、2,247億円あるわけです。 

 先ほど指摘された日本原電への発電しないのに定額契約という形で支払っている1,200億円、こ

れを含めれば3,200億円。この全体の今度の申請されているコストは、５兆7,624億円です。この

約６％がこの原発関連費用になるわけです。この分そっくりカットすれば、数％の値上げでおさ

まる。こういうことを現实的な課題として改めて考えていく必要があるのではないのか、こうい

うふうに思います。 

 そしてもう一つの柱で、事業報酬制度の報酬率の問題です。これは今の事業法の中では、電気

事業の合理的な発展を遂げるために必要な資金を調達できる程度ということが言われていますけ

れども、今はこういう電気事業の合理的な発展を必要とする資金の判断をする必要はないと思う
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んです。あくまで今の社会的な水準、こういう中でこういう報酬率そのものも基本的には見直さ

なくてはいけないけれども、現時点では３％は余りにも高過ぎる。こういう指摘をしたいという

ふうに思います。 

 それから、もう一つ、私は元社員として、今の現場の働く現役の皆さんに対していろいろな思

いを、今の会社の方針に対する批判と同時に、そこで働く労働者へのある意味では同情といった

らおかしいですけれども、そういう気持ちも認めております。今は社員の人たちがどういう状況

に置かれているのか。これは原発事故後、一般社員の人たちは今２割減収ということになってお

ります。アンケートではっきりしたところを見ると、やはり肉体的に、精神的に大変だというの

が８割。このまま安定供給もできなくなってしまうんじゃないのか、これも８割。やりがいがも

うなくなった、これは半分以上です。さらなる引き下げがあるのではないのか、そういう人も９

割おります。やはり企業は労働者あっての企業だと思うんです。この以上の労働力の悪化という

ものが、やはりモチベーション低下に結びつく、これは目に見えております。電力の安定供給と

いうことも、そういう立場から見ると、真正面から見なくてはいけないのではないのかなという

ふうに思います。 

 今回の申請では、人件費の水準は、社会的に見て、有識者会議での指摘の範囲におさまってお

ります。そういう点でこれ以上の削減を求めることはモチベーションの低下につながっていくの

ではないのかなというふうに思います。先ほど述べたようにもっと減らすべき原価があるのです。 

 それから、最後になりますが、個別原価の見直し、これはこの際はっきりと政府も検討し直す

べき時期に来ているというふうに思います。家庭用の電気料金が大企業より２倍も高い、これは

個別配分にかかっています。 

 家庭用の電気料金は高い電圧のところから何段も電圧を落としてきて、一般の家庭に届く100

ボルト、200ボルトに落とすまでには幾つかの設備を経ているから、当然設備にかかる費用面でい

ろんな費用がかかる、高い。これは企業から見ての判断です。家庭からみれば、何も高い電圧を

起こさなくていいわけです。100ボルト、200ボルトの電気を使えば、日常の生活はできる。 

 今、さまざまな形で自然エネルギーの導入が考えられ、そしてまたそれぞれの自治体でいわゆ

るローカルネットワーク、電力の供給システムも考えられています。こういったときに、今まで

のような超高圧、こういった大規模な電源開発、しかも遠距離、こういう電源開発を進めるので

はなくて、地元のところで地産地消のエネルギー開発、こういったものを地元の人たちと一緒に

なって開発していく。そして家庭にかかるコスト、当然安くなるわけですから、一般の家庭に対

する電気料金は今のような格差をつくらないためには、現在の個別原価の分配方式、これは変え

なくてはいけません。 
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 具体的に今事实関係からすれば、例えば３段階料金制度、このシステム、これはもう事实上、

個別原価方式を壊しています。こういう点から見ると今の实情は個別原価方式、これはもう間尺

に合っていない。そういう見直しの時期に来ているというふうに思います。 

 本当に最後の最後になりますけれども、仮に今回の値上げが認められたとしても、福島の被害

者の皆さん、原発で被害をこうむっている皆さんには、政策的な、政治的な配慮をして、値上げ

を押しつけないでほしい。このことを最後につけ加えて、私の陳述を終ります。ありがとうござ

いました。 

○山内委員長代理 

 ただいまの鈴木さんの陳述に対しまして、経済産業省、東京電力からご発言を願います。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 鈴木様、まことにありがとうございました。非常に重要なご指摘、特に原子力発電等について、

事故に関して、非常に私ども深く受けとめなければならない話だと思っております。ありがとう

ございます。 

 その中で、今回の柏崎刈羽の原子力発電所を再稼働を前提とした計画ではないかということで

ございます。確かに今回、料金原価につきましては前提となる東京電力の経営計画に基づいて策

定されるということになってございますけれども、その東京電力からの申請においては、原価算

定期間、これは３年間でありますけれども、その中で柏崎刈羽原発が25年４月から順次再起動さ

れると仮定をした上の原価算定になっております。ただし、この原子力発電所の再稼働、再起動

につきましては、安全性の確認からまず大前提でございまして、料金の審査とこの再起動の判断

は全く別の問題というふうに私ども考えております。 

 また、事業報酬につきましても、やはり３％は高いのではないか。先ほどもご議論ございまし

たけれども、この点につきましてはまさに料金の審査、あるいは専門委員会につきまして、この

点につきましてもきちんと議論をいただき、社会の实態を踏まえてどうなのかということをご議

論いただいた上で、審査の過程等に反映してまいりたいと考えております。 

 また、個別原価の見直し等についてもご指摘がございました。まさに、新しい今、遠隔地から

大規模電源を持ってくるという形じゃないような、新しいスマートグリッド等の動き等もござい

ますので、こうしたことを踏まえた新しい電力システム改革について、早期に今検討を進めてい

るところでございます。ご指摘も踏まえまして、早期に改革を实施していくために検討を進めた

いと思っております。 

 以上でございます。 

○西澤社長（東京電力） 
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 いろいろな多方面のご意見、ありがとうございました。福島第一原子力発電所の事故の究明に

つきましては、外の有識者を入れた形での検証委員会を、先ほどお話がありましたけれども、ず

っと進めてまいりまして、今最後の詰めを行っております。近々最終報告を公表させていただき

たいと思いますので、そのときまたいろいろご意見をいただければというふうに思っております。 

 柏崎については先ほど資源エネルギー庁さんがおっしゃったとおりの認識でございます。それ

から、レートベースですけれども、１～４号は入れておりません。それから、今回１Ｆの５、６

号機、それから、２Ｆにつきましても未定という形で、これは实質的に外してございます。 

 最後にモチベーションの低下につきましては、これはもう全く同じ気持ちでございまして、こ

こは絶対低下にならないようにきちんと対処していきたいというふうに思っております。 

○山内委員長代理 

 鈴木さん、お時間になりました。どうもありがとうございました。 

 続きまして、９番の山崎嘉永さんにお願いをいたします。 

○山崎陳述人 

 私は東京から来ました山崎と申します。 

 今回のこの公聴会、論述に際しまして、関係した資料といいますか、私の情報といたしまして

は、新聞とかラジオとかテレビとか、一般的なことからの入手でございます。ですので、非常に

発言としては、皆さんのようないい論述ができるとは思っておりません。だけど、今まで聞いて

おりますと、私が思っていたこと、それから、マスコミで騒がれていること、それはすべて語り

尽くされたんじゃないか。そして経産省の人も同じような答えをする。東京電力もそう。何もし

っかりとした答えはない。 

 そこで、私はここで皆さんが取り上げたのと、ちょっと論点を変えて論述をしたいと思うので

すが、きょうは本当にエネルギーをどうする、こうするという話の大きな話はまた別問題だと。

だけど、原子力発電、原子力というものは必要なんです。これは隣国にも原子力の爆弾をつくろ

うとしている。それが隣にいるんです。原子力の力を持たぬ国はつぶれるんですよ、今は。その

辺をよく考えて、原子力発電は嫌だというのは確かに私もそうです。だけどよく認識して、原子

力の研究なんかは進めていかないといけないと、そのように考えております。 

 切るのは簡単です。だけど育てていこうというのは物すごく時間がかかるんです。そのように

私は考えておりますので、原子力の発電を尐しでも安全に、いかに安全を確保しながら発電をし、

技術を伸ばしていく。これが世界の趨勢じゃないかと私は思っております。 

 総合原価方式かなんか言っておりましたが、それは確かにそうです。何せ費用を減らしてほし

い。私も値上げは反対です、できれば反対なんです。だけどどうしてもかかると言われればしよ
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うがないなと、こういうことで、素人ですのでもう尐し教えてもらいたいということはあります

が、反対ばかりしていてもまた東京電力もだめだろうし、経産省も何もできなくなる。本当の声

をよく聞きたいな。だから賛成は賛成、どうしても理解できれば、わかれば賛成してあげたい、

賛成しなくちゃいかんと思う。 

 だけど、私はこの前も株主総会を出席して見ました、破裂したときの後の。非常にお粗末です。

そういうのを見てから、東京電力というのは何だということで、がっかりしました。日本を代表

する東京電力です。世界にも通じた代表選手なんです。それをつぶしたってだれが得しますか。

やはり育てていくしかない、そのように考えます。 

 そこで私がここで述べたいのは、東京電力は退職年金、企業年金のカットを認めたというふう

に報道がありました。社長はみずからやったと思います。大変なことだと思います。日本航空な

んかはそれができなくてさんざん苦労したんです。それを社長がやったかだれがやったか知りま

せんが、確かに減らすという報道があったんで、本当に減らせれば、社長の行動というのは大変

だったと思います。それは認めてあげなくちゃいけない。それで経費を減らして、皆さんに電力

を安く供給したいという気持ちはあると思います。上げればいいというものじゃない。 

 ここで私は今日、今まで東京電力のことを言いましたけれども、この東京電力のことでお話し

したいんですが、先ほど言われました電気料金を上げましょうということでチラシが配られまし

た。それは先ほど言われました吉野さんですか、４番目の人。これです。これの表のことは言わ

れましたんですが、中身のことです、私は。もっと下のほうの観点から、一般市民から見た計算

ということで聞いていただきたい。 

 この１ページ目の裏ですね。料金のメニューです。そこで現段階の料金、それから、改定した

料金と書いてあります。だけど現段階の料金、これは第１、第２段階と分けて書いてありますが、

例えば第１段階の120キロワットアワー、このときの今の現状の代金が18.42円、改定すると19.18

円です。ちょっとゆっくりと計算してみたんですけれども、この現状の電気料金というのは、こ

れは下のほうにちょこっと小さな字で、燃料費調整が入っているんだよというふうに書いてあり

ます。じゃ、改定のほうは燃料費調整が入っているんですかと聞きたいんです。それは一切触れ

ていません。ですので、本当に値上げをするならば、しっかりとそれを述べてもらいたい。 

 あくまでも段階の120キロワットアワーの値段を言うならば、入っているか入っていないか明確

にしないで、ただ何ぼですよと、こう言ったらどれだけ上がるかわかりません。燃料費調整を加

算されます。そんなことではこれ、配った東京電力、一般市民、皆さんです、私１人じゃないん

です、これを信用できますか。よく帰ったら見ていただきたい。私の読み方が悪いのかもしれま

せん。これは話が全然違ってくるんです。せっかくいい行動をしている東京電力が、これをつく
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る資料、これを満足して皆さんに読んでもらって、はっきりと値上げは必要なんだ。それを示し

てもらいたいんです。 

 これで反論があれば反論してください。そうすれば皆さんがなるほどおかしいなというのがわ

かると思います。それが一つです。 

 もう一つは、この前、最近の報道で初めて知ったんですけれども、ピークシフトプランですね。

こういうのを出しているわけです。これ、大々的に料金が下がるというような見方をしていると

思うんですが、大体、夜安くして、昼間を高くする。大体普通の人たちは夜は寝ます。昼間は起

きて働くんです。それが大体のほとんどの人だと私は思います。それを無理にこういうものをつ

くって、尐しはこうだ、ああだ。それを考え、つくった。つくる人間の工数、すべて考えてごら

んなさい、それなりに金がかかります。それから、これを動かすために何十万個かのメーターを

つくったという、それが新聞に書いてあります。この費用、だれが責任を負うんですか。恥ずか

しいですよ、大企業が。普通の人たちは夜寝るんです、さっき言ったように。昼間は起きて働く

んです。そうすればどうなるんだというのを基準に考えて、燃費をいかに下げるか。それで発電

効率をよくするかということにきゅうきゅうとしたほうが、技術としては喜ぶと思います。非常

に納得ができません。 

 それから、もう１点は、120キロワットアワーとか300キロワットアワーとかいうことで段階を

決めていますが、この段階は120キロワットアワー、これは何ですか。それは古い状態での家庭で

しょう。今まで皆さんの考えて毎月来ている電気料金を見ますと、大体どのぐらい使っています

か。120キロワットアワーで済んでいるという人はどのぐらいいるんですか。生活保護受給者の人

たちだって、今はエアコンは認められているんです。そういうので使う電力、120キロなんていう

のはおかしい話です。現实にあってないんです。もっと上にして、300キロなら300キロで、私が

提案としたのは300キロとしましたが、それはあと検討しなくちゃいけない値だと思いますが、も

っと上にして、それは差異である。一般の人たちは大体最低使うのは290キロワットアワーという

のが平均だと、新聞なんかも騒がれています。もう過ぎた？ あと５分、それはまた。 

 それでこういうことで合わないということは、私だって理解できない。非常に宙に浮いて、浮

ついた話であって賛成できないんですよ。それで賛成できるように説明をお願いしたいというの

が私の意見なんです。それで今のロードアナリシス、専門用語ですが、ロードアナリシスをよく

やってください。現在、本当に家庭で使っているロードアナリシス、どういうものか。電験３種

なんか持っていなくたってだれでもできるんです。２種や１種なんか要らないんです。ですから

その辺はみんなやってみてください。 

 そういうことで、６月２日の読売新聞なんかよく書いてありますが、はっきり個人の名前を挙
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げて言って申しわけないんですが、高津常務が発言したということで、説明が難しい。今後、工

夫して説明したいなというのが新聞に載っておりました。工夫してじゃないんです。本当に地の

ついた話をすれば、国民はばかじゃないんです。よくわかるんです。そうしたら納得してくれま

す。そこで説明をどんどん進めてもらいたい。燃料費が上がるのなら燃料費、補償まで含めるな

ら補償も。原子力発電で壊れたからこれだけ要るんだ。これをみんなで東北の人たちにあげたん

だ。補償したんだ。そのために幾ら要るんだ。だから各個人がどれだけ負担してほしい。そうい

うのまで上げたらいいんです。そうすればそれなりに、ああ、なるほどそうだ、皆さん、納得し

てくれるんです。ちょっとその点はよくやっていただきたいと思います。 

 時間がないので、かいつまんで言いますと、今いろいろと節電として、燃料費はできるだけや

めよう、尐なくしよう。それは貿易赤字でもって、日本は物すごく苦しみます、これから。貿易

赤字で苦しんで、経産省あたりは非常に大変だと思う。財務省も大変だと思うけれども、貿易赤

字が膨らんできます。それをできるだけ下げるためには、尐なくとも電気の使用料量を下げなく

ちゃいけない。そういうことで一応いろいろ消費センターアドバイザーみたいな人は言いますが、

エアコンの审温を下げればいいと、そんなことを言います。何かをすればいい。コンセントを抜

けばいい。勝手なんですよ。コンセントを抜きなさいって。皆さん、考えてください。電気を１

回１回コンセントを切っていたら、コンセントが壊れちゃう。壊れれば家庭の中の受けるほうも

壊れて、差すほうの電線も切れちゃう。 

 そんなことをできやせんのをアドバイザーとしている。経産省もそうなんだ。アドバイスが悪

い。そういうアドバイスをもう尐ししっかり見つめてほしい。今、コンセントのところ、アダプ

ターというスイッチつきのコンセントが売っています。100円ショップで100円ですよ。税金入れ

て105円。それをコンセントに差し込んでおけば、抜かなくていい。そのスイッチを切ってやれば

いい。そのぐらいのことをしていればいいんです。エアコンの温度を下げろ、そんな話、ないん

ですよ。そういうことを实際にアドバイザーという、東京都のアドバイザーもそう。どこのアド

バイザーもはっきり言わない。そういうアドバイザーじゃ仕方がない。時間来た？ あと１分。 

 そこで最後に、これは電力に関係ないんですが、経産省に特にお願いしたい。使用電力を下げ

ようというとき、テレビを大体今普通はつけてしまいます。朝晩、皆さんもそうだと思う。朝起

きてテレビをつけて見る。時間がわり、時計がわりにテレビを見ています。それでそこをラジオ

をつけて聞くようにしたら、私はいいと思います。100ワット、いいですか。普通。尐なくとも50

ワット食うんです。ラジオをつけてやれば、2、3ワットですよ。 

 いいですか、経産省。そのくらい違うんです。それをつくらせようとしないね。私はさんざん

騒いでも、電気メーカーもつくろうとすると反対します。だれも賛成してくれない。官の主導が
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絶対要るんです。それで昔はテレビとラジオがくっついたラジオが売っていましたけど、今は地

デジになったものだからついていない。そういうものは売っていない。こういうのを早くつくら

せなさいよ。そうすれば10アンペア流れているのは、数ミリで済むんですよ。いいですか。 

 その辺のところを気をつけて、すべてを絡めて、消費電力を尐なくし、値段を下げるというこ

とで、私の最後のお願いはそういうラジオのこともありますが、300キロなら300キロの値段を下

げて、価格を下げて、それ以上使った人は利益者負担ということで処置をするしかない。その処

置にはエネックスとか最近出てくる大口の需要家の会をやっていましたが、それについてそれを

大いに活用すること。東京電力は、周波数だの電圧だときちんと守って、送電をしてほしい。余

剰のやつはエネックスやああいうところでやっているものを大いに活用すること。こういうこと

で電力は大分下がるんだと思います。 

 以上です。 

○山内委員長代理 

 ただいまの山崎さんの陳述に対しまして、経済産業省、東京電力からご発言をお願いいたしま

す。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 経済産業省でございます。山崎さん、本当にいろいろな、非常に前向きなご提言も含めてあり

がとうございました。 

 先ほどテレビの話もございましたけれども、そういったものを含めて、何が節電のために最も

きくのかということは、私ども一生懸命検討して、それを生かした形での節電等を進めてまいり

たいというのは、これはもうそのとおりでございます。 

 それから、電気料金の300キロワットというご提言もあったと思います。ご承知のとおり、今回

申請された料金は、これはもともと電気料金、３段階の料金制度というのは先ほどもご指摘あっ

たとおりですけれども、月間使用量、まさにお話がありました120キロワットアワー以下の電気料

金の値上げ幅は低く抑えられ、一方300キロワットアワー以上は高いということでございますけれ

ども、このあたりのあり方につきましても、これは当然議論の対象になると思っておりまして、

ここにつきましても審査専門委員会でご検討いただいた上で、これを査定にきちんと反映してい

きたいというふうに思っております。ありがとうございました。 

○高津常務（東京電力） 

 私のほうからお答えさせていただきます。最初にパンフレットののお話で、なかなか説明が不

十分だというお話で申しわけなく思いますが、この改定料金のほうも燃調のほうは入れ込んでご

ざいます。つまり、今回の申請のときに燃料費のほうの今までの上昇分といいますか、現在の値
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ですね、それを織り込んでおりますので、両方を同じようなベースで比較するために、現行のほ

うもそういう調整額を含んでいるという記載をさせていただきました。不十分だった点はおわび

いたします。 

 それから、ピークシフトプランのほう、料金が本当にあれなのかということですが、60アンペ

アだとか、多くのお使いのお実様で、高いアンペアでしかもたくさんお使いのお実様などの場合

には、いろいろ工夫していただくと下がるということはいろいろシミュレーションの中でやって

ございます。現在余りご希望がないんじゃないかというお話もありますけれども、私どもしっか

りその辺の内容をご説明して、そういう対応をしていきたいと思っております。 

 120キロワットアワーの話につきましては経産省のほうからございました。120キロワットアワ

ーというのは、いろいろな電気機器を幾つか選びまして、ナショナルミニマムといいますか、最

尐限のご使用、ご不便のない範囲でのご使用といったようなことで設定したものでございますが、

いろいろなご意見もあろうかと思いますので、今後、ご意見を頂戴していきたいと思います。今

回はそういうことで設定をさせていただきました。いろいろありがとうございました。 

○山内委員長代理 

 山崎様、お時間となりました。どうもありがとうございました。 

 続きまして、10番の新五英夫さんにお願いをいたします。 

○新五陳述人 

 新五英夫と申します。 

 お手元の資料に、５項目、一応項目を挙げさせてもらっています。その順番で意見を述べさせ

てもらいたいと思います。 

 まず、１番ですけれども、東京電力の今回の電気料金の値上げ、これは事故もありますけれど

も、全原子力発電停止による火力発電の代替発電、これによって燃料費が急増したため、やむを

得ない部分があると思います。ただこの値上げに関して、ちょっと不明確だと思っているのは、

その燃料費の急増以外のものがどの程度入っているのか、もう一つ見えないということです。 

 本当に事故、及び国策としての全原発の運転停止によって、他の９電力会社同様に、火力発電

用の燃料費がコスト全体に占める割合、これが大幅に上昇したと、これについては東京電力のみ

の責任とは言えない。これによる電気料金の値上げは、安定供給のためにはやむを得ないものだ

と思います。ただし、東京電力の原油やＬＮＧの調達費が、貿易統計平均価格と比べ、原油が６％、

ＬＮＧは２％も高いという新聞報道がありましたけれども、これは環境規制対応の高品質燃料を

調達しているという理由があるみたいですけれども、東京電力というのは世界的にも大量に燃料

を購入しているものですから、普通一般的に考えれば貿易統計平均価格よりも高いということは
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ちょっと信じられないんですね。これは今まで燃料費調整金制度に安住していたことが原因なん

じゃないかなと。ちょっとこれは推測でしかないんですけれども。 

 この燃料費調整金制度、この中で平均燃料価格算出のための原油、ＬＮＧ、石炭の平均価格と

して、現在は貿易統計平均単価、これが採用されていますけれども、この貿易統計平均単価と全

電力会社平均単価のいずれか低い単価を採用するというふうな形の見直しをすることで、電力会

社に燃料の開発輸入、あるいは機動的なスポット使用の活用とか、燃料費削減への取り組み強化

を促すというふうな競争的な視点を入れることが必要なんじゃないか。ほかの項目についても総

括原価方式ですけれども、同じように他の電力会社との競争関係を入れ込むと、最低でもですね。

これを入れて、その燃料費の削減に取り組んでもらうという動機づけをしないといかんのじゃな

いかと。そういう動機づけがないと、下げてください、下げてくださいと言っても、自分のとこ

ろはこれだけですよと言われると、どうにも、にっちもさっちもいかないということが今までだ

ったんじゃないかなと思います。 

 一方、東京電力は企業としてこの東日本大震災による被害に対して、原子力財産保険など各種

保険にリスクヘッジしているはずだと思うんですね。そこの面から言えば、本来、電気料金に転

嫁するのでなく、かといって、電力の安定供給のためには極力設備投資は維持していただきなが

ら、今もう既にやってもらっていますけれども、公的資金も入るのですから、人件費、福利厚生

費等不要な部分を最大限削減して対応をしていただくようにお願いしたいと思います。 

 また、それ以外として、福島第一原発事故による損害賠償負担、これについては原子力損害賠

償責任保険契約、及び原子力損害賠償補償契約、これによって保険会社、あるいは国が原則全額

負担することになっているかと思います。ちょっと今まで聞いていて、もうひとつぴんときてい

ないんですけれども。そういう面からいっても、今回の値上げというものが、本来的には代替発

電による燃料費の急増、これに原則絞って値上げというものを検討していただきたいなと思いま

す。 

 ２点目ですけれども、規制部門の電気料金、今回ですけれども、平均10.28％値上げ、そして、

なぜか標準家庭では6.9％の値上げ、相当低いパーセンテージ。また新聞報道でもこの6.9％とい

う数字が踊っております。しかし、实際に身近でもって見てみると、相当高い感覚があるんです

ね。それと同じく燃料費調整金、これは毎月変動しております。これも標準家庭では四百何十円

値上がりします。それも対前月でということでもって、さも小さい金額のように表示しています。

テレビ番組で、標準家庭とは夫婦２人で共稼ぎ、かつ30アンペアで契約している家庭ということ

を初めて知ったわけですけれども、これが本当に標準なのかと。もともとここの基準を見直さな

い限り、正確な情報を発信することにならない。 
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 平成19年の生活扶助基準に関する検討会報告書の中では、標準世帯を昭和61年以降ですけれど

も、標準３人世帯、33歳、29歳、４歳としているわけなんですね。共稼ぎの夫婦のみであれば、

日中は電気を使用しないわけですから、当然使用電力は尐なく、標準家庭の電気料値上げ幅とい

うのは、確かに6.9％ぐらいに小さくなるんだろうなと思います。 

 電気料金改定時に際しては尐なくとも、この家庭、あるいはもっと各中小店舗、あるいは今回

規制部門ですから、マンション管理組合なんかも相当ひいひい言っているわけですけれども、ど

の程度の規模のものについてはどのぐらいの値上げになるんだということを明確に、もっと詳細

に説明をしていただきたい。心構えもなしに、そんなに値上がりしないわと思っていたら、何十

万値上がりして、きゅうきゅうとするということは避けていただきたい。 

 なお、主な契約種別の新旧月額電気料、これを試算してちょっと比較してみたんですけれども、

従量電灯Ｃ、契約電力12キロボルトアンペア、使用電力量7,000キロワットアワーですね。これで

もって比較すると19％の値上げになるんですね。同じく低圧電力８キロワットの契約電力、使用

電力量が3,500キロワットアワー、19.2％。これはどういうふうに基準をとるかによって全く違っ

てきますので、これを一概にうそだとか、提示されているものに対してけちをつける気はないん

ですけれども、实際20％も上がるということが当然あり得る。このぐらいのものは、マンション

管理組合であればあり得るんじゃないかなと思って試算してみたわけです。 

 それから、３点目ですけれども、家庭向けのピーク時の節電インセンティブというピーク抑制

型季節別時間帯別電灯、いわゆるピークシフトプランですね。これについては一般の家庭でもっ

て計算してみれば、大体割高となるなと。何のために夜間に電気の使用を先延ばしせにゃいかん

のかなと。してもだめだという感じなんですね。本当に東京電力は利益を得るためにこのプラン

をつくったんじゃないかと思えるぐらいです。その影響でしょうか。東京電力は８月上旪までに

15万件の新プラン、このピークシフトプランですね、これの加入を目標にしていますけれども、

申し込みは５月28日現在、新聞ですけれども、110件ぐらいしかないと。宠伝効果が出ていないん

だという話もあるようですけれども、本当にやってみてよかったなと思う人がどの程度出るのか、

ちょっと心配です。これは先ほどの標準家庭、これを夫婦共働きということで計算しているから、

こんなプランが出てくるんじゃないかと思っています。 

 このものについても、６月末でもって終了予定のおトクなナイト10というプランが今あるわけ

ですけれども、６月末でもって終了になっています。これについては割引対象となる夜間の時間

が、午後10時から翌午前８時までということになっているわけです。ところが今回の新プランに

ついては、11時から７時まで。短くしているんですね。これだったらということで、インターネ

ットを見ていると、かえってこんなピークシフトプランに入るよりも、今のうちにおトクなナイ
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ト10、これに入ったほうがお得じゃないかというふうなコメントまで相当出回っているというこ

とです。ピーク時の使用電力量を削減できれば、東京電力の発電設備増強が不要となるわけです。

それだけ負担が尐なくなる。ということからいえば、やはりもっとピーク時の使用電力削減のた

めにインセンティブのある新料金メニューを提示していただきたいなと思います。 

 ４点目ですけれども、燃料費調整金制度の換算係数及び基準調整単価、これを相当引き上げる

ということになっているんですけれども、ここでちょっとわからないのが自由化部門、これも同

じような考え方でやるのかどうかなど、ちょっと資料を見ていてももうひとつぴんとこなかった

ものですから、本来はこの自由化部門についても、燃料費調整金制度も含めた大改革、変更が必

要なんだと思います。適正価格にするということで。そこのところを踏まえて、もしこの自由化

部門にも適用するのであれば、早急にご案内をしていただきたいなと。またしていないのであれ

ば、今の自由化部門の料金体系、これも見直しをしていただきたいなと思います。 

 それから、５点目ですけれども、今回の改定以前の問題からですけれども、電気料金収入拡大

だけを求めるのではなくて、ぜひいろいろな電気料金メニューをそろえていますけれども、これ

について適切にといいますか、各契約者にご案内をしていただきたい。どうも電気料金収入の減

尐を恐れているためなのか、待ちの姿勢としか見えないんですね。ほとんどホームページを見な

きゃわからないぐらいの話でしかない。本当に電気料の安くなる最適メニューを知らないのは契

約者が悪いんだと、消費者が悪いんだというふうな、ちょっと言い方は悪いですけれども、お役

所的な思考から来ているんじゃないかと。このような考え方がもしあるとすれば、消費者から見

捨てられて、新電力会社に切り崩されることになるんじゃないかと。それによってまた安定供給

をおびやかされるということにもなりかねないと思います。ぜひ消費者目線に立って、業務を行

って、消費者にとって最適メニューへの切りかえを積極的に推進していただくようにお願いした

いと思います。 

 また、最後のほうですけれども、今回の事故に関しての前に、原発の安全指針に長時間の全交

流電源喪失対策を盛り込むかどうか。電力会社はノーと言ったと。それでもって、安全の総本山

とも言うべき原子力安全委員会がその理由を作文してくださいと。そして作文されたものがその

まま委員会の案として提出したというのが新聞で報道されました。 

 このように、国と電力会社双方の癒着と言ったら怒られますけれども、そういう部分がある。

そして尐なくとも原発に関しては国策としてやってきたわけですから、ぜひ国は東京電力１社が

悪いというふうな言い方、今までの報道を聞いていると、本当にそればかり耳につくんですね、

国は悪くない。それは全く間違いだ。やはり国も逆に言えば、日本国民も安い電力を使ってきた

わけですよ。そこから言えばみんなでもって本当に一体となって考えていく必要があるというこ
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とで、国にもぜひ大きな責任があるということを踏まえてご応対をいただきたいなと思います。 

 以上、終ります。 

○山内委員長代理 

 ただいまの新五さんの陳述に対して、経済産業省、東京電力からご発言を願います。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 経済産業省でございます。ご指摘まことにありがとうございました。非常に重い責任というこ

とも、私どもも受けとめて、今後電気料金その他査定等も含めて、対応してまいりたいと思って

おります。 

 それで、まずご指摘がありました中で、何が増要因なのかというところが一部ございましたの

で、私どもで受けとっている申請内容の中で申し上げますと、やはり火力燃料費の増加が多い。

これはもう新五さんご指摘のとおりでございます。ほかに購入電力、これも他社から購入してい

る分でございますけれども、これが増加しているという要因。それから、先ほどちょっと話がご

ざいました委託費ですとか、それから原子力の損害賠償に係る一旦負担金でございます。こうい

ったものが主な増要因ということでございます。 

 それから、原子力の損害賠償関係の話がございましたけれども、こちらは原則、今回はいわゆ

る1,200億という報道が出ておりますけれども、これが損害賠償の補償契約等に基づいて支払われ

るものでございますが、それを超える分につきましては原子力損害賠償機構からの支援という形

で払われるというふうに理解をしております。 

 またほかにも、特にあと家庭向け料金のピークシフトなどの料金のプランですとか、あるいは

もっとこういったものを使えば、より安くなるんじゃないかというご案内等につきましては、東

京電力がやるということになると思いますけれども、私どものほうも今回の料金審査の査定、あ

るいは専門委員会のご議論の中でもこういった話が出てまいりますので、こういったことも広く

皆様方にお知らせ、ご連絡する形で議論も公開しておりますので、それでまたご理解をいただけ

ればというふうに思っております。私どもはそういった形で厳正に審査をしてまいりたいと思っ

ております。 

 以上でございます。 

○高津常務（東京電力） 

 東京電力から尐しご説明させていただきます。大変な貴重なご意見、多岐にわたりましてあり

がとうございました。 

 燃料のところはご指摘のように高いわけなんですけれども、先ほどご説明がありましたように、

品質の高いものということと、それから、一方で設備のほうでそれをカバーする。つまり品質の
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悪いものですと、設備のほうをたくさん手間をかけて、脱硫脱硝装置をつける、そういったバー

ターの部分もございます。そんなことも勘案しながら、あるいは地域の環境規制等も勘案して、

原油なんかは尐し品質のよいものが入っております。ＬＮＧなんかも過去はずっと安かったんで

すけれども、いろいろな理由があります。委員会などで一生懸命説明させていただいたところで

ございます。 

 それから、保険のほうは今、経産省さんから。 

 それから、6.9％のところ、おかしいじゃないかというようないろいろなお話もございます。標

準家庭ということ、私ども４人の家族云々ということは、实は私どものほうでは一言も申し上げ

ていないんですけれども、私どもとしましてはお実様が2,000万軒ほどいらっしゃいます。そのご

使用量に応じて分布をとってみますと、30アンペアのところで最大なところが出ます。それで平

均的にとりますと、30アンペアぐらいで290キロワットアワーを毎月お使いのお実様というのが平

均となります。そういう意味では平均的なご使用のお実様ということになろうかと思いますが、

そういう言い方の面では、私どもそういうふうに直さなきゃいけないと思っております。 

 それで関東一円の私どものお届けしているお実様は、１世帯当たり2.3人ぐらいが一つのご家庭

という統計のデータもございます。そんなことで今４人云々ということとちょっとイメージが違

うのはおかしいのではないかということかと思います。従量電灯Ｃで7,000キロワットアワーとか、

そうなりますと大分たくさんお使いいただいておりますので、どうしても３段階料金の高いほう

が入ってしまいますので、ご負担をおかけすることは申しわけなく思います。大変多くお使いな

お実さんだと思います。 

ＰＳＰは今のお話のようになります。おトクなナイト10なんですけれども、なかなかお実様の

ほうでご利用いただく方が大変尐のうございます。私どもの宠伝のあれもあるかもしれませんけ

れども、そういった意味で今回は既存のお実様はそのままということなんですけれども、新たな

ところでは今後はないというふうにさせていただきました。 

 燃調のほうは自由化部門にも４月から適用といったようなことを当然やってまいります。遅滞

なくやっていきたいと思ってございます。 

料金メニュー、いろいろしっかりご説明とご案内するようにということでございますので、し

っかり肝に銘じてやってまいりますので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○山内委員長代理 

 新五さん、お時間となりました。どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして、第１部、陳述人による意見陳述を終了いたします。今後の議事進行を議長
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にお返しをいたします。 

○片岡課長 

 ありがとうございました。 

 午後は13時から第２部、参考人による陳述を開始いたしますので、よろしくお願いいたします。

この会場は飲食禁止でございますので、お食事は経産省の外でお願いいたします。一時退出され

る方は、ＩＣカードケースをそのままお持ちいただいて構いません。再入場の際に必要となりま

す。また、そのままお帰りになる方は、出口の箱の中にご返却ください。また、午後の受け付け

は12時30分から行います。 

 それではまず陳述人の方、それから、申請者、東京電力の方からご退出ください。他の方は係

員の指示があるまで尐々お待ちください。 

 

６．参考人聴取 

○片岡課長 

 それでは、お待たせいたしました。ただいまから、第２部、参考人聴取を行います。 

 第２部の議事進行は、議長の私、片岡が行います。 

 参考人の方々でございますけれども、経済産業省等に対しまして要望書などを提出された方々

に広くお声がけをし、本日お集まりいただきました。申請内容の精査に対しまして、本公聴会を

通じて皆様方の忌憚のないご意見を賜りたいと考えてございます。 

 注意事項を簡単にでございますけれども、資料３に注意事項がございます。 

 参考人の方へということでございまして、一つ、参考人の持ち時間は、議事進行上、１人当た

り15分以内となってございます。持ち時間の中で、経済産業省または東京電力にご質問いただく

ことが可能です。 

 それから、本日は、東京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。 

 参考人聴取の開始後、残り５分前にベルを１回、１分前にベルを２回、時間終了時にベルを３

回鳴らしますので、これらを目安に制限時間内で発言を終えるようにお願いいたします。 

 それでは、早速始めたいと思います。参考人の方からのご意見をちょうだいすることにします

けれども、順番はお名前の亓十音順でお願いしております。お名前の読み間違い等ございました

ら、大変申しわけありませんが、その場で訂正いただきますようお願いいたします。 

 では、最初に、茨城県市長会長、会田真一様にご意見をお願いいたします。 

○会田参考人 
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 茨城県市長会長を務めております、茨城県守谷市の市長の会田でございます。 

 本日は、値上げ申請に係る公聴会ということで、我々茨城県市長会の意見を聞きたいというお

話でございましたので、お伺いさせていただきました。 

 茨城県の市長会、町村会、市議会議長会、町村議長会、４団体で、既に東京電力さんのほうに

３月５日及び29日に、また経済産業省さんのほうには４月11日にも要望活動を行ってございます。

これらについては、３月には、特に企業向けの電気料金値上げについてもう尐し考えていただき

たい、国の経済にかかわる問題で、17.8％というのは余りにも大きい値上げではないかというこ

とでございました。29日については、恐らく４月１日から値上げについて、６月以降等の契約期

間があるにもかかわらず４月１日から値上げをするという報道がなされて、それはちょっとおか

しいだろうというようなことで、再び東電さんのほうに意見書を提出させていただいたところで

ございます。 

 私の市では、申しわけございませんが、まだ契約改定をしてございません。何度か御社のほう

から説明に来られましたが、決して値上げに反対というわけではありませんよと、もう尐し国民、

市民に納得いくような説明があってしかるべきではないかということを何度も申し上げていると

ころでございます。 

 今回の福島第一原発の事故に関しては、東京電力さんと、申しわけないですけれども、国の責

任も非常に大きいものがあるのではないかなというふうに考えておりますし、今、原発の再稼働

に向けた話し合い等も行われている中で、東京電力さんは、なぜ値上げかというと、赤字が出る

からだというお話のようでございますけれども、一般企業で、赤字が出るから値上げさせてくれ

といってお実様に対して申し上げたときに、恐らくはどこのどんな企業でも、はい、そうですか

というふうに値上げをしてくれるとは思えません。電気料金が17％、10％上がったから、10％値

上げさせてくださいというのであればこれはいいかもしれませんけれども、恐らくどんな企業も

そういうことはできない。電気料金の値上げ分を商品に上乗せするというのは、非常に厳しいこ

とだというふうに思います。この点については東京電力さんはどういうお考えなのか、お聞かせ

いただければというふうに思います。 

 また、よく言われますのは、東電さんの給料は非常にいいというふうに言われます。何度かそ

の報道等を見ておりますと、いらっしゃる部長さんが随分給料を削減しましたというお話をされ

ますが、この前、東電さんがその説明にお見えになったときにも、どれぐらい削減したんですか

というお話を伺いましたら、何十パーセントとか減らしましたと、それによって何千億とかの経

費の削減になりましたというお話をされておりましたけれども、我々一般の庶民、国民にとって

は、1,000億単位の話というのはなかなか見えないものがあります。 
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 我々の会社、我々公務員も、恐らく国家公務員の皆さんも、給料というのはもう決まっていま

して、大体給料表があって、部長になるとこの辺だとか課長になるとこの辺だと、あと手当はこ

ういう手当がありますよというのはすべてあからさまになっておりますが、東電さんの場合には、

そういったものが全然見えていないのが实態ではないかなというふうに思います。ぜひ、本給は

これだけですよ、そのほかに手当はこういうのがございますよ、ここをこれだけ減らしましたよ、

こういう手当はなくしましたよというような、はっきりとした、見えるような形が必要なのでは

ないかなと。そういうことがないと、恐らく今回の、今回は一般の電気料金の話だと思いますが、

それについても国民の皆さんは納得できないんじゃないかなというふうに私は思います。 

 東電さんに何度も申し上げていますけれども、決して、人を減らしましたとか、それは余り、

私はいいことではないというふうに考えています。しかし、過日の報道を見ておりますと、パナ

ソニックさんでも、ソニーさんでも、数千億円の赤字がある。こういうこの赤字を解消するため

に、人員削減をするであるとか、あるいは役員の報酬を何十パーセントカットするであるとか、

役員の数を減らすであるとか、そういうことをおっしゃっているにもかかわらず、東電さんの場

合には、申しわけないですけれども社長の給料は、社長、いらっしゃるのに申しわけないですが、

社長の給料はお幾らですかと聞いてもおっしゃらない。役員の年俸はどれぐらいなんですかと言

ってもおっしゃらないというのは、余りにも不誠实なのではないかなという感じがいたしており

ます。ぜひ、そういったところを、国民の皆さんにわかるような形で説明をするべきだというふ

うに強く思う次第でございます。 

 今関西のほうでは、ことしは電力不足だ、十何パーセントの電力不足だというふうなことが言

われております。東電さんについては、福島は動かない、柏崎が動かないにしても、何とかこと

しの夏は乗り切れるだろうというふうなお話がされておりますが、それらについても、昨年から

我々も20％、25％の節電をしてやっているわけで、東電管内の皆さんがそういう努力をしている

のにもかかわらず、赤字だから値上げですよというのは、私は多分、皆さんに納得されないので

はないかなというふうに思います。 

 实は、経産省のほうにも何度かお邪魔しております。要望を、経済産業省さんのほうにもお伺

いして、総理大臣あてにもこういう要望書を県の４団体で出しております。その中にも、家庭向

けの規制部門の電気料金について東京電力から値上げが申請された場合、経営合理化のより一層

の推進や国民に対する十分な説明を行わない限り、決して値上げを認可しないこと、というふう

な文言も１行入れさせていただいておりますが、それらについては、今役所のほうに陳情等にお

伺いしましても、陳情の受付の代理の方が面会していただいて、あるいは大臣のほうでも副大臣

であるとか政務官の先生にお願いをするんですが、その場では、「わかりました。しっかりと受け
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とめます」というふうなお話はいただくんですけれども、なかなかその後の答えが返ってこない

のが今の实情だというふうに思います。ぜひ、事務方の皆さんはそういうことをわかっていらっ

しゃると思うんですけれども、どこまで上からの指示があるのか、そういった点もお聞かせいた

だければ幸いだなというふうに思います。 

 お答えをいただけるのであれば、東京電力さん、あるいは経済産業省さんから、そういった点

についてお答えをいただけるのであればお願いしたいと思いますが、私からは大体そんなところ

でございます。 

○片岡課長 

 ありがとうございます。 

 それでは、ただいまの意見陳述に対しまして、経済産業省、東京電力からそれぞれ発言をお願

いします。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 経済産業省でございます。市長、ありがとうございます。 

 ご指摘がありましたように、４月にもご要望にお越しになられました。その際にご指摘があり

ました家庭向けの規制部門の電気料金、これが値上げが申請された場合、経営合理化の一層の推

進、国民に対する十分な説明を行わない限り、値上げを認めないというご要望をいただいている

わけでございます。 

 その際にも私ども、当時はまだ、この審査をできていなかった段階でございますが、その後、

５月11日に申請がまいりまして、それを受ける形で、先ほど来ちょっと申し上げて恐縮なんです

けれども、電気料金の審査のための専門委員会というものを、第三者の皆様方のご参加をいただ

きまして、専門的な見地から今ご審議いただき、さらに、そこには消費者オブザーバーの方もご

参加いただく形で、一つ一つの原価についても今詰めていただいている状況でございます。 

 その際に、先ほど市長からございました、要するに上のほうからの指示はあったのかというこ

とでございますが、これはもうすべて、大臣等にも相談した上で適宜進めております。その中で、

大臣からも、予断を持つことなく厳正にきちんとチェックし、審議するようにというふうな指示

をいただいているわけでございます。 

 ということで、私どもは、特に今日いただいたご意見も踏まえる形で、これも審査専門委員会

に報告いたしますので、そこできちんと国民の皆様の目線に立った審議が行われるよう、きちん

と審議を行っていきたいというふうに考えております。ありがとうございます。 

○西澤社長（東京電力） 

 いろいろご指摘、ありがとうございました。この場でお答えできる限り、お答えさせていただ
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きたいと思います。 

 まず、赤字で、だからそのまま値上げと。その前に、前提としてこれは、お実様、消費者の皆

さんのご理解を得るためには、一体どのくらい身を削ってやっているんだというところのご説明

が、どうもいま一つしっかりできていないのかなという思いで今聞いておりました。 

 経営合理化を徹底して、総額で、例えば10年間で３兆幾らとか、今回の料金の値上げですと、

年平均2,785億円するとか、総額を言って、中身もいろいろ、修繕費でとか、こういう費用でどう

だとか、人件費でこれだけとかという形ではご説明しているんですけれども、そこをもう一つわ

かりやすくご説明する必要があるというふうに考えております。 

 経営合理化は、これはずっともう去年の秋ごろからいろいろ、賠償支援機構と一緒になって、

経営の合理化も徹底してやるという形で、いろいろな関係会社の取引も含めてですし、人件費も

含め、修繕だ、投資も含め、どのくらい徹底して下げられるかということで、これはもう福島の

事故の賠償のためも含め、身を削るということでずっと半年以上議論してきまして、今回この特

別事業計画を踏まえて、さらに合理化を進めた形で今、申請をさせていただいているというとこ

ろでございます。 

 具体的に報酬の話がありましたけども、私自身は社長としては一切、今のところは無報酬でご

ざいます。代表取締役会長、社長、それから副社長、これはもう、昨年の５月からずっともう無

報酬という形で続けさせていただいております。それから、ほかの役員、常務がいるんですけれ

ども、これはもう６割カットして４割の水準。ですから、水準でいくと、これは多いのかという

ご批判はあるかもしれませんけれども、大体1,000万円台の前半のほうでございます。それで、仕

事に邁進しているという形でございます。一般の職員は、大体550万円前後で今、２割カットとい

う形で進めさせていただいております。 

 本給、手当等のわかりやすい説明というのは、別途また、お時間があればご説明させていただ

ければと思っております。 

○片岡課長 

 よろしいですか。 

○会田参考人 

 最後に、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、関西のほうでは電気が足りない。関東は、

東電は何とかことしの夏ももつということですけれども、じゃ、関西とか北海道電力とかに東京

電力を買ってもらうとかというのはできないんですか。これは、素人でまことに申しわけないん

ですが、その分、値上げをしないで済むというようなことはできないものなんですか。 

○西澤社長（東京電力） 
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 買っていただくという形、例えばうちの分を買ってもらって、その分安くできないかと、そう

いう意味でございますか。 

 これは、東京電力は、今年の夏のほうは一応、猛暑のときでも4.5％の予備率というか、予備力

を持つという形はあるんですけれども、普通の適切な予備力というのは８から10％がという形で

あります。何せ火力発電所も、古い発電所で動かしておりますので、トラブルがあるとその分、

非常に需給が逼迫するときもあるものですから、この分は一応キープしておく。 

 ただ、その日その日の需給の運用で、日本全体で非常に厳しくなったというときは、これは、

私どものエリアのお実様のところが需給の心配はもういらないという形で判断できれば、関西と

かに送って、その分、要は停電がないように、日本全体で停電がないようにはしようと思ってい

ます。そういうことでございます。 

○片岡課長 

 では、どうも会田様、ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、新日本婦人の会東京支部、新千明様、よろしくお願いします。 

 資料を追加で１枚、配付させていただいています。「原発停止、火力発電の燃料費負担増を理由

にした一方的な電気料金値上げはやめてください」というタイトルの資料を配っていると思いま

すので、よろしくお願いします。 

○新参考人 

 新日本婦人の会の新千明です。よろしくお願いいたします。 

 昨年３月11日の地震発生時からの日常生活の変化は、東京が、電力供給や食料を初め、被害に

今もまさに苦しんでおられる地域の方々の負担に支えてもらっていたことを、改めて痛切に感じ

ました。そして、私たちは、原子力発電は、一たび事故を起こせば、取り返しのつかない被害と

恐怖を将来にわたり地球規模でもたらすこと、地域の人々の暮らしが分断、破壊され、処分しよ

うのない核廃棄物が必ずどこかに押しつけられることを学びました。 

 安全神話で固められていた原子力発電からの脱却は、私たちの未来への責任です。そのために

必要な暮らしや生き方の転換に、だれもが向き合い、今こそ考えていかなければならないところ

に立たされています。今こそ、持続可能な再生自然エネルギーへの移行を私たちの社会でも進め

ていくときです。命を脅かされることのない、だれもが安心して暮らせる社会をつくることは、

切なる願いです。 

 私たちは、東京電力に対して、原発停止、火力発電の燃料費負担増を理由にした電気料金の値

上げはやめてくださいという要請をいたしました。原発事故が起こった後もたびたび、東京電力

の皆さんとは懇談もさせていただき、原発ゼロへ、そしてまた、被災者への補償の問題等々につ
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いてもお話をさせていただいております。 

 そういう中で、私たち女性は、日々生活实感の中でこの電力の値上げのことは大変切实に感じ

ております。私たちの会に寄せられる声を本当に紹介、今したいと思います。こうした形で本当

に生の声、生活实感の伴った、生活の現場からの声がたくさんこうやって寄せられております。 

 東京電力は福島原発の責任をきちんと果たしてください。原発の再稼働は反省がないです。電

力の値上げは本当に許せないです。原子力をなくして、地球を守り、世界の人々にまで災害を与

える原発はもうやめてほしい。本当に、あんな事故を起こしていながら、電力会社が電気料金値

上げとはひどい話です。信用を取り戻して、国民の納得のいく、そのときに値上げはやむを得な

いと思います。 

 そして、生計をおびやかさないでください。東電は天下りをカットしてください。むだを省い

て、家庭に対する値上げはしないでください。弱い家庭をいじめないでください。一般家庭のこ

とをもっと本気で考えてください。お金のあるところから値上げをしてください、取ってくださ

い。電気代の値上げはやめてほしい。これまで何も知らされず、電力を選ぶこともできない状態

で、長年言われるがままに払ってきた一般家庭の電気料金、余りにも身勝手な電力会社のやり方

に怒りはおさまりません。大企業に安く、家庭用に高く、取りやすいところから取らないでくだ

さい。 

 二度とこのような事故が起きないため、原子力発電所の再開は反対です。そのための計画停電

には、できるだけ協力する覚悟です。ささやかな収入の中、電気料金の値上げをされたら暮せま

せん。値上げは反対です。原発にかわる安全な電力供給を真剣に考えるべきです。そのための値

上げならば許されましょう。 

 電気料金の値上げは困ります。原発事故の補償もちゃんとしてください。国民の生活のことも

考えてください。電気料金を値上げする前に、内部にため込んだお金を使い切ってからにしてく

ださい。役員報酬も高過ぎるし、役員の人数も減らしなさい。電気は暮らしに欠かせません。震

災で原発事故があったから電気料金値上げを国民に負担させるなんて、困ります。原発がいまだ

に収束していないのに、再稼働など許せません。事故の反省、検証もなく、責任もとらず、値上

げのみ先行、企業努力なしの値上げは反対です。東電は、いさぎよく多社経営をやめたらどうで

しょう。 

 暮らしに欠かせない、命を守る電力の値上げは殺人と同じです。電気料金値上げをしないでく

ださい。節電は日々、努めています。これ以上、都民につけを回さないでください。節電の上に、

電気料金の値上げはひどいと思う。電力についての透明性をもっと高めて、国民に説明する義務

があると思います。今までの電力事業のあり方を見直すことが大切だと思います。電気料金の値
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上げに対しての説明が不足しています。納得していません。まだまだ、経費を削ることができる

のではないでしょうか。福島の人たちの苦しみを知れば、原発を再び動かしていくことはできな

いはず。命を、自然を何よりも大切に、企業の生き残りのためではなく、人間の暮らしを優先す

べきです。 

 これが、今消費者の率直な声です。この声に本当に真摯に耳を傾けていただきたいと思ってお

ります。 

 一つお伺いしたいのは、こうした声を私たちは本社に直接届けたいとは思いつつも、なかなか

本社まで伺えないので、地域の支社に対して、電話をしたり、そして問い合わせの用紙を持って

伺うんですけれども、实は江東区の大島支所に問い合わせしたところ、お電話がつながらなくて、

そして直接行ってみましたらば、ポストにガムテープが張ってあったということだったんですね。

何かのご事情があったのかなと思って、お引っ越しされたのか、それはどういうことだったのだ

ろうと思って、どこに行けばその声が届けられるのだろうと江東の会員が言っておりましたので、

その辺のところをお伺いできればと思っております。後ほどでようございます。 

 そもそも今回の事故というのは、日本の原発は安全と、安全神話を振りまき、繰り返しの警告

を無視した結果、重大事故となったわけですね。ですから、これは本当に東京電力に大きな責任

があると思います。まさにこれは人災であり、加害責任をまぬがれるものではありません。事故

の収束も、原因の究明もいまだされておらず、被害は拡大をしております。 

 事故によるコスト増は、消費者、国民に負担を求めるのではなく、原発を推進し、巨大な利益

を上げてきた東電と、原発事業の関連企業、原子炉メーカーであるとか、大手ゼネコンであると

か、大銀行であるとか、そこにこそ負担を求めるべきではないでしょうか。それを、料金値上げ

という形で、利用者に負担増を一方的に押しつけることは不当です。 

 家庭向け電力は全販売量の38％なのに、電力会社の利益は60％に上る。そして、企業向けはそ

の反対で、62％が販売で31％が利益と。東電に至っては、家庭からの利益が91％との報道に大変

驚きまして、これは一体どういうことになっているんだろうと思いました。 

 企業向けの電力料金は自由化されて、自由に価格設定ができます。家庭向けは、各営業区域で

販売を独占している。総括原価方式とたびたび皆さんから言われていますが、やはりこれは大き

な問題をはらんでいるシステムだと思いますので、改善が必要だというふうに思っております。

取れるところから取るということは、値切りをしてくるところにはそれなりの価格で、黙ってい

る家庭などは高い価格でという、家庭につけが回されるということではないでしょうか。納得の

いくものではありません。 

 そして、もう一つなんですけれども、太陽光発電の促進についてのことなんですが、その項目
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が電気料金の明細表には入っておりますよね。そのことですけれども、以前に私が新聞で見まし

たときに、読者欄というところに、三鷹の女性がそれについて、それを払わないで振り込まなか

った、お金を払わなかったことがあったら、電気がとめられるような事態が起こったということ

を見たんですけれども、それっていうのは、もう電気というのは何としても暮らしに欠かせない、

命にかかわることですよね。憲法25条では、文化的最低限度の生活を保障するということが明ら

かに書かれているわけですから、そこにも違反することではないだろうかと思いまして、そのこ

とについては、本当に命をおびやかすようなことはもう二度としないでいただきたいというふう

に思っております。 

 そして、原発事故の被害に遭われた方々、そして津波の被害に遭われた方々を私たちは支援し

ております。東京にもたくさんの方が避難して来られておりますが、その方々は、賠償も十分で

ない中、電気料金の請求書だけは送られてくると。そしてまた、値上げになればまた負担はふえ

るのですよと、こんなことがまかり通っていいのか、もう腹立たしい限りだということもおっし

ゃられております。 

 値上げは、まだ認可されたわけでもありません。私のうちのポストにも、値上げをお願いしま

すのパンフレットが入っておりましたが、内容を見ますと、値上げはもう当然というようなこと

を前提にした内容になっていました。そして、恩着せがましくも、節電、節約の方法も書いてあ

りました。本当に、そういう表現の仕方一つを見ても、東電さんの当事者としての意識というの

は一体どうなっているのだろうというふうに思いました。 

 さて、来年度から、柏崎刈羽原発発電所の再稼働をさせる方針を打ち出されたということに対

しても、私たちは、到底あり得ないことと思っております。福島第一原発事故の原因は、いまだ

究明されておりません。被害は拡大し続けています。事故収束の先行きが見えないにもかかわら

ず、事業再建のために原発再稼働を計画するというのは、事故を起こした当事者としての自覚が

なく、原発ゼロを求める国民世論を無視する大変身勝手な態度です。 

 原発を全然だめにする議論は、エネルギー政策上もったいないと思っているとの東電のトップ

の方の発言は、国民の感覚と大変かけ離れたあきれる発言です。あくまでも原発再稼働に固執す

る姿勢に、唖然といたします。今回の経営陣の交代でも、企業としての体質改善に結びつくのか

どうか、新たな不信さえ感じています。 

 福島原発周辺地域の被災者の不安と苦悩、原発立地県を初め、全国に広がる脱原発の世論をど

う受けとめていらっしゃるのでしょうか。消費者、国民の声を真摯に受けとめ、社会的責任を持

つ企業にふさわしい対応を求めて発言といたします。 

○片岡課長 
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 ありがとうございました。 

 それでは、経済産業省、次に東京電力からご発言をお願いします。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 経済産業省でございます。ご意見、まことにありがとうございました。非常に重要なご意見を、

本当にいただきました。 

 その中で幾つか、政府のほうというか経済産業省のほうからお答えできるものもあると思いま

す。 

 やはり総括原価方式についての問題意識が強いというふうに、今のお話を聞いても認識を新た

にいたしました。総括原価については、先ほども申し上げましたけども、今後中長期的には変え

ていかないと、ということでございまして、それに向けての検討を鋭意進めておるところでござ

います。小売の自由化の話もございますが、それと合わせる形で、撤廃できないかという方向で

今議論を進めているところでございます。 

 その上で、現行の料金についてはこの総括原価方式を前提にして審査を行っているわけでござ

いますけれども、この中でも、人件費、あるいは修繕とか、減価償却、その他いろんな経費がご

ざいますけども、この一つ一つを精査いたしまして、それを今審査専門委員会でも一つ一つ議題

に乗せまして議論をし、不透明なところがないように、なるべく情報を明らかにする形で審査を

してまいりたいというところが、今現状進めているところでございます。 

 また、原子力発電の柏崎刈羽の話がございましたが、これは後ほど東京電力からもあるかと思

いますけれども、料金原価は確かに今織り込む形で申請が来ております。先ほどもちょっと申し

上げましたが、料金の審査に当たりまして、柏崎刈羽の再稼働の話は織り込まれているものの、

それと料金の審査そのものは全く別というふうに先ほども申し上げました。ということで、予断

を持つことなく、きちんと審査、あるいはそのためのご検討を審査専門委員会でも行っていただ

きたいということで、我々は進めているところでございます。よろしくお願いいたします。 

○西澤社長（東京電力） 

 幾つかご質問が出ましたし、いろんなご意見を賜りました。 

 最初の、お届けしたらそこがちょっとだめだったと、これはよく調べさせます。こういうこと

は絶対あってはならないことでして、お実様の声はきちっと受けとめて対処しなきゃいけないと

いうことは言ってありますので、もしそれが、そういう事態があったとしたら、本当に、この場

をかりておわびいたします。そういうことがないように、きちっと徹底させます。 

 それから、電気料金の専門委員会のほうでいろいろ資料を出されて、３割・６割とか、１割・

９割とかの話がありますけれども、午前中もお話ししましたように、これは今当社のホームペー



 62 

ジのほうにきちっと過去のデータも含めて出してありまして、いろいろそのときの需給の状況、

景気の動向とか、それから、どうしても自由化のほうは燃料費のウエートが高いものですから、、

燃料費が高くなったりするときはどうしてもそこの影響を受けるという形で、ここはホームペー

ジのほうにも載せてありますし、専門委員会でも再度、わかりやすくもう一回ご説明いたします

ので、そのときにまたしっかりご説明させていただきたいと思います。 

 それから、値上げについてのパンフレットの件でございますけれども、これはおっしゃいまし

たように、まだ認可されているわけではございませんので、これは本当にお願いでございまして、

もしそういう受け取り方をされたとしたら、本当に申しわけなく思っております。これはもうあ

くまでも申請中でございまして、お願いをしているということでございます。 

 柏崎につきましては、これはもう本当に、地元の方々、それから新潟県の皆様のご理解を得て、

そのご理解のもとに再起動がなされるということが大前提でございます。スケジュールありきと

か何とかありきということは、決してございません。 

○片岡課長 

 新さん、よろしいでしょうか。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番目でございます。特定非営利活動法人、東京都地域婦人団体連盟

理事、大北恭子様、よろしくお願いします。 

○大北参考人 

 ご紹介いただきました東京地婦連の大北でございます。よろしくお願いいたします。 

 私どもは、５月25日に東京電力に私たちの要望書をお持ちして、ご意見を申し上げております。

それを今日、資料としてお出ししていますので、私ども団体の一致した意見ということで、私、

ここで読ませていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 「私達は電気供給約款変更による電気料金値上げ申請に反対します！」これがタイトルです。 

 東日本大震災・津波による甚大な被害は、暮らしのインフラである電力の分野に及び、私共消

費者は被災地の人々と苦しみを分かち合う思いで、計画停電に協力し省エネに努めて参りました。

しかしながら日本中を震撼させ今なお多くの放射能汚染被害に苦しむ、制御すら出来ない福島第

一原発の事故は、きっかけは自然災害ではありますが、事業者責任である「安全を第一に、自然

の脅威に備えること」を怠った御社に起因する人災でもあります。 

 取り返しのつかない事態に加えて、ここ10年の御社の届け出原価は水ぶくれしており、電気の

安定供給に要した实績額との差が6,000億円近くあることが判明しています。小口と大口間におけ

る過去の収益の著しいアンバランスもまた、受益者負担の平等の原則に反し、是正無くしては小

口へツケ回しといっても過言ではありません。公表された今後の事業計画についても、安全性の
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視点、再生可能エネルギーへの転換、エネルギーの地産地消などの視点を置き去りにしており、

社会的責任を果たす内容とはいえません。 

 この度の電気料金の安易な値上げ申請に対し、私たちは御社の姿勢に唖然とするだけでなく怒

りを覚えます。 

 かつて、「総括原価方式」にヤードスティック査定が導入された際には、国は「値上げ申請があ

れば、内部留保をはじめムダな支出をチェックして、コスト削減にともなう安全性へのしわ寄せ

は無いかなどを査定を行う。」として、導入による内外価格差の圧縮のみならず、高い電気料金の

透明性を高め、競争原理を働かせるメリットを掲げたはずでした。しかし電力会社の経営の在り

方、事業収入・支出の在り方、事業の安全性などを問うはずの査定制度は結局機能しないままで、

小口は自由化はされず地域独占は続いています。消費者は、優越的地位にある電気事業者に対し

受け身で弱い存在です。 

 小口の値下げの場合、下げ幅が妥当かどうか原価の内訳を問わず届け出ればよい制度となりま

した。この十数年間に大口の自由化は進み、不十分ながら新規参入の「新電力」との競争が始ま

りましたが、一方家庭など小口の規制部門では原価も不透明なまま燃料費調整制度がプラスされ、

私たちは昨今「原子力」から「火力」にシフトした分の燃料費の増加分をすでに負担しています。 

 消費者は電力会社を選べません。また、発・送電はじめ、個々の原価内訳に関わる情報の提供

は極めて不足しています。このまま、10.28％と言われる根拠のはっきりしない電気料金の値上げ

を押しつけられることは、家計負担への影響も大きく、承服できないことです。 

 以上が、我々の声明文でございます。 

 これにつけ加えまして、もうかなり皆さん、ご質問なりご意見が出ていますので、尐し省略い

たしまして簡単に尐し、口頭で幾つか申し上げたいと思います。公益事業として責任の重さを自

覚し、事業計画を見直し、实施時期について、散見することを幾つかお伺いしていきたいと思い

ます。 

 先ほどから、一番としては、柏崎の原発の再稼働ですね、そちらのほうからいただいた資料に

よりますと、平成25年の４月には再稼働を前提にして考えているというようなことを聞いており

ますので、その点について私はお伺いしたいんですね。 

 私たちも、あれができたころはよく見学に行かせていただきまして、もう絶対安全だという、

幾つにも幾つにも囲ってあるから大丈夫だ、そういうふうに言われていまして、何となく、それ

をずっと聞いているうちに、何か安全神話がやはり体の中に入ったのでしょうか、ここのところ

余りそれについて関心が薄かったことは事实です。ですけども、この間の福島のあれを見ました

とき、初めはあれ、余りテレビで出なかったんですね。そのうちに、日を追ってどんどん出てき
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て、私は本当に唖然としたんです。こんなことが本当に日本で起きたのか。でも、事实でした。

ですから、再稼働するなら、きちんと本当に安全性を確保して始めていただきたいと思います。 

 それから、先ほどもまた出ていましたけど、高い企業年金や、退職者の福利厚生費などの見直

しということを言われていますけども、私どももそれについては、もう既払い分についても再検

討していただきたい。 

 また、人件費についても幾人かの方がお話ししていらっしゃいましたけど、私、管理職は削減

して、その辺で削減したりして軽くしていただくのはありがたいんですけど、やはり、現場の技

術者や、それから研究費など、そういうところを削減することはしないでいただきたいんです。

新しい目で、新しい視点で、新しい技術が入っていくのがやはり、今後私たちにも必要だと思い

ますので、そういうふうにそのところはお願いしたいと思っています。 

 それから、燃料費の自由化部門と規制部門への振り分け、割り振り率はどのように行われてい

ますかということで、また、部門によって購入単価に差はあるのでしょうか、ないのでしょうか。 

 それから、もう一つ、今までの燃料費の調整制度による内部保留はないのでしょうか。何か、

資料によるとあったというような話も出ていますので、その辺をちょっと伺わせていただきたい。 

 それから、スマートメーターの使用は独自のものでしょうか、東電の。それは、電気の公益流

通はどうなっているのかということと、それから、エネルギーの試算表を考慮した標準化が、こ

れについては必要だと私たちは思っております。 

 最後に、透明で、競争のある発注方式が必要ではないかと感じております。 

 そして、私は今日、こういう非常に皆さんの多いところでお話しさせていただいて、今まで皆

さんの発言を聞いておりました。それで、ここで一つすごく感じたことは、多分私がこの話をし

たら、それは値上げの話とは違うんじゃないのという声があると思うんですが、私がここに来て

東電の皆さんにお目にかかって、多分十数人いらっしゃっていますね。何を感じたかというと、

ここに女性が一人もいらしていないんですね。もちろん、経済産業省もそうです。でも、日本に

は半分、女性なんですね。 

 それで、私ども女性団体としていいますと、男女共同参画といって社会を見直していこうとい

うことが私たちの一つの仕事なんです。ですから、せめてここにお一人でもお二人でも女性の方

が入っていただいて、こういうことにかかわっていただきたい。 

 それで、もし、例えば社員でいけば、女性は何パーセントいるよとおっしゃるかもしれない。

しかし、その方たちが、管理職というか、指導的立場の方がどのくらいいらっしゃるか。第３次

男女共同参画というのが出ております、昨年に。ここでは、20年までには女性を30％ぐらい、そ

ういう立場の人を入れていくという国の方針も出ております。ですから、やはりこういうときに、
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女性の視点で、例えば女性でしたら、あんなに放射能が出るところで子どもを育てたいと思いま

すか。そういうふうになると、やはりその女性の視点は、もし皆さんが東京電力を新しい企業に

していきたいと思うんなら、ぜひ入れていただきたいと思います。 

 東京地婦連として、幾つかご意見を申し上げました。よろしくお願いいたします。 

 また、これは消費者庁が５月29日に示された、東京電力の値上げにかかわるチェックポイント

の13項目も踏まえてのご意見でございます。 

 また、経済省の皆さんには、实施時期については、何か一部の新聞によりますと、もうシナリ

オができているなんていうのを記事で読みして、私、ドキンとしたんですね。そんなことはない

と思って信じていますけども、ぜひ慎重に再検討していただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○片岡課長 

 ありがとうございました。 

 それでは、まず最初に経済産業省、次に東京電力から発言をお願いします。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 ご意見、まことにありがとうございました。非常に重要なご指摘をいただいております。 

 その中で、一つだけまずご説明しておきたいのが、原子力から火力にシフトした分の燃料費の

増加分も負担しているという話なんですけれども、先ほどもありましたが、燃料費調整制度の話

でございますけれども、基本的には、原子力がなくなって火力にシフトした分ではなく、現行の

火力燃料費についての、その燃料価格が上昇した場合に調整するものでございます。そういう意

味では、原子力が、例えば今稼働がなくなって、火力等にシフトしているところにかかる燃料自

体の増加に伴うコスト分は、織り込まれていないという制度になっております。 

 その上で、幾つか申し上げます。人件費等についても、先ほど管理職はちょっと減らすべきだ

けども、現場の技術者の方とかには余り減らさないようにしてほしいというようなご指摘がござ

いました。午前中も話がございましたが、いかに安全・安心な形で電気の安定供給を図るのか、

そのために現場で頑張っておられる方々のモチベーションをどのように高めるかということも含

めた、そういったご指摘だと思います。こういった点も含めて、实は料金審査専門委員会では議

論になっておりまして、安全性をいかに保持しながらこういったことを織り込んでいくのかとい

うことについても、今真摯に検討している最中でございます。 

 それから、透明性ある発注の話もございました。これにつきましても、同様なんですけども、

結局最後は、安全・安心をどう維持しながら、その中でいかに透明性ある発注、いかにしてその

競争入札を入れていくのかという工夫について、いろいろ東京電力にお願いしなきゃならないこ
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ともあるだろうということで、今算定等を進めているところでございます。 

 最後に、シナリオ等の話で新聞報道がございましたけれども、これにつきましては、スケジュ

ール等について事務的にはいろいろ考えていることはございますけれども、その結果、何かシナ

リオがあるとか、そういったものは一切ございませんし、大臣からもその旨、明確に答えており

ます。 

 さらには、先ほど申し上げた料金審査専門委員会においても、委員長から、仮に事務方がそん

なものを持っていたとしても、全くそれには拘泤されないというようなことを明確におっしゃっ

ていただいておるということは、申し上げておきたいと思います。 

 以上でございます。 

○高津常務（東京電力） 

 では、東京電力のほうから、重複しないようにご説明させていただきます。 

 柏崎刈羽の再稼働につきましては、原価上、今回の算定上は織り込んでございますけれども、

25年４月で、おっしゃるとおりでございますけども、もちろん福島の事故の検証を踏まえた安全

対策等、それから今地元のご理解、国の認定といったことを、もう当然それを踏まえての、現实

的にはそういうことを踏まえての再稼働ということになることは重々承知しております。 

 福利厚生等についてお話がございました。福利厚生の中身につきましても、先般から行ってお

ります審査専門委員会の中で詳細なものを今お出ししているところでございますので、それにつ

きましても、いろんなレベル感というものでは、私どもしっかり抑制して織り込んでございます。 

 管理職を削減すべきということでございましたが、管理職も25％ということで、一般職以上に

削減して、原価上は役員は全部ゼロということで織り込ませていただいております。 

 研究費につきましては、削減しております。しかし、やはりしっかりした安定供給をやる将来

のためというものを厳選してやってございます。そういう意味で絞り込んでございますが、いろ

んな意味で、削減をしつつも将来的なものをやってございます。 

 それから、燃料費の割り振りですが、規制も自由も原則としては同じにしてございます。どう

しても自由化部門のほうが、固定分が、固定といいますか、設備代が安うございますので、尐な

くなってございますので、それだけ燃料分の比率が多くなってしまいます。したがいまして、燃

料費の増分ということでそれが大きく影響して利益も下がってしまう、こういうことでございま

す。 

 内部留保につきましては、一切私ども、中越沖地震のときに柏崎刈羽がと止まった関係もござ

いまして、内部留保、そういったたぐいのものが全部枯渇してしまっております。この前の3.11

のときにも大きく毀損いたしまして、ゼロ、マイナスになってございます。そういうことで、ほ
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かの電力会社との違いがございます。 

 スマートメーターの使用につきましては、今、国のほうでしっかり、国際的ないろんな知見も

取り入れながら、仕様を、オープンな形で決めようということで進めております。 

 地産地消についてのいろいろな標準化、これも国のほうの指導もございます。やはり、再生可

能エネルギー等々が入ってきたときの、どういうふうな、ネットワークへの影響とかも、しっか

り標準化を進めておりますので、やっておるところでございます。 

 透明性のある発注方式につきましては、先ほど経産省さんの言ったとおりでございます。前向

きに取り組んでおります。 

 以上でございます。 

○片岡課長 

 よろしゅうございますか。 

○大北参考人 

 男女共同参画は、どうなりましたか。 

○片岡課長 

 女性の話はいかがですか。共同の話がございましたが。 

○高瀬労務人事部長（東京電力） 

 じゃ、こちらのほうから、女性の関係についてご質問があったということでございますので。 

 女性の比率というのは、今12％でございます。 

○大北参考人 

 12％、それは社員の方全体でね。 

○高瀬労務人事部長（東京電力） 

 全体でございます。 

○大北参考人 

 管理職は。 

○高瀬労務人事部長（東京電力） 

 管理職につきましては、今实はダイバーシティ推進审というのを６年前から設置しておりまし

て、女性の方々が、例えば男女比に相当するような管理職を将来つくっていくんだと。もともと

は確かに女性の管理職は尐のうございましたので、それを今個別に、どういうふうに育成をして

いくかということをこの６年間をかけて準備を進めてきているところでございまして、ちょっと

正確な人数は―徐々にふえて、50、60と増えてきているという認識でございますが、増やして

いるという状況でございます。 
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○大北参考人 

 わかりました。ぜひ行ってください、しっかりと。 

○片岡課長 

 どうもありがとうございました。大北さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、特定非営利法人日本消費者連盟、共同代表、古賀真子様、よろしくお

願いします。 

○古賀参考人 

 こんにちは。日本消費者連盟の古賀と申します。よろしくお願いいたします。 

 敬称略で発言させていただきます。失礼いたします。 

 まず、初めに、私たち消費者団体として、今回の件に関しましての考えを申し述べさせていた

だきたいと思います。 

 既に各消費者団体は、連携して、政府や東電に対して電気料金値上げ反対の申し入れをしてお

ります。その中で私たちは、４つの点を要望しています。まず、第１に、今回の値上げの最大の

根拠とされている燃料費などのコスト増減に伴う経営の圧迫は、東電の实質的破綻処理に踏み込

んだ対応で処理すべきであり、利用者につけを回すべきでないこと。第２に、原発再稼働を念頭

に置いた総合特別事業計画そのものを見直すこと。第３に、徹底的な経営の合理化をしていただ

くこと。そして、わかりやすい情報提供、この４つでございます。 

 日本消費者連盟は、創立以来、一貫して原発に反対の立場で行動してきました。今回の事故後

は、損害賠償の支援、内部被曝を避けるための食品の検査体制の調査や、検査運動の推進、瓦れ

きの広域処理の問題などに取り組んでいます。 

 率直に申し上げますと、損害賠償問題一つをとっても、東電には事故への反省も誠意も感じら

れません。多くの国民が、東電への怒りをどこにぶつければよいのかと思っている状況だと思っ

てください。 

 この１年余の間に、有識者会議を初め、各方面で、国民負担を増大させないための議論がされ

てきたと信じます。しかし、結果として、東電救済としか思えない一連の政策の行き着くところ

が原発の再稼働であり、電気料金の値上げであるとすれば、国民の怒りは、東電だけでなく、国

の政策そのものへの不信となると思います。 

 さて、今回の事故を受け、国を挙げて立て直すべき電力エネルギー政策について根本的な議論

がないままに、値上げ申請を許すところまで事は進行しております。一連の、東京電力に関する

経営財務調査委員会報告書の検証を行った電気料金制度運用の見直しに係る有識者会議報告書、

そしてそれを受けて策定された総合特別事業計画と、その認定をもとになされた今回の値上げ申
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請に係る書類、東電の利用者へのリーフレットを拝見いたしました。その上でなお、値上げを認

められないという理由を以下に述べます。本公聴会での陳述には重い責任を感じており、安易な

値上げを許す結果となれば、私たち消費者団体としての存在意義も問われるものであると思って

いることも付言いたします。 

 さて、値上げに反対する理由でございますが、現在、先ほどからも公述人の方からも出ており

ました電力料金値上げのリーフレット、これですね、このリーフレットには、「総合特別事業計画

を踏襲する形で、損害賠償への取り組み、事故発電所の安定維持と廃炉、電力の安定供給を３つ

の柱とし、これら重要課題に全社一丸となって取り組むとともに、徹底した合理化を進めていま

す。」とし、「こうした状況の中、火力発電の燃料費等の大幅な増加により、このたびやむを得ず、

電気料金の値上げをお願いさせていただくことといたしました。」とあります。このうち、電力の

安定供給の見込み、燃料費の増加、徹底した合理化と原価査定の３点について意見を述べます。 

 １、電力の安定供給について。まず、安定した電力供給を受けるために、本当に値上げが必要

なのでしょうか。必要な電力量予測と、再稼働の価値から考えてみました。 

 2011年10月３日に発表された東京電力に関する経営財務調査委員会報告書では、国民負担の最

小化と電力の安定供給の確保を達成するためとして、東京電力が示した11年度から10年間の東電

の事業計画が検討されています。設備投資計画の前提となる最大電力は、最大３日平均、送電端

予測で5,833万キロワットとされています。ちなみに、2011年の夏の实績は4,767万キロワット、

３年前の2009年度の实績は5,254万キロワットでした。 

 また、資金面では、柏崎刈羽原子力発電所を稼働した場合は、値上げ率に応じて約7,900億円か

ら３兆8,000億円、そして非稼働の場合は、料金値上げのパターンに応じて、約４兆2,000億円か

ら８兆6,000億円の資金調達が必要とされています。そして、著しい値上げを实施しない限り事業

計画の策定を行うことは極めて困難な状況であるとされており、値上げを回避するには、まず、

原発の稼働をしなければならないという内容です。 

 これに対して、2012年５月11日に認定された東電と機構が策定した事業計画では、2020年度時

点では、報告書策定時点と比較して、販売電力量では59億キロワット／時、最大電力では98万キ

ロワットの需要減が見込まれるとされています。ピーク時の需要を抑制し、その分の供給設備投

資を削減できるというふうにされております。 

 また、今経産省の方が大変熱心に取り組んでおられる、2012年７月からは再生可能エネルギー

の固定買い取り価格制度が始まります。節電や、東電の新しい料金体系メニュー、その当否は別

といたしまして、電力の消費量は抑えられるはずですが、そのあたりを考慮したシミュレーショ

ンというものは、これまでの計画、値上げ申請書、それには一切なされておりません。そして、
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また、直近３年という算定に本当に合理性はあるのか、消費者の立場からは大変疑問を持ってお

ります。 

 そして、何よりも、計画では再稼働について明言されていませんが、ここが一番大変なところ

で、「当該原価算定期間内において事業者の自助努力の及ばない電源構成の変動があった場合に、

総原価を洗い替えることなく、当該部分の将来の原価の変動のみを料金に反映させる料金改定を

認めることが適当である。」という有識者会議の提言を引用し、原子力発電所の再稼働の時期が変

化する場合には、コストの変動を反映した料金改定、すなわち値上げを申請するとしています。

今回の申請は、再稼働を前提とした計画に基づくものです。再稼働しない場合は、さらなる値上

げが予定されているものであり、根本的な見直しを求めたいと思います。 

 次に、燃料費の増加についてですが、燃料費は5,130億円増大するということで、それをそのま

ま原価計上することになっていますが、今までも皆さんがおっしゃられたように、36％の小口需

要者の電気料金から98％の利益を上げているとされている現状で、燃料費の負担増をそのまま原

価に計上するということは、規制部門と自由化部門のコスト構造上、不公平であり、許されませ

ん。また、長期購入為替差益も考慮すべきです。 

 燃料費が上がるからそのまま値上げを消費者にお願するというのは、余りにも安易、かつ短絡

的です。経営努力を示すためにも、まず、燃料費については低廉化に向けた努力が必要です。国

際取引の中での中長期的な取り組みを、もっと真剣に検討していただきたいと思います。 

 計画では、原価については徹底した経営合理化により、人件費や資本などの削減で、年平均2,785

億円の徹底的なコスト削減を行うとしています。しかし、燃料費や、他社からの購入電力量、各

火力発電所構内にガスタービンやディーゼル発電機等の電源を緊急的に設置して供給力の確保を

図る、緊急設置電源の費用で、大幅な増加が見込まれるので、総額で年平均５兆7,231億円の支出、

これに対し、今回の原価算定期間を現行料金のままとした場合の収入見込みは年平均５兆468億円

となる見通しであり、収支不足額は年平均6,763億円―これは先ほどから出ている算定価格で

すが、となることから、東電はこの足りない部分について値上げ申請を行ったということですが、

果たして徹底的なコスト削減であるかどうかについては疑問があります。 

 原価に導入されている、団体への拠出金、寄附金、養成費、研究費、図書費、図書費に係る消

耗品などは、即刻やめるべきです。 

 また、事業報酬は現行と同じ３％水準ですが、事实上倒産した、倒産させるべき会社に、株主

への配当原資であり、他人資本への利息原資である事業報酬を、電気料金にそのまま転嫁して計

上することは非常識です。 

 資材・役務調達・修繕費について、今後３年で現状の２倍の30％を競争入札にして、年間約516
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億円節約できるとしていますが、原則100％を競争入札にすれば、これだけで値上げは必要なくな

るのではないでしょうか。 

 人件費についても、大卒1,000人以上の企業の給与水準、ガス会社の給与水準をそのまま採用す

ることは疑問です。説明では、社員の給与の一律削減は明記されていますが、退職給付制度、社

会保険、その他の報酬に準ずるものなど、人件費関連経費の实情をもっと詳細に明らかにすべき

です。原価算入可否以前の問題であり、東電は破綻企業であるという認識こそ、一般化すべきで

す。 

 次に、手続的な問題について申し上げます。 

 値上げの手続ですが、一体どれだけ国民の意見が反映されるかが不透明であるということを、

強調して申し上げたいと思います。 

 今回の規制部門の値上げに先立ち、東電は既に４月から企業向けで値上げに踏み切っています

が、今回の申請により家庭向けも、７月あるいは９月の値上げを目指すとされているところです。

国民に一方的に負担を強いる値上げ、この認可に至るであろう手続上の問題点について述べます。 

 値上げ申請の２日前の５月９日には、柏崎刈羽原発の13年の再稼働を想定した、東電と機構が

共同申請した総合特別事業計画が経産省に認定されました。最低限の電気料金の値上げには、厳

格な査定と、前提としての徹底的な合理化が条件とされています。しかし、この計画が認定され

たということは、当然のことながら値上げも想定内ということです。料金改定には値上げと値下

げがありますが、値上げする場合は、事業者の申請を受けて経産大臣が認可することになります。

値上げを想定した計画を認定した経産省が値上げの審査権、認可権を持つわけですから、値上げ

の審査の厳格性や透明性が要求されます。 

 経産省の審査については、申請受理から認可までの標準処理期間は通常４カ月とされています。

東電が、値上げ申請からわずか二、三カ月の審査で７月の値上げに自信を持っているとするなら、

値上げが出来レースといっても言い過ぎではないでしょう。これを裏づける新聞報道もされてい

ます。各方面からの反対を前提した上で９月値上げを見込むということは、国民を愚弄するもの

です。 

 また、審査の過程では新たに、先ほどからご説明に出ています総合エネルギー調査会電気料金

審査専門委員会、これは電気料金制度運用に係る有識者会議を改編したもので、委員の方１人が

辞任されたのみで、实質同メンバーの委員会です。本日は、審査に必要とされている公聴会をこ

のように開催していただいているわけです。広く国民の声を聞くということで、インターネット

での意見募集もされています。 

 日消連、日本消費者連盟では、５月30日、経産省に対して、審査会に消費者代表を入れること、
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公聴会の開催を延期することを求める要請文を提出しました。ほかの消費者団体とともに、今後

も連携して、値上げには徹底的に反対していきます。 

 さて、エネルギー政策の転換を目指し、東電には徹底した合理化を求めたいということを最後

に申し上げたいと思います。 

 再生可能エネルギーへの転換は、市民レベルでは真摯な取り組みが各地で進んでいます。国民

は、他の選択肢を望んでいるのです。国は、税金を使って東電を救済するというのであれば、尐

なくとも東電の送電設備を抵当にとるくらいのことは行ってほしいという声すらあります。 

 大飯原発の再稼働が問題となっていますが、国民は、安全なはず、安全神話ではもう納得しま

せん。これだけの危険性が推測されるが、どうするかという議論が必要です。原発政策について、

国民の現在及び将来にわたる命と安全について根本から考え直す必要があります。東電への救済

ばかりが目立つこの間の政策に、国民は心底怒っています。 

 総合特別事業計画では、世代にまたがる国家的難題として、東電の取り組みと関係者の協力が

必要であるとされています。原発推進主体は国であり、国は機構法の枞組みを活用した適切な対

応、柏崎刈羽原発の再起動に向けた万全の取り組みをすべき、と明言されています。 

 東電の意識、そして国の政策の方向性は、今や国民感情からかけ離れていると言えます。報告

会や審議会の内容は複雑で、料金改正の手続と継続的な検証については、国民不在と言わざるを

得ません。計画や値上げ申請内容についての情報を公開し、公聴会の複数開催、値上げについて

の徹底した国民的議論を喚起するように求めます。 

 以上です。 

○片岡課長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、まず経済産業省から、次に東京電力から、発言をお願いいたします。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 ご意見、まことにありがとうございました。経済産業省も具体的にも要望をいただいている事

項もございますので、それもあわせてお答えを申し上げたいと思います。 

 最初に、原子力の再稼働の話でございますが、原価算定期間内で事業者の自助努力の及ばない

電源構成の変動の話でございますけれども、こちらは今ご指摘いただいたとおりでありますが、

有識者会議の報告書において、原価算定期間の複数年化、これは３年ということでございますけ

ども、それが妥当かというご指摘がございましたが、これは一般企業の中期計画などが３年であ

ることとか、事業者自身の経営の合理化の努力を織り込もうということで、３年ということにし

ているわけでございますけれども、それに伴いまして、算定当初に想定した電源の構成、火力は
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どれくらいか、原子力はどれくらいか、こういったものが大きく変動してしまった場合に、その

原価の適正性が維持できないということから、事業者自身の自助努力が及ばない電源構成の変動

があった場合は、その原価を洗い替えることなく、将来の原価変動のみを料金に反映させる料金

体系を認めることが適当、というご指摘をいただいているところでございます。なお、これは先

ほどもご指摘がありました、料金審査専門委員会のご議論がありましたが、これが仮に値上げと

なる場合には、当然これは認可を要する事項になるということでございます。 

 それから、幾つもいろいろご議論があったんですが、特に手続面について、私のほうから尐し

申し上げたいと思います。 

 先ほどもございましたけれども、何らかのシナリオなりができているのではないかということ

がご指摘がございましたけれども、それは、先ほど申し上げたとおり、そういったものはござい

ませんし、それについては、大臣あるいは料金審査専門委員会の委員長からも、そんなことには

全く拘泤されないということのご指摘をいただいているところでございます。まさに予断するこ

となく、きちんと原価を算定していかなければいけないということで、今審議をいただいている

ところでございます。 

 あわせまして、公聴会の日程等の件でございますけれども、あるいは先ほどの料金審査専門委

員会でございますが、まず専門委員会におきましても、消費者団体の方、あるいは中小企業の方、

それから自治体の方が最初の第１回にご参加いただきまして、まさにそういった観点からのご指

摘をいただいたところでございます。それを論点にする形で今ご審議いただいておりまして、さ

らに消費者の方には、オブザーバーの形で毎回ご参加いただいて、まさに非常に重要なご指摘を

いただいて、それを受けて我々、審議をいただいているという状況でございます。 

 あと、あわせまして公聴会につきましても、きょうのご指摘をいただき、それから、先ほどか

ら出ておりますが専門委員会でのご議論、さらにはインターネットで募集している、600件を超え

ましたが、国民の声、こういったものを踏まえながら、今後のあり方について検討していきたい

というふうに考えております。 

 それから、中身の問題でございますけれども、原価の中に、例えば団体への拠出金ですとか寄

附金、養成費、研究費、図書費等、などは即刻やめるべき、先ほどもお話がございました。これ

につきましても、まさに、電気の供給を行うために真に必要な財産であるかどうか、そこに出す

べき費用かどうかという観点で、不要なものは切っていくということが基本方針でございます。

審査要領の中でも、これら費用の厳格な査定について規定しているところでございまして、それ

を今１つずつチェックしている状況でございます。 

 また、人件費等は、先ほど来申し上げておりますけれども、まさに1,000人以上の基準云々につ
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いての議論も、審査専門委員会等で同様のご指摘をいただいているところでございます。同様の

ご指摘でございます。これを受ける形で、今後の検討に生かしてまいりたいと思っております。 

 ちょっとばらばらで恐縮ですが、とりあえず以上でございます。 

○西澤社長（東京電力） 

 どうも、貴重なご意見、ありがとうございました。 

 今ご説明がありましたように、昨年の９月に取りまとめた、経営財務調査委員会、それの報告

書、それから緊急特別事業計画、それから今回の総合特別事業計画、これを踏まえた形で、今回

の料金の申請というのは、経営の合理化も踏まえた形で申請させていただいております。 

 電力需要等も、今回の震災のときの経営計画等では、先ほど言った形で下方修正させていただ

いております。これは、实績を踏まえて、やはり節電がかなりきちっと定着―皆さんの、お実

様のほうの本当にご尽力のおかげでございますけれども、そこが定着してきている。それから、

将来を見据えた形ですと、やはり競争も激しくなって、ＰＰＳさん等々にかなりシェアも奪われ

る可能性も十分ある、そういうことを踏まえた形で、下方修正という形で今回見込んでございま

す。そういう意味で、今回出したのが一番、我々としては最大限の経営合理化等、いろいろな最

終の見通しの形で申請をさせていただいたという形でございます。 

 それから、先ほども何回もご質問がありましたけれども、自由化部門と規制部門のいわゆる利

益といいますか、報酬のところが１対９とかという話があります。これは、ちょっともう時間の

あれもあるものですから、ホームページのほうに一応、各年全部、東電のほうで載せてございま

す。これはまた専門委員会でもきちっとご説明させていただきたいと思っていますけれども、過

去は大体、フィフティ・フィフティとか、６対４とか、そんな形で推移してございます。これは、

各年度いろいろ、景気の状況とか、燃料の値段がどのくらい高くなったらどうかとか、そういう

影響を受けておりますけれども、そういうのも含めて、どういう形でこうなっているかというの

はきちっとご説明させていただいておりまして、１対９というのは本当に、今回のリーマン・シ

ョックの影響とか、それから、柏崎刈羽が中越沖の地震の関係で動かなくなって、燃料費がふえ

て、そのとき、燃料費の高騰といいますか、100ドルを超える危機に遭遇してしまった、その影響

が出てきたものでございます。 

 それから、徹底した経営合理化は、先ほどの燃料費とか、購入電力料、あらゆるデータを今専

門委員会のほうに出して議論していただいております。諸費とか、寄付金とか、諸会費、これは

もうゼロで今回出させていただいております。一切、見込んでございません。それから、いろん

な団体等ありますけれども、例えば電気事業連合会等は、これはもうゼロで今回原価をはじいて

ございますので、一応ここら辺も全部公表させていただいておりますし、専門委員会で、ここの
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分もいろいろこれから議論されていくという形になろうかと思っております。 

○片岡課長 

 よろしいでしょうか。１点だけ、じゃあ。 

○古賀参考人 

 １点だけ、西澤社長さんにお尋ねしたいんですが、昨日も議員会館で原発ゼロの会という国会

議員の方の大変重要な会議があったんですけれども、社長さんとされまして、原発ゼロについて、

今後、東電が原発のない方向を目指すということは考えていらっしゃるんでしょうか。 

○西澤社長（東京電力） 

 これは、今国のほうで、エネルギー政策、また原子力をどう位置づけるかというような議論を

されております。その結果も踏まえてという形で、検討といいますか、考えていきたいという形

で思っておりますけれども、現時点で、例えば柏崎刈羽を仮定という形で今回、特別事業計画で

も収支計画を立てる上で置いてありますけれども、柏崎刈羽のことについて言えば、やはり首都

圏への電力の安定供給という形では、やはり必要な電源であるという認識は私は持っております。 

○片岡課長 

 では、お時間ですので、どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。 

○古賀参考人 

 すみません、ずうずうしいついでに、１点だけ経済産業省さんに要望したいんですが、この専

門委員会が大変、この値上げについてのキーパーソンだというふうに考えています。ぜひ、この

専門委員会は、その都度記者発表をして、審議の内容を国民に明らかにしていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 はい。ご指摘のとおりでございます。毎回、記者発表をし、審議の内容はすべて公開という、

基本的には、原則すべて公開ということで今やらせていただいております。それが、ただ、まだ

まだ周知等は不十分かもしれません。さらに、そこは一層努めてまいりたいと思います。 

○片岡課長 

 どうもありがとうございました。それでは、お時間になりました。 

 では、引き続きまして、５番目でございます。上智大学法学部長、古城誠様、よろしくお願い

します。 

○古城参考人 

 きょうは、発言の機会を与えていただいて、ありがとうございます。 

 簡単に、私の意見を述べたいと思います。今回、規制部門の電気料金の値上げが申請されてお
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りますが、この料金が適切であるためには、事業コストが妥当なものに抑えられていることと並

んで、コストが規制部門と自由化部門との間に適切に配分されることが必要です。配分が不適切

だと、自由化部門のコストが規制部門に転嫁され、規制部門料金が本来のレベルより割高になっ

てしまうからです。 

 時間の限りがございますから、私は、２つの問題のうち後者の問題、規制部門と自由化部門と

のコスト配分の適切性について意見を述べたいと思います。 

 電気料金は、ご存じのように規制部門の料金が自由化部門の料金に比べて割高です。企業の総

コストが電力需要量に応じて配分されるならば、料金単価は両部門で同一となるはずですから、

そうした配分がなされていない結果です。 

 電力コストのうち、送配電、発電の設備のコストはピーク時需要に基づき需要種ごとに配分さ

れ、それが需要家に配分されています。設備は、ピーク時需要を賄うため建設され、維持される

のですから、ピーク時需要の大きさに比例してコストが配分されるのは適切だと思います。家庭

用需要は、需要量に比較してピーク時需要が大きいため、設備費が大幅に配分され、その結果、

料金単価は割高になっています。 

 最大電力需要量に応じて設備費を配分するという考え方自体に私は賛成ですが、ピーク時需要

は適切に把握され、規制部門と自由化部門との配分比率は適切に設定されなければなりません。

今回、どのような比率で配分しているかの情報は公開されております。申請の概要という資料の

45ページ、46ページには配分の結果が示されており、私は初めて見る資料で、大変情報公開が進

んでいるというふうに思います。大きな前進だと思っております。 

 しかし、結果の情報は公開されていますが、需要種ごとのピーク時電力量をどう把握している

のか。また、それに基づきまして、設備コスト配分比率をどのような方法で設定しているのかに

ついて、十分な説明はなされていないと思います。不適切な配分比率が用いられますと、コスト

転嫁が生じることにより、妥当ではありません。 

 理論上、ピーク時電力需要比で設備コストを配分するというのは正しくとも、現实に、需要種

ごとのピーク時電力需要量を把握するのは簡単ではありません。規制部門の需要家には、ピーク

時需要をはかるためのメーターがありませんから、ピーク時需要は推定するしかありません。ど

のような方法で東京電力がピーク時需要を推定しているのか、また、それが妥当であるのかは、

検討されるべき事項だと思います。東京電力には、妥当なピーク時需要量比率を用いられるかど

うかについては説明していただきたいですし、専門委員会には、その妥当性を検討していただき

たいと思います。 

 この点で特に考慮していただきたい点を２つ述べたいと思います。 
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 まず第１は、景気変動との関係です。景気変動との関係では、規制部門需要家の需要が安定的

である一方、産業用需要家の需要の変動が大きいことはよく知られているとおりです。 

 好景気の産業需要のために建設された設備は、景気後退期には余剰となります。このための設

備は、もっぱら産業用需要家のための設備ですから、このコストは産業用需要家だけに配分しな

ければならないと思っています。 

 設備は、好況期のピーク時需要を賄うために建設されます。したがって、コスト配分比率は、

好況時のピーク時需要比率でなければなりません。景気後退に伴って需要が減尐したことを理由

に、産業用ピーク時需要値を割り引くことは、コスト配分のためにも不適切だと思います。これ

が第１点です。 

  第２点は、規制部門のピーク時需要推定が過大に見積もられていないかという懸念です。よ

く標準的な家庭モデルによって、家庭の電力消費が平準的でなく、消費電力量に比べ、ピーク時

の消費量が大きいことが説明されています。しかし、これをもとに規制部門の需要家全体のピー

ク時電力消費量を推定するのは正しくはありません。現在は世帯の形態が多様化しており、標準

家庭とは全く異なる電力消費パターンの世帯が多数を占めます。単身者や共働きの世帯は、ピー

ク時である夏の日中においてほとんど電力を消費しません。電力パターンの違いによって、個々

の家庭のピーク時というのが相殺されますから、家庭需要家全体の需要は、標準家庭の場合に比

べ平準化され、ピーク時需要も抑えられていると思います。 

 規制部門の需要は、このような需要パターンの違いによる相殺を織り込んだ上、ピーク時の大

きさが合理的に推定されているのでしょうか。需要種全体でのピーク時需要が適切に推定されて

いるかどうかは、疑問があります。この点も織り込んで家庭用ピーク時需要を推定なされている

のかどうか、この点について、できれば説明していただきたいですし、この点の妥当性について

は委員会に検討していただきたいと思います。 

 論点を絞って意見を述べました。私の意見陳述は、以上です。 

○片岡課長 

 ありがとうございます。 

 それでは、まず経済産業省から、次に東京電力からお願いします。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 古城先生、ありがとうございました。非常に重要な論点につきまして、特に自由化と規制料金

のコスト配付のあり方についてご指摘をいただいたところでございます。 

 基本的にはこちらは、第２回の料金算定の専門委員会におきまして、電力需要想定というもの

から料金を算定しているわけでございます。それについての全体概要的なご説明は東京電力から
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ももらっているわけでございますけれども、その中で、实際には、１割・９割の利益配分の議論

もございましたので、その中身について、これはどこまできちんとチェックしていくのかという

ことをまさに整理しているところでございます。 

 その中で、まず自由化料金のピーク時需要をどういうふうに算定しているのか、それをどうい

うふうに配付しているのかといった点、この論点が一つ。 

 それから、ご指摘の規制部門の部分、こちらも、先ほども議論がございましたが、標準家庭と

いうのは何を示しているのか、それ以外の部分はどうなっているのか、实際のそのパターンも含

めてどうなっているのか。これも、一定程度の織り込みはされているわけでございますが、これ

が实際のレート・メークのときにどのように反映しているのかというご議論だと思います。 

 こういったものは、まだ審査専門委員会自体は、次回なり次々回のあたりかわかりませんけど

も、このあたりについて検討するということでございまして、今おっしゃったような論点をきち

んと具体的な中に論点として織り込んで、きょうの議論を報告させていただいて、それに基づい

て、具体的な検討を審査委員会等でもさせていただいた上でチェックをしていきたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○村松執行役員企画部長（東京電力） 

 それでは、お実様ごとの最大負荷の推計方法でございますけれども、まず、大口、500キロワッ

ト以上のご契約のお実様、約１万35,000件につきましては、最大時の需要につきまして、メータ

ーが設置されておりますので、需要の把握がほぼできてございます。 

 一方で、小口、自由化対象ではございますが、50キロワットから500キロワットのお実様につき

ましては、全数にその数字がわかるメーターが設置されておりません。これから、ご案内のとお

りスマートメーターの設置によりまして、これが確实に100％に近い捕捉率になってくるというこ

とでございます。 

 また、さらに家庭用でございますけれども、約2,000万軒のお実様でございますが、こちらにつ

きましてもこれからスマートメーターを設置するということでございまして、現在は、サンプル

によります推計でございます。 

 その不在率等でございますけれども、そのサンプルの中で、ご不在のお実様もいらっしゃると

いうことで、サンプル全体といたしまして、平均的にそのご不在の方も入っているということで

推計させていただいております。 

○古城参考人 

 もう１点、好況期と、それから不況期で、ピーク需要の比率が産業用と家庭用で違ってくるは
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ずですけども、それもちゃんと織り込んでおやりになっていますか。 

○村松執行役員企画部長（東京電力） 

 産業用のお実様が、好況時と、それから景気後退期で負荷のパターンが違うということでござ

いますが、まず、最大電力の中で、景気後退期のところは影響をまず絶対値として把握しており

ました上で、それによります最大電力の影響については、一応推計という形でやってございます。

したがいまして、想定されておりますものは、今後３年間の平均した景気状況におきますロード

カーブということになってございます。 

○古城参考人 

 意見をちょっと述べさせてもらうと、それはおかしいのじゃないですか。設備は、最大需要に、

ピークに応じて打っているのですから、平均需要じゃなくて最大需要のときを想定して、どれぐ

らいのピーク時比率になっているかを探さないとおかしいと思いますが。 

○村松執行役員企画部長（東京電力） 

 すみません、ちょっと言い方が悪かったと思いますが、ピーク時も、年間平均、夏期・冬期の

ピーク時ということで推計しております。 

○古城参考人 

 いや、好況期のピーク時を想定なさっているのかということです。不況期のピーク時には家庭

用の比率が大きく、好況期には家庭用の比率は小さくなる。小さくなるほうの数字をとらないと

おかしいのではないか、というのが私の意見です。 

○村松執行役員企画部長（東京電力） 

 この後、景気は緩やかな回復ということで見てございますが、この前提としております緩やか

な回復の中での推計しております最大電力、産業の部分の最大電力が、前提としている景気状況

ということでございます。緩やかな回復ということで見てございます。 

○片岡課長 

 よろしいでしょうか。どうも、古城様、ありがとうございました。 

 続きまして、６番目、山梨県消費者団体連絡協議会、事務局長、斉藤いづみ様、よろしくお願

いします。 

○斉藤参考人 

 山梨県消費者団体連絡協議会の斉藤と申します。 

 今回東京電力が申請した電気供給約款の変更について、経済産業大臣が認可しないことを求め

ます。電気料金の決定に当たっては、広く国民の声を聞き、十分な、利用者に対する説明の場と

意見交換の場を経る必要があると考えていますが、今回の申請から認可に至る過程は余りにも拙
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速で、利用者や消費者をないがしろにしています。 

 東京電力が電気を供給する膨大な利用者、小規模事業者等の値上げを实施することになるので

あれば、その利用者の意見を取り上げる機会がもっと多くあるべきです。本日を含めまして、公

聴会は２会場だけです。また、開催案内は５月14日に発表し、23日が締め切りでした。私たちの

団体に案内が来たのは、その後です。直前の案内に、参加が不可能だった関係団体も多いことだ

と思います。 

 それから、パブリックコメント募集も、５月11日から６月９日までとなっており、到底、国民

の声を真剣に聞こうという姿勢ではありません。経済産業省のホームページから、200ページ近い

申請書類と、加えてたくさんの関係資料を印刷して、じっくり読み込んで、きちんと意見を整理

できる利用者、消費者がどのくらいいるでしょうか。 

 私どもも、短い期間しかなく、十分な準備をすることはできませんでした。昨日の経済産業省

のホームページを見ますと、あさっての９日の大宮会場は、１日の予定だったのが半日になって

おりまして、それだけ参加者が尐ないようですが、それは決して、消費者の関心が薄いとか、ま

たは異論がないというふうには受けとめないでいただきたいと思います。そういう思いで今回は、

準備不足ではありますが、参加いたしました。今後、必要な情報提供と意見提出の場を再検討す

べきです。 

 また、先ほど、経産省が値上げシナリオをつくっていたという報道があるというお話も出まし

た。そうであれば、専門委員会での意見はアリバイに使われるだけと批判されました。そうでは

ないというお話でしたが、きょうの公聴会の意見もしっかり受けとめて判断するべきです。 

 東京電力は、５月下旪から６月初めにかけて、一般家庭に電気料金値上げのお願いのパンフレ

ットを配布してきて、先ほど最初のほうの団体の方からもその話がありました。まだ値上げの認

可がされていないにもかかわらず、もう決まったかのようなお知らせには、驚くとともに怒りを

感じています。そういう方は、周りにいっぱいいます。 

 そのお願いによると、火力発電の燃料費等が多く増加しているというので値上げ理由になって

いますが、これも何度も皆さんもおっしゃっているように、燃料費調整制度によって既に何度も

値上げは行っているのではないでしょうか。影響が全くないわけではないかもしれませんけれど

も、一番の理由は、原発事故対応の費用や補償費がたくさんかかるからではないのでしょうか。 

 また、燃料に関しては、ＬＮＧ等の国際取引で、燃料費の低廉化について十分な取り組みがな

されていないということも聞いています。燃料調達の方法などを工夫する努力を、最大限してい

るのでしょうか。円高もあり、燃料価格の实態も明らかにされるべきです。 

 いわゆる公共料金と言われるものに対して、その仕組みなどを、これまで私たち消費者は知る
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機会が余りありませんでした。今回の原発事故が起こり電力不足だと言われ、電気料金を上げる

と言われ、料金の仕組みについて疑問を持ち、学習してきました。電気料金の仕組みは、総括原

価方式によって決められていますが、これについての東京電力の考え方は、私たちとは尐し、や

っぱりずれがあるかなというふうに考えます。 

 あるべき適正な費用のみの回収を認めること、というのが本来の考え方であるのに対し、事業

に要する費用のすべてを回収すると考えていると思えます。過大な役員報酬、管理職等の並はず

れた人件費、エネルギー消費を促進する誇大な宠伝広告費、原発立地地域への寄付附金、各種団

体費用等々、利用者にとっては納得できない経費であり、規制当局は厳しく検証すべきです。ま

た、総括原価方式による価格設定は、消費者にとって理解でき、納得できる制度になるよう、早

急に制度改革を行ってください。 

 大震災直後から経営合理化に取り組んでいることや、原子力発電の停止に伴う火力発電の増加

についてということが、先ほど言っていたリーフレットにも書いてありますが、そもそも福島原

発は東京電力による人災であり、事故によるコスト増は、東京電力と原発関連企業が担うべきで

あり、電気料金値上げという形で利用者に一方的に押しつけることは不当です。また、電力不足

と原発のコストが低いことを理由に、原発再稼働などは許されません。 

 東京電力は、ことしから３年間、再稼働が見込めないのにもかかわらず、他社の原発から電力

を買う購入電力料を毎年1,002億円ずつ払うということもわかりました。この費用も、値上げ分に

含まれます。動いていない原発に莫大なお金がかかるのであれば、このこと自体に問題がありま

す。原発のコストは实はとても高いものであるということを認め、安全性さえ確保できれば問題

ないなどと言うべきではありません。 

 また、核燃料廃棄物のことなどを考えますと、原発に安全はあり得ないというのが私たちの知

った事实ではないでしょうか。安定した電気供給を目指すならば、一刻も早く原発から再生可能

エネルギーにシフトすべきです。 

 また、徹底した経営合理化に取り組んでいるとのことですが、本当にそうでしょうか。例えば

社員給料の一律削減ですが、削減しても、産業全体からいうとそれほど低いものではないと思わ

れますし、来年度からはまた事故前の水準に戻していくと聞いております。この不況下、多くの

労働者は低収入を余儀なくされています。そのことを考えると、現在でも高い水準だと認識すべ

きです。また、生活に欠かせない電気について、切り詰めて生活をしている低所得世帯や高齢者

世帯にとって、節電ももう限界、ましてや被災者はなおさらのことと思います。 

 それから、東京電力の規制部門と自由化部門について、利用者にその实態を明らかにすべきで

す。先ほどからも出ておりますように、規制部門と自由化部門の損益構造についてですが、この



 82 

ことは、規制部門の一般家庭利用者にとって非常に、納得がいくものではありません。また、自

由化部門でも、新電力を促進する政策をもっと推し進めるべきです。 

 電気料金値上げに関し、仮に新料金体系に移行する場合の情報提供はきちんとなされるべきで

す。仮に新料金体系になる場合、現状では全く利用者に情報がなく、どういう選択が可能かもわ

かりません。利用者のニーズと省エネの意識に適合するような料金体系が必要です。仮に新料金

体系になる場合、事前にどのくらい正しく周知されるのか、検討すべきです。今回のように、５

月11日に申請し、７月から値上げ等は、論外です。 

 国は、今回の値上げ申請について厳正な審査を行ってください。今回の料金値上げが、利用者、

消費者の暮らしに大きな影響があることを考え、厳正な審査を行い、申請を認可しないことを求

めます。また、国は、利用者、消費者に十分な情報を提供し、利用者、消費者が意見交換の機会

を持てるように確保してください。特に、地方の消費者にもきちんと対応してください。 

 最後に、今回の東京電力の値上げ申請は、５月９日に経産省が認定した東京電力の総合特別事

業計画に基づいているものと考えられますが、柏崎刈羽原発の再稼働等を含むこの総合特別事業

計画そのものに賛成できません。よって、総合特別事業計画の認定を撤回することも、あわせて

求めます。 

 以上です。 

○片岡課長 

 ありがとうございました。 

 では、続きまして、経済産業省、それから東京電力から発言をお願いします。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 経済産業省でございます。ご指摘、いろいろありがとうございました。重要なご意見をいただ

きました。 

 まず、先ほど来出ておりますが、公聴会の意見等でございます。いただいたご意見は、先ほど

も申し上げておりますけれども、私どもも当然受けとめておりまして、その上で、審査の方針を

つくっていただいている料金審査専門委員会にはすべてご報告する予定でございます。その上で、

そのご意見も織り込む形で、査定の方針を策定いただいて、それに基づいて私どもは厳正な審査

をするというような手続の段取りになっております。 

 また、それから大宮会場の件、ご指摘のとおりでございます。私ども決して、消費者の方、参

加者の方のご関心が薄いとかいうことは全く考えておりません。先ほどもちょっと申し上げまし

たけれども、そこでの公聴会でのご指摘、それからインターネットで国民の声のお願いもしてお

ります。こちらのほう、やはり特に最近非常に数が多うなってございまして、六百数十件に及ぶ
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ものが来ているのが实態でございます。こういったものを踏まえる形で、今後さらに、どういう

ふうな形で国民の皆様、消費者の皆様のご意見を承れるのか、そういったことをよく検討してい

きたいというふうに思っているわけでございます。 

 そういう意味では、規制と自由の实態でございますとか、こういったところ、まさに今既に論

点になっているものもあわせまして、料金審査の専門委員会でも指摘を受けているところでござ

いますし、实際にその審査委員会の中で、この１割・９割の議論も出てきたわけでございます。

このあたりは、先ほども申し上げましたが、さらに一層の深堀り等を図ってまいりたいと思って

おりますし、また、あわせて制度改革的な面ですね、ご指摘がございましたいわゆる総括原価の

形での、現行は現状の制度に基づく形での審査になっておりますけれども、さらにそれを今後ど

う変えていくのかということについては、早急に今検討を進めているところでございます。 

 ちょっとまだ足が遅いとおしかりを受けるかもしれませんけれども、この点も早急に詰めてま

いりたいというふうに考えております。そういう意味でも、きちんと公聴会でのご意見をきちん

と承って、それを生かしていくということはお約束したいと思います。 

 以上でございます。 

○片岡課長 

 東京電力からお願いします。 

○西澤社長（東京電力） 

 幾つかご指摘いただきました。一般家庭のパンフレットについては、そういうご印象を持たせ

たとしたら、まことに申しわけなく思っております。これはあくまでも申請中でございまして、

これから認可を受けるかどうかというのはまだ決まったわけではありませんので、これはまさに

申請中で、お願いしているということでございます。 

 それから、燃料費のほうで、本当に努力して下げることを今後ともやっていくのかという形点

でございます。特に、これから燃料費は、ＬＮＧ、天然ガスが主体になるわけですけれども、現

在、長期の契約で結んでいるのが多いんですけれども、これは安定的という形を兼ねてやってい

るんですけれども、短期的な契約とか、スポットの契約とか、こういうのをいろいろ混ぜてやろ

うと。 

 それから、今後、今検討もしていますけれども、シェールガスという非常に、アメリカのほう

で安いガスが、これは輸出されるかどうかというのは非常に、まだアメリカの意向もあるんです

けれども、そこを何とかできないかという形で、これは商社さんとかいろんなところと共同しな

がら、安いのを調達しようという形で検討を始めてございます。 

 それから、経営の合理化のところで人件費のお話がございました。基本は何しろ、一般の社員
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は２割、管理職は25％、４分の１ですね、これはカットすると。年収でカットするという形で、

これはもうキープします。その中で、今年の冬以降、ボーナスというものはもうなくして、これ

は今組合と協議中ですけれども、年収という形で、その枞をきちっとキープしていくという形で

今考えて進めていこうという形でございます。 

 あと、原子力の発電所の関係で、他電力の原子力からの話なんですけども、これは一応、契約

という形で取り結んでおります。それで、設備の維持費等はかかるものですから、その分はお支

払いしなきゃいけないという形で費用として計上してございますけども、实際に動いていないも

のですから、燃料関係、そういう費用は一切、使用済みの燃料も含めて、これはもう一切、入れ

込んでございません。この点についても、今委員会のほうでもいろいろご審議願っているところ

でございます。 

○斉藤参考人 

 最後に、やっぱり原発のことが一番、料金のことに関しても、もともとそこが問題だと思いま

す。絶対に安全ではないし、お金が膨大にかかるものということから目をそらさないように、し

っかり、経産省も東京電力も検証していっていただきたいと思います。 

○片岡課長 

 では、斉藤様、どうもありがとうございました。 

 では、続きまして７番目、社団法人日本医師会会長、横倉様の代理で、畑仲卓司様、よろしく

お願いします。 

○畑仲参考人 

 日本医師会会長、横倉義武の代理人であります。私、日本医師会総合政策研究機構の研究部統

括部長をしております畑仲卓司と申します。 

 本論に入る前に一つ、こういう会議で、ひな壇のほうの名簿が、これは午後から始まったとい

うことがあるんでしょうけれども、名簿があるべきで、例えば議長の先生はどなたなんでしょう

か。 

○片岡課長 

 申し上げましたように、片岡と申します。 

○畑仲参考人 

 片岡先生。 

○片岡課長 

 最初の先生って、午前中ですか。私ですか。片岡です。 

○畑仲参考人 
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 片岡先生というのは、有識者の…… 

○片岡課長 

 いや、違います。私は、電力市場整備課長です。経済産業省の職員です。 

○畑仲参考人 

 そうですか。ということは、有識者のあの会議の方はだれも入ってないし、それから審査専門

委員会の委員の方も、ここにはだれもいらっしゃらない。 

○片岡課長 

 午前中の意見陳述のときには、審査専門委員会の委員長代理の山口先生に議事をやっていただ

きました。 

○畑仲参考人 

 今は。 

○片岡課長 

 今はいらっしゃいません。 

○畑仲参考人 

 いらっしゃらない。 

○片岡課長 

 はい。いらっしゃいません。 

○畑仲参考人 

 だから、それはおかしいんじゃないですかね。これは後で申し上げますけれども、こういう意

見を实際に審査する先生がじかに聞くのが本筋じゃないのかなというふうに思います。 

 それから、本論に入らせていただきます。 

 それで、まず第１に、料金認可申請に対する意見、これについては私ども国民の生命と健康を

守る医療界を代表する者として、認可すべきではないという意見をここに明言したいと思います。 

 それで、反対の理由については、大きく２つの視点からこれからご説明させていただきたいと

思います。それで、一つは医療面から見た理由、それからもう一つは審査申請の方法、内容から

見た理由ということで、大きく２つの視点から反対の理由を述べさせてもらいたいと思います。 

 それで、一つは医療面からということで、その中の一つとして、医療経営というのが診療報酬

という公定価格で成り立っているということ。それで、今回10.28％という値上げが示されておる

わけですけれども、他の業界であれば自由に価格転嫁できますけれども、診療報酬という公定価

格によって決められている。それで、ちなみに２年前までの10年間というのは連続してマイナス

で、ことしは0.004％増ということで、けたが何けたも違う率なんですよね。ですから、もう今回
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の値上げというのは、医療経営の努力の中では、吸収できる限界を大きく超えているというよう

なことを大きく言いたいと思います。 

 それから、もう一つは、先ほど来ありますように、この値上げというのが、ほかの電力会社の

電気料金の値上げに波及することは十分に考えられるということと、それから、７月１日からの

再生可能エネルギーの固定価格買取制度、これが、ある意味ではばらまき的な買取制度になって

いる。いわゆる政策ポリシーがなくて、いわゆるコストベネフィットを全く考えないで、高い料

金である太陽光や何かについて、四十何円とかそういうものについても、つくっただけ買い取る

というような形のものが上乗せされてくるということで、いわゆる支出する側のポケットは同じ

ポケットですから、それが重複して請求されるということで、医療経営については一層悪化する

というような形になるかと思います。 

 それから、２番目が診療所を中心とした広範な地域医療への深刻な影響というようなことで、

今回の規制部門というのは、ほとんどの診療所が対象になります。そうしますと、関東エリアで、

静岡県を除くと、大体全体の４割弱で３万6,000診療所、ここが値上げの影響を受けることになり

ます。それで、こういう診療所というのは、国民の皆様が生活する身近なところで、かかりつけ

医として国民の生命と健康を守っておりまして、今回の値上げによって、こういう機能を担うこ

とが困難になるということであります。 

 それから、３番目が在宅医療を受けている患者さんへの深刻な影響ということで、国の施策と

して、長期入院患者さんを減尐させて、在宅医療へ移行させるというようなことを推進しており

ます。それで、東電管内の関東エリアでは、現在約20万人の在宅医療の患者さんがおりまして、

これが今後さらに増加することが予想されます。 

 それで、こういう在宅医療を受けている患者さんというのが、常時病院と同じ水準の空調環境

が求められるわけですけれども、特に在宅酸素療法であるとか、在宅人工呼吸器等を使用する、

この方たちが１万4,000から１万6,000人いらっしゃる。こういう人たちというのが、一般家庭に

比べて多く電力を使用する環境にあって、なおかつ高齢者の方が多い。それで、経済的にも弱者

の可能性が非常に高いということであれば、これらの患者さんが経済的に困窮することになる。

最悪の場合、在宅患者さんが電力使用を過度に控えるあまりに、最悪の事故が発生することも懸

念されるというようなことです。 

 それから、２番目の審査申請の方法、内容から見た理由にまいります。 

 その一つであります有識者会議、それから審査専門委員会の委員構成、これについて、消費者

の代表が含まれていないという審査体制の問題、先ほど来指摘されておりますけれども、こうい

う問題があります。それで、委員構成で、１名を除いて残り全委員が重複しているというような
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形になっているということの上に、消費者の代表が含まれていないという、構造的な問題がある

わけですけれども、それで、先ほど経産省の方が、陳述人として参加していただいたというふう

に言いましたけれども、陳述人というのは、審査をする、何の決定権もありません。ただしゃべ

らせるだけです。ですから、それでは何の意味もない。 

 それから、さらに、任命されている委員の一部については、経済産業省や政府の委員会等で、

頻繁に委員に任命されている方がいらっしゃいます。ですから、経済産業省の意向に大きく影響

される構造を持っている問題があるんじゃないかということを言いたいと思います。 

 それから、もう一つは、東京電力のこういう社会的影響の大きな審査は、例えば、医療業界は

そうなんですけれども、社会保険医療協議会法という法律に基づいて、診療報酬の価格を決める

プロバイダー、提供者側、ユーザー側、それから公益代表といった３者から構成する委員会など

で、公正に審査するような形態をとるべきだと思います。これについては、後で経産省から回答

をいただきたいと思います。それで、これは10ぐらいの委員会から成ります。それから、なおか

つ２年間にわたって分科会については審査を続けて、それで、その後に結論を出すというような

形になっているものです。 

 それから、２番目の値上げ申請内容のさまざまな問題。これも一部重複するかと思いますが、

１番目は、これは東電さんにお答えいただきたいんですが、いわゆる東京都の猪瀬副知事が指摘

した、診療所など、10.28％を大きく上回る、15とか20％の値上がりになる可能性を指摘されてい

ることについて、この事实関係について教えていただきたい。 

 それから、２番目が、これは先ほど来もＬＮＧの話が出ていますが、我が国のＬＮＧなど化石

燃料の購入価格、これが、例えばＬＮＧですと欧米に比べて２倍から５倍高いんですね。それで、

それに加えて、先ほど来の６月４日の審査専門委員会において、さらに輸入価格よりも高い値段

が東京電力さんの燃料購入価格に積み上がっている。ですから、この辺が、世界的に見ても高い

上にさらに高いというような形になっているので、これについて、東電さんにお答えいただきた

い。 

 それから、先ほど来これも、東京電力の社員給与に代表されますように、東京電力さん自体が

今置かれている現状認識と社会の認識にやっぱり大きなギャップがあるということについて、こ

れらを十分認識されているのかどうか。その辺について、お答えいただきたい。我々としては、

やっぱり徹底的な合理化を進めるべきだろうと。 

 それから、４番目。電気料金の値上げの前提となっている総合特別事業計画、この中で子会社、

関連会社45社、これは売り上げですと1,300億円ですか、の売却が計画されている。しかし、どう

いう会社が売却されるのか不明で、ですから我々参考人の意見としては言いようがない。これに
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ついては、東電からお答えください。 

 それから、子会社のうち、３上場企業、関電工、高岳製作所、東光電気、この３つを合わせた

東京電力の持ち分の時価総額を一応試算したんですが、１月31日現在で531億円という数字があり

ます。ですから、これ以外に、非上場会社であるとか、あるいは他社との共同事業会社も多数あ

ると思われますので、これがわからないということで、売却計画自体の評価ができない。ですか

ら、これらの情報を明らかにしていただきたいというのが東電さんに対する要望です。 

 それから、６月５日の他社からの電力購入、これは先ほどありましたので飛ばさせていただき

ます。 

 それから、３番目にもう一つの要望というか、仮に一部で報道されたようなストーリーが書か

れていて、９月にずらして10.28％という値上げが認可されるというのであれば、第一に、医療機

関、在宅医療患者等に対しては料金を据え置くという例外措置をとるべきだと。これは、東電さ

んからお答えいただきたい。それで、これが認められないのであれば、資源エネルギー庁は、財

務省と交渉して、値上げ分を診療報酬に反映させる財源を確保すべきだと考えております。これ

は、経産省にお答えいただきたい。 

 それで、これとあわせて、例のピークシフトの料金体系、これについて、とられるのかどうか。

関電の場合は６倍という差があるということで、これについては東電さんにお答えいただきたい。 

 それで、最後に経産省さんにお願いしたいのは、情報開示への対応ということで、私、値上げ

申請に関連して、値上げ前後の東京電力が売却、保有する子会社の資料提供を求めたが、提供で

きないという回答がありました。ですから、参考人に対して、短期間で、かつ十分な資料も提供

しないで意見を求める資源エネルギー庁のスタンスというのは、やっぱり問題ではなかろうかと

いうことで、参考人だけではなく、国民に対して広く情報を提供すべきだと思います。これは、

経産省のほうにお答えいただきたい。 

 以上でございます。 

○片岡課長 

 ありがとうございました。 

 それでは、まず経産省から、次に東電からお願いします。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 重要なご指摘、ありがとうございました。 

 まず、特に手続面についてご指摘をいただいていると思っております。 

 まず、専門委員会には、委員構成、特に消費者が含まれていないというご指摘でございます。

先ほどの繰り返しになるようではございますけれども、消費者の方には毎回ご出席いただいて、
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確かにオブザーバーという形ではございますけれども、ご意見をいただいている。このご意見が、

实際にその後の専門委員会において、そのご意見を踏まえる形で具体的な論点が深められている

といった、これは实際の審議で行われているわけでございます。 

 そういったことを踏まえて、さらには今回、従来にないやり方として、このような公聴会だけ

ではなくて、国民の皆様からのご意見を伺うということで、国民の声の募集というのもインター

ネット上からさせていただいているところでございます。さらに、消費者庁ですとか消費者委員

会とは、随時にわたりいろいろと協議等をさせていただいております。その中で、消費者委員会

等にも別途ご説明する機会というのをいただいておりまして、そこの中でご説明するという機会

もあった上で、その上で、消費者の皆様方のご意見を、なるべく多くの方のご意見を吸収した形

で、これを審査の中にきちんと織り込んでいくということはきちっとやっていきたいというふう

に、まず思っております。 

 それから、先ほどご指摘がございました、シナリオ、ストーリーが書かれているのではないか

というお話でございましたけれども、その中で、情報公開について経済産業省からというお話で

ございました。これは先ほど申し上げましたが、確かに、量が多いじゃないかというご指摘もあ

りましたけれども、申請時に申請内容をすべて公開するということをさせていただいております。 

 さらに、参考人に対して今回非常に、確かに時間がちょっと限られた中で申しわけなかった面

もあったと思いますけれども、さらに一層の情報公開を進めるように、それを専門委員会の中で

きちんと明らかにするということも含めて対応していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○畑仲参考人 

 中医協と同じような審査方式についてはどうなんですか。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 私ども、今の段階でも既にかなり消費者の皆様からのご意見、いろいろなことのご説明等をさ

せていただいておりますけども、現行は、この審査専門委員会で、まさにこれは中立、専門的な

方々のご意見を伺うということで、電気料金の審査の公正性、第三者性を高めるということでや

っておるわけでございます。 

○畑仲参考人 

 だから、それが何回も重複して、同じような先生を選んでいるということでしょう。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 そこにつきましては、まさに、従来ない、消費者の方々を何遍もお呼びさせていただいて、そ

れでご議論を賜っているところでございますので…… 
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○片岡課長 

○畑仲参考人 

 それから、財務省との交渉についてはどうですか。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 これは、まず、先ほどおっしゃったように９月に10.28％の値上げというシナリオがあるわけで

は、これは全くございません。繰り返しになりますけれども。その中で、まずは今は厳正な審査

をさせていただく中で、それがまずどうなるか。今の段階でこういったことがあるんじゃなくて、

まずは私どもきちんと、申請された中身を、原価を１つずつチェックし、それに基づいて、その

価格がどういうふうになっていくのか、審査委員会の査定方針を受けてきちんと厳正に審査する。

これが、まず第一だと思っております。 

○畑仲参考人 

 じゃ、東電さん、お願いします。 

○西澤社長（東京電力） 

 幾つかご質問いただきました。また、いろいろなご意見もありがとうございました。まず……。 

○畑仲参考人 

 これは後での回答でもいいです。後で資料を提出していただければ。 

○西澤社長（東京電力） 

 はい、わかりました。猪瀬副知事の関係で、何か15から20％とかと。これは家庭用でいっても、

使用量が多くなると、これはアンペア別にも出してありますけれども、値上げ率は高くなるとい

う形になっております。これは、３段階の料金がありますけれども、使用量が多いほど、今回値

上げの率が高くなるという形にしてございます。 

 それから、２番目、ＬＮＧの件でございますけれども、これはご存じのように米国等が、パイ

プラインでシェールガスという非常に安いのが出ておりますので、今３ドルとか、そんな前後で

ございます。日本の場合は、ＬＮＧという形で、いわゆる基地をつくったり、それから船で運ん

できたりというコストがかかりますので、これは当社に限らず、日本着のＬＮＧというのはどう

しても高くなっているという構造にございます。そこを安くするという形で、シェールガスを今

後購入したりとか、いろんな方策を考えていきたいというふうに思っております。 

○畑仲参考人 

 これは2009年から急激に上がっているので、構造的にやっぱり問題なんですよ。 

○西澤社長（東京電力） 

 はい。これは、おっしゃいますように、構造的というのは、原油価格に連動してＬＮＧ価格と
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いうのは今決められておりますので、そういう仕組みも、今後どうするかというのは大きな課題

だと認識してございます。 

○畑仲参考人 

 だから、それよりも、燃料費の調整価格制度が問題だと思います。 

○西澤社長（東京電力） 

 それから、社員の給与についてでございます。これはいろいろ、有識者会議等でも議論があり

まして…… 

○畑仲参考人 

 給与よりもむしろ、いわゆる現状認識、いわゆる社会の現状認識とあなた方の現状認識とのギ

ャップがあるんじゃないかと思うんですけども、そこのところについてお答えいただきたい。 

○西澤社長（東京電力） 

 それは、いろいろな形で比較してどうかという形でございまして。 

○畑仲参考人 

 今まで発言した、全部の方が、反対なんですから。 

○西澤社長（東京電力） 

 我々としては、２割、25％、先ほど言いましたけれども、ここでしっかりやらせていただきた

いというふうに思っております。 

 それから、料金のほうですけれども、据え置きが、というか、できるかという形ですけれども、

料金は一応、といいますか、鉄則といいますか、公平の原則で今やっております。これは、どん

な、工場であれ、家庭であれ、離島にいようが都会にいようが、これはみんな、同じ使い方であ

れば同じ料金を適用させていただいておりますので、ある地域とか、あるところだけ特別という

わけには、今の仕組みではいかないというふうにご理解いただければと思います。 

○畑仲参考人 

 それ以外にお聞きしたことで、子会社、関連会社のことについて。 

○内藤常務（東京電力） 

 先ほどご質問のありました45社の売却、これにつきましては、グループ会社の中で、電気事業

にかかわりのない会社を売却、あるいは清算、この45社のほかに９社を清算いたしますけれども、

こういう計画で進めております。 

 で、45社、対象となる会社の名前を公表できないかということなんですけれども、これは売り

方としては、機構ともよく相談をして、相対取引で裏で、ちょっと表現は悪いかもしれませんけ

れども、売ってしまうということは一切いたしておりません。すべて入札によって、競争で売却
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をしております。 

○畑仲参考人 

 電気関係の会社であっても、競争力が強いところは切り離すべきだと思うんですよね。それで、

弱いところを切り離せば、それはつぶれて失業者がそれだけ出ることになっちゃうわけだから、

だからそこのところは、関係あるなしじゃなくて無差別、無差別というか、競争力とかそういう

ことも踏まえて、例えば関電工の売り上げが四千億円とかでっかい会社があるわけだから、そう

いうしっかりした会社については高く売れるわけだから、その辺は当然売るべきなんじゃないか。 

○内藤常務（東京電力） 

 はい。やはり私どもにとって必要な技術力、工事力をしっかり持っているグループ会社という

のは、今私どもの方針としては、しっかりうちで出資をして、それを保持していくという方針で

おります。今回の総合特別事業計画でも一応それはうたわれているわけでして、私どもとしては、

必要な技術力、工事力、これからもしっかり自前で持っていきたいと思っておりますけども。 

○片岡課長 

 お時間を超過していますけども、よろしいでしょうか。 

 はい。どうも畑仲様、ありがとうございました。 

 それでは、続きまして８番目、日本商工会議所、産業政策第二部長、間部彰成様、よろしくお

願いします。 

○間部参考人 

 日本商工会議所の間部でございます。本日は、私どもの意見を述べる機会をちょうだいしまし

たことをまずはお礼を申し上げます。座らせていただきます。 

 商工会議所といたしましては、当面するエネルギー政策における最優先課題は、電力の安定供

給の確保とコスト、電気料金上昇の抑制であるというふうに考えております。本日は、こういう

考え方を踏まえまして、中小企業、あるいは小規模企業の声もご紹介申し上げながら、規制部門

の料金値上げに限らず、意見を申し述べたいというふうに存じます。 

 お手元に、資料を２点ご用意させていただいているかと存じます。 

 初めに、アンケート調査結果、「－節電対策の取組と経営への影響－」というのをごらんいただ

ければと思います。これは、昨年の夏、電力の使用制限令が発動されましたのを受けて、秋口に、

東京電力及び東北電力管内の商工会議所会員企業に対して、節電対策の实施状況やその影響につ

いて調査をしたものでございますけれども、右上の４．でございますけれども、電力料金上昇の

懸念ということについてもお聞きしているところでございまして、資料としてお出し申し上げた

ところでございます。 
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 この調査の回答数は、全部で306件になります。そのうち３分の１は、規制部門の企業でござい

ます。資料に記載のとおり、全体で78.1％、特に製造業におきましては83.7％、非製造業でも、

71.5％が電力料金の上昇により影響ありという回答がございました。 

 影響の内容といたしましては、影響ありとする製造業の92.3％、こちらが、価格転嫁ができず、

利益が減尐という回答をしているところでございます。その他、給与・人員を削減、これが25.4％、

取引先の海外移転での受注・販売減尐、これが24.6％、海外移転を検討が10.8％、などの結果と

なっているところでございます。 

 また、今日は資料はご用意しておりませんけれども、日本商工会議所が毎月实施している調査

におきまして、直近の５月の調査でございますけれども、こちらの調査でも、電気料金の上昇、

もしくは上昇した場合に影響ありとする中小企業、小規模企業の数は81.2％に上っているところ

でございます。 

 また、具体的な内容の影響としては、先ほどもございましたように、電気料金の上昇分を販売

価格に転嫁できないということによる利益の減尐、それを懸念する企業が58.7％と最も多くなっ

ているところでございます。既に規制部門の対象となる事業者の方からの意見陳述もあったかと

は存じますけれども、中小企業、特に小規模な事業者ほど、電気料金の値上げ分を価格転嫁でき

ずに、経営が圧迫される状況にあるということをまずご理解をいただきたいと存じます。 

 続きまして、もう一つの資料でございます。「東京電力の電気料金値上げ問題に関する意見」と

いうのをお入れしてございます。そちらをごらんいただければと存じます。 

 商工会議所では、自由化部門の値上げの動きを受けまして、去る３月１日に、日本商工会議所

及び主に東京電力管内の商工会議所で構成されております関東商工会議所連合会の連名で、政府

及び東京電力さんに意見書を提出させていただいております。 

 まず、前文のところ、第２パラグラフのところでございますけれども、東京電力の責任、今後

の役割はもとより重要としつつも、電力の安定供給と料金抑制を維持継続していくことは、国の

責務でもあり、両者が協調して取り組むべきということを書いてございます。 

 さらに、その下の行でございますけれども、国においては、燃料費負担増加と電気料金上昇懸

念が全国規模の問題となっていることを踏まえ、対応すべきとしているところでございます。電

気料金の上昇がもう全国的な問題になっておりますことは、エネルギー環境会議、あるいは最近

の野田総理大臣のご発言でもご認識をお示しいただいているということかと存じます。ぜひとも、

解決のための具体的な取り組みの進展を期待しているところでございます。 

 私どもといたしましては、燃料費負担の増加に伴って、電気料金を値上げせざるを得ないこと

につきましては一定の理解をしているところでございますけれども、何とか値上げ幅の圧縮をし



 94 

ていただきたいというのが一番のお願いでございます。こうした考えに立ちまして、意見書にお

いて３点を要望させていただいております。 

 第１は、東京電力による最大限の経営努力ということでございます。経営基盤が強靭とは言え

ない中小企業、あるいは小規模企業にとりましては、何よりも電力が安定して低廉な価格で提供

されることを望んでいるところでございます。そのために、しっかりと原価の査定を行っていた

だきたいというふうに考えております。 

 ましてや、現在は、電気料金以外のエネルギーコストの上昇、あるいは、先ほどもお話がござ

いましたけれども再生可能エネルギーの固定価格買取制度、このスタートに伴う国民負担の増加

など、中小企業あるいは小規模企業の経営を圧迫するコスト増の要因が数多くございます。適正

な利潤を確保できない中小企業、小規模企業にさらなる負担を課するのはやめてほしいという悲

痛な声もございます。 

 ４月に政府に認可されました総合特別事業計画におきまして、自由化部門の値上げの発表時よ

りも6,000億を超える経営合理化が上積みされたことには、一定の理解をしているところではござ

いますけれども、今後、電気料金審査専門委員会において、さらなる査定を行っていただければ

というふうに存じます。 

 さらに合理化できる部分は、値上げ幅の圧縮につなげていただきたいということはもちろんで

ございますけれども、一方で、安定供給に支障が生じないか、あるいは、将来国民にメリットが

ある前向きの投資を抑制し過ぎていないか、そういった観点からのチェックもお願いしたいとい

うふうに考えております。 

 また、国民、事業者に対するわかりやすく丁寧な説明ということも、従来から求めているとこ

ろでございます。自由化部門の値上げに向けたこれまでの経緯を見ますと、問題があったという

ことは否めないかと存じます。東京電力に対する多くのご批判の、根源にもなっていると考えら

れるところでもあるかと思います。 

 加えまして、電力依存度の高い中小企業に対しましては、ピーク電力需要のための料金メニュ

ーの多様化ということではなく、負担軽減のための料金メニューとしてさらなる工夫ができない

かということにつきましても、ご検討いただければというふうに存じます。 

 昨年の夏、多くの企業が節電に協力することで、不測の事態を避けるということができました。

こうした節電努力に報いる視点、これをぜひとも持っていただくことも必要ではないかというふ

うに存じ上げます。 

 第２は、政府としての電気料金抑制のための具体的、総合的な措置を講ずべきということが書

いてございます。ここでは、２．の中ほどでございますけれども、値上げ幅を圧縮するためには、
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経費節減だけではなく、長期的に回収することで値上げ幅を圧縮する等の方策を検討できるよう

な将来の見通しも必要であるというふうにしております。この点につきましても、有識者会議の

報告書を踏まえて、原価算定期間を３年として、柏崎刈羽原発の再稼働も見込みながら値上げ幅

圧縮はされております。ただ、その圧縮幅自体はわずかでございます。例えば３年を超えた算定

期間を設定することで、さらなる圧縮が可能かどうか、こういったことについてもご検討いただ

ければというふうに思います。加えまして、中小企業や小規模企業に対して、節電のための設備

への補助などの支援措置を講じていただければというふうに存じます。 

 最後は、原子力発電所の再稼働についてでございます。電力の安定供給は、経済活動のみなら

ず、国民生活の基盤でございます。安定して、低廉な価格で電力が供給されなければ、地域経済、

中小企業に大きなダメージを与えるばかりでなく、雇用等も含め、社会的な影響も大きいと思っ

ています。その意味で、原発の再稼働は大きなポイントであるというふうに考えております。 

 もとより原発の再稼働は、安全の確保、原発立地地域の理解が大前提であることは言うまでも

ございません。原子力発電の安全規制のため、組織体制の拡充に関する議論も進みつつはござい

ますけれども、原発の再稼働に向けて、政府として責任を持ってさらなる取り組みを進めていた

だきたいというふうに存じます。そのことが、結果的に、電力の安定供給とコスト上昇の抑制に

つながるものと考えているところでございます。 

 当面する課題の解決に向けまして、今後大きな進展が図られますことを切に願いまして、意見

表明とさせていただきます。ありがとうございます。 

○片岡課長 

 ありがとうございます。 

○間部参考人 

 現時点で、答えられることがございましたらお答えいただければ結構でございます。 

○片岡課長 

 それでは、経産省、それから東電からお願いします。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 ご意見、まことにありがとうございました。 

 まず、私のほうから、お答えできる範囲のことかもしれませんが、お答えさせていただきたい

と思います。 

 わかりやすく丁寧に説明するという件につきましては、先ほど来、まさに消費者団体の皆様方

からも、これは何度もご意見をいただいているところでございます。ここは最も重要なことでご

ざいまして、そのために私ども今までも、これまでにない、従来よりも消費者委員会等のご意見
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も踏まえまして、より公正で、それからより開かれた形での審議をやるためのいろいろな手続、

取り組みをやってきたというつもりでおりますけれども、きょうのご議論もございます。一層、

何をやっているかをきちんと検討して、説明を尽くしていきたいというふうに考えております。 

 それから、特に中小企業の皆様とかに対する総合的な措置ということで、値上げ幅を圧縮する

方策ということでございますけれども、値上げの料金メニュー、今回は、先ほど申し上げました

が、３段階料金の中で、より電気を使わない方に対してより安くなるというような設定はされて

いるということでございますけれども、これも、きちんとその中身についての精査が必要という

ふうなのは、先ほど申し上げたとおりでございます。 

 加えまして、中小企業に対しましては、工場などに、省エネの効果の高い設備や機器を導入す

る場合には補助率３分の１程度でございますけれども補助を行うという制度もございます。こう

いったものをご活用もいただくことを通じまして、中小企業の方々の節電等の取り組みに対する

サポートを行ってまいりたいと考えております。 

 もう１点、安定供給に加えて、前向きの投資を抑制しないという観点を含めて、ちゃんとチェ

ックすべきだというご指摘もいただきました。先ほども申し上げているかもしれませんけれども、

この電気料金の審査等におきましては、決して安全性そのものまでも、それを抜きにした議論で

はなく、きちんと安定供給、安全・安心を前提にしながら、その中でいかにコスト効率化を図る

か、人件費の抑制を図るかという観点から審議をいただいているところでございます。そういっ

たことを含めて、消費者の皆様方のご意見も踏まえながら、きちんと審査を透明な形で進めてま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○西澤社長（東京電力） 

 貴重なご意見、本当にありがとうございました。 

 経費の節減を初めしっかりやれという形で、これは今回申請させていただいて、現時点で精い

っぱい入れ込んでありますけれども、もっと前倒しできるものがあるかどうか、これは不断の努

力でしっかりやっていきたいと思っています。 

 それから、中小企業の皆様に非常にご負担をおかけするという形は、本当に申しわけなく思っ

ております。そこのご負担をいかに軽減するかという形はないのかという形点では、一つは低圧

負荷契約をご提示させていただいて、15キロワット以上であればという形で、この幅も広げさせ

ていただいてやらせていただいていますけれども、ピーク云々ではなくて、負担、それ自体が低

減できるメニュー、それからコンサルも含めて、現時点もやっておりますけれども、しっかり取

り組んでまいりたいというふうに思っております。 
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○片岡課長 

 よろしいですか、はい。それでは、間部様、どうもありがとうございました。 

 続きまして、第９番、日本生活協同組合連合会、執行役員・組織推進本部長、山内明子様、よ

ろしくお願いします。 

○山内参考人 

 日本生活協同組合連合会の山内です。意見を申し述べます。 

 私ども生活協同組合は、国民の皆様のふだんの暮らしを支えるために、食料品を中心に小売の

事業を展開しておりますが、生活協同組合に集っていただいている消費者の皆様が直面している

さまざまな消費者課題について、学び合い、そして語り合い、必要な場合は、消費者の立場から

代表して意見を述べるという活動を継続してまいりました。本日は、その立場から消費者の立場

で意見を述べたいと思います。５点、ございます。 

 まず、総括原価方式の見直しの必要性についてです。今回の電気料金の値上げを契機にいたし

まして、消費者の間では、水道料金、都市ガス料金も含めまして、算定基礎となる総括原価方式

に対する不信が大きく広がっているのはご存じのとおりだと思います。 

 公共料金のあり方につきましては、経済企画庁に2000年頭までに物価安定政策会議が設置され

ておりまして、公共料金の構造改革についてずっと論議をされていました。当時、参入規制の緩

和ですとか、競争環境の整備のもと、総括原価方式の見直しについてももう既に提案されており

ましたけれども、その後、この政策会議は廃止されており、ここのところ十数年続いております

デフレの中で、公共料金の値上げが余り大きく消費者の暮らしに影響しなかったというような点

もございまして、公共料金の総括原価方式は継続してきたという状況にございます。現時点のこ

の条件の中で、東京電力の電気料金値上げがきっかけとはなっていますが、広く公共料金政策の

見直しについて、検討をお願いしたいと思います。 

 並行して、電力システムの改革は論議されています、家庭部門への拡大にはまだなお一定の時

間がかかり、総括原価方式の方法が続くわけですから、検討をお願いします。 

 消費者の立場から申しますと、電力の安定供給は確保していただいた上で、電力の購入先は自

由に選べるといった状況や、電気料金が電力会社間の競争によって正しく決まっていくという方

向が望ましいと考えてます。このようなことから、現行の総括原価方式の早期の見直しについて

は、第１点として要望したいと思います。 

 ２点目は、先ほどからも指摘されている点ですが、私どもも同様に思っておりますので重ねて

申し上げたいと思います。東京電力の収益構造における規制部門と自由化部門のアンバランスさ

についてです。 
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 家庭向けの販売電力量は全体の38％であるにもかかわらず、家庭向けの利益が全体利益の实に

91％を占めるということについては、既に皆さんご承知のことと思います。この理由について、

中越沖地震による原子力発電所の停止により、燃料費のウエートが相対的に高い自由化部門の収

支がマイナスになったということは理解はできますが、家庭向けの電気販売に収益を依存する構

造は、やはりおかしいと思います。 

 原子力発電所は再稼働しないという前提に立った上で、家庭向け電力販売に過度に依存しない

ような損益構造をきちんと考えて、その上で料金設定を行ってほしいと思います。消費者にもわ

かりやすく説明し、消費者の理解を得ることが今回の料金改定の大前提になると思います。 

 残る３点は、原価に組み込まれている費用の問題です。 

 まず、１つ目は、福島第一原子力発電所の安定化費用ですとか、それから賠償にかかわる対応

費用について、原価に算入されていることについてです。この事故は大変大きく、国として対応

しなければならないということはわかりますけれども、一般に、自由競争の社会にあります民間

企業におきましては、事故を起こした場合の経費は商品やサービス料金に直接転嫁はできません。

みずからの経営努力の中できちんと賄っていくというのが、現实だと思います。今回のこの申請

の中にあります福島第一原子力発電所の安定化費用ですとか、賠償対応費用につきましては、ま

さに事故に伴って発生した費用でございまして、これを消費者や需要家に価格転嫁することにつ

いては納得できませんので、再検討をお願いします。 

 続きまして、原価の問題の２つ目ですけれども、事業報酬のうち、他人資本の報酬率について

です。事業報酬の算定に当たっては、支払い利息を想定して他人資本の報酬率が設定されていま

す。東京電力の株主への配当金が算入されないのは当たり前だと思いますし、そもそも東京電力

を法的に整理すれば、債権者も一定額の債権放棄はまぬがれないところでありますが、支払い利

息を想定するとしても、他人資本の報酬率は低く設定して計算すべきだというふうに考えます。

今回も、現行ルールに従って、10社の電力会社の平均有利子負債利子率を報酬率として採用され

ていますが、国の救済が入るという異常な事態の中でございますので、特別の検討が必要だと考

えます。 

 最後は、修繕費の引き下げのための競争入札の比率拡大についてです。今回の総合特別事業計

画で、この入札比率を３割まで拡大するというふうにおっしゃっていますが、私どもといたしま

しては、安全に燃料供給を維持していただける部分は勘案した上でも、なおさらに入札比率を引

き上げ、料金原価に算入する修繕費については、コストカット、引き下げをぜひお願いしたいと

思います。 

 私からは、以上でございます。 
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○片岡課長 

 ありがとうございました。 

 それでは、経済産業省から、それから次に東京電力からお願いします。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 重要なご指摘、いろいろありがとうございました。今いただいたご指摘は、まさに先ほど最初

に申し上げたとおり、料金算定の委員会等の場に全部ご紹介させていただきます。 

 その上で、今の段階で、私、事務方からお答えできるものについて若干申し上げますけれども、

総括原価方式の見直しは、やはり先ほど来から議論になっているとおりでございまして、まずは

現行の審査におきましては、この総括原価の中で何が实際に原価にちゃんと織り込まれているの

か、従来議論がございます。今３つお話がございましたけれども、福島第一の安定化費用、賠償

対応費用、これについても、その中身がどうなのか、もっと細かくチェックしていくべきじゃな

いかというご議論もいただいているところでございます。 

 それから、事業報酬につきましては、これは今後また議論することになるんですけれども、ま

さに今のご指摘、国が、資本が入っているということを考えたら、それをどういうふうに設定し

ているのかといったことも論点の中に当然入ってくるというふうに思っておりますので、これも

含めて議論を専門委員会の中でしていただいていきたいと思っております。 

 それから、競争入札の比率の件でございますけれども、こちらも既にもう、一度、修繕費等の

中で議論になったところでございますが、きょうのご指摘もございました。よりもっと率を上げ

られないのか。仮に、難しいとすれば、なぜそれはそうなっているのか。議論されておりまして、

例えば一度入札されたものの、いわゆる修繕とか、あるいはちょっと補修をするというところに

ついては、最初入った業者さんの関連会社等が一番ノウハウを持っているという説明なんかもあ

るわけでございますけれども、そこをどのように分ける形で、競争の余地を広げていくといった

議論も今されているところでございますので、こうしたところも踏まえながら、原価を厳しく見

てまいりたいというふうに思っております。 

 それから、１割・９割といった利益構造のところでございますけれども、ここは深掘って検討

していかなければいかんということでやっているところでございます。後ほど東京電力からもご

説明があるかもしれませんけれども、このあたりもきちんと整理して、アンバランスなところは

どうするのかということも含めてきちんと議論し、整理させていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○西澤社長（東京電力） 

 規制部門と自由化部門の、これは何回もここの場でも議論させていただいていますけれども、
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これは本当に、おっしゃられましたように、わかりやすくきちっともう一回説明をして、過去の

普通の、ノーマルと言うとちょっとあれですけれども、例えばそれなりの同じような比率でやっ

て、同じ比率というか、同じような利益といいますか、その率になっておりますので、そこはよ

く見ていただいて、もう一度委員会のほうでも、評価といいますか、ご議論させていただければ

と思っております。 

 それから、福島の安定化費用、賠償の費用等を料金に今回入れているのはというご質問でござ

いますけれども、廃炉に向けては本当に今後、全体的な費用はまだ見定めがついていませんけど

も、大型の設備投資とかが必要になる可能性はあります。今のところ見通している費用は9,000

億ぐらいありますけども、これはもう特別損失という形で、これはもう積んでございます。今後

どうなるかというのは、またこれから見定めていかなきゃいけませんけれども、現在、いわゆる

水処理をしている、通常は毎日やっておりますけれども、そういう経常的な費用等は、いわゆる

事業の安定化にも資するという形でお認めいただけないかという形で今申請をさせていただいて、

議論していただいているところでございますので、ここは評価を待ちたいというふうに思ってお

りまして、私どもはぜひとも経常的な費用という形で、福島を安定した状態に持っていかなきゃ

いけないことは事業にとっても大事でございますので、ぜひお認めいただければというふうに思

っております。 

 それから、他人資本の報酬率の関係でございます。これは現行のルールがございまして、それ

に基づいてはじいてはございますけれども、实際当社の場合は、今の状況でいくとリスクが高い

というところもあって、实際は３％を超える水準の報酬率になってしまいますけれども、それは

いくら何でも自助努力という形も含めなければという形で、今回も３％という形で、前回と同様

の水準で抑えさせていただいたという形でございます。 

 それから、修繕費（における競争入札）の比率、これをもっと拡大できないかという形で、安

定供給もきちっと考慮してというのを踏まえてでございますけれども、今３割という形で、今後

３年間という形でしていますけれども、これはご意見のとおり、比率の拡大を図っていくように

やっていきます。30％で終わりということではありません。これを40％、50％とすべく、これは

今もう競争の拡大の委員会を、これは外の人たちも入れてつくっておりますので、そこの結果を

待って、これは拡大させていく方向できちっと検討させていただいておりますし、これは实行さ

せていこうと思っております。 

○片岡課長 

 よろしいですか。 

○山内参考人 



 101 

 先ほども申し上げましたけれども、やはり特別な事態で、国が支援に入っている状況です。今

までにも国が支援に入ったような企業と同等の努力が必要だと思いますので、そのあたりについ

てしっかり見せていただくようお願いして、私の意見とさせていただきます。 

 以上でございます。 

○片岡課長 

 山内さん、どうもありがとうございました。 

 続きまして、10番でございますけれども、公益財団法人大田区産業振興協会、専務理事、山田

伸顯様、よろしくお願いします。 

○山田参考人 

 本日は、公聴会における参考人としてご指名いただきまして、ありがとうございました。 

 日本の輸出額の80％を占め、かつ国際競争力の非常に強いものを持っているのは機械産業です

ね。大田区というのは、そういったメーカー、あるいは自分で輸出する場合もありますけども、

それらのメーカーに部品や特注品の供給を行っている、まさに加工技術の集積地であります。工

場数は、ピーク時に9,000を超えて、今は約4,000にまで減尐しましたけども、いまだに3,000社以

上の機械金属の中小製造業が立地しているということであります。 

 一般に、モーターを駆使して金属を削るという、切削とか研磨とか、そういった加工業はもと

よりなんですけども、鋳造や熱処理、あるいはメッキなど、電力消費の大きい業種では、今回の

東京電力における電気料金値上げは企業の存続にかかわる事態を招いているわけです。 

 そこで、区内中小企業の声を受けて、本年３月９日に松原忠義大田区長が高原一郎資源エネル

ギー庁長官を訪問して、電気料金値上げに対する要望書を提出しました。東電の合理化、効率化

による経費節減に努め、電力依存度の高い中小企業に対する特段の措置を講じ、値上げについて

の経費、根拠、企業負担についての十分な説明責任を果たし、かつ、業種・業態に配慮した負担

軽減策を導入するといった内容になってございます。 

 また、地元の大田工業連合会も、日本の工業の競争力を支える中小零細事業者が、東電管内に

とどまる値上げによって、それ以外の地域とのコスト差から厳しい競争環境に置かれる。みずか

らの努力の限界を超えて、社内コストの切り詰めと、地域雇用に影響が出る。このことが、工業

立国日本の存続にかかわる問題であると訴えております。 

 本日は、大田区長にかわり私が、各社のヒアリングに基づいて区内製造業の实態を説明させて

いただきます。先ほどの日本商工会議所のご説明にもありましたように、ほぼそういった状況を

生の声としても聞いてございます。 

 まず、鋳造という技術ですね。それは、自動車や機械の基盤になる、産業にとっての基盤とな
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る分野であります。大量に電気を使用する、ある企業なんですが、当然鋳造業界は非常に大きな

電力を使いますので、夜間電力で、時間帯別契約を東電と取り交わして、昼間の電気料金より安

い夜間電力を利用している。今回は、一律の電気単価の値上げと。だから、夜間だろうと何だろ

うと同じ料金がかかるということで、实質的に、实は25％の値上げを受けて、４月からは25％の

値上げを受けているということであります。そういった動力は、鉄を溶かしたりするわけですか

らこれは削減のしようがないわけでありまして、そのかわりに昼間の作業である分野で、エアコ

ンだとかコンプレッサーを極力節約するという話をしておりました。 

 売り上げの対比で、電気料金が６ないし７％を占めるところに25％の値上げということは、通

常の営業利益が、鋳造業界は厳しいですから、せいぜい２％程度だと。そうすると、その２％も、

今回の値上げで全部飛んじゃう。それどころか、損失をこうむる状況にある企業もいるというこ

とでありまして、それで、じゃあ、電気料金の値上げ分を顧実に転嫁できるかというと、顧実と

なっている自動車メーカーなどは、東電以外の地域から鋳物製品は調達できるからということを

言われてしまって、そんな、納入価格を上げるというような状況にはなっていないという声を上

げておりました。 

 次に、ちょっと似た業界ですけども、ダイカストといいまして、自動車や通信機器、あるいは

建築材料に必要な技術でありますが、亜鉛やアルミニウム、マグネシウムなどの合金を溶かして

成型するという、金型内で成型するという技術ですね。都市部では一般に、地方へ行くと重油や

プロパンでもってやるといった、燃料を使うといったこともあるんですが、それでは公害を引き

起こしてしまうため、電気炉を使用する企業が多いということであります。金属の溶解状態を保

つため、通電し続ける必要があって、これも売上比は非常に高いんですね。電気代は、７ないし

８％かかっている。そこが20％近い値上げをされるということになると、これも通常の利益率が

せいぜい２～３％のところでありますので、これも吹き飛んでしまう。まして、受注生産が多い

形態ですので、このダイカストという産業はですね、下請企業側から顧実に値上げ分を要求する

立場にはなれませんということなんですね。 

 次に、熱処理という分野があります。焼き入れをするとかいう分野でありますが、金属の塑性

の安定化を図ることで堅牢な製品をつくるということで、これはもう、機械、金属系の分野にお

いてはなくてはならない分野ですね。大田区などにある企業というのは、自動的にやるんじゃな

くて、技術的にも非常に人間の技能が必要だということで、非常に高温の熱の炉の中で金属を鍛

えるということをやっているんですね。 

 そうすると、よく言われるように、17％の値上げというのは自社の電気の使用だけじゃないよ

と。实は、値上げに伴う原材料費のコスト増にも対応しなきゃならないので、その代金を売り上
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げに転嫁できるかというと、そうはいかないということで、企業にとっては生死を左右する状況

だよと。また、この業種では、熱処理炉の温度管理面から電気の安定供給は不可欠なので、あわ

せて、昨年のような節電は何としても避けてほしいという話がありました。 

 次に、電気メッキ業ですけども、これもまた大量の電気を使用して、やはり売り上げの５ない

し６％に達する電気代を払っているんですが、17％の値上げとなると利益を出す余地がなくなっ

ちゃう。ここも、原材料となるのは、化学薬品とか苛性ソーダ、亜鉛板、銅板といったところを

かなり使用するわけでありまして、この部分がみんな、電気料金の値上げで高くなっている。コ

ストアップした材料費を支払わなきゃならんということであります。それで、このアップ分を乗

せて顧実に売るというわけにはいかないので、損失覚悟ですよ、ということなんですね。 

 それで、事例の最後としては、切削とか研削とかいう、これは比較的、それでも電気料の構成

比は低い。２～３％といったところが多いんですね。ただし、今申し上げたように、熱処理をし

た後の材料を調達するとか、既に値上げしたものを購入せざるを得ないということになっていま

す。 

 また、車のメーカーの関連企業は、昨年、自動車メーカーの勤務日に合わせて営業のシフト体

制を組んだ。そうすると、営業だけじゃなくて、製造部門も合わせてシフトしなければならなく

なったということですね。これをまたやられるのかなという心配をしていましたよ。これについ

てもお答えいただきたいんですが、ことしは全く計画停電は心配ないのか。柏崎も、今のままで

電気の供給はできるのかというようなことについては、ご確認をさせていただきたい。 

 研削という分野があるんですね。さらに、非常に高精度加工を求められるわけで、そこなんか

は、审内の温度も恒温に保つということから、終日空調をかけるということでありました。夏の

節電期間に備えてバッテリーも用意しなきゃならなかったということで、昨年はそういった対応

をしたんですね。この企業にとってはやっぱり電気の安定供給というのは絶対条件なので、長期

的見通しもされない、したがって、再度の値上げも心配しなきゃいかんなということであります。 

 以上のように、電気の値上げコストを負担せざるを得ない中小企業にとっては、その上昇コス

ト分を切り詰めることは容易ではない。顧実に対しての値上げ要請は全くできない。したがって、

今回のコストアップを転嫁できず、ひたすらみずから耐えるしかない立場に置かれているのが中

小企業です。十分な説明もなく値上げを通告されたことに、中小企業は怒っています。 

 中小企業においても、電力使用は事業活動の原動力であります。安定した電気供給は不可欠で、

かつ、低額の料金設定をしているのは、隣、韓国であります。韓国との、機械産業分野における

国際競争、せめぎ合いがものすごい激化しておりまして、為替の問題もしかりであり、国策とし

ての料金設定を韓国はやっているじゃないか。こういうことも、国に対しても要求したいという
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声が非常に強く上がりました。 

 もちろん省エネルギーに引き続き取り組むことは重要であって、本日この時間帯で私どもの協

会が实施している省エネルギー対策セミナーでは、値上げ分を節電するという方法を検討しよう

じゃないかということで、今セミナーが組まれております。 

 省エネには、設備の更新が欠かせません。変圧器などもトップランナー方式とか、あるいはコ

ンプレッサーも高効率のものにかえるということで大きな効果がもたらされる。しかし、償却前

の機器を取りかえてまでやれるかというと、大手企業と違い、資金的余力が乏しい中小企業にと

っては容易なことじゃない。大量の電力を使用する業種には優先的な補助金を支給することや、

減税などの措置が必要だと考えています。 

 何よりも、電力の見える化を進めるといったことで、現場改善を促進する誘導策が必要です。

電力の供給というのは、国のインフラそのものだと思います。世界に冠たる日本の機械産業を支

えているのは、中小製造業の不断の努力であります。ぜひとも、一方的なコスト転嫁をするので

はなくて、東電と国には負担軽減に資する電力供給を行う義務があると思います。よろしくご対

処をお願いいたします。 

 以上です。 

○片岡課長 

 ありがとうございました。 

 それでは、経済産業省、それから次に東京電力からお願いします。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 大田区の中小企業の皆様の生の声を含めてご紹介、まことにありがとうございました。非常に

厳しい状況があると、改めて認識いたしました。 

 中小企業向けのメニュー等の話、先ほどもちょっとお話がございましたので、重複は避けるよ

うにいたしますけれども、あわせまして、エネルギーの使用の合理化ということで、先ほどおっ

しゃった節電とか省エネに対して、償却前は厳しいというご指摘もございましたけれども、リプ

レース等を行う際の補助等も、一応ございます。こういったものもきちんと周知させていただい

て、なるべくご活用いただければ非常にありがたいと思っておりますし、それ以外にも、これは、

東京電力からお話があると思いますけれども、こういったメニューの設定なんかにつきましても、

私どものほうからも柔軟にチェックをさせていただくということも通じまして、さらには、先ほ

ど来申し上げておりますが、原価の中身のチェックというのはきちんと厳格に行うことによって、

尐しでも料金の値上げの幅ということについてはチェックさせていただいて、不要なものについ

てはカットするというこの方針は、明確に行っていきたいというふうに思っているわけでござい
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ます。 

 以上でございます。 

○山田参考人 

 今のことで、経済産業省、資源エネルギー庁のスタンスとしては、今後、東京電力における節

電措置とか、そういうことに対してはどのようなお考えを示していますか。特に考える必要はな

いということでよろしいですか。 

○蓮五企画官（経済産業省） 

 その辺については…… 

○山田参考人 

 それは、じゃあ、東電さんに聞きますね。はい。 

○西澤社長（東京電力） 

 本当に貴重なお話、ありがとうございました。本当に経営環境の厳しい中、ご負担を招いてし

まったことを本当に申しわけなく思っております。 

 それで、最初に、先ほどの需給のお話でございますけれども、今年の夏につきましては、供給

力が大体5,770万キロワット、5,800万キロワット弱で、猛暑が来たとしても、5,500万キロワット

強の需要という形で見込んでおりますので、一応供給力はあるという形で、無理のない節電をお

願いしたいという形で今やってございます。 

 これはひとえに、先ほどもお話がありましたけれども、昨年の計画停電で非常にご迷惑をおか

けしたということもあるんですけれども、かなりご批判もいただいていますけれども、もう二度

と計画停電はしないという形で、私ども、緊急の電源も含めて供給力を積み増ししたこと、それ

からもう一つは、何と言っても皆様方の節電が、中小の工場さんも含め、こういうビルとかも含

め、家庭もしかりでございますけれども、皆さん本当にこの節電が定着しているということもあ

りまして、今年の夏需給は比較的安定という形で、計画停電をお願いすることはございません。 

 来年以降も安定供給をきちっと確保すべく、新しい火力とかの電源を今準備というか、建設中

でございますので、それが来年以降はいろいろ入ってきますので、そういう意味では、計画停電

は絶対に、もう二度としないという覚悟で今、安定供給をきちっとするようにしてございます。 

 それから、料金の関係は本当に切实なものがあると思っています。我々、いろいろメニューも

ご用意してあるんですけれども、一つは、コンサル等も含めて、電気をうまく使って、節電も含

めてやっていただいて負担を軽減していただけないかという形で、これは現場へ赴いていろいろ

皆さんとお話ししながら、汗をかいていろいろ一緒に考えさせていただければというふうに思っ

ております。 
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○山田参考人 

 そうしますと、柏崎が今の状態のままでも、今の料金体系で維持はできますよと、それから節

電対応も何とかなりますよと、そういうお答えでよろしいですか。 

○西澤社長（東京電力） 

 一応、需給の関係では、来年以降柏崎が順次入ってくれば、それがあった形で、ある程度安定

した供給という、予備率でいくと８とか10とかという形ですけども、そこがしっかり確保できる

という形で、柏崎はやはりそういう意味では、安定供給のためには必要であるというふうに思っ

ております。 

 もちろん、これは地元の、先ほどもお話がありましたけども、何しろ地元のご理解、それから

安全をきちっと確保して、それをよく説明し、福島の原因についてもよくご説明して、こういう

手を安全確保として打ってあるということでご理解いただいた形で、皆さんのご理解を得て動か

しているというふうには思っておりますけれども、やはり首都圏の安定供給のためには必要であ

るというふうに思っております。 

○片岡課長 

 よろしいでしょうか。では、山田様、どうもありがとうございました。 

 

７．閉会 

○片岡課長 

 以上をもちまして、予定されておりました陳述人及び参考人の陳述が終了いたしました。 

 陳述人、参考人の方々には、大変ご多忙のところご出席いただきまして、まことにありがとう

ございます。また、本日は大変貴重なご意見をいただきました。こうしたご意見を踏まえまして、

今後引き続き、申請内容の精査を行ってまいります。 

 また、傍聴の方々にも、長時間にわたり公聴会の円滑な進行にご協力くださいまして、まこと

にありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして、公聴会を終了いたします。 

 まず、参考人の方々、それから陳述人の方々、申請者の方から退出をお願いします。 

 傍聴の方は、係員の指示があるまで尐々お待ちください。また、お帰りの際には、ＩＤカード

ケースを出口の箱の中にご返却いただきますよう、お願いいたします。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

―― 了 ―― 


