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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（埼玉会場）

日時 平成24年６月９日（土） ９：00～11：58

場所 さいたま新都心合同庁舎１号館２階 講堂

１．開会

○片岡課長

それでは、大変お待たせいたしました。定刻になりましたので、ただいまから東京電力による

料金値上げ申請に係る公聴会を開催いたします。

２．長官挨拶

○片岡課長

公聴会の開催に当たりまして、資源エネルギー庁長官の髙原よりごあいさつを申し上げます。

○髙原長官

資源エネルギー庁の長官の髙原でございます。

本日は、東京電力によります電気料金の値上げ申請に係ります公聴会にご出席を賜りまして、

まず御礼を申し上げる次第でございます。

去る５月11日に東京電力から提出がございました現行の電気料金を平均で10.28％引き上げる

料金認可の申請につきましては、現在、電気事業法に基づきまして審査を行っているところでご

ざいます。本日の公聴会は審査プロセスの一環でございます。広く一般の皆様方のご意見を伺う

ために開催するものでございまして、一昨日の東京会場に続きまして２回目の開催となります。

本日は、陳述人、参考人、合わせて10名の方々からご意見を伺うことといたしております。

本日は、陳述人から意見陳述をいただく際に、その議事進行につきましては、料金値上げにつ

きまして審議していただいております総合資源エネルギー調査会総合部会の電気料金審査専門委

員会委員長の安念中央大学法科大学院教授にお願いいたしております。

また、東京会場と同様でございますけれども、ご意見をいただくに当たりまして、持ち時間の

中で、経済産業省あるいは東京電力との間での質疑応答も行わせていただきます。

本日の公聴会でいただいたご意見は、インターネットなどを通じまして募集いたしております

国民の皆様方の声と合わせまして、料金審査専門委員会でご審議をいただきまして、後日、回答

を公表させていただく予定といたしております。電気料金の値上げ申請につきましては、本日い

ただきましたご指摘も踏まえながら、予断を持たず、厳正に審査を行わせていただこうと思って

おります。
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本日は、忌憚のないご意見をお願い申し上げまして、ごあいさつにさせていただきます。

○片岡課長

ありがとうございました。

３．議事進行について

○片岡課長

私は、今回の公聴会を主宰する議長として経済産業大臣から指名された資源エネルギー庁電力

市場整備課長の片岡でございます。

まず、配付資料の確認をいたします。資料１から資料７までございます。

お手元、もし足らない方がいらっしゃいましたら、事務局までご連絡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条に基づき開催されるものであり、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。参考人の方々については、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。申請内容の精査に際して、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おります。

また、本日は、申請者である東京電力からも、西澤社長以下、ご出席いただいております。

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。

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安念委員長にお願いしたいと思います。

なお、議事進行人は、陳述人による意見陳述の円滑を図るため、通常の議事進行を行います。

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、議長に議事進行を戻

すことができます。

では、以後、安念委員長に議事進行をお願い申し上げます。

○安念委員長

ただいまご紹介いただきましたきょう意見陳述の際の進行役を仰せつかっております安念と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。

４．公聴会についての注意事項

○安念委員長

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

まず、意見陳述人の方々へのお願いでございます。

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

ません。

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

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

３、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。

４、持ち時間は、議事進行上、１人当たり15分以内となっています。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は可能です。

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

願いいたします。

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。

７、次の陳述順の方は控席にてお待ちください。

参考人の皆様へは、また後ほど改めてお願いを申し上げます。

次に、傍聴人の方々へお願いを申し上げます。

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。

以上がお願いでございます。

５．陳述人による意見陳述
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○安念委員長

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、埼玉会場での陳述に５名の方

から届け出があり、全員、陳述人として指定されております。お名前の読み誤り等がございまし

たら、大変申しわけございませんが、その場でご訂正くださいますようお願いいたします。

最初に、陳述順位１番の児玉洋介さんに陳述をお願いいたします。

○児玉陳述人

私、川口の商工会議所の会頭を務めております児玉洋介と申します。

去年の暮れに西澤社長が自由化部門の電力の値上げを表明されて以来、ずっとメディアを通じ

て、反対を唱えてきました。しかしながら、メディアで流される部分は、１時間から２時間の話

の中のほんの一部だけでございますので、きょうこのような時間をいただけたことは大変ありが

たく思っております。

それでは、ただいまから私の意見を発表させていただきたいと存じます。

今回の電気料金値上げの原因は、福島第一原子力発電所の事故によるものであるということは

間違いないというふうに思います。この原発事故の責任はどこにあるか、ここで検証させていた

だきます。

そもそも原子力発電は、国と電力業界が一体となって進めてきた事業であります。国側の組織

としては、経済産業省内の原子力安全・保安院が中心となり、独立行政法人の原子力安全基盤機

構が技術・検査等で連携し、中立的立場で、内閣府の原子力安全委員会が原子力の安全確保に関

する資格審査・決定を行ってきたわけです。原子力安全委員会が、原発に関して、事故が発生し

た当時、電源喪失を考えなくてよいとしていたということが大きく取り上げられました。このこ

とも事故の大きな原因であると考えられます。

しかるに、現在は、原発事故被害者への賠償金と福島第一原発の廃炉費用をすべて東京電力に

持たせるスキームはおかしいと考えております。このままでいきますと、賠償金と廃炉費用は、

すべて東京電力管内の消費者が負担しなければならなくなるわけです。賠償金と廃炉費用も、ど

こまで膨らむかもわかりません。

新社長就任予定の廣瀬直己常務も、廃炉費用の負担額によっては、東電一社では解決できない

と言っているのを新聞で拝読させていただきました。国が負担するということは、当然、税金を

使うようになるわけですが、先ほども述べたように、電力発電行政は国が推進したわけですから

当然だと考えております。

それと、原子力事故調査委員会の報告が来月には出るようですので、そこで国の責任が明確に
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なれば、東電にすべての責任を負わせるわけにはいかなくなるというふうに考えております。原

発事故調査委員会の報告が出てから判断すべきではないかなというふうに考えているところでご

ざいます。

昨日、野田総理が大飯原発の稼働について触れました。関西の経済界にとって、原発が稼働し

ないと、電力料金の値上げになって、大変な経済界は痛手をこうむるという話はけさのテレビで

見たわけでありますが、おいおい、関西はそうかもしれないけど、東京電力管内の関東のことを

どうするんだよと私は言いたかったわけであります。

次に、国といいますか現政府の東電に対する姿勢でありますけども、国の責任を逃れるために、

資本注入と融資を行っておりますけれども、ここは東京電力を日本航空のように一旦倒産させる

べきだと考えております。多くの国民がそのように考えているというふうに思っております。一

部では、送電のストップ等の心配があるというようなことも言われておりますけども、日本航空

も、倒産にはなったわけでありますが、一機たりとも飛行機が飛ばないというようなことはない

わけでありますから、ここは、一旦東京電力を倒産にして、そして国と新東京電力とで、賠償、

そして廃炉費用を考えていくのが筋ではないかなというふうに考えています。

ここで、値上げに対しての意見を述べさせていただきます。

１番目に、今回、東電の22年度の売り上げが幾らなのか。自由化部門の値上げの資料では、５

兆2,035億円で、電気料収入が４兆7,965億円、その他4,069億円、23年度見通し、ことしの３月決

算は年収５兆1,150億円というふうになっています。それが、規制部門の値上げの資料では、平成

24年度、今、値上げをしているその根拠で、現行料金を継続した場合の収入見込みは５兆468億円

となっております。23年度よりも682億円少なくなっております。23年度は、計画停電がありまし

たし、夏場の電力15％カットがありました。それと、リーマン・ショックの後遺症もあり、かな

り電力使用量は少なかったと思います。にもかかわらず、平成22年度より平成23年度のほうが少

ないということで、売り上げが少ないという、そういう数字が出ております。ここら辺がよくわ

かりません。

それから、「東洋経済」が出している「会社四季報」によりますと、平成22年度は５兆3,680億

円で、平成23年度は、ことしの３月の決算ですが、５兆2,800億円という予想が出ております。東

京電力から出ている資料がまちまちなので、非常に我々が計算する上で困難を来しているという

のが実情であります。ここら辺は、しっかりと東京電力さんから、年商、それから年商の中の電

気料金の売り上げの金額を明示してもらいたいというように思っております。

次に、燃料費の値上がり分ですけども、自由化部門の値上げ説明資料では、事前配付資料にあ

りますけども、４ページにありますけども、6,865億円が燃料費の値上がり分だと言っております。
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このときの経営合理化によるコストダウン額は1,934億円でした。現在、規制部門で示されている

コストダウンの金額は2,785億円です。これからすると、加算単価２円51銭は２円20銭になります。

この点についても、お答えをいただきたいというふうに思います。

それから、燃料費の値上がりの6,865億円に対して、新しいコストダウン金額は2,785億円にな

ります。そうしますと、燃料費の値上がり分は4,080億円というふうになると考えられます。電気

料金の東京電力の収入は４兆7,965億円でありますから、これでいきますと8.5％の値上げで済む

わけであります。これを自由化部門が60％、規制部門の売り上げが40％、この比率で案分します

と、自由化部門は10％、規制部門は６％で済むわけです。

私は、年初から値上げ反対をしていたんですが、不払い運動というようなことを言っておりま

したけども、自由化部門で10％の値上げは認めるというふうなことをずっと言い続けております。

私の会社においても、事この自由化部門17％に対して10％ということになりますから、その比率

で値上げ率を下げてほしいということで交渉しているところであります。

２番目に、人件費のアップです。現在、平均賃金525万円、来年度、571万円、再来年度、573

万円を考えているようです。人材確保が大義名分のようでありますけども、ここ数年は我慢すべ

きだというふうに思っております。退職者が多く出ているということでありますけども、やめて

いくのは賃金の問題だけでしょうか。今回の不祥事に対して、嫌気が差して、やめていく方が多

いのではないでしょうか。本当に東京電力を愛する東電マンであれば、お家の一大事なのですか

ら、ここは、臥薪嘗胆、こらえどころではないでしょうか。東京電力の出先機関の方々も、当初

は我々の意見に対してなかなか理解を示さなかったわけでありますが、今は非常に我々の意見に

対して理解を示すようになりまして、言い方は悪いかもしれませんけども、高慢な態度がだんだ

んなくなってきたということを感じております。

３番目に、今回の規制部門の値上げの中で、2,815億円の事業利益を含んでおりますが、これは、

冒頭申し上げましたように、国が補償費用や廃炉費用を負担していただければ、必要はないとい

うふうに考えるわけです。

それから、減価償却費6,281億円、これは、今後も設備投資は必要であるとは思いますけども、

設備投資を控えるといいますか、減額していけば、キャッシュフローとしてこの減価償却費6,281

億円は残っていくわけであります。例えば、6,281億円の減価償却のうち、4,000億円ぐらいの設

備投資をしていけば、2,000億円以上のキャッシュフローが生まれるわけでありますから、ここら

辺もいろいろ配慮して、今回の値上げに当たるべきではないかなというふうに考えております。

それから、原発の考え方について述べさせていただきたいというふうに思います。

国が、原発の考え方をはっきりと示すべきだと考えております。きのう野田総理が言ったのは
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大飯原発の稼働についてでありまして、日本の国が、今後、原発をどのように考えるのか、これ

は、はっきりと政府として、国として、明確にすべきではないかなというふうに考えています。

今ここでゼロにするということは、非常に難しい、いろいろな摩擦が生じるというふうに考え

ています。これは、私の私見ではありますけれども、私は、「10年で原発ゼロにする」と国が宣言

するべきだというふうに考えています。期限が区切られれば、これは、当然、安全を確保しての

上でありますけども、原発反対派も理解を示していただけるのではないでしょうか。10年あれば、

産業界もソフトランディングができるというふうに考えております。

原発は、チェルノブイリ、スリーマイル島、福島第一原発と事故を起こしてきたわけです。こ

れから原発がふえれば、必ずまた世界のどこかで事故が発生するのは間違いありません。これか

らは……、今、原発が、コストが安いと言われておりますけども、使用済み燃料の処理について

はまだ決まっていないのが現状であります。それから、プルサーマル計画も今はもう頓挫してお

りますし、使用済み燃料を再使用するということも、まず今の技術ではほとんど不可能だという

ふうに考えるべきではないだろうかというふうに思っております。そういったことからすれば、

やはりこの放射能という危険もはらんだ原子力発電をいつまでも地球上の人類が、推進、使って

いくということは避けなければいけないというふうに思っております。

今、自然エネルギー等の話が出ておりますけども、私が一番期待しているのはプラズマ発電で

あります。これは、プラズマを研究している学者に言わせますと、あと30年もすれば発電ができ

るようになるというようなことを言っておりますので、ぜひ新しい放射能のない発電で、自然エ

ネルギーは、太陽光……

○安念委員長

そろそろまとめていただけませんか。申しわけございません。

○児玉陳述人

あっ、そうですか。はい。ということでありますので、ぜひ、今、言ったようなことでお願い

したいと思います。

東京電力さんのほうにさっき質問したのが、年商が、22年度、それから23年度の予測、それか

ら24年度の予測、そしてその中の電気の収入が幾らになるのか、そこら辺をお教えいただければ

ありがたいと思います。

以上です。

○安念委員長

どうもありがとうございました。すみません、時間が限定されておりまして、話の腰を折って

申しわけございませんでした。
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ただいまの児玉さんの陳述に関しまして、経済産業省、東京電力からご発言をお願いいたしま

す。

○蓮井企画官（経済産業省）

児玉さん、まことにありがとうございました。

経済産業省から１点、東電が、本来、法的整理をＪＡＬにすべきではなかったか。それから、

原子力の損害賠償関係、それが、すべて廃炉等あるいは賠償費用を東電がみんなやっているんじ

ゃないかという、それは国としてどうなのかというご指摘があったところでございますけれども、

東京電力は、電気事業法によって優先権が付与されて、社債というものを発行しておりまして、

仮にこうした法的整理が行われた場合、損害賠償の債務がカットされるという可能性ですとか、

また事故収束や廃炉処理の取り組み、あるいは電気の安定供給に支障が生じるというような懸念

もございます。

こういったこともありまして、今、国会等でも議論がありまして、その結果としまして、原子

力の損害賠償支援機構という仕組みができまして、これは、国の支援によりまして損害賠償等の

費用等の支援等を行うというようなことのスキームができたということでございます。

なお、そういう意味では、原子力の例えば福島の第一発電所の１号機から４号機の安定化の費

用ですとか、あるいは賠償金そのものは原価外なんですけれども、賠償に関連する費用、こうい

ったものにつきましては、今回、原価の中に、一応、算定するということで、申請をいただいて

いるという状況でございますけれども、賠償につきましては、この原価ということに、今回は、

算定されていない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。

○安念委員長

じゃ、東電さん、お答えをお願いします。

○鈴木執行役員電力契約部長（東京電力）

ちょっと後ろから失礼いたします。

先ほどのご質問の電気料金の売り上げといいますか、収益金などでございますが、先ほどおっ

しゃられました23年度の５兆1,100億円程度というのは、電気事業以外の収入も込みの数字だと思

います。すみません、正確なものは手元にございません。実際の電気料金だけの収入ということ

で申しますと、23年度実績が４兆7,460億円程度でございます。

それから、24年度がどうかというところでございますが、先ほどおっしゃられました５兆468

億円、これは「電気料金の概要」の資料にお示ししてございますが、こちらは、向こう３年間平

均の１年間分の収入見込みという数値になっております。今回の原価の算定期間に合わせた一年
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間平均の数字と理解いただきたいと思います。

○安念委員長

多分まだご質問がおありだかは思うんですが、まことに申しわけございません、ほかの方もい

らっしゃいますので、もしまだご発言、ご質問がおありでしたら、６月11日までに書面にて事務

局までお届けください。この点につきましては、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、公表することといたしたいと存じます。

まことに申しわけございません、児玉さん、どうもありがとうございました。

それでは、２番の福田哲三さんにお願いいたします。

○福田陳述人

福田でございます。よろしくお願いします。

このたびの公聴会も含めて、いろいろ反対のご意見、賛成も幾分あるようですが、いろんな意

味で反対の意見が出ておりますので、重複する部分は割愛させていただきますが、まず私の意見、

３点、特にあるんですが、まず第１は、総括的に、この時期にこのような形でなぜ値上げを強行

しなければならないのかというのに、非常に違和感を感じます。

昨年３月の福島原発事故、未曾有の大災害、これにつきましては、これは今まで続けてきたエ

ネルギー政策、これは、もう東電さんの責任とかいうんじゃなくて、我々国民全員の責任であっ

て、賠償責任については、すべて国民が支援して、福島を中心とする、被災者の方々を支える、

これは当たり前の話ですね。ですから、あえてこれには反対もしませんし、当然そのために、例

えば２兆5,000億円、公的資金で支援するという形で、これは、公的資金、いわゆる税金でござい

ます。我々国民が支援しますよというメッセージですね。

あわせまして、今回の燃料費高騰に基づく値上げに絡みますが、東京電力さん本体の事業のい

わゆる経営安定化ということで、既に１兆円、公的資金、いわゆる資本注入されております。つ

まりこれも、国民、我々からのメッセージとしたら、東電さん、慌てないで落ちついてください、

あなたたちは我々が支えます、破綻させません、つぶしません、そのかわりしっかりと国民の生

活を視点としたエネルギー供給の公共サービス事業者として、しっかりとした道筋で歩んでくだ

さいという願いも込めております。

つまり、我々は、このエネルギー産業、これから原発の再稼働等、不透明な中、今後、エネル

ギー政策、国として国家的にエネルギー政策が、どう動くか、向いていくのかわからない中、こ

ういう混沌とした中での値上げに踏み切られるというのには、まず違和感が一つあるということ

ですね。

それから、なぜこういう形でと申し上げましたが、それは、例えば先だっても東電さんにいた



10

だきました「値上げの申請のお願い」とかがありまして、理由があります。何度も出てくる言葉

が、「徹底した経営合理化に取り組んでまいりましたが、徹底した経営合理化の取り組みをもって

しても何とかこうとか」、たくさん出てきます。徹底した経営合理化がされていたということなら

ば、まだ反対の声は少ないでしょう。ですから、西澤社長を含め、皆さん、肌で感じられると思

いますが、この言葉が、徹底した合理化政策というのが、経営合理化というのがされているのか

どうかということだと思いますね。それが表に出てきて、みんながわかって、目に見えるところ

に出ていないところで値上げしますよというのが、我々、なかなかいかんとも賛成しがたい、い

わゆる反対せざるを得ない、今のこの形ではということだと思います。

具体的に言いますと、人件費の問題がある。昨今の例えば３年間で732億円のボーナスの話とか

があります。それ以外にも、もっと大きな面では、例えば燃料費の調達の問題、これは、もちろ

ん東電さんに限らず、東京ガス、大阪ガス、関電さん、すべてエネルギー業の方を含めて、これ

は、世界じゅう、新興国を含めてエネルギーの分捕り合戦は大変です。そこで、安定供給を確保

するためには、各国、エネルギー輸出国と交渉する中で、やはりその中で交渉力をつける。一つ

は、例えば経産省さん、資源エネルギー庁さんを含めて、国家的な枠組みで輸出国と対峙する価

格交渉力をつけてもらうことで、大きなコスト削減になるんではないかと強く思います。

つまり、この調達費削減のための国家的な枠組みの話、そういったものを進める中で、コスト

の問題はとらえてほしいんですね、東電さん単体の調達コストではなくて。これは、ほかの電力

さんも同じですね。燃料費、原発がとまれば、燃料費は上がります、じゃ、電力を値上げします、

これはイタチごっこですよ。燃料費が上がるから値上げします。そうじゃなくて、それに対して

国としてもどうやって対処するかというもっと大きな視点で考えてもらわないと、今回は、そう

いう意味では、非常にそういうことを考えさせられた機会だと思います。

また、コストの面では、資材調達費といいますか、よく言われる―東電さんは、グループ会

社は265社とホームページに出ていますが、グループ会社の中での不透明な取引、言葉は悪いけど

も、不透明な取引、いわゆる随意契約ですとか、そのような排他的な取引の中で、東電さん単体

のコスト削減にとどまらず、グループ全体での合理化を進めてほしいんですね。そうすることで

初めて、徹底した経営合理化というものが見えてきて、それが見えた中で初めて、それでもこれ

だけ足りないんですよとなれば、我々は、もちろんそれは受ける準備もあります。ただ、冒頭申

し上げたこの時期にこの形でというのが皆さんの心情だと思います。感情的な議論にならず、現

実に即した国家的エネルギー政策の中での判断をするにしても、やはりまずこの徹底した合理化、

おっしゃっているものを形に見えるものに、ぜひしていただきたいと強く思います。

第２に、この申請の中で、よくよく読んでいきますと、私も、エネルギー政策についてはいろ
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いろ関心がございますが、一つ驚きました。というのは、夜間電力料金が、異常に値上げ幅が大

きいということです。一般の電力は、先ほどおっしゃった10.28ですか、10％ちょっとという値上

げですが、夜間電力については、実に32.2％、これは届け出の９円17銭をベースにしております。

燃料調整費というのを含めて計算しても、25％ほどの大幅な値上げになる、このことが非常に理

解できない。

といいますのは、先ほど申し上げたように日本は、エネルギー欠乏国で、どうしてもほぼ100％、

70％は中東から、エネルギーをとにかく持ってこなきゃいけない、高い金を払って持ってくる。

そのエネルギーをぜひ有効利用してほしいと思うんですね。つまり、電力さんで、ガスや油や燃

焼エネルギーを使われるのは、発電所、ボイラーを回すときですね。そのボイラーも燃焼効率を

よくする、それが一番の省エネですね。我々が、電気を消すの、使い方云々よりも、まず川上で、

運転効率、発電所の運転効率といいますか、供給コストを下げる、運転効率を上げるというのが

一番大事です。

もちろん、日本の皆さん、電力さんが稼働する発電所、火力発電所も世界の最高水準です。こ

れは私たち日本人として誇りに思います。すばらしい発電技術を持っている。高効率のＬＮＧに

しても石炭火力にしても、非常に効率がいい。ただし、機器そのものが、効率がよくても、その

運転状況によっては、決して効率はよくならないということです。

例えば車で言えばプリウス、リッター35キロ、36キロと走るといいますが、同じ速度で一定に

走ったら36キロ走るかもしれません。ところが、80キロ、20キロ、60キロ、あっ、とめた、動い

たなんていうことをやったら、とてもじゃない、もう３割ぐらい下がるケースはざらにあります。

つまり、機器そのものの効率化をももちろん追求していただきますが、運転の効率についても、

やはりもう一度できるだけ工夫をしたい。それは、電力さんだけじゃなくて我々も工夫するわけ

ですが、どういうことをやるかというと、簡単に電力需要の負荷平準化ですね。昼夜できるだけ

山・谷をつくらない。日本は、時差もありませんので、もう山と谷が大きいですよね。アメリカ

みたいに４時間あれば、東海岸は朝９時でも、西海岸はまだ夜中の５時です。いろんな意味で、

あるいは北・南で気候風土も違うので、電力を融通し合える。ＥＵ諸国も、いろいろ周波数が違

うのに、多額の投資をして、電力を融通し合う体制はつくっている。これは、ひとえに発電効率

をよくする省エネの観点ですよ。

我々は、残念ながら、エネルギー安全保障の問題もあって、韓国とか中国とは電線はつなげま

せんが、この国内でそれを少しでもよくするには、努力として、負荷平準化、できるだけ発電所、

ボイラーの運転効率をよくする。特に大型の発電、ベース電源と呼ばれています石炭火力、ＬＮ

Ｇの大型の高効率のものはとめられませんよね。とめて、出力、ガスは多少出力を落すことがあ
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りましょうが、効率はすごく落ちます。

一番コストの高い油、石油、油を使った発電で、昼間、調整したりしますが、これも、とめた

り動かしたりしたら、効率はすごく悪いし、機器の故障、トラブルの原因にもなるし、寿命も短

くなる。一番いいのは、燃焼機関、先ほどの車と同じ、同じ速度でずっと走ったほうが、一番、

効率がいいわけです。

だから、できるだけこれは、東電さんに限らず、日本全国、実は、「すべての発電効率をよくす

るような管理して、１円でも安く仕入れたものを今度は、少しでも効率よく使う工夫をぜひ考え

たいと思うんです。

その一つは、これは、70年代も、オイルショックからずっと続いている。夜たくさん使う。昼

夜の負荷平準、できるだけ発電効率をよくしましょうということでやってきているわけですから、

それを今回、なぜか原発がとまって、ますます実は、そういう意味では、エネルギーの効率をよ

くする、燃焼効率をよくする、供給コストを下げるという意味でも役割の大きい負荷平準化、そ

のインセンティブとなる夜間電力料金、それをこんなに、３割も上げられたのでは、今まで一生

懸命に協力しようとしていた人たちも、「何や、昼間は使ってもいいんかい」ということになっち

ゃいますし、これは国としても非常に悲しいことです。いわゆるこの深夜電力の３割、32％とい

う大幅アップはとても理解できませんし、この際、それはもうあえて反対と言わせていただきま

す。

それから、関連しますが、この夜間型の電力メニューで、やはりこれを見ていて驚いた一つで

すが、あえてつけ加えさせていただきますが、５時間通電割引というのがございます。これは、

夜中の１時から６時までの５時間だけを使って、昼間は全く使わない。まさに、昼夜の負荷平準

化に、直接的に、明確に貢献する電力メニューがあります。ところが、今回の改定では、そのメ

ニューは新規の受付を終了します。つまり、新しく、新規の人に対しては廃止しますということ

がうたわれています。これも非常におかしい。

負荷平準化、国の省エネ政策、国家的政策、エネルギー政策、負荷平準化、それは、電事連さ

んも、東電さんが中心となる電事連さんでも、電気事業連合会でも、負荷平準化ということで盛

んにいつもうたわれている。ここに一番にあるのは、負荷平準化によって供給コストを下げると

いうふうに書かれています。電力供給コストの低減、つまり省エネということでうたわれている

わけですね。それを推進すべき立場なのに、今回の値上げ、それから５時間通電の割引の廃止と

いうのが非常に不可思議ですね。

実は、似たような夜型の契約に通電制御型割引というのがあります。これも、実は夜の電気を

使います。夜の11時から朝の７時、８時間、この夜間型の割引については、実は今回の改定で増
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額になります。もちろんこれは夜型ですから、私は、この増額に対して全く異論はございません。

しかし、この通電制御型割引制度、このメニューでは、昼間も、電気も実は使えるんですね。昼

間、お客さんがタイマーをちょっと解除したら、昼間、使えます、よく電気温水器や何かに使わ

れていますが。ですから、昼間も実は使ってしまっちゃう。たくさんの方が実際に使っています。

ただ、もともとは夜間中心ですから、割引が大きいのはわかる。

しかし、一方、全く電力需要が―皆さん、寝ていて、日本じゅう、全国、寝ています。夜中、

１時から６時まで、その中で、その電気だけを使って、昼間、使いませんよと約束しているメニ

ュー、これを割引制度、その優遇制度をなくすというのが、全く国家のエネルギー政策に沿って

いるのかどうか。私は、これは全く逆行していると思いますね。その辺のいわゆる金額云々じゃ

なくて考え方、メッセージがおかしいと思うんですよ。

西澤社長は東京電力の顔、電力メニューは東京電力さんのメッセージなんですよ。このメッセ

ージに、こそくに数字でいろいろ、数字を変えるだけでは絶対ユーザーに伝わらない。もし負荷

平準化を目指すのであれば、日本の省エネを考えるのであれば、運転効率の効率化を考えるので

あれば、ぜひそちらに誘導していただきたいんです。これは、絶対的な有利な供給側の立場とし

てでも、ぜひそういうふうに誘導していただきたいし、我々も、一般庶民もみんな喜んで国のた

めなら協力するんです。そこの部分を今回の改定では、全く一貫性がない、理念がないといいま

すか、あるいは今まで協力してきた方の気持ちを裏切るような形になっているのは、あえてこの

場でご指摘させていただきたかったことでございます。

最後になりますが、例えば最後のほうに申し上げた夜間電力料金が大幅にアップになること、

それからマイコン制御型なんていいますか、通電制御型の割引は増額するのに、５時間通電型の

割引はなくなる。よっぽど負荷平準化に貢献する５時間通電型のメニューがなくなる、その理由

を西澤社長、ぜひ具体的に、合理的な理由でご説明いただきたいと思います。お願いします。

○安念委員

よろしゅうございますか。

○福田陳述人

はい。

○安念委員

ありがとうございました。

それでは、ただいまの福田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。まず、経産省からどうぞ。

○蓮井企画官（経済産業省）
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ご意見、ありがとうございました。

経済産業省のほうからは、先ほどもありましたエネルギーの特にコストの問題について、中心

にちょっとご説明します。

エネルギーコストは、今回、特に東京電力からの値上げ申請の大きな最大のいわば理由である

ということでございますが、今、福田さんがご指摘のとおり、この点については料金の審査専門

委員会でも議論になっております。その中で、これは、東京電力だけの問題では確かにないと、

むしろ国家的課題あるいは他電力とどういうふうに共同調達していくのか、そのあたりをどう織

り込んでいくのかということが、まさに議論の中で実際に指摘されているところでございます。

国といたしましても、エネルギーセキュリティーの観点が重要でございますので、いわゆる電

力会社の問題だけではなく、しかも最近のシェールガスですとか、あるいはいかによりローコス

トの原料調達をするのかについては、ほかのいろんなガス会社等もあり、そういったところも含

めて、共同調達をどのように進めるのか、あるいは最近のシェールガスなどの調達をどう進める

のかということについて、戦略的に検討を進めているというところでございます。こういったも

のを含めて、今回いかに織り込めるかを今後とも議論していただきたいというふうに思っており

ます。

それ以外の原価項目、人件費等につきましても、今一つ一つ専門委員会において検討いただい

ているという状況でございます。

以上でございます。

○福田陳述人

ぜひお願いします。

○安念委員長

東電のほうから。

○西澤社長（東京電力）

本当に幾つか貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。

最初のほうのなぜこの時期かとか徹底した合理化、経営合理化について、言葉はあるけれども、

具体的な、こういうことをやって身を削るというか、血を流しているというのが、全然伝わって

来ないというご意見でした。

２つ、関連しますが、徹底した経営合理化等につきましては、情報の提供といいますか、ご説

明については、これはもっともっとしなきゃいけないという形で、これは、反省も込めて、もう

今後ともしっかりやっていきます。

事実だけ申し上げますと、昨年の９月に、経営財務調査委員会という外の方も入っていただい
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た形で、徹底したコスト削減がどのくらい出来るのかというのを一度取り纏めていただきまして、

その後、今回の料金の関係でも、有識者会議という形で、こういうコスト、例えば普及開発費の

中のこんなものはもうカットだというのをご提示いただきまして、今回それを全部踏まえた形で

申請させていただいております。

現在、審査専門委員会等で、毎週１回、いろんなコストについて検討されているので、その結

果を今後、反映していくという形になろうかと思っています。

燃料費につきましては、本当におっしゃるとおりでございます。これは、我々としても、今回、

賠償分はもう全部除いてありますが、普通の経常の事業運営をする上でどうしても赤字の構造が

続いてしまう。それは、電気の安定供給のためにも、これだけはどうしても避けなきゃいけない

ということ形で、値上げはお願いせざるを得ないという形で、今、申請させていただいている訳

ですけれども、この一番大きな増加分が燃料費でございます。

これをいかに下げるかというのは、今後しっかりやっていかなきゃいけない。例えば、天然ガ

スが大宗を占めているんですけれども、この分については、長期契約がベースになっていますけ

れども、短期とかスポットで安いのがあれば、そういうのを入れようとか、これは、今、検討を

始めていますけれども、アメリカの安いガス等が輸入できるようにならないかとか、そういう形

で今いろんな方策を検討してございます。これが今回の料金の実施に間に合うかどうかというの

はちょっと不透明なところもまだあるんですけども、ただこれは、不断の努力を今後とも続けて

いかなきゃいけないと考えております。

それから、料金のメニューについては、負荷平準化云々は、もう非常に基本として大事である

というのは、今も変わらず我々は認識として持っております。５時間通電制御型とか、いろいろ

ご指摘をいただきましたので、それについてはきちっと受けとめさせていただきたいと思ってお

ります、その考え方等につきましては、もしお時間があれば、担当の者からちょっと補足させま

すけれども。

○福田陳述人

お願いいたします。

○鈴木執行役員電力契約部長（東京電力）

後ろから失礼します。

先ほど夜間単価の値上げ幅が大きいというご指摘はございました。私どもとしましては、今回

は燃料費の増加を中心とした値上げであって、どうしても夜間も、原子力が化石エネルギーに替

わっているというところもございます。そういう中で、ほぼ全体の規制部門の平均的な値上げが

２円40銭ということになっておりますが、それと同等の上げ幅で夜間も上げさせていただきたい。
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ただし、もともと夜間単価は、低い、安いというところもございますので、率としては、おっし

ゃるとおり上げ幅の率は大きくなるというところであろうかと思います。

○福田陳述人

ぜひ言わせていただければ、昼間の負荷平準化、コストの高い油だとか、そういう運転効率が

悪いのを是正する、多少でもよくする分、メリットはありますので、私も、32％をゼロにしろと

は言いません。ただ、例えば同じ10％程度とか、いわゆる消費者の方、利用者の方にわかる形に

していただかないと、金額だけで、３円なら３円、２円50銭なら２円50銭、そんなものを乗っけ

るというのは、これはちょっと乱暴なんじゃないかなと思いますね。計算は楽でしょうけども、

やはりその果たしている役割というのがありますので、先ほど申し上げたメッセージとしては、

それは伝わりにくいと思います。ぜひまた再検討していただければと思います。

○安念委員長

それでは、もしまだご質問等がありましたら、６月11日までに事務局にお寄せください。

○福田陳述人

あした、あさって……、あした、あさってですか。

○安念委員長

はい、短くて申しわけございません。

○福田陳述人

ありがとうございました。

○安念委員長

どうもありがとうございました。

それでは、次に３番の佐々木啓明さんにお願いいたします。

○佐々木陳述人

佐々木と申します。よろしくお願いいたします。

私は、中小企業で働く一般市民を代表して、今回の東京電力電気料金値上げの申請について、

反対意見を申し上げたいと思います。

まず、私は、今まで国策として原発比率を高めてきたという背景、そういったことを踏まえる

と、原発事故の処理に係るすべての費用というのは、国が負担して解決すべきであると考えてい

ます。現状としては、原発事故の賠償費用によって東京電力が破綻しそうなところで、広く国民

から集めた税金を公的資金として投入し、東京電力の破綻を救済するわけですから、東京電力だ

けではなく、国及び国民全体で原発事故の賠償責任を負うということでもあります。私も、特に

このことについては、異論はございません。言いかえれば、この賠償費用というのは、今回の電
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気料金値上げとは全く別の問題であると私はとらえています。

それでは、本題に入ります。

最初に申し上げたいのは、値上げ云々の前に、もっと東京電力側で、リストラや賃金カット、

資産売却などといったコスト削減に努めるべきだということです。

例えば、東京電力のボーナスのことです。東電では、向こう３年間で700億円を超える１人当た

り約40万円のボーナス支給が盛り込まれているとのことです。非常に皆びっくりしています。１

兆円という途方もない多額の公的資金を仰いだ企業であるにもかかわらず、ボーナスを支給する

ということは、民間企業ではとても考えられません。また、さらに電気代を値上げして、ボーナ

スを支給するというのは、だれも納得するわけがありません。競争がない独占企業であるがゆえ

の傲慢ではないかと思います。破綻企業が、税金、つまり公的資金による救済で生き残り、あげ

くに料金の値上げでボーナスまで支給するということがまかり通るような世の中などと、子ども

たちにはとても説明ができません。同じ日本人として、これから皆で一緒に明るい未来を築いて

いこうと、国民、企業、電力会社、皆が一緒になって頑張って復興しようとしているところで、

こんなことをされてしまっては、絆も何も生まれません。

繰り返し言いますが、公的資金とは、我々が一生懸命働いて稼いだ少ないお給料の中から絞り

取られた税金なんです。決して国の財布から出るお金ではありません。国民の懐から絞り取った

お金です。現在、赤字国債に頼っている我が国には、国のお金、つまり余ってしまうお金など一

円もないはずです。東京電力は、公的資金に対してしっかり重みを感じているのでしょうか。公

的資金による救済ということが、どれほど重く、一般の国民に感謝すべきものなのか、もっと真

剣に、もっと謙虚に考えてほしいと思います。

さらに言えば、東京電力だけでなく、265社を超えるグループ企業全体で、同様にコスト削減を

行うべきだと思います。東京電力一社でのコスト削減の何倍ものお金が、グループ内で利益のつ

けかえとしてプールされているという話も聞きます。その一番の原因は、総括原価方式である、

そういう運営方法にあると私は思っております。

例えば先週の毎日新聞の記事でも、「火力燃料の割高調達」という記事がありました。記事によ

ると、東京電力の電気料金の原価に組み込まれ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そうです。普通は、大口需要者だと調達コストは平均よりも下がりそうなイ

メージですが、東京電力の調達コストは、原油が5.9％割高、石炭が2.0％割高、ＬＮＧは1.7％割

高といった内容です。最も大口の需要者である東京電力の燃料調達コストが平均よりも割高であ

るというのはおかしくないんでしょうか。

今、東京電力が発表している燃料費は２兆4,704億円とのことですが、仮に10％安くなれば、そ
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れだけで2,400億円の削減になります。今回、東京電力は、年間コスト６兆円のうち2,785億円も

のコストを削減したと言っています。会社規模が大きいということだけでなく、独占企業である

がゆえなのか、削減できるコストも莫大な金額です。一般ユーザーとしては、今まで何も考えず

に、こんな余分な大金を払わされていたと考えると悲しくなります。

さらに、総括原価方式であるということを考えると、グループ全体の取引内容についても大き

な見直しが必要なのではないでしょうか。グループ企業が265社もあれば、今回、東京電力だけで

2,785億円を削減したのですから、グループ全体で徹底したコスト削減に努めれば、数兆円ですと

か、削減できる可能性もあるんじゃないでしょうか。ましてや、東京電力が賄い切れない費用と

言っている6,763億円など、あっという間に削減できるんじゃないでしょうか。総括原価方式の恩

恵を受けていたグループ企業に対しても、徹底的にコスト削減すべきであると私は思います。こ

の際、経済産業省は、１年あるいは２年という時間をかけてでも、東京電力グループ全体のコス

ト削減を指導・監督していただきたいと思います。

また、資産、リストラの面でも、発電所以外に、多くのオフィスビル、ホテル、釣り堀など、

簿価で約１兆2,000億円の不動産を有している中で、今年度の売却はたったの152億円にすぎない

とのことです。まずは、値上げ前に、徹底したコスト削減を強制するということは、公的資金の

投入という形で資本参加する国民の権利であると思います。

東京電力の西澤社長は、つい先日、「値上げは権利である」とおっしゃっておりましたが、公的

資金がつぎ込まれる以上、我々一般市民こそ、政府機関を通して、東京電力の経営に口を出す権

利があるはずです。もう一度繰り返しますけれども、公的資金とは我々一般市民から集めた税金

なんです。一般市民の平均給料は、東京電力の平均給料よりずっと低いんです。

そして、今回の電気料金値上げについて、その理由として、東京電力は、火力発電の燃料費が

大きく増加しているということを挙げています。現在、国内の原子力発電所はすべて停止してい

ます。全国の電力会社についても、燃料費がかさんでいる状況は同じはずです。それなのに、ほ

かの電力会社は、どこも電気料金の値上げを申請していません。関西電力では、昼のピーク時の

電気料金を上げるプラン申請しましたが、ピーク時が高いだけで、ほかの時間帯の値上げはあり

ません。なぜ東京電力だけが大幅な電気料金値上げを申請しているのでしょうか。

徹底したコスト削減や合理化を行っているにもかかわらず、また国からも、原発事故の賠償費

用として膨大な額を受け取っているのにもかかわらず、東京電力だけがなぜこのような大幅な電

気料金値上げをしないといけないのでしょうか。ほかの電力会社が一社も値上げしていないとい

うことを考えても、本当は今回の値上げは必要ないんじゃないんでしょうか。

そして、東京電力ホームページの中では、「今回の値上げには、事故に伴う賠償金や廃炉に係る
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設備投資等は料金に含まれておりません」と書かれております。その後に、「福島第一原子力発電

所の安定状態の維持および適切な賠償に取り組むための現場の事業者やスタッフの委託費等は含

まれています」、含まれていますと書かれています。要は、事故処理に係る費用も、発電のコスト

として含めているのです。賠償金や廃炉に係る設備投資は含めないが、その他もろもろの事故処

理費用は発電コストに含めてしまうという思想というか、考え方がばらばらというか、全く理解

ができません。原発事故処理に係る費用をこっそりと電気料金に含めてしまうというところは、

思想も方針も無視した、単純に自分たちの利益確保を優先する値上げにしか見えません。今まで

国策として原発比率を高めてきた以上、事故処理に係るもろもろの出費はすべて国全体で負担す

べきであり、発電コストに含めるべきものではありません。

そして、最後に今回の値上げ申請の内容を見て最も驚いたことがあります。先ほどの方も言わ

れておりましたが、夜間電力の料金が、現行の料金単価ベースと比べると32％も値上げされてい

るということです。

これまで東京電力は、日中の電力使用を控えてもらうため、夜間電力を積極利用することで、

昼夜の負荷平準化を推奨してきました。例えば東京電力のホームページの中で、「「電化上手」の

メリットを活かすには」というところで、さまざまな電気製品のタイマーなどを活用して夜間時

間帯に使用する、あるいはエコキュートや電気温水器に加え、蓄熱式電気床暖房などの夜間蓄熱

式機器を使用するというもので推奨しています。

夜間料金32％もの値上げというのは、例えば、昼夜の電力負荷平準化が可能な夜間電力利用型

の設備導入に、今まで大きなコストをかけて、電力負荷平準化の社会貢献を果たしてきた、最も

善良なユーザーを裏切る行為であります。東京電力の説明では、生活する上での最低限の電気使

用量については料金アップを抑え、節電に協力的な人々を優遇するとの説明ですが、今まで昼夜

の電力負荷平準化に協力してきた人たちをどうして裏切るのでしょうか。

我が国では、エネルギーのほとんどが輸入に頼らざるを得ないため、発電時の効率を上げるだ

けでなく、エネルギーを使う側で上手に使っていく。要は、エネルギー効率をさらに高めるため

に、昼夜の電力負荷平準化というのは非常に大きな課題だと思います。

日本は、資源小国であるため、発電施設の燃費効率アップなど、資源を効率よく今まで使って

きました。小さな島国なのですけれども、それでもヨーロッパ各国と比べると倍以上もの電気を

必要としています。例えば、国全体の最大電力としては、ドイツの2.4倍もの電気を使っています。

日本という小さな国土の中で、１億2,000万人もの人が同じ生活パターンで暮らしています。つま

り、昼過ぎには皆がエアコンを使って、夜12時には皆が寝ているというような日本では、昼夜の

電力負荷、昼夜の電気の使い方に、大きな差、大きな山・谷ができてしまいます。このように、
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電気を使う側としては、非常に効率が悪い使い方をしているのですが、昼夜の電力負荷平準化を

促進するためには、夜間電力のさらなる優遇こそが本当は必要で、夜間電力の値上げというのは

ちょっと信じられないです。

昼夜の電力負荷平準化という国のエネルギー政策に、本当に逆行していると私は思います。冷

蔵庫などの省エネ家電や省エネ住宅など、全時間帯に一律の省エネだけでは、昼夜の電力負荷の

平準化は達成ができません。ですので、電力会社は夜間電力利用型の機器を推奨するのです。エ

コキュートや電気温水器、蓄熱式電気床暖房、これらの夜間蓄熱式機器を今も推奨しています。

特に、震災後については、昼のピーク電力が不足する中で、夜間電力の積極的な活用が重要視さ

れています。最近では、蓄電池なども注目を集めています。昼の電力負荷を大幅に減らせば、発

電設備の削減、つまり発電施設の建設コストや維持管理費の削減にもつながるからです。当然の

ことながら、発電効率もアップし、発電コストも抑えられます。

当初、東京電力の話では、昼のピーク時には電気代は割高にして、夜間は割安にするというコ

メントでしたが、これでは、夜間を32％割高にするので、今後は、夜間電力の利用は控えてくだ

さいと言っているのと同じです。非常にナンセンスです。全時間帯一律10％値上げと先ほどの方

もおっしゃっていましたが、そのほうがまだ公平です。今まで昼夜の負荷平準化に協力してきた

ユーザー、国全体でエネルギー使用効率アップに協力的なユーザーを裏切らないというような気

持ちがあるのであれば、夜間電力の料金単価の値上げはしないものとするか、あるいは最低でも

10％以下の値上げに抑えるべきなのではないでしょうか。

そして、安全保障の面でも、エネルギー自給率を高め、海外から輸入するエネルギーを減らし

ていくためにも、夜間電力利用型のメニューは、絶対に必要だと私は思います。このような中で、

夜間電力利用型のメニュー、例えば第２深夜電力、おトクなナイト10、５時間通電機器の割引な

ど、これらを廃止するなどというのは、まさに声が小さそうなところ、取れそうなところから電

気料金を取ってやろうという今までのユーザーとの協力関係ですとか国全体のエネルギー政策な

ども無視したその場しのぎの利益確保優先の値上げにしか見えないです。

ユーザーである一般市民、企業、電力会社が、一丸となって、これから復興していこう、明る

い未来を築いていこうという絆でこれからつながるためにも、国民全体でエネルギー効率を高め

る、昼夜の電力負荷平準化を目指すべきであると私は思います。ぜひ再検討をお願いしたいと思

います。

○安念委員長

ありがとうございました。

それでは、ただいまの佐々木さんの陳述に対しまして、まず経産省からお願いします。
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○蓮井企画官（経済産業省）

ご意見、ありがとうございました。

特に、リストラ、経営合理化をもっときちんと監督すべきであるというご指摘でございました。

原子力損害賠償支援機構、先ほども申し上げましたが、そこが、今、賠償の支援という観点で資

本注入等しているわけでございますが、そこがきちんとモニタリングして、当然これは、経済産

業大臣も、総合特別事業計画というリストラを含んだ計画は認定しているわけでございまして、

そこはきちんとチェックしていく。これは、１年、２年というよりもっと長い期間チェックして

いくという、そういう構造になっておりますので、それで進めてまいりたいと思っております。

それから、今のまさにエネルギー政策にも逆行するんではないかというメニューの話、先ほど

も出ておりますが、これは、いわゆるメニュー上、選択約款という契約の形態になっております。

そういうのは、基本的には役所への届け出でございますけれども、今日いただいたようなご意見

はいただいておりますので、先生も今日おられますけれども、専門委員会等においても、いただ

いたご意見はきちんと伝えまして、そこでの検討に資するようにしたいというふうに考えており

ます。

以上でございます。

○安念委員長

では、次に東電さんからお願いします。

○西澤社長（東京電力）

本当に、幾つも多岐にわたるご意見、ありがとうございました。

ご質問が幾つかありましたので、もし全部答えられなかった場合は、また後ほどという形でお

答えさせていただければと思います。

人件費の件でございますけれども、これは、基本的に我々としては、一般社員は20％、それか

ら管理職は25％という形で、総枠を削減するという形で、これはきちっとキープしていくという

形で考えております。

ボーナスにつきましては、夏はもう支給しませんけれども、冬からは、もうボーナスという形

もなくして一般の社員も、年俸という形で、その全体の中で、２割、25％というのをきちっとキ

ープしていくという形で考えさせていただいております。

それから、メニューの関係は、いろいろ先ほど新聞等の批判もございましたけれども、これも

審査専門委員会のほうで出させていただきました。これは、例えば油ですと、どうしても硫黄分

の少ない、これは自治体との大気の汚染の関係もありますけれども、そこの分、ちょっと高目の

燃料を輸入しているというところもございます。いろいろその場でもご説明させていただいてお
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りますけれども、ただそれでよしとしているわけではなくて、これからもいろんな契約を更改す

るのが何回も出てきますので、そのときに、きちっと引き下げるような形をやっていく、努力し

ていくということにさせていただきたいと思っております。

それから、いろいろグループ企業を含めて、合理化等が進んでいるのかどうなのかというお話

がございました。これは、資産の売却とかグループ会社の整理とか、これは、もう不動産も含め

てですけども、やっておりまして、ここの資産の売却等では、３年間で7,000億円以上はやるとい

う形にしてございます。その中で、不動産等につきましても、なるべく３年間のうちに前倒し等

でいろいろやっていこうという形で今進めております。子会社等も整理しまして、これは、45社

整理して、1,300億円は削減するという形でございます。

ちょっとスピードが遅いのではないかというのが、ご指摘されておりますので、なるべくこれ

は前倒しでやっていきたいという形で思っておりますけれども、いろいろ相手もあることといい

ますか、市場で売却とか融資ということもありますので、そこはよく相手を見ながらという形で

今進めているところです。

それから、最後に原子力関連の費用が、これは、委員会のほうでも、いろいろ議論、これから

になっております。突発的で緊急的なものというのは、特別損失という形で、もう9,000億円近く

ですけれども、これは、もう我々、身銭を切って出しております。それ以外の例えば放射線につ

いて従事している方の線量をはかるとか、日常的な業務の中で、どうしても安定化を図っていく

ために必要な費用とか、それからメンテナンスとか、いろいろやっておりますけれども、そこは、

どうしても今回、認めていただければという形で、放射線用の防具とかの費用とか、そういう形

をいろいろ申請させていただいておりまして、これは、我々としてはぜひお認めいただければと

いう形でお願いしている最中でございます。

あと、負荷平準化につきましては、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、夜間は安く、

昼間は高くというのは、その基本構造は変わっておりませんけれども、この一律云々というのは、

どうしてもその燃料費の分が、これは等しく皆さんにご負担願うという形で組まれておりますの

で、もともと夜のほうは安いお値段でという形もあって、どうしても同じ額ですと率的には高く

なってしまうという形で、水準的にはもちろん夜間のほうが安いという形でございます。ただ、

メニューについては、今後とも、いろいろ選択約款でございますし、検討は進めていきたいと思

っております。

○安念委員長

では、どうもありがとうございました。

次に、４番の船津寛和さんにお願いいたします。
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○船津陳述人

環境エネルギー政策研究所、ＩＳＥＰの船津と申します。きょうは、このような発言の機会を

いただきましてありがとうございます。

意見と質問を取りまとめながら発言させていただきます。

１つ目の意見としまして、今回の料金申請に当たっては、原発の再稼働を前提としておられま

す。原発の再稼働はないことを前提とした料金変更で申請すべきと考えます。

○安念委員長

船津さん、もうちょっとマイクをお近づけいただきたいんです、恐れ入ります。

○船津陳述人

原発の再稼働は、現在その見通しは立っていません。電気事業法では、料金は、能率的な経営

のもとにおける適正な原価に基づくものとされておりますが、現時点において、原発再稼働を見

込むということは、能率的な経営とは言いがたいと考えております。

また、東京電力に対して質問ですが、今この段階において、自社の経営努力において、原発再

稼働がどの程度確実なものであるか、どの程度の確度があるのかということをお答えいただきた

いと考えております。

料金については、フォワードルッキングという考え方でなさっておられると思いますが、将来

のさまざまな事象、こういったことが起こるとか起こらないとか、実現する、実現しないという

ことに対してどのような内部的な基準を持っていらっしゃるのか、またそれが客観的なものであ

るのかどうか、お示しいただきたいと思います。

また、仮にこの再稼働を前提とした料金が認められるとしても、その料金を支払うことによっ

て、再稼働を認めたとは、私自身は思われたくありません。そこで、例えば選択約款のようなも

ので、再稼働を見込まない原価に基づいた料金というもので、新しい料金メニューを選べるよう

な仕組みで消費者に提供していただきたいというふうに考えます。

２つ目の意見です。日本原子力発電株式会社、日本原電への支払いについてです。日本原電は、

今回の原価算定期間、３年間、平成26年まで、一切の発電を予定しておりません。全く運転を予

定しておりません。それに対して、東京電力から日本原電に対しては、年間平均で1,000億円、３

年間で3,000億円の支払いを予定しておると資料で公表されております。

このような長期の停止の発電所は、自社の発電所であればレート別上の扱いにおいても不歳入

になるのではないかと思うんですが、このような他社に対してなぜこのような特別な便益を払う

というふうに考えていらっしゃるのか、その理由をお聞かせいただきたい。それは、例えば東京

電力が資本の約３割を出資する関連会社であるからなのか、どういった理由でこういった特別な
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便益を払う予定なのか、お示しいただきたい。

これが、日本原電ではなくて、火力の他社、例えば資本投資の大きい、運転パターンも似てい

るような石炭火力、こういった発電所を持つ他社に対しても、同じようなこういった固定費用を

支払うといった契約は今お持ちなのかどうなのか。そういった契約を持つことが、経営上、合理

的なのか、適正なのかということをお答えいただきたい。また、何をもって適正と考えているの

か、その内部的な基準をお持ちであれば、それを客観的なものとしてお示しいただきたい。

また、自社の発電所に話を変えますが、レート別上で不歳入とする長期停止というのは、もし

それを期間で見ているのであれば、それは具体的にどれぐらいの期間であるのか。期間以外に基

準があるのであれば、どういった基準で不歳入とするのか、客観的なものとしてお示しいただき

たい。

意見の３つ目です。固定費削減について、大胆なリストラが必要と考えております。今、電力

システム改革について議論がなされております。発送電分離についても議論されております。発

電部門、丸ごとの売却という可能性もあろうかと思いますし、個別の発電所の売却ということも

十分あろうかと思います。そういったものを現在、十分に検討した上で今回の値上げ申請をなさ

っているのか、お示しいただきたいと思います。

直接、資産を他社に売却するといった方法でなくても、海外諸国では、バーチャルパワープラ

ントといったような、発電所そのものではなくて、発電能力を売却するという手法でとられてい

る国もあります。バーチャルパワープラントのような仕組みを導入して、それが経営合理的なも

のかどうか判断されているかというのは、現時点に全く資料からは見えません。徹底した経営合

理化のために、そういったすべての努力を行うということで示していただきたいと思います。

また、今後のこの電力システム改革実現の中において、例えば先ほどの原発再稼働と比べて、

どちらが、よりその確度が高いものであるのか、そういったものは、どういった基準に基づいて、

どちらが、可能性が高いと考えられるのか、国民の目から見てわかりやすい判断基準を示してい

ただきたいと思います。

４つ目の意見です。事業報酬と事業報酬率についてです。第１回電気料金審査専門委員会の資

料において、東京電力の資料で、データ値について、「仕上がりの事業報酬率が現行の3.0％据え

置きとなるように、ベータ値をゼロ、0.9を適用いたしました」と書かれておりました。これを読

むと私は、何か恣意的な操作がなされているのではないかと感じたのですが、これは私の誤解で

あるということであれば、即座に否定していただきたいと思います。仮にこれが恣意的な操作に

近いものであるならば、これは、客観的でもなく、透明性もなく、納得性のない料金申請である

と考えますので、客観性のある申請をしていただきたいと考えます。
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以上です。

○安念委員長

以上でよろしゅうございますか。

○船津陳述人

はい。

○安念委員長

ありがとうございました。

それでは、ただいまの船津さんの陳述に関しまして、まず経産省のほうからどうぞ。

○蓮井企画官（経済産業省）

ご意見、ありがとうございました。

まず、１点目、料金原価における原子力発電所の稼働の織り込みでございます。これは、後ほ

どまた説明があるかもしれませんが、ご承知のとおり、料金原価の算定につきましては、その前

提となっている経営計画、その中で、どのような発電所をどのように稼働しているかということ

に基づいて、この原価算定の期間中に、今回はご承知のとおり３年でございます、その３年にお

ける発電所の稼働状況を踏まえて算定しているところでございますけれども、今回の申請に当た

りまして、東京電力からは、ご指摘のとおり、この３年の中で、柏崎刈羽原子力発電所が、平成

25年４月以降、順次再起動すると仮定した上で原価算定を行う。それを織り込んで、認可申請を

行っているところでございます。

ただ、ご指摘がありましたように、原子力発電所の再起動につきましては、まずは安全性の確

認ですとか地元の理解といったことが大前提ではございまして、電気料金の審査を行うこととこ

の再起動の判断は、これは全くの別問題というふうに理解しているところでございます。

それから、もう一点、日本原子力発電からの購入電力料の話がございました。この論点、実は

先日の電気料金審査専門委員会におきましてもまさに同様のご指摘がございました。原発が動か

ないので、電気の購入はゼロにもかかわらず、電力料を払っているのはなぜかというような視点、

それでどういった料金を払っているのかというような指摘もあったところでございます。

東京電力が詳細は後ほどお話しするかもしれませんが、そのときの説明は、要するに長期的な

契約を結んでいる中で、必要な費用を払っているんだという説明でございましたが、その点も、

詳細、説明があるかと思います。この点、まさに論点になっているところでございまして、専門

委員会でのご指摘も踏まえて、検討が、今後、進められるというふうに理解しているところでご

ざいます。

それから、先ほどございました事業報酬率につきましても、今後、このベータ値等の取り扱い
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についても、この検討委員会等においてきちんと議論していくことになるというふうに理解して

おります。

以上でございます。

○安念委員長

それでは、続いて東電さんからどうぞ。

○西澤社長（東京電力）

今、資源エネルギー庁さんのほうからもいろいろお話がありましたけれども、幾つか本当にご

質問いただきまして本当にありがとうございます。

柏崎の件については、総合特別事業計画の中で、いろいろな資金援助を受ける上で、収支計画

を立てなきゃいけないという形で、仮定として柏崎は、計画の中に、一応、仮定として織り込ん

でございます。

基本的には、今お話がありましたように、これはもう安全確保が第一でございます。福島第一

原子力発電所の事故の原因とそれの教訓をしっかり安全確保という形で、柏崎を残すということ、

それからそこをよくご説明して、地元の皆様を含め、新潟県の方々にしっかりご理解いただける

か、これは社外の皆さんも含めて、になりますけれども、そこをしっかりやった上での話という

ことでございます。

我々としては、そこをしっかり進めて、ぜひ柏崎は、首都圏への電力の安定供給にとっても、

我々としては重要であると考えておりますので、そこのご理解を何としても得たいということで、

これはもう最大限ご説明に努力していきたいと思っております。

それから、日本原電の件は、これは、もう先ほどちょっとお話がありましたけれども、基本的

にこれは契約で原電さんと結んでおります。そのうち、基本的に設備にかかわるところは、維持

とか、そういうことでずっと費用がかかりますので、その分は支払うという形にでなっておりま

すので、その分は見ようという形で、これは、前回も、原価に織り込んでございますけれども、

そういう形になっています。

ただ、今回は、発電がまだされていないということを見込んでおりますので、燃料関係の費用

は一切見込んでいないという形でございます。これは、全く廃止という形にはなっておりません

ので、その分は見込んであるという形でございます。

それから、これはもう将来の話になりますけれども、バーチャルパワープラントみたいな形が

ありますけれども、これは、いろいろ将来、検討していくという形になろうかと思っております。

これも、特別事業計画の中に入れてございますけれども、将来的にといいますか、これは、我々

は、将来いろいろ電源をつくるときに、資金が非常に厳しい、資金情勢が厳しいということもあ
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って、基本的にはもう入札で全部やっていくという形で考えてございます。そういう意味で、い

例えばＳＰＣみたいな形を含めたいろんな方法は、今後、考えて進めていきたいと思っておりま

す。

事業報酬については、これはルールに基づいて申請させていただいておりますけれども、これ

については、今後いろいろ専門委員会といいますか、その場でも議論が今後なされるという形で

すので、そこで我々としての考えもしっかりまたお示ししたいと思っております。

○安念委員長

まだ若干、時間が残っているようであります。

○船津陳述人

ご説明、ありがとうございました。

ですが、質問にはほとんどお答えいただいていないかと思います。再稼働に関して、どの程度

の確度をお持ちだから、今回の料金申請に再稼働を見込んでいらっしゃるのか。その確度、パー

セントで示されるものかどうかわかりませんが、ですのでどういった基準をもって、どういった

確度があるから、申請されているのかというのをお示しいただきたい。

また、先ほどの選択約款のようなもので、再稼働を見込まない料金メニューのようなものはご

提示いただけるのかどうか、ご回答いただきたい。

それから、日本原電については、ご説明はわかるんですが、ですので例えば石炭火力のような

他社に対して、同じような契約をお持ちなのかどうなのか、そういった契約を持つことが、経営

的に合理的なのかどうなのかというお考えをお聞かせいただきたい。

レートベースの期間などは、また委員会のほうでご回答いただいても構わないです。

あと、先ほどの事業報酬率について、恣意的なものなのかどうなのか、これが私の誤解である

のかどうなのか、これは即ご回答いただけるのではないかと思うんですが、お願いします。

○安念委員長

いかがでしょうか。

○西澤社長（東京電力）

冒頭の確度というのは、何％という形ではなかなか申し上げられるものではございません。こ

れは先ほど言ったことに尽きるわけでございまして、本当に地元の方といいますか、立地の地域

の方々も含めて、そこのご理解を得ること、これは、安全の確保についてもきちっとご説明して、

そこを得るということがもう大前提でございまして……

○船津陳述人

それは結構。わかります。
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○西澤社長（東京電力）

それは、その確度について云々というのは、これは、もう我々は最大限の努力を尽くすという

ことでご理解いただければというふうに思います。

それから、選択約款云々という話がありましたけれども、これは、今のところ、私はちょっと

頭にないんですけれども、いろんなここは知恵を出していくのが必要なのかなと思っていまして、

これはすぐというわけにいかなくて将来的になるかもしれませんけれども、例えばグリーン電力

料金みたいな仕組み、制度、選択約款、そういうのはいろいろ海外でも取り入れられているとこ

ろもありますものですから、そういうのは、今後、我々としても、いろいろ考えていく必要があ

るという形で、これも検討させていただければと思っています。

それから、事業報酬率は、これは料金算定のルールで一応決められておりますので、これに沿

って、則ってさせていただいております。

○鈴木執行役員電力契約部長（東京電力）

もう一点、最初のほうの火力の……

○安念委員長

はい、どうぞ。

○鈴木執行役員電力契約部長（東京電力）

これは、同様に、共同火力さん等がございますが、基本料金と電力料金、要するに固定費と可

変費を二部料金制でやっておりますので、仮に長期間停止するということがあっても、基本料金

分はお支払いする、このような契約になっております。

○船津陳述人

具体的な契約の内容は、委員会なり事務局のほうにもご提示いただきたいと思います。

再稼働について、繰り返しなんですが、今後の説明、住民の同意を得られるかどうかはもちろ

んわからないわけですので、御社のその後の努力ということですが、全く根拠のなき楽観論にお

いて再稼働するということは決してないように、ある程度の確度があるからこそ、再稼働を見込

んだ料金申請なさっているかと私はとらえております。全く根拠がなく、再稼働ができないとい

う前提において、このような料金申請をするとは思えません。一定の確度をお持ちであると私は

とらえております。

以上です。

○安念委員長

どうもありがとうございました。

それでは、お待たせしました、次に５番の牛野卓さんにお願いいたします。
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○牛野陳述人

牛野卓と申します。よろしくお願いします。

まず、冒頭に１つご質問させていただきます。大変失礼な質問ではありますが、ぜひお答えい

ただければと思います。

まず、西澤社長に質問ではありますが、年俸はお幾らでしょうか。

○安念委員長

いかがですか。どうぞ、いいですか。

○西澤社長（東京電力）

私は、今、無給です。

○牛野陳述人

ありがとうございます。

同じく、高津常務にお伺いします。年俸はお幾らでしょうか。

○安念委員長

お答えいただけるのであれば。

○高津常務（東京電力）

従来のやつから６割カットということで、今、報酬をいただいております。

○牛野陳述人

従来の金額から６割カット、私、ちょっと金額がわからないんです。

○伊藤参考人

正直に答えていないじゃないか。質問だから、答えなきゃいけない。

○高津常務（東京電力）

個人のあれですので、控えさせていただきたいと思います。

○牛野陳述人

ありがとうございます。

今月末に、子会社の一部上場会社、東光電気の社長にご就任されるそうですが、退職金のほう

はお幾らでしょうか。

○高津常務（東京電力）

退職金のほうは、ルールとしてございません、ゼロでございます。

○安念委員長

では、そろそろご意見のほうをお願いできますでしょうか。

○牛野陳述人
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はい。通常、破綻企業は、私の知人もそうですが、経営者は無給です。もちろん、皆様にその

まま当てはめるつもりはありませんが、正直、一般の常識では違うなと感じました。ありがとう

ございました。

それでは、本題に入ります。

電力さんのコスト削減やリストラ、公的資金で救済された実質破綻企業としての方向性も見え

ない中、今回の料金値上げは余りにも唐突で、我々ユーザーはとても困惑しています。

５月11日の値上げ申請後には、次々と私たちの知らなかった情報が飛び出し、ますます驚いて

おります。例えば、家庭用を中心として、小口電力で東京電力の利益の91％を稼ぎ出していたと

いう事実です。余りに残酷な事実でショックです。まさに、弱いところから取れということでし

ょうか。大口は、相手に交渉力があるから、また日ごろのおつき合いもあるから安くして、発言

力のない一般個人から広くたくさん稼ごうという考えなんでしょうか。もう少しバランスをとる

ことはできないのでしょうか。

今回の値上げでは、私の周辺にも、原発活動停止という事態の中、燃料アップ等を考えますと、

少しの値上げは仕方がないなという見方の方もいらっしゃいます。しかし、すべては、東電さん

ができる限りのコスト削減に努めた後の話です。コスト削減を人件費やグループ会社までしっか

りと実行された後の話ではないでしょうか。まだ何もされていないのではないでしょうか。多少

賃金をカットしたことで、御社にも言い分はあるかもしれませんが、まだまだ人件費削減を初め、

コスト削減には全力を尽くされたとはだれも思っていません。

公的資金で我々が救済しなければ、あなたたちは、破綻企業で、ボーナスどころか給料も退職

金も、何も出ないんです。助けた相手に裏切られるとはまさにこのことです。この事実を肝に銘

じていただきたいんです。

値上げも驚きですが、特に私の周辺では、昼間の電力を減らすように電力会社に協力しようと

したにもかかわらず、今回の値上げでは、夜間電力の値上げ率が異常に高いのに、憤りを覚える

仲間がたくさんおります。実質32.2％のアップには、東電さんに裏切られた気持ちです。実際、

私を含め、多くの知人、友人も同じで、これまで夜間電力を使ってくれと言われて、あえてお金

を出して、夜間型の機器を購入いたしましたが、これでは、まるでだまし討ちです。

今、叫ばれている節電も、昼間の電力が不足するからです。東電さんの収入面での思惑もおあ

りでしょうが、昼間の電力負荷を減らす、さらには昼夜の負荷を平準化するというのが、根本的

に我が国にとって一番重要なことのはずです。でも、夜間までついでに、しかも昼間より大幅に

値上げされることは絶対に納得できません。

大阪の橋下市長は、夏冬を問わず、昼夜の電力負荷平準化は、我が国のエネルギー政策では最
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も根幹の部分であると４月中旬にコメントされております。関電さんも東電さんも、同様に、夏

場にピークシフト料金メニューを打ち出されていました。もちろん、関電さんのメニューでは、

夜間電力の値上げはございません。なぜ東電さんだけが夜間電力をこれまで大きく値上げされる

んでしょうか。東電さんが、今、受け付けされているピークシフト料金メニューも、今回の料金

改正が承認されれば、夜間電力はバーンとアップするはずです。これでは、完全に、今回、東電

さんに協力する気持ちでピークシフト料金を選択された方たちには、だまされたという感じです

よね。

５時間通電機器割引の廃止も、負荷平準化推進の流れに矛盾します。今回の料金改定では、や

はり夜間型の通電機器型の契約では、昼間の電力も利用できますし、事実、多くの場合、昼間も

利用されていらっしゃいます。一方、５時間通電機器は、昼間は絶対に使えないように、タイマ

ーでブロックされています。つまり、完全な夜型の機器です。しかも、使う時間は、電力需要が

本当に少ない午前１時から午前６時までのたった５時間です。これほどまでに負荷平準化に貢献

するのに、５時間通電機器が廃止されるのはなぜでしょうか、大きな矛盾を感じます。なぜ、今、

夜間電力メニューまでさわる必要があるのでしょうか。これは、いわゆる便乗値上げではないん

でしょうか。

もう一度言います。昼間電力使用を抑えるために協力してきたユーザー、またこれから協力し

ようとするユーザーの気持ちを決して裏切らないでください。東電さんの利害関係だけで、料金

操作をしないでください。エネルギー問題は、電力会社とユーザーの協力があって、初めて成り

立つということを決して忘れないでください。

以上です。

○安念委員長

よろしゅうございますか。

それでは、ただいまの船津さん……牛野さんの陳述に対して、まず経産省のほうからどうぞ。

○蓮井企画官（経済産業省）

ご意見、ありがとうございました。

燃料アップについてはある程度仕方がないけれども、にもかかわらずむしろ一般の規制料金の

ほうからたくさん利益をとっているのではないかというようなご指摘も含めて、非常に厳しいご

指摘をいただきました。

この点、コストの削減は、先ほども申し上げましたけれども、既に総合特別事業計画という計

画の中で、一応、位置づけられているわけでございますけれども、今回の料金審査に当たりまし

ても、先ほど来申し上げて恐縮ですが、専門委員会でやっておるんですけども、その中でも、人
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件費のあり方についても、ご指摘のように、公的資金が入った企業並みにしたらどうなのか、そ

の水準、相場との関係でどうかということは議論されておりますし、それから燃料費についても、

より効率化を図れないのかというようなことについても、さらに厳しい指摘をいただいていると

ころでございます。こういった点も含めまして、今日いただいたご意見もそこに織り込む形で報

告させていただきまして、論点として生かしてまいりたいというふうに考えております。

それから、ご指摘いただいた夜間料金について、これも選択約款の話だと思いますけれども、

要件としては、東京電力の設備の効率的な使用、そういった効率的な事業運営に資するものかど

うかという観点、それから不当に差別的な取り扱いになっているかどうかという、こういったと

ころがポイントでございますので、こういった観点も含めて、東京電力が、きちんと、あるいは

具体的にどういう意思でこういうプランを設定するのか、どうしてこれをやめるのかというよう

なことも含めて、ちゃんと説明しなければならないことであろうというふうに考えております。

そういった点も含めて、わかりやすく説明することが重要と認識しております。

いずれにしましても、今回の料金算定におきましては、こういった料金メニューあるいは今ご

指摘いただいたリストラの面も含めて、ご指摘をいただいた上で、きちんとチェックし、厳格に

査定してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○安念委員長

ありがとうございました。

それでは、次に東電さんですが、何人もの方から、５時間通電の扱いについて、ご質問、ご指

摘をいただいておりますので、特にこの点については、どなたからでも結構ですので、ピンポイ

ントでお答えをいただけませんでしょうか。

○高津常務（東京電力）

はい。５時間通電のほう、今回、そういうものをやめたということですけども、５時間通電の

ほうのいろんな割引にかかわる今までのお申し込みの状況が大変少のうございます。毎年、千数

百件ぐらいの新たな申し込みというような形で、それ以外のマイコン関係ですと、もっと桁が、

十何万件とか、そういうようなこともあるんですけども、メニューとしていろんなものが出てく

ると、非常に複雑な部分があろうかと思っております。普及面でのニーズが余りないということ

と、そういうメニューの、今回、ピークシフトプランとか、いろんなものをまた出しましたので、

そういったところを勘案して、今回は、やめさせていただいたというのがございます。いろいろ

ピークシフトをしっかりやっていこう、負荷平準化をやっていこうという、そういう大きな方針

においては、私どもも同じでございます。
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よろしいですか、ほかにも申し上げて。

○安念委員長

はい。

○高津常務（東京電力）

９対１の議論、これはもう随分ご指摘いただいております。やはり自由化部門と規制部門の原

価の構成部分が違うということが一番の大きな原因でして、その構成原因が、燃料等の割合が自

由化部門は多いんだということで、これが、実は柏崎の原子力が止まった時に、それが、大きく

利益率に効いてしまったという部分がございまして、そういう料金を設定した時点では、利益率

的な意味でほぼ同じでございます。そういったところ、今回は特殊な事情がいろいろあったとい

うこと、リーマン・ショックとか、そういったようなこともいろいろあるんですけども、そうい

ったことで差が出てしまったということでございます。

あと、ＰＳＰ等のお話もございました。ピークシフトプラン、こういうのも、ご利用いただく

とお安くなるというお客さまはたくさんいらっしゃるんですけども、そういったところは、しも

うちょっと説明をしっかりご理解いただくようにやっていかなくちゃいけないというふうに思っ

てございます。

32％の分、これは、もう燃料費の増分を一律にお願いしたということでございますので、先ほ

どのご意見のとおりでございます。

以上でございます。

○安念委員長

牛野さん、まだ若干、持ち時間がございますけども、いかがですか。

○牛野陳述人

特にその５時間通電機器なんですけれども、深夜の１時から６時、本当に日本は、今、大体、

皆さん、１時からこの間というのはもう寝られてしまって、電気の需要が一番落ちるころだと思

うんですけれども、一般のユーザーの方々も、まず５時間通電という、本当のある意味でそこが

電気の需要の底になっている、そこを使うということが、まだまだ知らない、十分に周知されて

いないと思うんですね。そこを使うことによって、ユーザーの方は、ただ単に安いだけではなく

て、社会にも貢献しているという自覚も生まれてきますし、東電さんが考える電気の平準化とい

うことにも、これは当然つながってくると思いますので、まだまだ件数としては、今、千数百件

ということなんですけれども、周知されなければ今後ふえることもないと思うので、逆に廃止し

てしまうのは、これはもったいないと考えます。

以上でございます。
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○安念委員長

牛野さん、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わります。

５人の陳述人の方々、どうもありがとうございました。議事の進行の都合で、時間の面で大変

窮屈なことを申しましたが、どうぞお許しください。

なお、ご質問が、なおあれば、先ほど申しましたように、６月11日まで、これもまた大変窮屈

なタイムスケジュールで申しわけないんですが、事務局までお寄せいただければと存じます。

それでは、議事進行を議長にお返しいたします。

○片岡課長

では、陳述人の方々、大変ありがとうございました。

座席をかわっていただきまして、入れかえさせていただきます。

安念先生、議事運営、どうもありがとうございました。

少々お待ちください。

６．参考人聴取

○片岡課長

続きまして、第２部、参考人聴取を行います。

第２部の進行は、議長の私が行います。

参考人の方々につきましては、経済産業省に対し要望等を提出いただいた方に広くお声がけし

て、本日お集まりいただきました。

資料３のところを若干簡単ですけれども、注意事項「参考人の方へ」ということでございます。

持ち時間は、陳述人の方と同じく15分以内でございます。持ち時間の中で、経産省または東京

電力にご質問いただくことは可能です。

それから、また意見陳述と同じように、３番ですけども、５分前をめどにベルを１回、それか

ら１分前に２回、終了時にベルを３回鳴らしますので、これを目安に、制限時間内に発言を終え

るようにお願いいたします。

それでは、早速、参考人の方からのご意見をちょうだいすることといたします。

参考人聴取の順番は、お名前の五十音順でお願いしております。お名前の読み誤り等がござい

ましたら、大変申しわけありませんが、その場でご訂正くださいますようにお願い申し上げます。

では、最初に千葉県議会議長、伊藤和男様、よろしくお願いします。

○伊藤参考人
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今回の事故は、震災の中で、東京電力は、大きな打撃を受け、その後の処理にも鋭意努力して

いる、これは、我々は評価するものであります。

しかし、この想定外の事故、その対応していくのには、自分たちが今まで対応してきた中で、

戦略的にも、今まで既存の戦略、それと大きく超えた大胆な形で対応しながら、そしてこの値上

げにつきましても、まず国民に理解してもらう。だれも値上げを賛成する人はいません。しかし、

その根拠を正しく示す。それとともに、東電は、電力業界は独占であります。独占的に事業をや

ってきた。その中で、いい面もたくさんあります。この国家が貿易国家として産業の繁栄を促し

てきた。その根拠にも貢献してきた。さらには、自然環境、この面でも、大変、東京電力は貢献

してきた。これは高く評価するものであります。しかし、今ここであの事故が起きたら、清水と

いう社長はもう一目散に逃げで退任する。そして、今の社長さん、西澤社長さんが、一生懸命、

後を引き継いでいる。トップがもう逃げてしまう、そんな企業であります。これでは、もうスタ

ートから国民に理解を得るような体質ではない、東電の体質を暴露した、こう言わざるを得ませ

ん。

その中で、私は、この値上げでありますが、燃料費その他で約１兆円、これが多くかかるよう

になる。私は、原子力エネルギー、これを否定するものではありません。貿易国家としての国を

守り、そして国民の幸せのためには、電気はもう絶対必要なものであり、これをなくすことはで

きないし、減らすこともできない。そういう中で、みんなが苦労して、経済産業省の指導のもと

にやってきましたが、その１兆円の根拠です。このやつで見ますと、為替レートが107円、これで

計算したら約１兆円だと、私はそういう点で素人でありますが、今78円だったら３割、それだけ

原油コストが下がる。その場合は、ガスあるいは石油燃料、それにどういう数字的な影響が出て

いるのか、これを示していただきたい。

それと、この中で説明書を千葉県にも配付されてきました。その中で、こういう極端な表現が

ありました。東電全職員の給与を全部やっても3,500億です。東電の職員全部ただにしても、とて

も足りない。だから、値上げしますよと、その表現、説明、これは極端過ぎる。だれも、リスト

ラしろと、できるだけ職員はリストラしなくていいですよ。しかし、みんなで、給与もダウンす

る、そして公表しろと。

先ほど、私は、社長さんはゼロですと、ゼロでなくてもいいですよ、給料はもらっても。しか

し、個人情報だから言えないと、そんな失礼なことはないと思いますよ。今、注目されている企

業ですから、個人も何もない。その当人は東電の看板である、そういう自覚をしていただきたい。

余り長くあれしているとあれですから、値段の確定につきまして、変動相場制みたいに、もっ

ときめ細かく、輸入単価、コストが下がったら、今の時代、できるでしょう。企業向けが16.何％、



36

家庭向けが少なくて何％、これを輸入原料、ほとんど輸入していますから、その変動の中で対応

していく、そういう示し方はできなかったのか、あるいはこれからやる気があるのか、これをだ

れに答えてもらうかな、経産省かな。

○片岡課長

はい。制度については、じゃ経産省、それから算定の先ほどの為替相場、どういう形で算定す

るかは東電から説明します。

○蓮井企画官（経済産業省）

ご指摘、ありがとうございます。

まず、為替レート等についてのご指摘でございましたけれども、現在も、レートあるいは為替

率、それから原油の今の価格、市場価格、こういったものに連動して、その燃料に変動して価格

が上下するという、燃料費調整制度がございまして、これに応じて、基本的な料金に加えまして、

そういったことが、安くなれば安くなりますし、高くなれば高くなる、こういったことで自動的

に一月ごとに調整される、そういう仕組みが今現状ございます。それに基づいて、今、実際に料

金が出ています。

今回の料金の改定の、あるいは値上げのその申請というのは、それとは別に、原子力発電所が、

今、全体がとまっている。それによって、その燃料自体、火力発電所の稼働が非常に多くなって

おりますので、それに必要な燃料というんでしょうか、その部分、量そのものがふえたというこ

と、それに伴って価格等が上昇している、これによって値上げが必要になっているというような

説明を東京電力はしていると理解しております。

○片岡課長

続きまして、東電さんから。

○鈴木執行役員電力契約部長（東京電力）

ご説明いたします。

今回の燃料費の算定に当たりましては、料金算定規則という省令がございまして、それのルー

ルに則りまして、申請の時点の直近の３カ月の実績に基づいて燃料の価格を算定しております。

従いまして、為替レートで言いますと、78.5ドルを前提に算定しております。

○片岡課長

円ですね。

○鈴木（東京電力）

失礼しました、78.5円パー・ドルを前提にして算定しております。

今後の変動につきましては、その都度、燃料費調整で反映されるという形になります。
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○伊藤参考人

それでは、燃料の価格が変動したら、電気料金も変化をきめ細かくやる、そういう戦略はお持

ちですね。はい、わかりました。

じゃ、次に入らせていただきます。ここで、マスコミ報道から得ているんですけど、先ほども

ちょっと出ましたけど、個人のことはいいですけど、東電の給料、50歳から51歳、大卒、1,200

万を1,000万にしました。しかし、国家公務員あるいは地方公務員、51歳で、東京大学でも何でも

大学卒、これは大体700万くらいですよ。だから、まだ1,000万、こんなに下げたからと胸を張れ

る数字ではない。

リストラしますとかでなくて、リストラはしなくてもいいですよ。しかし、民間企業に理解さ

れるような形の中で考えていただきたいと思いますが、どうでしょうか、社長さん。

○西澤社長（東京電力）

数字的なものはちょっと後ろの部長から後で答えさせますけれども、今回の賃金については、

これも、第三者委員会とか、いろんなところからずっと議論されてきまして、どう判断したらい

いかと言った時に、いろんな他の企業とか、あとこれは、知事さんのほうからも言われて、国家

公務員と比べてやっぱりどうなのかとか、そこら辺も、一応、我々も、調べられる限りで、デー

タで調べ上げて、それで公表というか、お示しさせていただいております。

それで、今回、２割とか、25％とか管理職でいくと下げましたけれども、それで見ると、大体、

適切な水準じゃないかと考えてはおりますけれども、これは、もうどういうふうに見るかという

のは、皆さん、いろいろな方々のご意見はいろいろあるとは思います。ですので、第三者の立場

から見てどうかということで、いろいろご議論を今願っているというところでございます。

数字的には、ちょっと後ろの部長のほうからご報告させていただきます。

○高瀬労務人事部長（東京電力）

私のほうから数字について申し上げますが、今回、申請しております中身につきまして、私ど

も、556万円という年収、２割カット、管理職で25％カットを前提に、556万円というのが申請ベ

ースでございますが、公務員の皆さんとの比較という点も、既にこれまでご議論されたというこ

とでございまして、数字を確認しておりますが、国家公務員の平均で大体634万円、これを7.8％

のカットあるいは関東地域に、これを換算するといったことで試算したとしましても、585万円程

度ということでございまして、それを下回るぐらいの削減にはなっているのではないかというふ

うに考えております。

また、地方公務員の皆さんとの比較につきましても、個別に関東地域につきまして確認してお

りますけれども、私どもの削減幅が、やはりそれを下回るところまで削減してきているといった
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ことで確認してきているところでございます。

○伊藤参考人

自分は、それは、何％、何％とか、東電の中ではやっている。しかし、他の全部の産業と比較

しろではない、公務員と比較してどうか、それをもう一回やってみてくださいよ。ちゃんと聞い

て確認してきているんですよ、私もね。やってきた、それだったら、このままでは、我々は納得

しませんよ、やっぱりこれだけこういう意見も聞いてもらって努力してもらう、そのために来て

いるわけですから。

アリストテレスの弁術論というものを知っていますか、幾ら正論を言っても、聞く耳を持たな

かったらどうしようもない。どんないい法であろうと、内容であろうと、それを聞いてもらうの

には、説得できるような環境づくり、そういうものをやるのが前提だと、紀元前二百数十年前に

アリストテレスがそういうことを言っているわけですから、社長さん、西澤社長さんなんか、み

んな努力しているわけです。ただ、それを数字で示していただきたい。

今、東電は独占企業なんです。経産省の大先輩、堺屋太一さんが「鬼と人と」という本を出し

たでしょう。あのとき信長殿を「親方殿は、今、何でもできる。しかし、親方殿は、人々には、

家来には、人間には、心があるということを忘れている」、そういう形で光秀が、振り返る場面が

ありますよね。それと同じです。独占的な企業でなかったら、こんなに値上げどうこうと言われ

ない。

それで、放射能がどうのこうのと言っても、これは、自然災害で、大変、東電も気の毒だと思

いますよ。しかし、気の毒でも、日本のリーダー的な企業である。そして、独占的な電気事業を

やっている会社は、その会社らしく対応する。これからも、国民と連携のとれる、信頼される会

社、そのスタートを今やる、そういうチャンスなんですよ。だから、まず国民に理解してもらう、

そういうものをもう一回打ち出してやってくれれば、料金値上げは賛成、出してこうやってきた

んだから、十分やりましたよと、そういう発信だったら、あくまでも大反対ですよ。もう一度努

力してください。やってきたのはわかります。大変だと、気の毒だと、逃げた社長の後を一生懸

命、今度の社長がやっている。

私の知人にも、東電の職員がいっぱいいます。千葉県の田舎です、東電に勤めているよと、ト

ップ企業ですよ。それで、船橋とか大宮とか、東京都に近いほど、東電は、大したことはないな

というけど、私の田舎では、もう東電といったら、日本一の企業だと、いいところへ勤めたなと、

そう人にうらやましがられるような会社なんですよ。ですから、そういう会社の中で、今まで努

力はしてきた。しかし、より人々に理解してもらって、この料金値上げも理解していただけるよ

うな行動とか、それを打ち出していただきたい。それを要望して終わりにしますけども、とにか



39

く給与の面だけは、これはきちっとやってください。

経産省も、官僚たちもまずいと思う、やたらと何か燃料のあれで、城山三郎の、今そういう会

話もしなきゃしようがないから、今、経産省が、今、骨を折って頼みますよ。ただ、数字合わせ

をしていればいいわけじゃない。進行人の先生のあれは、報道でいろいろ知っていますので、こ

こで頑張ってやっていただきたい。このままでは反対ですけども、きちっともう少し細かくやっ

ていただければ、もうやむなし、そう思っています。

終わります。

○片岡課長

まだお時間が少々ありますけども、東電から、一言、重要なご指摘といいますか、ありますの

で、どうですか。

○西澤社長（東京電力）

本当に貴重なご意見といいますかアドバイスをいただきまして、ありがとうございます。

やはり今回の料金値上げをお願いしていますけれども、しっかり皆さんのご理解を得なきゃ、

そのためにはわかりやすく説明しなければという形で、今、人件費のほうは、本当に皆さん、一

番、わかりやすさもあって、しっかりここは数字も含めてお示ししなきゃいけないという形で、

先ほど大学卒とかという話もありましたけれども、大学卒でしたら云々とありましたけれども、

これもお示ししようとは思うんですけども、余りそういうところで差別をつけるなとかというご

意見もいろいろあり、今、平均的な数字でお示しというか、お答えをさせていただきましたけれ

ども、いろいろなご要望がありますので、そこは、なるべくわかる形で、いろんな場を通じて、

ご説明はきちっとさせていただきます。

○伊藤参考人

ここで、その問題を何とかみんなに理解してもらって、解決して進んでいく。その次は、私も、

原子力エネルギーは必要だと思っています。みんな、反対だ、危ないものは全部ふたをしろ。し

かし、日本は、技術国、物づくりの国なんですよ。今、海外へどんどん企業が出ていく。そうい

う状況を見たときに、この国の空洞化のスピードはもうかなり想定外ですよ。このままいったら

国家がもたない。みんなで自由勝手なことを言って、雇用の問題も考えなきゃいけない、物づく

りのコストも考えなきゃいけない。これを契機に、より安全な原子力もやっていけるように、そ

ことつながるような努力をしていただきたい、このようにお願いしまして、甚だ簡単ですが、終

わります。

○片岡課長

伊藤様、どうもありがとうございました。
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それでは、２番目に埼玉県消費者団体連絡会事務局長、岩岡宏保様、よろしくお願いいたしま

す。

○岩岡参考人

埼玉県消費者団体連絡会の岩岡です。

私は、消費者庁で、２月24日から既に５回行われている公共料金に関する研究会の委員をさせ

てもらっています。この間、少しそういう意味ではかかわらせていただいているということです。

今回の東電の値上げに関して、公共料金全般にも言えることですが、2004年に施行された消費

者基本法の６つの権利、安全が確保される、選択の機会が確保される、必要な情報が提供される、

教育の機会が確保される、意見が反映される、適切かつ迅速に被害から救済される、この理念の

中の６つの権利、消費者の権利を踏まえることが大切と考えています。特に、今回の値上げの検

討に際しては、消費者にとって必要な情報が提供される権利が大きく前進しなくてはいけないと

思います。

各企業は、自社の商品やサービスを購入してもらうために、消費者に宣伝したり、消費者から

声を集めたり、商品やサービスの価格を決定したり、日常の経営努力をしたりと、いろいろして

いると思います。言いかえれば、事業者から消費者への情報提供が、その事業者にとって、利用

者の拡大や利益につながる関係が必要と思います。

将来的には、その情報提供のあり方は、公共料金と言われる分野にも、消費者の権利、消費者

の知る権利と選べる権利が保障されること、消費者、国民が、選んで使うことができる条件があ

り、それは、同時に、企業、事業者側が、競争状況にあるという状態にしていくことが必要と考

えています。

ただし、憲法25条の生存権、国の社会的使命に関する部分として、公共料金については、全国

あまねく公平なサービスが提供されるべきである等の特徴を持つ事業、あるいは社会全般で維持

され、だれでもどこでも均一な料金で受けられる公共的なサービス全般であり、このことがきち

んと保証されることが大前提ではありますけれども、そういうことです。

東電だけでなく、国も含めて、信頼回復する努力をすることがまず必要と考えます。スリーマ

イル島事故、チェルノブイリ事故の２つの核事故を経て、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）が、シビ

アアクシデント、過酷事故対策を各国に勧告しました。日本政府は、1992年の方針で、日本では、

シビアアクシデントは起こらないとして、何の対策もとっていません。1994年の原子力の安全に

関する条約では、推進機関と規制機関の分離を義務づけていますが、日本は、規制機関とされる

原子力安全・保安院は推進機関である経済産業省の一部門です。それとは別に、原子力安全委員

会という機関があり、ダブルチェックしていることになっていますけれども、国際条約違反は明
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確と思います。ことしの４月に発足すると言われていた原子力規制庁（仮称）もまだできていま

せん。原子力規制委員会への移管がようやく見通せるレベルということです。

放射線データ、気象データ、地形などをもとに、放射性物質の拡散方向や被曝線量の影響を予

測・計算するＳＰＥＥＤＩ（緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム）は、1979年のア

メリカ・スリーマイル島原発事故を契機に、百十数億円をかけて開発されました。放射性物質の

拡散方向などを予測する計算結果が得られたにもかかわらず、避難指示の際には活用されません

でした。

また、朝日新聞がことしの４月14・15に調査した結果ですけれども、関西電力の大飯原発３号

機・４号機の再稼働についてですけれども、政府が決めた暫定的な安全基準を「信頼する」が17％、

「信頼しない」が70％、政府や電力会社の電力供給見通しを「信頼する」が18％、「信頼しない」

が65％と報じられています。

以上のようなことから、徹底した情報開示こそが信頼回復につながると思います。まず、その

ことをお願いしたいということです。

次に、総括原価方式で価格が決まっていくことについて３点申し上げます。

まず、第１点は、単価についていろいろな報道がされています。政府の東京電力に関する経営

財務調査委員会報告書、これは2011年10月によると、減価償却、修繕費などの営業経費の部分が、

直近10年で実際の費用より6,186億円多く見積もられていた。事業報酬も、2000年から2009年度の

合計は、実際の支払い利息、配当金、利益剰余金の合計よりも3,634億円も過大な見積もりとなっ

ていたと報告されています。

また、パシフィック社、英国と日本の間のプルトニウム運搬船の会社には、東京電力や関西電

力など日・英・仏の原子力関係企業が、合計200万ポンド、日本円にして約2.6億円を出資してい

て、配当率が50％の基本ということです。２年で元が取れてしまう。古い船の売却益が出た年は、

120％の配当もあったということです。日本の電力会社が、自分たちが投資した核物質運搬会社に

ぜいたくな支払いをして、高率な配当を得る、それも総括原価方式に入っているのでしょうか。

東京電力が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。これは先ほども話がありました。東京電力は、2012年から2014年の今回の原価を算

出するに当たって、平均価格として、原油では１バレル当たり123.98ドルということですけども、

これは2012年の１月から３月の貿易統計の平均価格より5.9％高い。それから、石炭も１トン当た

り２％高い。ＬＮＧも1.7％高いというふうに報道されています。

また、2008年のリーマン・ショック後に、各業界は広告費や宣伝費を大きく削っています。例

えば、トヨタ自動車がこの間に1,029億円から499億円に半減しています。一方、東電のテレビ放
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送費、ＰＲ館の運営費、発電所見学会などを含めた普及開発関係費は、2006年に293憶円、2011

年は269億円と５年間で8.2％しか減らしていません。このことが有価証券報告書から読み取れま

す。ある広告会社の社員は言っています。総括原価方式に守られて、コスト意識が乏しく、ねぎ

ろうともしない。電力の広告単価は、普通の企業に比べて少なくとも５割増しだという、そうい

う新聞報道もありました。一つ一つの単価について、消費者が納得できる説明を求めます。

２つ目は、競争入札、相見積もりをとることに関してです。この間の努力として、競争入札の

比率が６％から12％あるいは７％から14％と高まったと言われています。しかし、埼玉県の入札

率の比率は、３年間で、51％、76％、95％、この95％も、５％分の案件は札が入らなかったとい

うことなので、実質は100％と聞いています。競争入札を原則とし、その比率は、数値と試算の目

標を明確にして、拡大することを消費者に明らかにすることが求められていると思います。また、

競争入札ができない事項については、なぜできないのかの説明、理由を明確にしていただきたい

と思います。

３つ目は、これも先ほどから幾つか出ておりますけども、規制部門と自由化部門の関係につい

てです。単価は、家庭が大口の２倍と聞いています。１キロワット・アワー当たり、家庭向け平

均が23円34銭、全企業向けの平均が15.04円、電気使用量が多い企業の上位10社の平均は11.8円と

聞いています。家庭向けの販売電力量に占める割合は38％、利益に占める割合は91％となってい

ます。

2006年から2010年の５年間の合計の収益は、規制部門、いわゆる家庭部門が5,272億円、これが

91％、それから自由化部門が、519億、９％です。ちなみに、2007年を単年でとってみると、家庭

向けがプラス559憶円、企業向けは何と680億円の赤字、2008年も、家庭向けが199億円のプラス、

企業向けが735億円の赤字というふうに出ています。

また、原発産業にかかわる企業全体、482社でつくる日本原子力産業協会のアンケート調査で、

原子力関係売上高の概観として、東京電力など電力会社の原発としての支出の仕方を示す資料で

は、2009年度は約２兆1,353億円、内訳の大きいところでは、原子炉メーカーなどが約6,300億円、

鉄鋼などに約3,200億円、建設業に約3,080億円、商社に約3,500億円などとなっています。

ただいま申し上げました数値や内容からして、原材料や諸経費の単価自体が高どまりしている

こと、原発推進により大手電力会社や大手企業による地域独占状態をつくり上げてきているので

はないか。そして、家庭部門の電力料金が、その原資になっている部分が、かなり多いのではな

いかと多くの消費者は考えてしまいます。この部分についても、わかりやすい丁寧な説明が必要

と思います。

ほぼ100％の消費者を相手にしている電力会社としては、世論にもっと耳を傾けるべきです。内
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閣府が、東京電力福島第一原発事故が起きる前の2009年10月に実施した調査では、原発について、

「増設せず、長期的には全廃する」と「可能な限りすぐに停止させ、早期に全廃する」が合わせ

て16％でした。しかし、同じ内容で、原発事故後の2011年７月の生協総研のアンケートでは66％

となっています。日経新聞の2011年８月の調査では、「減らすべき」｢全くなくすべき｣が71％にな

ります。

東京電力の値上げ申請の内容を見ると、2013年に４基、2014年にさらに２基、原発を稼働させ

る計画になっています。原発を稼働させないと、家庭用の値上げ率は、10.28％から15.7％に、単

価にしますと、１キロワット・アワー当たり2.4円が3.7円の値上げになると説明しています。だ

としたら、逆説的に、消費者が3.7円の値上げを納得したら、原発はゼロにするのかと質問すると、

今、出している値上げ要請以上の率や額では消費者に納得してもらえない、今以上の数値はお願

いできないとの趣旨の回答がありました。数値も挙げ、るる申し上げた内容を真摯に受けとめて

検討していただければ、値上げ幅はもっと圧縮できるものと思います。

また、2011年度３月末で、電力10社に、使用済み核燃料の再処理等積立金２兆4,416億円、高レ

ベル放射性廃棄物の最終処理積立金8,375億円、原子力発電施設解体引当金１兆7,504億円と５兆

円の積立があります。この積立を使うことはできないのでしょうか。

今回の値上げの申請は、今なおつらい避難生活を強いられている多くの被災者の皆さんの生活

を、真剣に考えているとは思えません。また、節電に協力した消費者に対する寸分の感謝の気持

ちも感じられません。それどころか、電力会社も自由に選ぶことのできない消費者の足元を見透

かした値上げ申請であり、到底、認めるわけにはいきません。

あわせて、事故を起こした当事者として、消費者、国民の世論を受けとめ、原発ゼロの方向を

明確にしていっていただきたいことで強く要望して、参考人の発言といたします。

以上です。

○片岡課長

どうもありがとうございました。

では、今のご意見に対しまして、経産省及び東電から発言をお願いします。

○蓮井企画官（経済産業省）

ご意見、ありがとうございました。

ポイントを絞ってご説明申し上げます。３点、申し上げます。

最初におっしゃられた消費者の権利というのがちゃんと保障されなければいけないということ

は重要なご指摘でございます。そのために、特に情報提供が重要だというのは、まさにご指摘の

とおりでございまして、そのために、今回、従来にないプロセスということで、専門家の方、第
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三者の方に参画いただいた委員会を開いて、今、私どもの役所だけではないということで検討し

ているわけでございます。

しかも、そこの中に、消費者団体の方にも、オブザーバーという形で、毎回、参加をいただい

ておりまして、その結果は、すべて議論の結果は公表するという形でございますけども、さらに

必要な情報公開、提供を電力さんにもお願いしておりますし、進めてまいりたいと思っておりま

す。１点目でございます。

２点目ですが、修繕費等あるいはその他いろいろな競争入札等の件でございます。このあたり

につきましても、この審査専門委員会におきましても、まさに何があるから、競争入札がもっと

いかないのかと、東京電力は、30％の分のいわゆる随意契約を今度改めていくというようなこと

は言っておりますけれども、そこは、何があって、じゃあ競争契約の比率がもっと上がらないの

か、そういった要因も含めて、今、詰めている最中でございます。こういったことも、結果をき

ちんとご報告してまいりたいと思います。

３点目でございますけれども、最後にありました原子力のバックエンド関係の費用の件でござ

いますけども、こちらにつきましても、今、何が具体的に積み上がっているのかということも含

めて検討しているという状況でございますので、こういったものを含めて、今後の料金への織り

込みの中にどういうふうに反映するのかというのをきちんとご議論いただいた上で、それを公表

するという形でお示ししてい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）

本当に多岐にわたるご質問、ありがとうございました。

情報公開等は、先ほどお話がありましたように、私どもも、それが、しっかりすることが大事

だというふうに思っております。これは原子力も含めてでございます。

最初に、総括原価方式で、経営財務で、修繕費とかを含めてこの程度あったという形が、試算

が出されました。あのとき、我々も、いろいろお答えといいますか、意見交換はさせていただい

たんですけれども、そのときの修繕費は原価の中に見込んであるわけですけれども、その後、総

括原価方式については、いろいろ見方があろうかと思いますけれども、我々、その中で、競争と

いうこともあって、これは、ＰＰＳさんとか、いろいろあって、やはりコストダウンというんで

すか、これをしなきゃいけないという形で、必死になって工法とか、いろいろ別会社も含めてや

ってコストダウンに励んだ、そういう形で、そのインセンティブがかなり働いていろいろ進めて

きたという形です。それをどういうところに使っているかというと、１つは、料金、のこの時と

きは値下げという形でも使わせていただきましたし、設備投資とか、そういうところへ回したと
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か、そういう形ではさせていただいてきております。6,800万円あったから云々というのは我々の

本当の努力の結晶でございまして、それは、料金の値下げとか、そういう形できちっと還元させ

ていただいている部分もあるということでございます。

それから競争入札等は、いろいろありますので、内藤のほうに後で答えさせますけれども、あ

と原子力の関係で、これも、専門委員会等でもいろいろご指摘もいただきまして、柏崎が動かな

かった場合はどうかという形で、これは、24年度が全く柏崎は動いておりませんので、それと、

25年度、26年度の差を比較させていただいて、アワー当たり１円30銭ぐらいどうしてもコストが

かかりますという形で、お話はさせていただきました。

ここは、本当に今後、８月ごろいろいろ議論がなされて、方向性が出るというふうに聞いてい

ますけれども、日本の国のエネルギーの政策、それで、その中で原子力の位置づけ等が、いろい

ろ方向性が決まってくると思いますので、その方向に従って、大きくは我々はその方向の中で経

営を改善していくというふうに考えておりまして、各エネルギーというのは、おのおのメリット・

デメリットがありますので、恐らくそこをどう組み合わせていくのかという形で思っております。

もちろん、安定供給とか消費者の皆様方の利益とか、日本は資源がないとか、電気の需要の変

動も激しいとか、いろいろ特殊な事情もございますので、そういうのも含めて、議論がなされて

決まっていくのかなと思っております。

入札については、関連している常務から答えさせます。

○内藤常務（東京電力）

今日も何件かお話が出ていますように、調達に関して少しお話をさせていただきます。

ご指摘がありましたように、随意契約が多い、そのゆえに価格が高どまりしているんではない

かというご指摘をいただいたかと思います。私どもは、やはりそういった側面があるかもしれな

い。私どもが、今、随意契約している件名の分析をしっかり我々自身だけでなくて、社外、第三

者の方のご意見あるいは目もしっかりお聞きして、競争の比率を拡大していきたいと思っており

ます。

目標としては、グループ会社に対する随意契約の発注額を３年間で３割削減しよう、あるいは

修繕費とか委託費、こういったものについても、まだまだ率は低いんですけれども、15％を30％

までにしていこう。

この取り組みは、この目標を最終目標とは全く考えておりませんので、これから、もう極力、

競争発注が出来るような努力は、例えば新規の取引先様を開拓するとか、そういったことをしな

がらさらに進めていきたいと思っております。

○片岡課長
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よろしいでしょうか。岩岡様、どうもありがとうございました。

続きまして、３番、静岡県消費者団体連盟会長、小林昭子様にお願いする予定でございました

けども、昨日ご連絡がございまして、急遽ご事情により欠席となりました。提出いただきました

資料につきましては、資料７にとじ込んでおりますのでご参照ください。

続きまして、４番でございます。株式会社富士通総研経済研究所主任研究員、高橋洋様、よろ

しくお願いします。

○高橋参考人

富士通総研の高橋と申します。よろしくお願いします。

私からは、短期的な電気料金の話というよりも、もう少し中長期的な東京電力の再建策という

ことについて、お話を申し上げたいと思います。

今、大飯原発の再稼働が最終局面に来ているわけです。そこで、関西の消費者は、あるいは国

民は、原発か停電か、あるいは原発か電気料金値上げかという一種、悪魔の選択というものに迫

られているわけです。何かあたかも、原子力発電が、値上げを回避する切り札かのような説明が

なされているんですが、これは、私は全く誤った議論だと思っています。むしろ、今回の問題の

原因こそが原子力発電所にあるということを改めて強調しておきたいと思います。

どういうことかと申し上げますと、よく原子力発電というのは、安定電源である、24時間ずっ

と発電してくれるんだ、だから必要なんだという指摘がなされるわけでありますが、もう皆様が

ご承知のとおり、よくとまるわけです。今回も天災ということでとまったわけですけども、過去

にも、トラブルなどでもう頻繁にとまる。ですので、実際の稼働率は、日本は低くて70％とかぐ

らいしかない。

それでも、もちろん風力発電とか太陽光発電に比べれば非常に高い稼働率なんですが、一回と

まると、これは厄介なわけですよね。１基が100万キロワットとかありまして、大体、集中して４

基とか６基とか立地していますので、まさに福島では、そういう第一、第二を合わせれば、もう

1,000万キロワットを超えるような電源が一気に欠落してしまうというような非常に不安定な電

源である。だから、今、供給力不足に我々は直面しているわけです。

これだけ極端に大きな割合の電源が一気に欠落してしまうからこそ、まさに今、東京電力が直

面しているように、燃料費の問題が生じるわけですね。小さい電源が多少欠落したところで、こ

こまで大きな影響はないわけでありまして、要するに原発というのは、ハイリスク・ハイリター

ンな電源であるということが、今回、極めて強く認識された。実際、原発ゼロの沖縄電力という

のは、全くもう関係がない状況にありますし、原発依存度が低い中部電力というのも、かなり影

響が少ないといいますか、供給にも余裕があるという状況ですので、原発は、ハイリスク・ハイ
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リターンであるということを改めて認識すべきではないか。

その上で、まず東京電力に対して提案があります。みずから脱原発という選択をされてはいか

がかということです。短期的に原発再稼働しなきゃならない、それは経営上もっともだと思いま

す。だけれども、むしろ中長期的なことを考えるのであれば、東京電力の経営判断として、安全

がどうのこうのとか、脱原発で批判を受けているからとかじゃなくて、有能な経営者の経営判断

として、脱原発を選択する。例えば、40年廃炉に素直に従って、新設をこれからいたしませんと

いうことにする。その上で、柏崎の稼働を認めてくれませんかというふうに、もし東京電力が声

明を出せば、これは物すごいインパクトがあるんではないか。要するに、消費者の納得を得られ

るのではないかと私は考えます。

短期的に―別に私は再稼働を容認するわけではないですけれども、仮にそれで信頼が得られ

れば、柏崎の再稼働が来年度認められる。そうなれば、当然、短期的に財政状況は改善する。そ

して、中長期的には、40年廃炉であればまだ20年以上の時間があるわけですので、ほかの電源を

ふやすなり、あるいは電源はどんどんもうほかのところから調達していくというふうなビジネス

モデルに変えていくとすれば、先ほどのハイリスクというものがなくなっていくわけであります。

何よりも、今もう完全に失ってしまったお客様からの信頼を取り戻せる決定打になるのではない

かと思います。

多分、この後、答えは、いやいや、まだ政府の方針が決まっていないからというお答えを用意

されているんではないかと思いますが、ここで大事なのは、政府が方針を出す前に、東京電力の

経営判断として、こういうメッセージを出すということです。そうすることによって、国がそう

おっしゃるんだから少しずつ下げていきましょうではなくて、みずからの判断だというところで、

私は、消費者の信頼が一気に回復するのではないかというふうに思われますが、この提案に対し

てどう思われるのかということをぜひこの後お聞かせください。

もう一つ、今度は、政府、経済産業省に対してです。

今回、総括原価方式というものの正当性が非常に問われているわけです。本来この方式という

のは、消費者保護のためにあると私は認識しています。法定独占というとてつもない特権を企業

に与える。普通にやれば、競争はないわけですから、赤字に陥るはずがないわけですね、法定独

占というのは。むしろ、独占価格を行使するということが見込まれるからこそ、政府が能率的な

経営のもとにおける適正な原価を厳しくチェックする。要するに、消費者保護のためにあるので

あって、間違っても独占企業を守るための制度ではないというふうに私は認識しております。

そこで、質問なんですけれども、ではどれほどの経営の失敗がコストとして認められるんです

かということです。例えば、財テクにその独占企業が、失敗して何兆円もの大きな赤字を出して
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しまいました、このままいけば企業がつぶれてしまいますというような事態が生じ得るというと

きに、電気料金の値上げをさせてください、このまま企業がつぶれていますということで、さす

がに私は、それを認可領域の中に認めて値上げするということはないんだと思います。

じゃ、今回はどうか。これは明らかに福島原発事故で起こった料金の値上げなわけです。それ

は、もちろん燃料費だけしか入っていないという説明だとしても、その原因は明らかなわけです。

だとすれば、当然、福島原発事故は、天災が直接的な原因とはいえど、その責任を東京電力が負

って、今、賠償とかはされているわけですので、ではその責任はないのか、経営の失敗という責

任はないのか。

あるいは、もう少し中期的な話を考えれば、先ほど申し上げたような原発への依存度をずっと

高めてきた、そういう経営判断をとってきた。これは、もう関西電力なんかのほうがもっと深刻

なわけなんですけれども、その経営の失敗、経営のミスというのはなかったのか。その経営のミ

スの結果、経営の失敗の結果、こういうコスト増、極端なコスト増をもたらしたもの、それもコ

ストとして認められるのか。いやいや、恐らく国のほうは、それは国策だったんです、原発は国

策としてやってきたから、それに東京電力さんも協力してもらってきたんです、それを責任には

問えませんと答えそうな気がするんですが、もしそれが事実だとすれば、それは国の責任になる

んではないか。要するに、政策の失敗の結果、非常に原子力発電に依存度が高い電力会社ができ

てしまって、その結果、一たびこういう大きな事故が起きれば、一気に電源が欠落して、電気料

金値上げに訴えざるを得ないということで、国の政策の失敗という責任が問われるんではないか

というふうにも波及して考えられるわけです。こういうことも含めて、総括原価方式というこの

意義における経営の失敗という要素についてお聞かせいただければと思います。

以上です。

○片岡課長

ありがとうございました。

では、順番でございますので、まず最初にご提案のほうについて東京電力から、続きまして経

産省からお答え願います。では、東電さんから。

○西澤社長（東京電力）

本当に、ご意見、ありがとうございました。

原子力をどう位置づけるかということだと思いますけども、この場にふさわしいかどうかとい

うのはちょっとあると思うんですけれども、原子力については、我々は、本当に福島での事故の

当事者としてまことに申しわけなく思っておりますけれども、やはり事故の原因、それから得た

教訓というのは何なのかというのがまず出発点かなと思っています。
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それにつきましては、私どもとしては、社内に、その検証委員会、これは第三者を入れた形の

検証委員会も入れて、今、最後の取りまとめ、詰めをしておるところです。これを近々ご報告と

いいますか公表させていただきます。これは、我々として、今回の事故の原因なり、それから得

た教訓というのは何なのかという形で考えております。

ここについては、いろいろまた国会でもありますし、政府のほうでもやっておりますので、い

ろいろ議論が出てくると思います。その中で、恐らく原子力というのは、日本のエネルギー政策

の中で、先ほど高橋さんがおっしゃいましたけども、恐らくそういうことを言うだろうという話

にどうしても入ってしまうんですけれども、やはりその中で、本当にゼロにするのか、選択肢が

ちょっと出ていますけれども、ある一定の割合をしっかり持ってやっていくのか、これは、もう

生活、経済、いろんな面を含めていろいろ考えて、どうするのかということになると思います。

そこの政策の中で、我々は、経営としては、その中で最もいい、ベストな経営をしていかなきゃ

いけない。

それから、もう一つ、地元といいますか、地域とともにいろいろ歩んできたというのがござい

ます。もちろん、我々のサービスのエリア内のお客様もありますし、立地にいろいろお願いして

きたところのあれもあります。そこの人たちのご意見もよく聞いて、経営として判断していくと

いうことになろうかと思っています。

○片岡課長

では、経産省から。

○蓮井企画官（経済産業省）

ご意見、ありがとうございました。

ご指摘のとおり、高橋さん、ご指摘のとおりでございまして、今回のまさにご指摘になってい

る総括原価方式、今のところで批判を受けているわけでございますけれども、もともとは、まさ

に消費者保護というか、電気の消費者の保護を図るという観点からできているものと認識してお

ります。

独占の弊害ですとか過当競争による二重投資の弊害というのを防止する。その上で、需要家に

対して、安定・低廉な電気を供給するというのが電気事業法の趣旨でございまして、これに基づ

いて、まさに必要な原価というのは何かという観点をきちんと詰めなきゃいけないということが、

まず１点だと思います。

その上で、東京電力の経営の失敗なのか、それとも国の責任、政策はどうなのかということで

ございますが、実は、これは、今、先ほど来ちょっと何遍も申し上げて恐縮ですけれども、安念

先生が委員長されています電気料金の審査の専門委員会におきましても、個別の実際の原子力の
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特に今回の事故に関連する資料、こういったものの中で、どこまで電気料金に織り込むのかどう

かということの議論の中で、まさに今のご指摘になった問題というのは背景に出てきているとい

うふうに理解しております。

実際のところ、例えば、ちょっと先ほどもありましたけども、福島第一原発１・４号機の例え

ば賠償に係る費用、これは原価に織り込んでいないという整理をしております。一方、そのため

の例えば廃炉の費用、設備投資に係る費用も含めてですが、これも、特別損失ということで整理

しているというふうに我々は理解しております。

一方、その原子力の賠償等をどう円滑に進めるかというための費用ですとか、実際の安定化を

するため、例えば水を回すためのランニングコストというようなもの、こういったものは、今は

原価に織り込むという形で申請されている。この中身の妥当性については、まさに議論がされて

いるところでございまして、こういったところにも、今おっしゃったようなところをどういうふ

うに考えるのかというような背景としての議論が重要だと思っております。

こうしたことも含めて、我々は、よく検討して、委員会でのご議論をいただいた上で、そこで

必要な費用のあり方、原価への織り込み方というのをよくもんで、検討してまいりたいと思って

おります。

以上でございます。

○片岡課長

少しまだ時間があります。

○高橋参考人

ありがとうございました。

残念ながら、余りはっきりしたお答えじゃなかったんですけれども、私個人の意見としては、

当然これだけのコストといいますか、いろんな被害といいますか、生じているわけですので、何

らかの電気料金の値上げというものは、最終的には避けられないと思っています。

ただ、そのためには、やはり本当に何かいろんなものが変わったんだと、例えば行政の仕組み

が変わったんだ、政策が変わったんだ、あるいは電力会社のあり方とか経営モデル、ビジネスモ

デルというのが変わったんだということが、しっかりとわかって、わからないとなかなか承諾し

づらい。

もちろん、個々の人件費がどうのこうのとか、コスト削減ということは、もちろん重要で、絶

対やらなければいけないんですが、やはりこれだけの大きな事故が起きて、いろいろな被害とい

いますか、マイナス面がたくさん出ているわけですから、それは、国民全体で、当然、最終的に

は負担せざるを得ない。それが納得できるような大きく変わったんだと、電力会社も電力システ
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ム、政策も変わったんだ、行政も変わったんだというような納得感が得られるということが、甚

だ重要であると思います。

ところが、今、大飯原発のほうの問題を見ても、残念ながらそのようなふうにはなっていない。

非常に反対する方が多い中で、どうも政府は強行されようとしているというふうに感じてしまい

ますので、それは非常に残念だというふうに思っております。

電気料金というのはもちろん大事な問題なんですけども、それは本当に一つの側面にすぎない

わけであって、やはり政策が大きく変わったんだ、電力会社が本当に変わったんだ、消費者の消

費行動とか、あるいはマインドも変えるんだということが、みんなでこの問題を解決していく上

で重要だと思っておりますので、そのことを政府にも東京電力にも改めて認識していただくよう

にお願い申し上げます。

以上です。ありがとうございました。

○片岡課長

高橋様、どうもありがとうございました。

続きまして、第５番でございます。全国商店街振興組合連合会副理事長、山田昇様、よろしく

お願いします。

○山田参考人

全国商店街振興組合副理事長、山田でございます。よろしくお願いいたします。４人目でござ

いますので、内容が重複するところも多々あると思いますが、ひとつよろしくお願いいたします。

東京電力は、平成24年７月１日から平均10.28％の電力値上げを経済産業大臣に申請されている

と聞いておりますが、１月17日発表の企業向け17％電力値上げに引き続いてということなんです

ね。

私ども全国商店街振興組合といたしましては、平成24年３月２日付で、中小企業系３団体、全

国商工会、全国中央会、全振連から東京電力に要望書を提出していただいております。その観点

から、電力値上げというものは、とても我々としても容認ができない、そういう趣旨でございま

す。

と申しますのは、小規模事業者というのは、電気料金値上げのコスト増を販売価格に転嫁する

ことができないんですよ。それで、非常に厳しい経営を強いられる、これからも。仮に電気料金

が値上げになりますと、商店の電気代、自宅の電気代が上がり、また加えて商店街の会費も上が

ることが予想されるわけでございます。まさしく三重の値上げになっていくわけでございますね。

それで、商店街といたしましては、皆さん、ご存じだと思うんですが、まちの街路灯、アーケ

ードの照明時間を短くしたりと節電とか、いろいろ努力はしておるんです。ところが、消費者の
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ほうからは、大変、まちが暗いとか、犯罪が多いとか、そういう意見を非常にいただくんですよ。

それから、値上げが実施されますと、またこれまで以上に、節電対策をとり、まちは暗くなり、

治安が悪くなり、犯罪が多くなる、こういうことが懸念されるわけでございます。

それで、私どもも、商店街でも、これは、商店街として、防犯カメラをつくっておるんですね、

設置しております。ところが、その防犯カメラによりまして、近々は、本当に１日置きぐらいに

警察がカメラを見に来ます。それによって検挙されたというニュースもあります。

しかしながら、こういうように我々は、ただ商店街を云々じゃなくて、今、商店街というのは

地域コミュニティーの核となっておりまして、なかなか人間、よく今年は、絆、絆と言われてい

ますが、その絆を地域社会で守っているのは、これは商店街なんですね。

皆さん、ご存じと思うんですが、あの阪神大震災のとき、失礼しました、東北の大地震のとき

も、要するに人間の生命の維持の一番ポイントになるのは３日から４日だと言われているんです

ね。そこで、政府の手が入るのは、大体、３日、４日後らしいんです。そこで、じゃその一番大

事な３日、４日をどこがフォローしたかというと、これは、商店街とか商店街の人たちが、やは

り自分のお客さんですから、あの人はどうしたかな、この人と、そういう形で、地域をそういう

意味でも非常に守ってきている。

そういう状況が、ますますこれで、商店街の会員とか商店街がなくなってしまうと、じゃこれ

は、地域コミュニティーをだれが見てくれるのか。コンビニの店長さんでしょうか、大型店の職

員さんでございますか、僕、本当にこれは心配でしようがない。別に商店街をどうのこうのして

ほしいということじゃなくて、今の商店街の役割というのは、昔は、物がないときは、物を売る

ことが商店街の一つの大きな役割、ところが今はもう流通の変化がございますので、物を売る云々

よりも、どちらかというと地域社会のコミュニティーの核となっていることが非常に多いんです

ね。

あるテレビで見ましたらば、あるスーパーで、万引きを常習とするあるおばあちゃんがいらっ

しゃったそうですね。別に生活は困っていなかったそうです。ところが、やはり人と会話がした

い、そういうことで万引きしちゃうんですね。やっぱり今、地域のコミュニティーというのは非

常に大事になって、平成12年に、どなたか名前は申し上げませんが、大店法、大型店舗規制法と

いうものがなくなりまして、それ以来、皆さん、いかがですか、地域というか、地方へ行かれて、

駅へ降りて何を感じますか、ゴーストタウンですね。それで、一体、何が起きるかというと、こ

れは、本当にもう犯罪、自殺、そういうのが非常に増えてくるわけです。

そういう意味からも、ぜひぜひ、地域コミュニティーの核を担っている商店街、これは、ぜひ

皆さんの努力と、我々も努力しなきゃいけませんが、保っていっていただきたい、そういう意味
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からでも、本当にこの電気料金の値上げというのは、我々に本当に大きく大きくのしかかってく

る問題でございます。

去年も、大分、節電ということで協力いたしました。その結果が、先ほど申し上げたように、

これは数字にも出ておるように、犯罪が増えたそうです。やっぱり暗いと犯罪は増えるんですね。

一番やっぱり心配なのは、人の心がすさんでしまうんですよ。やっぱりそういうことを東京電力

さんも十二分にご理解いただいて、極力、努力していただいて、電気の値上げというものは、な

るべく上げていただきたくない、そういうのがもう我々の考えでございます。

それと、やむを得ず、しようがないというときは、私、３つのこと、これは私なりにちょっと

調べてきたんでございますが、これも、先ほどいろいろ皆さんがもうお話ししていて、重複する

ことがあると思いますが、まず第一に、大企業の電気料金は、家庭・中小企業の３分の１じゃな

いかという、そう書いてあるのを見たことがあるんですね。大企業ほど電力が高くなれば海外へ

行ってしまう。だから、大企業に関しては仕方がないんだという、そういう議論もあるようでご

ざいますが、大手は、大体、普通は、二、三割のコストダウンならばどうかなと思うんですが、

３分の１はちょっと安いじゃないかなと、そんな感じがいたします。

先ほどもお話がありましたように、利益というのは、一般家庭・中小企業から90％近くを上げ

ているという、それも私、ちょっとあるところから、書類から見ました。まさしくこれは、ある

意味で弱い者いじめの典型ではないかな、もうちょっと弱者をしっかりと見据えていただきたい

なと、それがまず１つでございます。

それで、２つ目は、先ほどいろいろ議論に挙がっておりますコストをかけるほど、電力会社の

利益が上がるという総括原価方式ですか、私も、これは非常に矛盾を感じます。私たち、企業理

念の中には、「理は元なり」という言葉があるんですね。皆さん、おわかりになるとは思うんです

が、このデフレ時代に、私ども中小企業はどれだけもうコストダウンと事業を縮小いたしまして

今まで生き延びてきているわけでございます。電力会社は、競争がないにもかかわらず、先ほど

お話がありましたように、広告宣伝費を使ったり、トータルコストを高い発電方式に振り向ける

とか、お金はかければかけるほど電気料金に転嫁ができる。その方式を根本的に何とかならない

のかなと、それが２つ目でございます。

それと、その２つ目の一つの例といたしまして、価格競争で非常に展開ができるというのは、

世界一高いネット接続料金、これはＮＴＴですが、それが、競争原理を入れて、世界一安いネッ

ト料金になったんです。これは、一つの大きな参考になるんではないかなという、そういう感じ

がいたします。

また、これは非常に言いづらい話で恐縮でございますが、東電ファミリー企業群の解体と大リ
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ストラが前提ではないかな、そう私は思います。総括原価方式は、コストが高いほうが電力会社

のプラスになるわけですが、東電に必要のない外注すればもっと安いようなものまで、次々にフ

ァミリー企業をつくり上げ発注し、グループぐるみで高コスト構造をつくり上げている、私はそ

んなように感じるんですね。ファミリー企業にメスを入れ、事実上なるだけでも、かなりのコス

トダウンも考えられるんじゃないかな。

それと、企業本体の、ファミリー企業に群がる、資産は持っている―失礼しました、ファミ

リー企業が持っている資産を処分すれば、またこれもかなりのコストダウンにつながるんじゃな

いかな、そういう感じがいたします。

それと、もう一点、これはまたちょっと違う話なんですが、昨日かな、一昨日か、私、テレビ

を見ておりました。そうしましたら、日本は、原発20基分の地熱エネルギーを有しているという

ので、ちょっとテレビを見ました。そのエネルギー量は世界で３番目だそうでございます。その

中で、ちょっとおもしろかったなと思うのは、これは私が個人的におもしろいなと思ったので恐

縮でございますが、高温岩盤発電というらしいんですね。それは、日本は、もう本当に地震が多

くて、火山が多い。これを逆手にとろうじゃないんですが、高圧が、要するにその熱い岩盤の中

に水を注入して、それで上がってくる熱で発電する。それによって、余り危険のない、コストの

そんなにかからないものができるんではないかなという、そんなテレビを私はちょっと拝見いた

しました。

以上のこの３つの点につきまして、私ども素人でもわかりやすいようなご説明をいただきたい

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、ご指摘いただいた点につきまして、経産省及び東電からご説明をお願いします。

○蓮井企画官（経済産業省）

ご指摘、まことにありがとうございました。

最初の話は、やはり電気料金という、あるいは電気というものがいかに地域コミュニティーも

含めたインフラとなっているのかということが、まさに重要なポイントだと思います。改めまし

て、この電気料金がどういうふうな影響を及ぼすのかということで認識させられた思いでござい

ます。

その上で、大企業の料金につきましては、これは後ほどご説明があるかと思います。先ほど来

申し上げて恐縮ですが、この算定の委員会をやっておるんですけども、その中で、委員あるいは

第１回にご出席された埼玉県知事が、大口の顧客が、どれくらい使っているのかを示すようにと
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いうご指摘がございました。

それに対しまして、現状、全体10社の平均値ぐらいのデータが示されているわけでございます

けれども、そちらが、平均総合の単価が、11.8円パー・キロワットアワーというような数字が出

ておりました。これをさらに、今ちょっとどういう中身になっているのかというのを検討してい

る最中でございます。このあたりも含めて、より一層の情報公開を図っていく、この委員会を通

じて図っていきたいというふうに思っております。

２点目の総括原価方式でございます。先ほども総括原価の問題のご指摘がありました。これに

つきましては、もともとは、総括原価というのは、先ほどの話にありましたような電気をいかに

安く安定的に供給しながらも、独占の弊害を防止するかという観点でつくられたというのはご指

摘のとおりなんですけれども、実際、現状、より小売の自由化等を行っていくにはどうしていっ

たらいいのか、そういう電気を使う側の皆さんが、電気をどこから買うかという選択ができると

いうようなことで、いろいろ広げていく観点からこういった総括原価方式も見直すべきだという

ような案も出ているわけでございます。こういったところも含めて、今、電力システム改革とい

うのを私どもは進めておりまして、これの議論も早急に制度に反映させていきたいというふうな

ことで考えたいと思っております。

３点目でございますけども、ちょっと私ども、まだ恐縮ですが、私自身は不勉強で恐縮なんで

すけれども、こういった新しい発電の形態なども含めて、今、言ったようなシステムの中にどう

取り込んでいくのかというようなことも重要なご指摘だと思いますので、私ども、これもよく検

討していきたいと思っております。ありがとうございます。

○西澤社長（東京電力）

本当に、ご意見、ありがとうございました。

わかりやすく説明という形で、ちょっと幾つかご質問を受けていますので、説明させていただ

きたいと思います。

まず、家庭用と中小企業に比べて大きな産業との格差なんですけれども、これは、よく絵で見

せているというか示す時が多いんですけれども、発電所があって、それから大きな送電線、これ

は、特別高圧といって、50万ボルトとか、非常に大きな電圧の線路があって、次に高圧という形

で6,000ボルトぐらいで、最後は、電柱を立てて、ご家庭とか、そこへ行く。その間、いろいろ変

電というか、電圧を落していく設備とかという形がありまして、設備的な面でいきましても、大

きい工場とか、そういうところは特別高圧というところで電気をお使いになるものですから、ご

家庭のところと比べると、いろんな設備に係る費用が少なくて済んでいるというのが、これは一

つ反映がございます。
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それから、いろいろこれは、将来、スマートメーターみたいなのが出れば、そこは、かなり同

じ、コスト的にも同じになると思っているんですけれども、検針の方とか、そういうところで、

いろいろどうしても手間がかかると言うと言葉がよくないんですけども、どうしてもそういうと

ころでかかってしまう。そういうのをきちっとこれは、料金をはじく算定の要領というかルール

がございまして、それに基づいてはじいてございます。

それから、あと電気の使い方も、大口の大きいところは、先ほどちょっとご質問等もありまし

たけれども、夜、なるべく使って、フラットに使っていく形が多いものですから、その分、コス

ト的にも安く済むというのがございまして、どうしてもそういう必然的に、差がと言うとあれで

すけども、出てしまうというのがございます。これはルールに基づいてきちっと算定しています

ので、これは、経産省さんとかエネ庁さんで、きちっとチェックはしていただいているという仕

組みでございます。

それから、統括原価の話は、今回も、いろいろその中に入れるのはかなり厳しく見直しされて

ございます。有識者会議でも、広告宣伝的な形で、オール電化については、どうなのか、ああな

のかという議論がありまして、そういうのは、もう今回、全部、除いていますし、諸費とかいわ

ゆる寄附金とか、そういうのも外そうという形で、幾つかは、もうかなり見直しといいますか、

今の仕組みの中でもかなり見直しされたのを反映させていただいております。

それから、最後にファミリー企業等がありましたけれども、これは、もう今、徹底して、先ほ

ど言いましたけども、特別事業計画という形で、先ほどの高橋さんのお話にも通じるんですけれ

ども、変わらなきゃいけないという形で、経営改革を徹底して今進めていまして、ファミリー企

業という言葉はともかく、グループ企業の整理もかなりさせていただいております。

それから、取引も、先ほど言いましたように、競争をどんどん取り入れようという形、これは、

第三者を入れた形で、競争の拡大委員会というのを今設けておりまして、ここでもっと増やそう

という形で、それによってコストダウンを図るという形で、そういう意味の経営改革というのは、

今、進めてございますので、その成果も順次反映させていかなければと思っております。

○片岡課長

よろしいでしょうか、ほかにもしあれば。

○山田参考人

はい、いいです。ありがとうございます。

○片岡課長

山田さん、どうもありがとうございました。
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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。

陳述人及び参考人の方々、ご多忙のところご出席くださいまして、また大変貴重なご意見をい

ただきましてありがとうございました。皆様のご意見を踏まえまして、今後、申請内容の精査を

行ってまいります。

また、進行役の安念先生、それから本日、料金審査専門委員会委員長代理の山内先生もご出席

いただきました。どうもありがとうございました。

また、傍聴の方々、長時間にわたりまして公聴会の円滑な進行にご協力くださいまして、あり

がとうございました。

では、以上をもちまして、公聴会を終了いたします。

まず、参考人の方、それから陳述人の方、それから申請者の方、退室をお願いします。傍聴の

方は、係員の指示があるまで少々お待ちください。

なお、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 ――


