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関西電力株式会社による電気料金値上げ申請に係る公聴会 

日時 平成25年１月28日（月） 9：00～17：24 

場所 大阪合同庁舎１号館第１別館２階大会議室 

 

１．開会 

○片岡課長 

 それでは定刻になりましたので、ただいまから関西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．近畿経済産業局長挨拶 

○片岡課長 

 公聴会の開催に当たりまして、近畿経済産業局長の小林利典よりご挨拶申し上げます。 

○小林近畿経済産業局長 

 本日はお忙しい中、関西電力による電気料金の値上げ認可申請に係る公聴会にご出席いただき、

まことにありがとうございます。 

 昨年の11月26日に、現行の規制部門の電気料金を平均11.88％引き上げる料金認可申請が関西電

力から提出されました。 

 値上げ認可申請については、中立性、客観性を確保しつつ外部専門家の知見を取り入れるため、

総合資源エネルギー調査会総合部会、電気料金審査専門委員会において、九州電力からの申請も

あわせて審査を行っていただいております。 

 公聴会は、電気事業法に基づく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

とを目的に開催するものです。本日は26名の意見陳述人の方からご意見をいただく予定です。 

 本日は専門委員会の委員にも会場にお越しいただいており、意見陳述人の方々からのご意見を

今後の審議に反映させていただきます。公聴会の進行については、専門委員会委員長の安念先生

にお願いしております。陳述人の方からご意見いただくに当たっては、持ち時間の中で経済産業

省や関西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事

務局から専門委員会に報告し、審議に反映していただきます。また、いただいたご意見への回答

については、後日公表する予定となっております。 

 本日は忌憚のないご意見をよろしくお願い申し上げます。 

 

３．議事進行について 
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○片岡課長 

 ありがとうございました。 

 私は、今回の公聴会を主催する議長と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。よろしくお願いします。 

 本公聴会は、関西電力の電気料金値上げ申請に係る審査プロセスの一環として、電気事業法第

108条に基づき、広く一般のご意見を聞くことを目的に開催するものであり、運営方法や手続につ

きましては、電気事業法施行規則第134条に定められております。配付資料の２にございますので、

ご確認ください。 

 今回の公聴会開催に当たりましては、経済産業省に対し、26人の方から意見陳述の届け出をい

ただき、全員が陳述人として経済産業大臣から指定されております。申請内容の精査に際しまし

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おります。 

 また、本日は、申請者である関西電力から、八木社長以下、お越しいただいております。 

 さらに、電気料金審査専門委員会の梶川融委員、辰巳菊子委員、永田高士委員、松村敏弘委員

にも会場にお越しいただいております。なお、委員の先生方には、区切りのよいところでコメン

トをお願いしたいと思います。 

 これから、陳述人による意見陳述に入りたいと思いますが、議事進行の中立性を高める観点か

ら、進行は電気料金審査専門委員会の安念潤司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、例えば持ち

時間の案内、質疑応答の議事進行、静粛な議事を保つための注意喚起などを行います。 

 円滑な議事進行が困難と議事進行人が判断した場合には、議長に要請の上、議長に議事進行を

差し戻すことができます。 

 では、以後、安念委員長に議事進行をお願い申し上げます。 

 

４．公聴会についての注意事項 

○安念委員長 

 皆さん、おはようございます。議事進行人に指名をされました安念と申します。本日１日、ど

うぞよろしくお願いをいたします。 

 それでは、お手元の議事次第に従って進めてまいります。 

 まず、資料の３をごらんいただけますでしょうか。 

 まず、意見陳述人の方々にお願いでございます。書いてあるとおりでございますが、念のため

読ませていただきます。 
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 意見陳述は、あらかじめ届け出があり、大臣から指定された方以外の方による陳述はできませ

ん。 

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

支えありませんが、できるだけ簡潔に要点を述べるようにお願いをいたします。 

 本日は、関西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ご遠慮ください。 

 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、

経済産業省または関西電力にご質問いただくことが可能です。陳述と、それから質疑応答込みで

15分ということでございますので、よろしくお願いをいたします。 

 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、つ

まり15分たったところでベルを３回鳴らしますので、これらを目安に陳述を進め、制限時間内で

陳述を終えるようお願いをいたします。 

 陳述の指名があっても席におられない場合、議事進行上、後順位となる場合があり、他の陳述

人からの陳述が全て終わっても席におられない場合には、意見を述べないとみなされる場合があ

りますからご注意ください。 

 次の陳述順の方は控席にてお待ちください。 

 次に、傍聴人の皆様にお願いでございます。 

 議事中は静粛に願います。携帯電話は電源をお切りいただくか、マナーモードに設定してくだ

さい。 

 公聴会の秩序を乱し、もしくは不穏な言動をするときは発言を禁止され、または退場を命ぜら

れることがありますから、そのようなことのないようご注意ください。ビラを配るなどの行為も

認めておりません。 

 会場内は禁煙です。飲食もご遠慮願います。 

 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と身分証

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。 

 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をいたします。 

 

５．陳述人による意見陳述 

○安念委員長 

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

ましたら、大変申しわけありませんが、その場でご訂正をくださいますようお願いをいたします。 
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 最初に、１番の角田禮子さんにお願いをいたします。どうぞ。 

○角田陳述人 

 初めに、この機会を頂戴いたしまして、意見を述べることができますことを感謝申し上げます。

時間の配分上、読み上げさせていただきます。 

○安念委員長 

 どうぞおかけください。 

○角田陳述人 

 このたびの電気料金の値上げ申請は、高浜原発の３号機、４号機が再稼動することが前提であ

り、再稼動しなければ今回の倍の値上げになるとのことですが、11.88％からさらに倍になるかも

しれないとすれば、私たちの生活を大きく圧迫する重大な問題であります。このたびの値上げに

対しまして、関電より団体に説明に来られまして実情を聞くにつけ、もっと広く消費者に知らせ

る必要があるのではないかということを要望いたしました。 

 また、この直後に、本会でも100人余りの関心のある方と関電の皆さんとお話し合いをさせてい

ただき、忌憚のない質問や意見を出させていただきました。何もかも値上げし、厳しい経済情勢

の中での料金の値上げは、家計を直撃すること、爪に灯をともすように節約している者にとって

大きな負担であること、また、私たちの住む大阪、特に八尾や東大阪周辺は中小企業の多い地域

で、ただでさえ経営状態が悪化している、その上に大きな負担が出るということは、今後、店を

閉めなければならない、工場を閉鎖しなければならないというような切実な声が寄せられました。 

 例えば、ご紹介しますと、金属プレス加工業で従業員が10人の工場でございますが、１カ月の

電気代が18万円で苦しくて、現在でも給料の見直しやボーナスも出せないでいるのにこの上から

というような意見がありました。 

 また、従業員３人の商店主では、１カ月の電気代が４万から７万円要る。どうしても品質管理

とか、24時間いわば冷暖房をしなければならない、切れないという実情から、商品のスポットラ

イト、照明も節電の工夫をしているが、これ以上の節約はできない。しかもこれで値上げすると

はというような意見でした。 

 また、年金暮らしの夫婦の方では、電気カーペットの使用をやめ、気の毒にアルミシートをじ

ゅうたんの下に敷いて保温しているために電気ポットも使わずに、窓ガラスにいわばプチプチと

いう気泡式のビニールを張って過ごしている。もうこれ以上の節約はできないのに、もしこれ以

上になればどうしたらいいのかわからない。ふだんから節約している者にとっては逃げ場のない

本当に苦しい状況であるという切実な声が聞かれました。 

 そして厳しい意見として、役員報酬や関電社員の給料も見直されてはいるが、社会平均でもま
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だまだ切り詰めることができるのではないか。そのようなことから株の奨励金、厚生施設の削減

もまだ十分ではないのではないか。特に燃料費や人件費など料金のベースとなる原価が適切かど

うかわかりづらい。利用者によりわかりやすい内容の工夫をしてはどうかという意見から、電気

料金は公共料金である以上、慎重に透明性と公平性を持って、丁寧にわかりやすく国民にぜひ知

らせてほしいという意見でございました。 

 今、電力供給は綱渡りの状況だと聞いていますが、前の政権のとき原発なしでも電気は足りる

と言われました。本当に原発ゼロで、しかも値上げをしないで安定・安価な電源が得られるのか

どうか。そうでないなら、いま一度国民にはっきりと言う機会をつくるべきではないかと思いま

す。 

 そして今、電力会社はしっかりと力強いやる気を見せるときではないか。意義を感じて働いて

いたアルジェリアのテロに遭われた方々のことを思うと本当に胸が痛い思いがいたします。そう

いった面で、会社は一丸となって、もう一度社会貢献を考えるべきではないかと思います。 

 また、国に対しても原子力政策を明確に示すべきときではないでしょうか。将来戦略とともに

原発事故の賠償責任に対しても、企業にのみ負わせることはいかがか。今回で世界に胸を張って

言える政策を打ち立てるべきではないかと思います。ぜひ関係者は、日本技術を高め、事故、テ

ロ、災害にも屈しない安全・安心な社会を目指すことこそ国際貢献になるのではないでしょうか。 

 次に質問でございますが、世界で日本の電気料金が最も高いというふうに言われております。

それは、その一つの要因として、10年から20年の長いスパンの固定価格、固定価格買取制度とい

うものに問題があるのではないか。電気料金に上乗せされているから世界的に日本の電気料金が

高いのではないかと言われていますが、いかがなのでしょうか。欧州諸国では制度の見直しで進

んでいるとすれば、国民負担が重くのしかかっているときでもあり、改善の余地があるのではな

いかと思います。 

 以上でございます。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

○角田陳述人 

 ありがとうございました。 

○安念委員長 

 それじゃ─どうぞお座りください。 

○角田陳述人 

 よろしいですか。 
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○安念委員長 

 ええ、結構でございます。 

 それじゃ、どうしましょうか。まずは、やっぱり関電さんからコメントをいただきましょうか。 

○八木社長（関西電力） 

 関西電力社長の八木でございます。 

 このたび、大変厳しい経済情勢の中、全てのお客様に電気料金の値上げをお願いすることとな

りまして、皆様方の生活や産業活動に多大なご負担をおかけすることになりましたこと、まこと

に申しわけなく思っております。改めて深くおわびを申し上げたいと思います。 

 この電気料金の値上げにつきましては、ご承知のように火力発電の燃料費の負担等によりまし

て、このままの状態が続きますと、私どもの最大の使命であります電力の安全・安定供給に支障

を来しかねないということを懸念いたしておりまして、そうしたためのやむを得ずの処置でござ

います。 

○安念委員長 

 どうぞおかけください。 

○八木社長（関西電力） 

 ありがとうございます。ご理解を賜りたいと思います。では、座らせていただきます。 

 私どもといたしまして、今ご意見の中にございましたように、このたびの電気料金につきまし

て、お客様に対してご理解を賜るためにいろんな形で説明をさせていただいておりますが、今ご

指摘ございましたように、やはりもっともっと情報開示、そしてわかりやすい説明ということに

つきましてご意見を賜りましたので、今後とも引き続き、そうした形で情報公開とわかりやすい

説明に努めてまいりたいと思っております。 

 今回の電気料金の改定に至りました背景には、原子力プラントの再稼動が見通せないというこ

とが大きな要因でございますが、これは日本の大きな、いわゆるエネルギー政策と非常に大きく

関連した問題でございます。私どもといたしましても、国のエネルギー政策、これから議論が行

われますが、私どもといたしましては、使命はやはりできるだけ低廉で安定した電気をお送りす

る。そうした意味では、この電力の安定供給のために、安全が確保された原子力の再稼動という

ことに全力を尽くしながら、そして一方で徹底した経営効率化を努めながら、できるだけ私ども

の使命を果たすべく努力をしてまいりたいと思っているところでございます。 

 私からは以上でございます。 

○安念委員長 

 関電さんから、どうぞ。 
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○岩根副社長（関西電力） 

 すみません、それでは。電気料金の仕組みというのは確かにわかりにくくて、すみません。我々

も情報の公開というのは、やはり不十分であるということをよく認識しておりまして、今回の経

済産業省さんで今やっていただいている専門委員会の中では、我々なりにはできるだけ資料を出

すような形にして、それも経産省さんのホームページでもご確認いただけるようになっておりま

すが、いずれにしろ、これ、やはりわかりにくいというのは事実でございますので、我々自身が

毎年、これから経営効率化計画とか経営状況の概況というのを毎年お示しいたしますので、そう

した中でもできる限り電気料金について、いただいたご意見も含めまして、わかりやすい解説等

にも努力してまいりたいと思います。 

 それから、日本の電気料金が高いというご指摘、総括原価というご指摘もございましたけれど

も、少し国ごとの政策とか、電源構成とか、少し違うものもございますけれど、そうしたものに

ついてもできるだけ我々として分析してお答えするようにしていきたいと思います。ただ、過去

10年の間とかの公共料金の推移等を見させていただきましても、例えば水道とか、鉄道とか、ガ

スとか、そういうのに比べましても、アップ率とかいうレベルとしては低い水準で推移している

ということも事実でございますので、こういったことも含めまして情報をしっかりお出しして、

ご理解いただくように努めさせていただきたいと思います。 

○安念委員長 

 役員の給与が高過ぎるんじゃないかというご指摘も角田さんからいただいたように記憶してお

りますが。 

○岩根副社長（関西電力） 

そういうご意見は専門委員会でもいただいておりまして、我々としましては、従来の役員の賞与

を階層別に20ないし30％削減いたしておりまして、このレベルというのは、例えばガスさんとか、

鉄道さんとか、通信さんとか、同様の公共事業さんの同種同量と比べても低い水準であるという

ことを確認はいたしておりますけれども、そういうご意見もあるということも含めまして、今後

どのようにしていったらいいかは、引き続き考えさせていただきたいと思います。 

○安念委員長 

 はい、ありがとうございます。 

 じゃ、経産省からは、国際比較と固定価格買取制度の関係についてお願いいたします。 

○滝澤調整官（経済産業省） 

 資源エネルギー庁の滝澤と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。座って失礼い

たします。 
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 固定価格買取制度についてご質問いただきました。昨年の７月から始まった制度でございまし

て、今、恐らく、大体その平均的なご家庭で7,000円ぐらいの月のご負担の中から、80円ぐらいが

買取制度のご負担かなというふうに考えてございます。ご指摘ございましたように、いろいろ諸

外国でも導入が進んでいる制度でございまして、早くから進んでいる国においては、もう少し高

額のご負担ということもありますので、これから広く薄く、再生可能エネルギーを導入していた

だくということで始まった制度でございます。皆様方にご負担をお願いするということと、それ

からその負担とのバランスというのを考えて、引き続き政策の検討を進めてまいりたいというふ

うに考えてございます。 

 それから、エネルギー政策全般についてもコメントを頂戴いたしました。エネルギー政策につ

いては、まず、いかなる事態でも国民生活や経済活動に支障がないようにエネルギーの需給の安

定に万全を期すということが最も基本なのかなというふうに考えてございます。新しい政権にな

りまして、エネルギーのベストミックスについては、これから実現可能な責任あるエネルギー政

策というものを構築するということで検討が進んでいくのではないかなというふうに考えてござ

います。 

 以上でございます。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 角田さん、まだ若干時間がございますが、何か。 

○角田陳述人 

 はい、もう結構でございます。 

○安念委員長 

 よろしゅうございますか。はい、どうもありがとうございました。 

 まだご質問の事項がありましたら、１月30日までに書面にて事務局までご送付ください。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ます。 

 角田さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、第２番、大谷恒夫さんにお願いをいたします。 

○大谷陳述人 

 大谷恒夫でございます。座ってやらせていただきます。 

 私は、ＣＡＳＡ─ＮＰＯの地球環境と大気汚染を考える全国市民会議の会員で、報告書「環

境面から見たオール電化に関する提言 2012」─以後報告書と言わせていただきます─の作
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成に参画してきました。その経験を踏まえまして、本日は個人の立場で、使用電力量を減らして

火力燃料費の削減を図る方策について、オール電化に関係しまして提案していきたいと思います。 

 その理由は、火力燃料費を削減するためには昼夜を問わず節電が必要であるのに、その一方で

関西電力は、省エネ・省ＣО２に必ずしも貢献しないオール電化機器に対して、夜間電力割引制

度を適用して使用電力量の増大を図る姿勢に大きな矛盾を感じ、申請内容に疑問を感じているか

らです。 

 私の提案をご理解いただきますために、最初にオール電化による使用電力量、省エネ性、省Ｃ

О２性、ＰＲの実態について、報告書を参考に申し上げます。 

 まず、電力使用量の増加状況でございますけれども、ＩＨクッキングヒーターを設置するとプ

ラス8.3％、エコキュートではプラス19.5％、電気温水器ではプラス85.1％、エコキュートとＩＨ

の組み合わせではプラス27.8％、電気温水器とＩＨの組み合わせではプラス93.4％と大幅に増加

します。 

 また、床暖房は、関西電力管内のオール電化マンションにつきましては、報告書が作成された

時点では全てが電気ヒーター式となっていますが、この一次エネルギーの消費量は潜熱回収式の

ガス温水式に比べましてプラス92％と、これも大幅な増となります。 

 次に、省エネ・省ＣО２性については、ＩＨクッキングヒーター、電気温水器、電気ヒーター

式床暖房は貢献しないことは一次エネルギーから見て明らかです。省エネ・省ＣО２の優等生と

ＰＲしているエコキュートも、運転モードや使い方によってはＰＲほどには貢献していません。

エコキュートの評価に関西電力は住宅事業建築主の判断基準を採用しています。この判断基準は、

効率の高い省エネモードの設定割合は60％としておりますが、報告書では現実の省エネモードの

設定の割合は21.6％程度であると問題提起しております。さらに判断基準には、「自動湯はり、追

炊に関しては考慮していない。しかし実際には広く使われている」ということから、実使用状態

におけるエコキュートのエネルギー消費量はさらに多いと予想されます。今後の１世帯当たりの

家族数は減少傾向ですので、その場合の効率は、タンク容量と家族数が不整合になり、低下傾向

になると思われます。 

 また、株主総会でも省エネ・省ＣО２に貢献しないと認めている電気温水器の導入状況は、関

西電力のＣＳＲレポート2010から逆算しますと67万台です。2010年３月末の電気式給湯器107万台

の60％強です。最近はエコキュートの導入率が高くなっているとお聞きしておりますけれども、

電気温水器はそれなりの設置台数があります。このような電化機器を放置していたのでは、火力

燃料費は増加こそすれ削減は期待できません。 

 次に、関西電力のオール電化に関するＰＲについて申し上げます。 
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 関西電力は「地球環境も考えたい、つまりオール電化のくらし」と言って、どの電化機器でも

地球環境に貢献するかのごとき誤解を与える内容となっています。手元にある関西電力のオール

電化パンフレット、2006年10月版と2011年４月版、ここに２冊持っておりますけれども、お客様

にわかりやすく情報を提供する方向よりも、関西電力によって不都合な真実を隠す方向になって

いると思っています。 

 その事例を２点申し上げたいと思います。 

 まず１点目。オール電化の基本プランは、2006年10月版ではエコキュートまたは電気温水器、

プラスＩＨクッキングヒーターですが、2011年４月版ではエコキュートプラスＩＨクッキングヒ

ーター、括弧して「その他お客様の暮らしをより快適にする電化機器もたくさんございます」と

変化しており、電気温水器は消えています。しかし電気温水器に対する電気料金割引制度は継続

しており、グループ会社のかんでんＥハウス
．．．．．．．．

では販売もしていますので、電気温水器を上手に隠

していると言わざるを得ません。 

 ２点目ですけれども、ＩＨクッキングヒーターについては、2006年10月版では、熱効率はＩＨ

クッキングヒーターは90％、ガスコンロは50％、エネルギーを無駄なく調理に使えますと機器単

体での効率で評価しています。しかし、省エネ性は一次エネルギーで評価するのが正当ですので、

正しく評価すると、ガスコンロの省エネ・省ＣО２性に比べて劣ります。したがってこのＰＲは

全くの誤りであり、誤解を与えると言えます。 

 なお、パンフレット2011年４月版では、効率の記載は批判を受けたためか消していますが、お

客様にとっては大事な判断情報だと思っております。 

 関西電力がよいとＰＲしているオール電化住宅について、ＩＨクッキングヒーターをガスコン

ロに変えるだけで、もっと省エネ・省ＣО２性の高い住宅になります。 

 関西電力は節電要請を行っていますが、このように問題の多いオール電化のＰＲを正しくＰＲ

し直すのでなく、現在休止しています。 

 以上のような姿勢では、関西電力のＣＳＲレポート2012の「お客様と社会の省エネ・省コスト、

ＣО２への貢献、求められた情報の開示、正確な情報を迅速に発信」からはかけ離れたものです。 

 平成18年、2006年12月10日、公正取引委員会が行った携帯電話事業者に対するＰＲの警告では、

「単に記載しているだけではだめ。よりわかりやすい情報の提供と適切な表示を行うように」と、

記載文字のポイント数まで指摘しています。これに照らしますと、関西電力のオール電化のＰＲ

は、節電、省エネ・省ＣО２性の時代に不可欠な判断情報を記載すらしていないのですから、社

会的に責められるべきものです。 

 もう一つ、火力燃料費の削減で考えなければならないのは、オール電化を推進しているハウス
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メーカー、家電量販店のＰＲ姿勢です。オール電化にすれば電力料金が安くなるとのＰＲが、電

力の使用量は少なく、省エネ・省ＣО２性がすぐれていると誤解を与えているということです。

お客様は光熱費が安くなると聞いて、使用電力量がふえることや省エネ・省ＣО２性の問題が見

えなくなっています。 

 以上のことから、私は次の４点を提案いたします。 

 まず１点目、電気温水器を初めオール電化機器を、より省エネ・省ＣО２性の高い機器への取

りかえ、他燃料機器への取りかえも含めて推進すること。特に電気温水器については代替機種が

あるので、経産省と連携して機器メーカー、ハウスメーカー、家電量販店等に製造中止、販売中

止を働きかけること。このような例は、白熱電球をＬＥＤに切りかえるという実例がございます。 

 ２点目、火力燃料費を増加させる元凶になっているオール電化に対する夜間電力の割引制度を、

「大幅に割り引く制度」から「大幅に割り増しする制度」に変更すること。 

 ３点目、休止しているオール電化のＰＲを、よりわかりやすい情報の提供と適切な表示を行う、

真実を伝えるものに改善して再開すること。そのための費用は、過去の是正ですので値上げの原

資から除外すること。経産省もこの機会に機器メーカー、ハウスメーカー、家電量販店等に、よ

りわかりやすい情報の提供と適切な表示を行うように指導して、関西電力の火力燃料費の削減を

支援すること。 

 ４点目、これらの３点を実行するに当たって、オール電化機器の取りかえ費用並びに今後の需

要予測も踏まえて、値上げ原資に含まれていると思われるオール電化にかかわる火力燃料費は、

今までのオール電化のＰＲが不適切であったことの責任をとって値上げ原資から除外すること。 

 以上が私の提案ですが、ここで２点目の夜間電力料金を大幅に割り引く制度から大幅に割り増

しする制度に変更することについて、補足説明をさせていただきます。 

 主要政党の原子力発電に対する姿勢も、自民党と公明党の政策の合意により、原発依存度を低

下させるとの方向性では一致しました。その結果、原子力発電の新増設を行いやすくするための

夜間の電力使用量のボトムアップの必要性が大きく後退しました。したがって、夜間電力を主と

して使用し、問題の多いオール電化を導入したお客様だけを優遇する必要性はありません。大幅

に割り引く制度は、例えて言えば、「隣の酒飲みのおやじの飲み代を近隣の住民が負担する」制度

です。これを大幅に割り増し制度に変更するということは、「飲むなら自分の金で飲め、それが嫌

なら飲むな」、の制度に変えることです。オール電化による火力燃料費を原因者負担として、お客

様全体で負担することはやめようというのが提案です。 

 最後に、関西電力への質問と、経産省の認可に当たって確認いただきたい事項を申し上げます。 

 まず１点目、はぴｅプラン（オール電化住宅割引）の新規加入を休止する理由は何ですか。 
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 ２点目、その一方で、電気温水器への夜間電力の割引制度を継続する理由は何ですか。私は中

止すべきだと思います。 

 ３点目、エコキュートについては、設置されている全てのエコキュートの平均値で省エネ・省

ＣО２に貢献しているという実績データがありますか。ないのであれば夜間電力の割引制度の適

用を中止するべきです。 

 ４点目、昨年12月18日に開催された関西の消費者団体主催の値上げに関する説明会のオール電

化に関する文書回答の中に、「すぐれた性能を持つオール電化住宅の省エネ・省ＣО２性」とあり

ます。その根拠をＩＨクッキングヒーター、電気温水器については機器単体で、そしてエコキュ

ートについては平均値で評価の場合について明らかにしてください。 

 以上です。 

○安念委員長 

 関電に対するご質問と認識してよろしゅうございますか。 

○大谷陳述人 

 はい、そうです。最後の４つです。 

○安念委員長 

 はい。では、お答えいただけますか。 

 

○彌園執行役員お客さま本部副本部長（関西電力） 

 はぴｅプラン、オール電化の料金メニューにつきましてご質問いただきました。 

 オール電化の料金メニューにかかわらず、選択約款のメニューにつきましては、各時間帯別に

電気料金を、その時間帯別の供給コスト等に応じて設定し料金単価の格差を設けることによりま

して、負荷の移行を促して供給設備の効率的な利用につなげる。これによってコスト低減も図り、

お客様全体の料金の低減を図ると、こういう目的で設定しているものでございます。 

 夜間料金につきましても、夜間の供給コストを反映した価格で今回も設定させていただいてお

りますので、特に夜間をそれ以上に割り引いているということではなく、これは適正な料金設定

と考えてございます。 

 その上で、ご質問ございました、はぴｅプランの新規加入の停止についてでございますが、こ

れまではオール電化住宅のお客様に適用してまいりましたオール電化割引でございますけども、

これはオール電化住宅と同じような使用形態のお客様を、つまりオール電化と同じように夜に多

くお使いいただいているお客様を、オール電化のお客様と差を設けるようなことは適切でないと

いうようなご意見をいただいております。また、今現在、電力需給が非常に厳しい中で、需要喚
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起を目的とした制度ではないかという誤解を招きかねないという点を勘案いたしまして、今回の

供給約款の変更時期に合わせて新規加入を停止するとしたものでございます。 

 それから、エコキュートが省エネに貢献していないのではないかというご指摘でございます。

我々としましては、現在、オール電化、エコキュートを含めてオール電化のお勧め、勧奨という

ことを積極的に行ってはございませんが、エコキュート自体の機器の評価といたしましては、現

在のＪＩＳの規格が、Ｈ23年２月から家庭用ヒートポンプの給湯器の評価規格になってございま

すが、この性能表示に従いますと、１年を通じて使用形態に沿った形で評価した場合、現在のエ

コキュートの機器でありますと３以上の効率があるというふうなことになってございますので、

エコキュートには相当の省エネ性があるものというふうに評価いたしております。 

 しかしながら、去年夏の節電のお願いの表明以来、厳しい需給状況が継続してございますので、

これを踏まえて需給安定化に資する取り組みを最優先に行っておりますことから、エコキュート

も含めまして、オール電化住宅の普及を目的とした活動は現在行ってございません。 

 以上でございます。 

○大谷陳述人 

 電気温水器対して割引制度を継続してますよね。これの代替機器はエコキュートであったり、

ガスのほうの潜熱回収式のものであったり、同類項のものはいろいろあるわけですよね。それで

なぜ電気温水器をいつまでも温存するのですか。株主総会のときに、電気温水器は省エネでもな

い、ＣО２でもないという答弁をしておられるんですよ。放置する理由がよくわからないんです。 

○彌園執行役員お客さま本部副本部長（関西電力） 

 今現在、節電でありますとか省エネルギーの情報提供、あるいはコンサルティング等を進めさ

せていただいている中で、電気温水器の取りかえといいますか、エコキュートへの買いかえ、置

きかえが、どのように省エネルギー、節電につながるかということは丁寧にご説明をさせていた

だいております。 

 それから、料金制度に関しましては、ここはやはり、先ほど申しましたように、これは負荷平

準化ということを料金面で評価するという制度でございますので、そういう面からは深夜機器、

電気温水器を含めた深夜機器につきまして、今回、新規に提出するまでの間は従来の制度を適用

させていただくということにさせていただいております。 

○大谷陳述人 

 エコキュートについて、ＪＩＳ規格でどうのこうのとおっしゃっていますけれども、その設定

モードの実態はいかがですか。割引制度を通して、関西電力ではその辺の実態を一番つかめる立

場にあると思うんですけれども、そういう点をどのようにやっておられますか。 
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○安念委員長 

 ちょっと、最後のご質問ということで。どうぞ。 

○彌園執行役員お客さま本部副本部長（関西電力） 

 これは個別のお客様について、その設定モードまで確認しているわけではございません。しか

しながら出荷時の設定モードが既にそういうことを前提としたものになってございますので、そ

れを前提として我々が評価しているということだと思います。 

○大谷陳述人 

 設定モードは後でもどんどん変えられますのでね。 

○安念委員長 

 ちょっと、大谷さん。もう時間になりまして、申しわけございません。まだ次の方もいらっし

ゃいますので。 

 じゃ、大谷さんはここまでとさせていただきます。どうもありがとうございました。 

 なお、大谷さん、ご質問事項がございましたら、先ほど申しましたように１月30日まで、非常

に短いんですが、別途書面にて事務局までご送付いただければ対応いたしますので。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、３番の原強さんにお願いをいたします。 

○原陳述人 

 原でございます。あらかじめ意見の概要をお伝えしておりますが、これに沿って幾つか質問も

交えながら意見を述べたいと思います。 

 今回の料金改定、皆様もおっしゃっておりますように、私どもの暮らしや地域経済に大変な影

響を及ぼすものでありますから、できればやめていただきたい、こういうふうに言いたいわけで

すね。ただ、後で出てまいりますように、どうしても料金を押し上げる要素というのがあるとい

うことも理解をしております。ですから公平・公正な審査を関係者の皆様にしっかりとやってい

ただきたいと、このこと強く申し上げたいわけであります。 

 私どもに与えられている資料というのは、極めて限られております。ホームページを見ろと言

われても、一々見ることもできません。そういうことから、今審査に当たっておられる皆様には、

本当に消費者の思いを酌んでいただいて、そして社会の目でこれが妥当だと言えるような審査を

やっていただきたいと申し上げたいわけであります。 

 私どもが知る情報、例えば審査会が開かれた、そこでこういうような議論があったというよう

なことが新聞などで言われます。そういうところに出てくる情報、例えば役員報酬が、今回であ

ればカットしたというものの平均4,100万、こんな数字があったように思うんですね。こういう
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4,100万というのが妥当なのかどうなのかというようなことはともかく、ああ、そうだったのかと

いうようなことを初めて知るようなことがあるわけです。 

 そういう中には、私どもから見てとても納得できないような情報がいろいろ出てくるわけです。

例えば人件費絡みで言っても、社会保険料の労使の負担割合が、私どもから言ったら労使折半と

いうのが常識。ところが従来、関電も含めて電力業界ではそうではなかったという、そういうこ

とが明るみに出てきて、えっ、そんなことやっていたのかというふうになるわけですよね。 

 あるいは、役員のＯＢの皆様といいますか、顧問の皆様のお手当というものも、あっ、こうい

うふうに計上しておられるのかというようなこともわかったりするわけですよね。 

 あるいは、購入電力料にかかわっては、こんなことが許されるのかとつくづく思うのですけど、

日本原電に対して基本契約料だということで大変たくさんの金を払っておられると。ただ日本原

電は電気つくってないわけですよね。何でそんなにお金払わないかんのと、こういうことが率直

な気持ちとして出てくるじゃありませんか。日本原電は史上最高の利益を上げた。電気をつくっ

てなくて史上最高の利益を上げる。何をしてるんですかという気持ちにやっぱりなるわけですよ

ね。ですから、こういうことが新聞でぽろぽろぽろと出るにつけ、おかしいなあと思わざるを得

ないのですね。 

 私どもも消費者団体として、関西電力の皆さんと先般も意見交換会を行って、いろいろ情報も

いただいて、ああ、そうだったのかということも、わかった部分もありますけれど、やっぱり聞

けば聞くほど、また疑問が出てくるというのが世の常みたいな気もするんです。 

 私が今回、関西電力の皆さんとの意見交換で一番こだわったのは、レートベース方式による事

業報酬ということであります。なぜ、このレートベース方式が今日も電力料金において採用され

ているのか。そもそもというのは、もしも経産省の方、ご説明いただくならお願いしたいなとい

うふうに思うんですけれど、これによって得られる事業報酬というのは一体何なのかということ

なんです。 

 今回で言うと、単年度に平均しますと1,360億円の事業報酬が計上されております。この内訳は

一体何なの、ということで何遍も聞いたわけです。そうすると、株主の配当ですね、これは今回

は１株50円ということで想定すると447億円というお金が要りますと。それから利息を払わなきゃ

いけない借入金だとか社債がありますと。この利息が要りますと。ざっと500億円ぐらい要ります

と。差し引きいたしまして、まだ400億以上残るんです。これは一体何なんだということでありま

す。 

 私は、何遍もお聞きする中で確信をしたのは、要するにこれは関西電力の可処分利益だ。自由

に使えるお金じゃないかということなのです。この400億余りのお金があらかじめこの料金の中に
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組み込まれるという、こんな制度がなぜ今も採用され続けるのかという思いを持つわけなのです。 

 ですから、これは経産省、あるいは関西電力にもご答弁いただければいいと思うのですが、こ

の400億余りのお金というのは、要するに、改めて確認しますけども可処分利益なんですね。株主

総会に対して利益処分案が出ると思います。それのベースになる税引き後利益、これが株主の配

当、そして可処分利益に当たってくるものだと思うんです。ですから株主に配当してしまった残

り、これは自由に使えるわけで、ここから役員の期末賞与なども出されてきたわけですよね。 

 ですから、今回、役員報酬を下げると言っても、期末賞与がこれでちゃんと出るような利益が

あらかじめ組み込まれている、こういうことになるんじゃないんでしょうか。この認識が間違っ

ているなら間違っているということで教えてもらいたいんです。僕は今回の関電との意見交換で、

こういう仕組みだということを確信しました。 

 そういう点で、この事業報酬という制度は、民間の企業では考えられないような、あらかじめ

株主に対する報酬も十分に、そして可処分利益もきっちり取れるという、こんな仕組みがとられ

ているということについては、僕は根本的に見直す必要があると思うのです。これから電力シス

テム改革が行われて、発電部門、送配電部門を分離していくと、こういう中でもこのレートベー

ス方式による事業報酬制を続けるんでしょうか。これは根本から考えるべき時期に来ていると思

うんです。 

 もしも別の事業報酬を積み上げ方式でやるというのであれば、積み上げ方式をおやりになった

らいいんです。そして400億円余りの利益は絶対に欲しいんですということを立証してもらったら

いいんです。そしたら当然のこととして料金に組み込みましょうと。現行制度においてもですよ。

ですから、そういう理不尽な事業報酬制度は、これはやめるべきだと主張をしたいのですが、い

かがでございましょうか。 

 また、電気料金を押し上げる要素にこれはなるので自己矛盾をするようなことになるのですけ

れど、原発の安全性を担保しなきゃいけない。そして原発から生み出されるさまざまな廃棄物の

処理をしなきゃいけない。いわゆるバックエンド費用というものもどんどんかかるような時代に

なっています。今回でも原発安全のために委託費、246億円のシビアアクシデント対応などの委託

費というのを組み込みましたと。こういうのがどんどん必要になってくるわけですよね。それか

ら原子力損害賠償の支援機構に対する一部負担金315億円、こういうものを消費者が負担をしなき

ゃいけないことになってきています。もっと安全にといったらお金がかかることになるのが必定

です。こういう原発安全のためのコストを誰が負担すべきなのか。最終的には消費者ですという

ことになれば負担をしなきゃいけないわけでね。そうすると今まで原発は安いと言っていた議論

は何だったんですかというふうになるわけです。 
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 今回、改めて関西電力の事業経営を見るに、どこを切っても原発が出てくるという構造になっ

ています。ですから、今や関西電力の事業経営からいうと、引くに引けない状況になってしまっ

ているということなんだと思います。しかし、これを根本的に事業戦略の転換をしなければいけ

ない時期に今日来ているという認識を持たなければいけないわけです。きょうは八木社長いらっ

しゃいますから、この点を特に僕ははっきり言ってもらいたいと思うのです。ですから原発の安

全は、これは国民の安全という意味で大事なことなのです。 

 ただ一方で、この原発を動かすということによって出てくる事業経営上のリスク、これは巨大

なものなのです。誤れば関電が吹っ飛んでしまう。それだけじゃなくて、この近畿一円の私たち

の暮らしがだめになるわけです。そういうリスクを持ったものだという認識を私は持つ必要があ

ると思います。 

 ですから、関西電力の事業経営の安全という点から見ても、これから原発から撤退をしていく

というビジョンを持たなきゃいけないというふうに思うのです。エネルギー源の選択、これは何

十年に１回のことだと思うんです。石炭から石油に切りかえたという、こういう大きなエネルギ

ー源の選択だってやってきたわけです。ですから、今日、原発から安全なクリーンな─これを

関西電力は原発がそうだとおっしゃってきたわけですけれど、これからは本当の意味で安全でク

リーンな再生可能エネルギーを中心にしたエネルギー源に切りかえる、こういう時代なんだと思

います。そうしなければ関西電力の事業経営、どこかで破綻をします。そして消費者にとんでも

ない負担を押しつけることになるでしょう。 

 差し当たっての問題でも、日本原燃という六ヶ所村の事業ですね、これを運営している会社が

あります。この日本原燃と関西電力の関係も、今回いろいろ教えてもらってよくわかりました。

そうだったのかということであります。日本原燃の出資の16.6％というか16.7％、関電は持って

おられます。その分があるので持分法で関電の関連会社として連結対象にしてこられました。そ

れだけじゃなくて社債や借入金に対する保証をやっているわけですよね。これが巨額なお金じゃ

ないですか。 

 さらに八木さんが日本原燃のトップを兼ねておられます。こういうことですから日本原燃の経

営、もう引くに引けないという関係にもなってしまっているんだと思いますけれど、六ヶ所村の

事業がストップになったとき、こういう関電が持ってきた負担はどうなるんでしょう。安全な経

営が進んでいるとしても、再処理料の前渡金が15年償却だというので、とてもたくさんのお金を

前払いをしておられる。こういうことって世の中にあるんだろうか。金額がたしか2,034億円と、

こんな数字がどこかにあったと思うんです。こういうお金を関電としては随分前に日本原燃に払

い込んで、少しずつ少しずつ償却していくという、こういうことをやっておられるわけですよね。
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こういうようなことを含めて日本原燃の運営に対して、関電はこれからどういうふうにかかわっ

ていくのかと、とても心配を持ちます。 

 僕は、そういう点で、今日、関西電力にとって必要なのは、原発からの撤退ということを決断

をして、そしてそのためにどういう道筋が要るのかということをはっきり示すことだと思います。

これによって巨額な損失が生まれるでしょう。そして巨額なコストが必要とされます。そのコス

トを誰がどのように負担し合うかということをきちんと議論をしていくという時期なんだと僕は

思うんです。そのことは避けて通れないというふうに僕は思います。部分的にこれは国民にとっ

て負担がふえることにつながるかもしれません。だけどそれは長い目で見れば、未来の世代に対

して巨大な負債を残すんじゃなくて、安全なクリーンなエネルギーを我々は手にすることもでき

るし、そして住みやすい持続可能な日本を次の世代に残すことにつながるんだと、こういうふう

に思うんです。これはまさに八木さんがトップとして決断をなさるべきことでありますし、国も

その点で判断をしなければいけないことでしょう。 

 もう１分ということになりましたので、これでやめますので、国のほうからレートベース方式

の考え方の根拠、そして今の時期に見直すということがないのかどうかということ。それから八

木さんには、原発からの撤退ということが関電の経営の安全ということだという点についての基

本認識を伺いたいと思います。 

○安念委員長 

 はい。ちょっともう残り時間がほとんどありませんので、ごく簡潔にご回答いただきます。レ

ートベース、はい。 

○滝澤調整官（経済産業省） 

 事業報酬でございますけれども、よくご案内のとおりだと思いますが、電気事業に必要な資産

を取得・維持する資金を調達するに当たって、必要な資本コストをどういうふうに見るかという

お話でございます。 

 そもそも、そのレートベース方式がなぜ採用されているのかということでございますけれども、

昭和35年に、積み上げ方式というのをそれまではおっしゃったようにとっておったわけなのです

けれども、レートベース方式のほうが、積み上げ方式による資本構成の差異によって原価水準に

差が出たりですとか、それが電力会社の企業努力を促進する余地に乏しい等々の欠点を克服しよ

うということでレートベース方式が導入をされたということでございます。これが規制の枠の中

で資金調達に創意工夫の余地を電気事業者に与えるという観点から導入をされたということでご

ざいまして、彼らに対する、その経営に対する刺激というものをどうやって担保するのかという

観点だったというふうに思います。ガスですとか、鉄道ですとか、その他の公益事業についても
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同じように導入をされております。 

 それから、システム改革というお話がございました。今、まさしくその議論をしている最中で

ございますけれども、電力の自由化とあわせまして、こういった規制料金のあり方というのもあ

わせて見直しの対象になるのかなというふうに考えてございます。 

○八木社長（関西電力） 

 関西電力のエネルギー戦略を転換せよというご指摘でございますが、ご承知のように、我が国

全体を考えたときに、エネルギー自給率は４％という実情でございます。そういう意味で、将来

的な我が国のエネルギーの安定供給という観点から考えますと、やはりエネルギー資源が乏しい

ということを考えますと、多様な資源を確保し、そしてよく世の中で言われていますが、３つの

Ｅと言われておりますが、安定供給、それから環境保全、経済性、こういったことを同時達成す

る、そういう観点から最適なエネルギーミックスを構築していくことが大変重要なことだと思っ

ております。 

 具体的には、火力発電をもっともっと効率的なものにするとともに、再生可能エネルギーを活

用し、そして省エネルギーを推進するとともに、原子力発電というのも、今後の重要な電源とし

て活用していくべきだというふうに考えております。 

 原子力発電の安全性につきましては、ご指摘のようにコストの問題もご指摘がございましたが、

先般、国の委員会でも、今回の福島の事故を踏まえて、将来的にそうした補償費等々も踏まえた

中でも、依然として火力と競争力があるというデータも示されておりますし、私ども事業者とい

たしましては、この福島の事故の反省、そして得られた知見による徹底的な安全対策を行い、そ

して世界最高水準の安全性を目指すことによって、立地地域を初め国民の皆様の信頼回復に努め

てまいりたいと思っております。 

 国のエネルギー政策全般については、これから国内でいろいろと審議が行われると思います。

私どもとしては慎重に議論をしていただきたいと思っておりますし、また、私どものエネルギー

政策も、そうしたことと整合性をとりながら、今後、真摯に皆様のご意見を受けとめ、適切に対

応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 

 時間になりましたので、原さんの陳述はこれにてと思います。ありがとうございました。 

 なお、ご質問のある場合には、先ほども申しましたように１月30日までに事務局に書面でご提

出をいただければと存じます。 

 原さん、どうもありがとうございました。 
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○原陳述人 

 どうもありがとうございました。 

○安念委員長 

 それでは、第４番の沖野純子さんにお願いをいたします。どうぞよろしくお願いします。 

○沖野陳述人 

 私は、新日本婦人の会大阪府本部に属しております。女性・消費者団体として、関西電力の家

庭向け電気料金の11.88％の値上げに反対であるということを申し上げます。一主婦の立場として

も反対です。 

 関西電力は、原発停止で火力燃料費の増大で損益が悪化したと言っています。業績悪化は原発

依存でエネルギー政策を進めてきた関電の責任で、そのツケを利用者に負担を負わせるのは納得

できません。 

 今、料金の値上げは、デフレ経済の中、この貧困と格差が広がる大阪で家計を直撃します。国

は税と社会保障の一体改革を進め、国民生活に大きな影響を与えております。生活保護基準の見

直しや、消費税が５％から８％、10％への大増税は、特に年収200万円以下のシングルマザーや低

年金のひとり暮らしの女性への影響は計り知れません。政府は２％の物価値上げでデフレ脱却を

目指していますが、庶民の感覚でいいますと、給料は下がるのに生活関連の物価はますます上が

り、生活はますます苦しくなるのではないかと不安がいっぱいです。 

 私たちは家計簿運動をしておりますが、若い会員に協力していただきまして、家計簿の観点か

ら述べさせていただきます。 

 この方は４人家族で、平均の消費支出は月約23万円、電気代は平均で月7,576円、生活費の約

3.3％を占めています。かなり節電にも努力されています。これが11.88％の値上げになると、１

カ月の電気代は8,476円、年間では１万801円も負担がふえることになります。１カ月半分の電気

代を余分に支払わなければならないのです。その上、先ほど言いましたが、消費税を５％から８％、

10％にしようとしていますが、消費税が８％になると電気料金は平均月8,718円、消費税10％では

月8,879円で、年間では１万5,636円も負担がふえることになります。本当に生活を大きく圧迫す

ることになります。 

 さて、私の家の個人的な主婦の立場で言わせていただきたいんですが、12月21日から１月23日

までの１カ月間の電気の使用量のお知らせというのが来ました。すごく高くてびっくりしたんで

すね。使用量が970キロワットアワーで請求額が２万4,270円にもなっているんです。もうすごい

びっくりして、キッチン、冷暖房が電気の熱源、キッチンはＩＨなんですね。あと冷暖房はエア

コンなんですね。給湯はガスなんです。夫婦２人の生活で節電もすごく心がけているんです。私
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は毎日湯たんぽで寝ています。 

 ところが年末年始というのは来客が多くて、子どもたちも帰ってきて、孫も帰ってきて、電気

を使うことがすごく多くて、冬場のこの時期は、いつもはね上がります。このお知らせを見ます

と、省エネ促進賦課基金というのが261円も取られていて、そして消費税は1,155円も取られてい

て、すごい重税感というのが、このお知らせを見て改めて思っております。値上げというのは非

常にこたえます。 

 電気料金削減のメニュー案も関電のほうからいろいろ提案されておりますが、先ほどの意見陳

述の大谷さんの話を私は初めて聞いて、いろいろと参考になったんですが、そのときのはぴｅタ

イムというプランですが、これはオール電化でしか恩恵が受けられない。私みたいな中途半端な

ところはもう全然恩恵はありませんし、３段階料金制度という、そのプラン案もちょっと納得で

きない。いわゆるエアコンを使わなかったら、エアコンのところにすごく料金がはね上がるよう

な料金制度にしていますよ、だからそこはエアコンをすごく使うのを我慢すれば料金は下がりま

すよ、みたいなプランなんですね。高齢者を抱える家庭とか、小さなお子様たちがいる家庭では、

やはり今、冷暖房というのは、エアコンが当たり前の状況じゃないかなというふうに思っており

ます。 

 さて、本当に利用者に値上げの負担を押しつけるのではなくて、関西電力の企業努力というの

が非常に大事ではないでしょうか。関西電力は全日本通関価格より高めの火力燃料の購入価格と

なっていますが、燃料価格引下げに余地はないのでしょうか。また役員給与も、減額しても平均

4,100万円と高いのではないでしょうか。関西電力の内部留保は１兆8,000億円ほどあるのではな

いでしょうか。それをどうぞ取り崩してください。また、使用済核燃料再処理積立金なども運用

されたらいかがなんでしょうか。こういう内部の企業努力のときに、いつもリストラとか労働者

の賃下げが話題になるんですが、そういうことは絶対しないでください。  

 未曽有のあの福島原発事故というのは、いまだ終息せず、16万人の避難者がふるさとには戻れ

ません。ひとたび重大な事故を起こせば、琵琶湖も含め想像を絶する深刻な状況になります。日

本は活断層が縦横に走っており、いつ地震が起きてもおかしくない状況です。専門家から、今、

稼動している大飯原発の敷地内には、活断層の存在が否定できないと指摘されています。大飯原

発の稼動は停止してほしいと思います。リスクの多い原発依存のエネルギー政策から再生可能エ

ネルギーへの転換を求めます。７月からの老朽化した高浜原発再稼動をして料金値上げというの

は、府民からは納得は得られないでしょう。経済産業省は電気料金値上げを認めないでください。 

 きょうは、私も言いたいと、女性たちが私にカードを書いて託してくれました。一部読み上げ

て終わりたいと思います。 
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 「何で突然なんですか。家の郵便ポストに一方的な値上げ通告の文書が入っていた関電は、十

分検討した誠意が感じられません。年金生活で高い料金は払えないのです。節約にも限度、使わ

なければ生活に支障が出る、そんな電気代は簡単に値上げはやめてください。」「化石燃料の買取

価格が高過ぎるのではないですか。経営努力をしっかりしてください。私たち消費者に負担を押

しつけるのは経営者として恥ずかしくないですか。」「電力会社を選べないのが残念です。値上げ

の前に節電を呼びかけるべきでは。」「11％の値上げは反対です。納得できる根拠も示さず消費者

に押しつけるのはやめてください。」「私は言いたい、関西電力の値上げ申請を認可しないで。値

上げしなくてもやっていく体力があると思います。」「国民は苦しんでいます。原発ゼロを願う国

民を無視する関電、値上げ認可しないで。」「私は言いたい、正直、今でも生活苦しい。電気料金

値上げ許せない。」「私は言いたい、電気なしで生きていけないのに、今でも家計で占める割合が

高いのに、値上げされたら暮らしていけません。首を絞められる気がします。」「生きるのに欠か

せない電気、値上げで使えなくなる人が出るのでは。値上げには反対。」「私は言いたい、関電の

値上げは無謀です。消費者がなぜ負担しないといけないのか。暮らしの大変さに追い討ちをかけ

ないで。経産省は認めないで。」「私は言いたい、関西電力の値上げを認めないで。年間11.88％ア

ップは１カ月分の電気代です。」「国民の暮らしが大変な中で許せません。内部留保を吐き出して

からの話です。」「この不況下で料金値上げを一方的に行うなんて絶対許せません。関電はリスト

ラではなく、コストを下げる企業努力をすべきです。」「原発リスクが明白なら、あらゆる情報を

公開してください。単純に値上げは困ります。安全神話を振りまいた責任はきっちりとってくだ

さい。」と、こういうふうにきりがないほどいっぱいね、女性たちの思いがね、これが今の気持ち

なんですよね。一般の女性たちの気持ちなんです。どうぞ本当に11.88％の値上げはやめてくださ

い。 

 以上です。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。これは関電にお答えいただきましょう。企業努力が足らんぞという

ご指摘です。 

○八木社長（関西電力） 

 値上げを回避すべきというご意見でございます。 

 私ども、今回の値上げの申請をさせていただきましたのは、火力燃料費が増大ということでご

ざいますが、これは、私どもの最大の使命であります電力の安全・安定供給という使命を確実に

今後とも果たしていくというためには、今、財務状況が大変悪化いたしております。そうした中

で、例えばこれから電気をお送りするための燃料費を調達する、あるいは設備を修繕するための
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費用の調達ができなくなるということでございます。したがいまして、安定供給という使命を確

実に果たすためにご理解を賜りたいということで値上げの申請をさせていただいたものです。 

 当然のことながら、今ご指摘のように、その値上げに当たりましては、当社といたしましても

全社一丸となって徹底した経営効率化、それから内部留保の取り崩し、これによってできるだけ

値上げの回避に対応してまいりました。しかしながら、原子力プラントが再稼動できないという

状況が続いている中で、火力燃料費の負担が5,700億円と、平成22年度に比べますと大幅に増加し

ております。これを短期的に効率化が可能な、例えば人件費、修繕費、諸経費、こうしたところ

で対応するにしても、ほぼ同程度のレベルに達してきております。したがいまして、まことに申

しわけございませんが、経営努力で吸収できる水準を大幅に上回っているという状況にございま

す。 

 そういう意味で、本当にお客様には多大なご負担をおかけし、今のお声も重々真摯に受けとめ

ておりますが、本当にまことに申しわけないと思っておりますが、私どもといたしましては、さ

らなる徹底した経営効率化、これを前提とした上で、苦渋の決断として今回の電気料金のお願い

をさせていただいたわけでございます。そういった面も今後の電力の安定供給をしっかりとやっ

ていく上での必要な手だてということで、何とぞご理解を賜ればありがたいと思っております。 

 それから、原子力を進めてきたことの経営責任というお話もございましたが、一方でご理解を

賜りたいと思っておりますのは、これまで当社は、できるだけ低廉で安定的な電気をお届けする

ということで、いろんな世の中の諸情勢を鑑みながら、安全・安定供給と環境保全、そして経済

性、こうしたことを考えながら、種々の電源を組み合わせて供給をしてまいりました。その結果

として、長年にわたって低廉な料金、省ＣО２を実現してきたと思っております。現実に平成12

年以降、５回にわたり累計で17％の電気料金を値下げさせていただいておりまして、料金申請前

では全社10社中でも下から３番目の電気料金ということでございます。 

 したがいまして、私どもとしての使命は、やはりできるだけ低廉で安定した電力供給を行う、

そういう意味では原子力も、安全の確保が大前提でございますが、これも含めた電源のベストミ

ックスによって、そういう使命を果たし、経営責任を果たしてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

○安念委員長 

 沖野さん、あと１枚だけならどうぞ。まだ残りがありますでしょうか。 

○沖野陳述人 

 残り、あります。いいですか。 

○安念委員長 
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 ええ、あと一枚だけ。 

○沖野陳述人 

 電気料金値上げやめて。とことん節電していますのに11％も値上げされたら、もう払えません。

絶対やめてください。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 なお、ご質問のある場合は、どうぞ１月30日までに文書でお寄せください。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは第５番の、今、お名前間違って呼んでしまいました。申しわけございません。第５番

の東瀬さんにお願いいたします。どうぞ。 

○東瀬陳述人 

 よろしゅうございますか。 

○安念委員長 

 どうぞおかけください。 

○東瀬陳述人 

 私は、日本主婦連合会の会長の東瀬でございます。本日は、お忙しいのに行政の方、傍聴の方、

公聴会ありがとうございます。私たち、ご存じのように家族を持って家庭生活をしております主

婦の立場でございますが、この料金の値上げに対しては、本当に生活している者として大変大き

な影響があります。 

 といいますのは、今はもう電気の生活でございますね。今さらあなた、ほうき持って掃除せよ

とか、お風呂をまきでもって炊きなさいとか、そういう生活、七輪を出して炭火でというような

生活、もう絶対できません。もう本当に掃除機使って、電気製品を使って、本当に安全な電気を

供給していただいて生活しておるものですから、こういった問題は非常に、私たちこれからの生

活に、どういうふうにしていこうか、どういうふうに電気代、電気を使わないでいけるかという

ことが、もう本当に生活の大きな問題になっておりますので、きょうは私の、今までの口述人の

方、あるいはこれからの方、いろいろとおっしゃっておりますけど、主婦連としまして、この電

気料金の値上げに対しては、本当に家庭生活から見て反対でございます。 

 しかし、私たち生活者としては、これがどうなるか、これから先がどうなっていくか、子や孫

に対してどうなって、電気生活ができるかということの観点から見まして、いろいろと勉強させ

ていただきました。また、関西電力、あるいは北支店の方からもご説明も聞いております。で、

納得はしておりません。まだまだこれからの関電さん、あるいは経済産業省さんの努力していた
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だいて、できるだけこの電気料金にもっていかないようにというお願いが第一番にございます。

ですから、これからもよろしくお願いします。 

 しかし電気が欲しいんです。電気が要るんです。料金でとやかく言うてる問題じゃございませ

ん。しかも日本は資源に乏しい。皆さんご存じのように石炭から石油にかわりました。ＬＮＧに

かわりましても、全部外国から輸入せねばなりません。そういった、これから日本はどうなって

いきますでしょう。原発が危ない、原子力発電所は危険だということは、もう40年前にわかって

おりますね。それ、福島の東京電力さんの地震の事故で、非常に我々のほうの電気事情も変わっ

てきましたし、経済産業省も政府もみんなこれにかかって、これからいただけると思いますが、

私の意見としては、陳述の届出書に書いているのが大体この趣旨でございます。電気の欲しいた

めに、電気がどうしてできるか、我々の願いにかなってくれるかということから私は出発したい

と思います。 

 原子力の発電、原発ですよね、これがゼロになってほしい。これは皆さん、私たち全員の願い

だと思います。しかし、今、原発をとめられましたら私たちの生活はどうなるでしょう。その証

拠に、石炭や石油、ＬＮＧを輸入されているために会社としては電力の供給ができないという観

点から、今日、この公聴会に及んだと思います。この電気のあり方について、皆さんもよくお考

えだし、行政、また関西電力さん、これはもうご自分のことですからわかっていただいていると

思います。 

 だから、皆さんどうでしょうね、私も考えたんですが、原子力発電所をここでストップされま

したら、輸入のＬＮＧ、これにかかって電気を供給していただかないといけない。そして、今、

このエネルギーの資源の乏しいこの日本の国であって、再生のエネルギーに、今、またこれから

努力していただく。太陽光発電ですね。また風力の発電、そのほか原子炉の改良とか、いろいろ

と問題が山積しておりますが、私は、これはもっとなぜ前にこれにかかっていただけなかったか。

40年前に危険だということと隣り合わせに原子力があるんでしょう。そしたらもう、そのときか

らこの問題について、日本は資源に乏しいんだからどうするかということを、我々国民に対して、

生活者に対して、なぜもっと早く取り組んでくれなかったかなということもございますので、ど

うぞこれからも経済産業省、関西電力さん、全力を挙げてやっていただかないと、日本の国の経

済、電気産業、あるいは輸出、これがどうなるでしょう。国力がもう衰微することは目の前でご

ざいますので、どうぞこれからの電気について、私は、今までのことは今までのことで、これを

もとにして電気をつくっていただきたい、私たちの生活を守っていただきたい、そう願い一点で

ございます。もう何も申し上げることは、これからの方もおっしゃると思いますけども。 

 ただ、私が心配しますのは、この自然の風力、あるいは太陽、これだけに電気ができるでしょ
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うか。それを非常に心配しております。1997年でしたかね、私もドイツへ行ってきましたが、ド

イツがこの自然の太陽光線、このエネルギーの問題に取り組みまして、10年計画でこの太陽光線、

こういうエネルギーに打ち込みました。10年たっても、どうでしょう、供給の30％しか電力がで

きないということを聞きましたとき、もうそのときから私は、関西電力さんの美浜、大飯の発電

所、こういうところへ何遍も伺っております。どういうことになるだろうかということは、私た

ち家庭の主婦として、難しい計算はできませんが、非常に将来を見込んでおりました。 

 ですから、せんだっても、堺港の近くに太陽光発電所、関西電力さんつくっておられますね。

私あれ見学させていただきましたけども、甲子園の球場の約３倍からあるところでも、今までの

をつくられて、今日、１年間２％なんですね。太陽が出ないと、曇っていただけでは電気ができ

ないんですね。そういう自然の現象にこれから打ち込んでいかれるんでしょうか。今、１年であ

れだけのところでも、あるいは日本は、飛行機の上から見たら、お空から見たら平野少ないです

ね。そういう本当に日本列島は森林に囲まれて平野が少ない。砂漠のようなとこでしたら、そう

いう発電所もいいかもしれません。何に頼っていくか。原子力は危険だということでございます

が、今、これゼロにしていただくと、どうなります？ 家族を持っております私ども、子どもが

病気をしたり、あるいは食事のときに電気が消えたり、どうなるでしょう。本当に真剣に考えて

おります。 

 どうぞ皆さん、私たち頑張って、これからの電気の、電力の社会を何としても、私たちも頑張

らないかないと思いますけども、電気は一家庭の主婦はつくれませんので、関西電力さん並びに

経済産業省、この方たちが─私たちは、昔は値上げとかいろんな電気の問題がありましたら、

関西電力株式会社の古い昔の本社（堂島川に面した）へ直接談判に出かけましたんです。いろい

ろと説明も聞きました。しかし今は経済産業省が、政府が、行政がこれを監督していただいてお

りますから、しっかりとこの電気の問題を、これからも頑張ってよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 時間、もう少しありますか。もう少しあるそうですので、これからの日本、さっきのドイツの

ことですが、ドイツは、やはりソ連があり、フランスがあって、大陸の中にドイツがありますか

ら、電気は外国からでも買えます。しかし日本は四面が海に囲まれた日本列島です。ですから電

気をしつつ、ここは40年前に振り返って、どうして私たちの生活を守ってくれるかということを、

まあ私が申し上げなくても皆さんそう考えていらっしゃいます。皆さんも消費者ですから、どう

ぞこれからもよろしくお願いしたいと思います。申し上げるのが、もう頼むことばっかりですけ

ども、どうぞお願いして私の終わらせていただきます。 

○安念委員長 
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 どうもありがとうございました。 

 どうしましょう、何かコメントあったら。どうぞどうぞ、東瀬さん、そのままおかけください。 

○滝澤調整官（経済産業省） 

 エネルギーの安定供給にしっかりと取り組めというご趣旨でいろいろとご意見いただいて、本

当にありがとうございました。エネルギー政策、先ほど申し上げましたけれども、どのような事

態にあっても、国民生活ですとか経済活動に支障がないように、エネルギーの需給の安定に万全

を期すということが非常に大事かなと思っております。それからエネルギーのベストミックスに

つきましても、これから実現可能、責任あるエネルギー政策というものを構築する中で、しっか

りと検討してまいたりいというふうに考えてございます。 

○東瀬陳述人 

 これからの問題を私は申し上げたいんです。空気を汚さないというのが原子力発電所の一番い

い点でございましたので、私たち家庭主婦も空気を汚さないということにも関連しておりますの

で、どうぞ役所、しっかりとやっていただきたい。お願いしときます。 

○安念委員長 

 よろしゅうございますか。はい、どうもありがとうございました。 

○東瀬陳述人 

 はい、どうも。 

○安念委員長 

 なお、ご質問がおありでしたら、先ほど来申し上げておりますように30日までに文書でお寄せ

ください。 

○東瀬陳述人 

 そうですね。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

○東瀬陳述人 

 はい、ありがとうございます。 

○安念委員長 

 それでは、第６番の塔筋浩司様にお願いいたします。 

○塔筋陳述人 

 塔筋織布株式会社の塔筋浩司でございます。よろしくお願いします。 

 私どもの会社は、明治35年に創業以来、大阪府貝塚市の土地で111年間織物業を営んでまいりま
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した。発展途上国等の追い上げで同業者は30年前の10分の１まで減少する中、従業員の生活確保

と地域との関係があり、何とか会社を営んでまいりました。 

 現在、事業存続自体が危惧される中、先日、関西電力さんより約20％の電気料金の値上げ依頼

があり、私どもでは年間1,000万円ほどの値上げになりますというお話しがございました。また、

現在休止中の原発が動かなければ、さらなる値上げになりますということでした。私どものよう

な小企業では、利益よりその電気料金値上げ分を捻出することもままならず、また関電さんから

は、そのときに値上げ分を製品に転嫁できませんかというお話もあったのですが、現在、アジア

諸国の日本向けの受注が増大するという業界の環境下では値上げというのはなかなか通るもので

はございません。 

 私どもの業界では、生き残るために機械の革新化を考えておりまして、私どもの会社でも革新

化してまいりました。その機械というのは、、業界の話になりますが、今までは電気でモーターを

動かして織るという機械でしたが、革新機はコンプレッサーを使い圧縮空気で織物を織るという

機械でございます。その機械を導入しますと、コンプレッサーの電気代が織物織機を動かす電気

代の３倍かかります。電気料金は上がりますが、従来１分間に150回転で生産していたものを、こ

の革新機では。600回、700回転という生産性で生産効率を上げ、さらに24時間操業を行い、それ

にかかる電気代を支払って参りました。 

 その中での今回の値上げでございまして、生き残るために設備投資をし、革新化したがゆえに、

より苦しい立場に追い込まれるという皮肉な状況に陥っているのが現状でございます。さらに、

今、円安気味で原材料も上がり、その後、消費税増税云々、それに加え電気料金値上げでは、経

営環境も非常に悪化していくものだと考えております。 

 関西電力さんとの長いつき合いの中で、過去には景気がよくて、電気が足りないときは、関電

さんからは休日に稼動して平日休んだらどうですかと、その分値引きしますよというお話をいた

だいて、私たちもそのようにして、水曜日休んで日曜日に稼動し電気料金を抑えるということを

やってきたのですが、その後、電気が余ってきますと、一度権利を放棄すると二度ととれません

というふうに言われ、それもやめてきたという中で、電力不足になれば節電をお願いしますよと

いう依頼をされ、今回は再び値上げですよと言われれば値上げを余儀なくされ、いつも関電さん

の、、立ち会いで立たないといけない、我々受身だけじゃないですかという話を申し上げている次

第でございます。 

 関西電力さんに聞きますと、原発は国策によってやってまいりましたというお話です。今、原

発がとまり、火力に頼ることによるコストアップを我々消費者だけに転嫁するのではなくて、や

はり関西電力さんでの、聖域なき経費の削減、さらなる経営努力をお願いし、並びに国による今
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回の値上げを回避できるようなエネルギー施策の実施を何とかお願いし、電気料金値上げにより

苦境に陥る中小企業の救済施策を切に希望したいという思いであります。 

 私のように本日この場に来て意見を述べるというのは、まだ多少元気がある人間だと思います。

地場は疲れ切っておりまして、操業意欲をなくし、今後は廃業や倒産をする企業が続出して、今

でも疲弊している産地が崩壊するのではないかというふうに危惧している次第でございます。 

 本日は、堺市から岸和田市の地域までの織物会社で構成する泉州織物構造改善工業組合、そし

て私どもが所属しております貝塚市から岬町までの地域の織物会社で構成する大阪南部織物構造

改善工業組合の両理事長から、茂木経済産業大臣様宛ての関西電力値上げ再考に関する要望書も

持参しておりますので、お渡しいたしたいと思います。私どもと同じように苦しみ悩んでいる中

小企業というのは、あまたあると感じております。どうかこの件につきまして、関西電力様のご

再考並びに政府のご援助、特に中小企業に対するご援助を切にお願いいたしまして、私の陳述と

いたします。 

 ありがとうございました。 

○安念委員長 

 塔筋さんの会社は、いわゆる自由化部門でのユーザーさんということでございますか。 

○塔筋陳述人 

 そうです。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 じゃあ経産省さんから、まず、その中小企業対策どうなっているかというところから。 

○滝澤調整官（経済産業省） 

 もうよくご案内のとおりだと思いますけれども、自由化後の電気料金につきましては、電気事

業法の料金規制の対象外でございますので、料金メニューの設定等も含めまして関西電力との交

渉になるかなということでございます。当然、個別の客の、顧客の皆様の置かれた状況を踏まえ

て、柔軟な丁寧な対応に取り組んでいただくようにお願いをしていきたいと思っております。 

 それから中小企業のご支援の話がございました。電力会社に対して、中小企業の皆さんが利用

しやすい料金のメニューをつくってくださいとお願いするとか、それからエネルギーの使用の効

率を高める設備投資ですとか、それから自家用発電の導入に対する支援だとか、そういったこと

を通じて、できる限りの支援を引き続き行っていきたいというふうに考えてございます。 

○安念委員長 

 関電さんからいかがですか。 
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○八木社長（関西電力） 

 東日本大震災以降ですね、需給が不安定の中で、本当に企業の皆様、それから多くの皆様に節

電のご協力を賜っている中、そしてまたこうした厳しい経済情勢の中で、本当に企業の皆様にご

負担になる料金の値上げをお願いせざるを得なくなったということにつきましては、本当にまこ

とに申しわけなく思っております。 

 私どもといたしましては、できるだけこれまで料金の値上げの回避に努力してまいりましたが、

先ほど申し上げましたとおり、こういう事態に至ったわけでございまして、私どもとしては、も

う聖域なき可能な限りの徹底した効率化を引き続き実施してまいるとともに、また原子力の再稼

動にも全力を尽くしてまいりたいと思っています。そうしたことで今後ともできるだけ低廉で安

定した電力供給を行えるように引き続き頑張ってまいりたいと思いますが、現在の状況につきま

して、これは皆様に、燃料費の負担の問題でございますので、全員に等しく公平にご負担いただ

くというかたちで今回料金値上げをさせていただいております。何とぞご理解を賜ればというふ

うに思っております。ありがとうございます。 

○塔筋陳述人 

 すみません、今の自家発電のことですが、私どもも大阪ガスさんから何度か話があって、その

話の中で私どもが、メンテナンスどうなっているのかと聞きますと、向こうさんは向こうさんの

関連会社があって、メンテナンスをやりますという話がありました。 

 そういう中で、私どもの組合で自家発電を入れられた会社がありましたが現在は停めておられ

ます。、結局何がネックかといいますと、オーバーホールの費用が莫大です。また関西電力さんの

電気を使っています。このような事も現実の地場の声といたしまして、お聞き届けいただけまし

たらありがたいと思います。 

○安念委員長 

 それだけ中小企業さんの期待が大きいということですな。 

○塔筋陳述人 

 そうでございます。 

○安念委員長 

 頑張ってくれと、こういうことですか。 

○塔筋陳述人 

 そうでございます。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 
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○塔筋陳述人 

 これは、お渡ししていいですか。 

○安念委員長 

 あ、そうですね、じゃあちょっと受け取りましょう。はいはい。大臣への陳情書でございます

ね。はい。 

 どうもありがとうございました。 

 何度も同じことを繰り返して恐縮ですが、別途ご質問がおありでしたら、30日までに文書で事

務局のほうへお寄せください。 

 それでは、第７番目、速水二郎さんでいらっしゃいます。どうぞ。 

○速水陳述人 

 速水です。よろしくお願いします。 

 最初に、経済産業省の皆さんにちょっとお願いをしたいのですが、今回のような公聴会の意見

表明ですね、それから本日終わります国民の声の募集ということに関して、幾度も「申請内容、

いわゆる関電側の申請内容や公表された資料、そして値上げ内容の妥当性、透明性を高める質問

に絞る」というふうな制限を加えられているわけです。私は、これはあまり正しいとは思えない

と最初に申し上げておきたいと思うのです。 

 その理由は、関西電力の場合、いわゆる規制部門の一般家庭というのが約1,200万世帯ぐらいあ

るのでしょう。ところがこの規制部門の電力使用量は、関西電力の場合は38％ぐらいにすぎない

わけです。関電の電力量収益率で言えば、そのわずか使用量38％にすぎない規制部門が、関西電

力の収益率で言えば65％に達しているわけですね。よって、現行の総括原価方式の枠内だけで国

民の意見表明を求めるということは、そもそも私は妥当ではないというふうに思うのです。圧倒

的な庶民や消費者のために総括原価方式以外のさまざまな政策や方法、やっぱり国としては考え

るべきだというふうに思います。 

 ２つ目は、今回、関西電力は、原子力発電所が動かないので火力発電の燃料代が増大した、こ

れを最大理由にされているわけですね。そのために全国を見ると、値上げ申請は関西電力のよう

な原子力発電への依存が極度に大きい電力会社に限られています。例えば原子力発電所が全くな

い沖縄電力は健全経営で株価も安定していますよね。隣の中部電力も浜岡原発だけですが、これ

が非常に少なくて、現在値上げは考えていないわけですね。そうすると、いわば原発事故による

突発事態が原因であると言えるんではないでしょうか。 

 そうすると、こういうふうな大事故を起こした東電を除いて、全国的な公益企業のあり方とし

て、この地域的な突発的事態を回避する行政政策的な解決方法も別途あるんではないかというふ
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うに私は思うのです。経済産業省は、やはりそこは考えないかんと思います。例えば、今のまま

だったら関西の地域の人たちの消費者に大きな打撃を与えてしまうことになるのですよね。一層

関西の景気は悪化しますよ、これは。そうすると、例えていいますと、いろんなやり方があると

思うのですが、例えば使用済核燃料再処理積立金の残高というのが、９電力分で実に平成23年度

の残高で２兆6,570億円もあるんですよ。いま六ヶ所村は満足に動いてませんからね。一時的にそ 

のお金を取り崩して、あとは電力債か何かで関西電力に返させるという手法もあってもおかしく

ないと思います。 

 それから、例えば、関西電力の内部留保で公表されている資料は、非常に狭い範囲の内部留保

です。それ以外のいろんな引当金というのはたくさんあると思います。例えば今先ほど言った再

処理引当金でも、これは関西電力の内部留保として発表されている金額、例えば使用済再処理等

引当金6,564億円というのは、これは入れておられないんですよ。それ以外にも、例えば電力債を

発行して一時的に回避するとか、そういう手法がとれるのではないか。とれないのか、その点は

後で経済産業省さんのほうからお答えいただきたいと思います。 

 ３つ目、火力発電所の化石燃料が非常に大きいので値上げをしたい、その中で、特にＬＮＧ価

格について私は述べたいと思います。 原子力発電所の事故以前の2008年ごろから世界的にＬＮ

Ｇの価格は大幅に下落しました。たしか１月７日のＮＨＫの「クローズアップ現代」で特集をさ

れたので、私も見ていたのですが、2009年以降、アメリカ、ノースダコタのシェールガス開発最

前線では、まさにアメリカンドリームなんですよね。そう呼ばれるほど空前の産出量が 

シェールガスとして生産されていますね。単価が13ドルから一挙に３ドルに下落しているのです

よ。こういうことが放映されました。ところが日本政府や関西電力は、福島原発事故以前から原

油価格と連動するＬＮＧ契約ですね、これに漫然と依存してきたと思うのです。これは本当に経

営責任だと思うのです。 それで別のテレビ報道で、中部電力の社長がカタールへ単身で飛んで、

ＬＮＧが安く手に入らないかと盛んに折衝されている姿もテレビで映されていました。私、八木 

社長や森詳介会長がそんなことやられたというふうに全然新聞報道でも見たことありません。こ

ういう関西電力経営者の姿が全く見えないということも非常に無責任だと思うのですね。 

 さらに重大なのは、今回の燃料費は、2008年度ＬＮＧ購入価格は６万3,013円、１トン当たりね。

これをこれからの値上げ申請では７万2,423円で買うと、こうおっしゃっているんですよ。１万円

以上高いですね、これ。さらに、先日の１月22日、消費者団体への説明会では、また金額が変わ

って７万666円とおっしゃっているのです。ころころ変わっていますね。長期に原油と連動するＬ

ＮＧ契約だと言いながら、わずか２カ月で金額変わるんですよ。これ何か不可解です。 

 こうしたことは、消費者に対して関西電力の化石燃料調達方法の未公開のやり方に、非常に不
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満を表明せざるを得ません。また、こうした輸入のやり方に対する外交努力も怠った経済産業省、

政府の責任も、私は大きいと考えるのです。したがって、過去から今後における調達方法を詳し

くやっぱり消費者に説明しない限り、値上げ申請は認めるべきではないというふうに思います。 

 最後、関電と一般従業員の人件費について一言申し上げたいと思います。 

 私、実を言えば、42年間関西電力で働いてきたて高校卒の平社員で終わりました。 

非常に低賃金で、生涯夫婦共働きでないと暮らせないほどの低賃金だったんです。ライフライン

を守る電力現場は365日24時間、例えば台風とか停電で突発事故で走りまわらないといけない、そ

ういう緊急作業の呼び出しが常につきまとう私たち42年間でした。しかも現在は、2000年初めご

ろから導入された成果主義型賃金となって、関西電力内の従業員の賃金の上下間格差は一層広が

っているんです。 ところが、ここにおられる八木社長以下の数十社あるグループ企業の重役を

幾つも兼務されている経営トップたちは、年収5,000万円を超えていると思うのですよ。20 

人の重役の人たち１人ずつについて数十社を兼務されている収入は全部明らかにした上で、その

もとの金額は幾らだったのかということを公表しないと、20％で600万円ほど下げましただけでは

納得できないと思います。この重役らに連なる関電本店の高給幹部たちの高額収入者も多く存在

しています。 したがって、これらの社内格差を一くくりにして、一律に現場の低賃金労働者も

含めて人件費を削減するというふうに公表するのは、私、基本的には間違っていると思うのです。

こういう低賃金労働者の暮らしを守るためにも、行政機関の経産省としては認可しないようにお

願いをしたいというふうに私は思っています。 

 以上、幾つかの意見を申し上げました。要は、関西電力は値上げ申請を取り下げるというふう

にしてほしいと思いますし、同時に経済産業省はこれを認可すべきではないと申し上げたいと思

います。 

 あと、ちょっと途中で出しました質問でよろしくお願いします。 

○安念委員長 

 はい、どうもありがとうございました。 

 じゃあ、まず経産省から。 

○滝澤調整官（経済産業省） 

 まず、制限があったのではないかというご指摘がございました。値上げの申請の事案に関して

ご意見をいただくための公聴会ということでございますので、この本件に関しまして意見陳述を

お願いをしてございますけれども、この本件に関している限りにおきまして、特に意見の内容に

ついて制限を加えるということをお願いしているつもりはございませんので、その辺はご理解い

ただければ幸いでございます。 
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 それから取り崩しの件でご質問がございました。再処理の積立金等々の取り崩しでございます

けれども、法令で要件が決まっておりますので、値下げのために今回取り崩すということは、正

直難しいかなというふうに考えてございます。 

 それから外交努力が足りないじゃないかということでおしかりを頂戴いたしました。今でも北

米からのＬＮＧの輸入の実現でございますとか、それから日本企業の資源開発への参加の支援で

すとか、そういった供給への多様化、それから先般は、ＬＮＧの消費国を実際集めまして会議を

開催いたしまして、連携を強化して当たっていこうですとか、いろんな取り組みをしております

ので、引き続きそういったことを続けてまいりたいというふうに考えてございます。 

○安念委員長 

 じゃ、関電さんから。 

○岩根副社長（関西電力） 

 まず、内部留保等を取り崩してもう少し頑張れないのかというお話ございましたけども、１つ

は、一昨年の３月11日以降ですね、経営の効率化と内部留保の取り崩しということで、できるだ

け電気料金を維持するということで頑張ってまいっておりました。しかしＨ23年度で約3,000億円

程度の赤字でございまして、Ｈ24年度も、まだ見通しでございますけど4,000億円を超える赤字と

いうことになってございまして、純資産が１兆5,000億円ぐらいありましたのが、既に、おそらく

Ｈ24年度末で9,000億円を下回るレベルになりまして、それと、資産ということで繰延税金資産と

いうのを計上しているんですけれども、これも継続的に利益が出なければ取り崩すという可能性

もございまして、もし取り崩されますと、やはり資本金を下回るレベルになるということで、現

実にちょっと資金調達にも大変苦労している事態でございます。電力債もなかなか、今後発行で

きるかどうかというのは非常に微妙な状況でございます。使用済燃料再処理引当金とか準備引当

金等もございますが、これは法令に基づいて定められている費用で、必ずいつか使っていく必要

がございますので、これを取り崩すということは我々としてはできないというふうに考えてござ

います。 

 それから、火力燃料についてのご質問でございますけれども、まず、数字のほうは確認ができ

ていませんが、恐らく違った数字を申し上げているときは、あるときはＬＮＧのＣＩＦ価格です

ね、原油価格にフレートと保険代を足したＣＩＦ価格で申したときと、それに諸経費等も含めた

最後の消費価格で申したときの違いじゃないかと思うんですけれども、申し上げている申請の数

字いうのは１つしかございませんので、おそらくその数字だと思うんです。すみません、ちょっ

と数字について確認はできておりません。 

 それで、2008年から非常に高くなっているというお話でございますけども、これはやはり日本
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全体として、為替レートは少し円高になっておりますけれども、原油価格が非常に上がっており

まして、原油価格で通関ＬＮＧ価格という日本の平均価格というのがございまして、これが2008

年から大体23％ぐらい上がってございます。我々の分も上がってございますけれども、我々もＬ

ＮＧの価格を下げるということについてはできる限り努力しておりまして、我々の分でいきます

と、全日本の通関価格が23％に対して15％程度しか上がっておりませんので、全日本の上がる分

に比べて我々も努力はさせていただいているのかなと。どうしてもアメリカのようなところでい

きますと、パイプラインが国内にございますので、そういうふうに安くなる構造もあるんですけ

れど、日本の場合はどうしても輸入ということなので、日本以外も韓国、中国等も含めましてア

ジアのマーケットが高くなっているのは事実でございます。 

 そうした中でも、売主の強いところですけれども、売主との関係をできるだけ築いていくとか、

売主同士を競わせるとか、それから買主間同士の協調をするとか、共同調達をするとか、いろん

な方法を講じておりまして、それでアメリカのそういうシェールガスリンク、天然ガスリンクと

いう契約も、現実に関西電力、これ日本で初めてできてございます。残念ながらまだ原価の算定

期間の３年以降でございますけども、これは恐らく日本で最初に我々が契約できたのではないか

と思っておりますし、今後ともアメリカのシェールガスの輸出、こういったことにもできる限り

積極的に取り組みまして、少しでも安いＬＮＧ燃料価格の調達に努めてまいりたいというふうに

思っております。 

○安念委員長 

 それでは、このあたりでよろしゅうございますか。どうもありがとうございました。 

 なお、ご質問のある場合には、30日までに文書で事務局にお寄せください。 

 どうもありがとうございました。 

 では、次に、第８番目の坂東通信さんでいらっしゃいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○坂東陳述人 

 ただいま紹介を受けました元関電社員の坂東です。 

 まず最初に、公聴会への意見陳述の機会をいただいたことに対してお礼を申し上げたいと思い

ます。私は、持ち時間が15分ということなので、できるだけ短く意見表明として、残る時間を質

問の回答にしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、本論に入る前に、ちょっと短いですから新聞記事だけ紹介させてください。 

 電気新聞１月７日付、森会長とファッションデザイナーのコシノヒロコさん、新春対談されて

います。ここで森会長はこういうことをおっしゃっています。「1995年１月に発生した阪神・淡路

大震災のときでも、１週間という短期間で停電を解消することができました。被災した社員も多
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かったのですが、一刻も早く電気を送り届けたいという強い使命感を持って仕事に取り組んでく

れました」と、こういう評価です。コシノさんが「それはすごいことですねえ」と、「やはり愛情

を持って自分の仕事に向き合っているんですねえ」ということをおっしゃって、森会長は「です

から経営者は、日ごろから社員が前向きな姿勢で働ける環境をつくっていかなければならない」

と、いうふうな思いを答えておられるんですね。 

 八木社長は、１月16日に全社支店長・支社長会議でこういうことをおっしゃっています。「今が

まさに踏ん張りどころ」と指摘した上で、「課題解決の鍵は、お客様や地域との顔の見えるつなが

りと強靭な現場力だ」と。私は、この強靭な現場力ということ、あえて評価は一緒だと思います

よ。やっぱり現場が強くなければ会社はだめなんですよ。そこの点は一緒だと思うんですけれど

も、あえて言わしていただきたい。 

 それで本論に入っていきます。 

 まず１点目は、昨年から関電にとって一連の経営方針で重大な転換をとられていますね。例え

ば夏に原発再稼動問題、それに伴う計画停電、「市民からどうするんや」と。関西では大変な問題

になりました。そして今回の電気料金問題、値上げですね。また、若狭一帯には活断層問題が、

行方はわかりません。私もそんな専門家でありませんのでどうのこうの言えませんけども、少な

くともクエスチョンマークがついていることは間違いないですね。そのように本当に危機だとい

う認識をされてるんかどうか、よくわからんのですよ。口では何ぼでも言えます。本当に態度で

示しているようなことがあるんですかね。もうどれ一つをとっても社会的に大きな影響を与えて

います。そのような重大な経営方針の転換を迫ることに誰一人として責任をとらない。これは「ど

ういうこっちゃ」と。当然、福島事故起こってからでは遅いんでっせ。そんなもん役員総入れか

えしたって、あの事故は現実には進行形なんですよ。そういう点がひとつ、個人責任を追及する

つもりはありませんけれども、少なくとも経営層としてのけじめをつけるべき段階に来ているん

じゃないんですか。 

 先ほども出ていましたけれども、値上げ申請に伴う内訳で、高額の役員報酬を２割カットして

云々かんぬんとありました。私から言わせれば、少なくとも役員全員は、この３年間、査定期間

はゼロにしますというぐらいのことをなぜ言えないんですか、責任、責任とおっしゃったら。値

上げ申請の３年間分ぐらい、せめて役員報酬はゼロにしますと、そういう英断もできない。２割

か３割カットぐらいでは、高額でもらっている人が大したことないですよ。現場の社員と単位が

違うんですから。 

 大きな２つ目は、一般社員の人件費削減は、やっぱりゆゆしき問題なんですよ、これは。先ほ

どもちらっと出ていましたけど、一般社員で今現場でどんな声が出てるか。「えらいこっちゃ、ど
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ないしよう、住宅ローンどないしようですわ」、まず一番が、一番多い、住宅ローンどないしよう、

教育ローンどないしようと。基準賃金が下がってボーナスゼロでっせ。ボーナスゼロが最大のシ

ョックらしいいうことを聞いています。 

 電力で働く現場社員は、ご存じのとおり24時間365日、一日も休まず電気を送っておるんですよ。

台風のときも、重大な災害のときも、家をほったらかして出ているんですよ。先ほどの森会長の

話じゃありませんけれども。その労働に対して一体経営層はどんな認識をされてるんか、私はよ

くわからん。賃金を比較して、よその産業はここやから、うちはここやという、その根拠が一体

何なんですか。電力で働くことはそんなに社会的価値がないんですか。低いんですか。高く設定

するのがなぜ不都合なのですか。 

 私は、専門委員の先生方、これからやられると思いますけど、知ってのとおり賃金のデフレス

パイラルじゃないですか。それぞれの産業がいろんな歴史があって賃金が決まっている。平均も

出るでしょう。それと比較してどうのこうの言うのは、そんなもんは足の引っ張り合いだけにす

ぎないじゃないですか。そんなことよりも、それぞれの働いていた賃金いうのは、いろんな歴史

的な、戦後のいろんな歴史の経過の中で到達しているんですよ。それを下げないでほしい。少な

くとも一般従業員へは。 

 もう一つは、成果型賃金制度が、この10年間で従業員が約5,000人減ってますね。わかっていた

だけますか。賃金はそんな中で横ばいなんですよ。成果型賃金制度で。非常にそういう意味では、

みんな現場の者は苦労して今の現場を守っているんですよ。電気を送り届けているんですよ。 

 それから、賃金制度が非常に複雑怪奇でわかりにくい面は一般的言えるんです。要は本給と貢

献度給という形の、まあ大きく言えば２つの柱です。本給で言えばＳ１からＳ６というランクで、

身分的に横に１から６、縦に15、掛ける90ですわ、それだけで。単純に言えば１年に１回上がっ

て90年かかる。それが一遍に２つ上がれば45年、３年で一遍に上がれば30年と。30年でやっと上

位でっせ。それも一般従業員はs1.s2.Ｓ３の15号どまりで。これは労働協約で決まっとるんです

よ、会社の労働協約で。それ以上は上がりませんで、ということであって、Ｓ３の15号で行き止

まりとなっているんです。 

 それから、聞くところによるとＳ７が出たらしい。それから、Ｓ７の人たちは、私はよくわか

りません。組合の発表ではＳ１からＳ６というのが出ていますので、それ以上は指摘しにくいん

ですけれども、貢献度給はＳ１からＳ４。現場の社員です、圧倒的に、Ｓ１からＳ４いうのは。

そこが20段階でまたこれも縦に流れている。横に４つで縦に20。そういう格差が起こっているん

ですよ。 

 したがって、これから質問のほうに入りますが、質問は人件費削減について、現場社員がいか
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に低く抑えられているということを知っていただきたい。そのためには先ほどのＳ１からＳ６ま

で人数分布と賃金分布を開示してください。これで明確になります。プライバシーの侵害でも何

でもありません。固有名詞を上げろ言うてるんじゃないんです。人数分布と賃金分布です。Ｓ１

からＳ６、６つで15段階、90段階でっせ。そこはひとつ。それから女性分布も再掲してください。

私どもの調べによると女性はもっと低い男性よりも。 

 それから２つ目の質問で、賃金関係ではＳ６以上、先ほどＳ７がどうもできたようなというよ

うな動きもあるそうなんですが、要はＳ６以上で取締役まで、きょうもそこに来られていますけ

ども、執行役員の方もおられるし。取締役ははっきり有価証券で出ています。それからＳ６まで

は一定の公開もされている。それの間に一体、さっきの人数分布と賃金分布ですわ。これもはっ

きりさせてほしい。 

 最後になりますが、関電首脳陣は、総括原価主義というシステムにやっぱりあぐらをかいてき

たんではないですか。経営責任が曖昧なまま今日に至っています。政府の責任もまことに大きい

と指摘せざるを得ません。今、福島の事故から教訓を真摯に引き出して、それは原発推進という

呪縛からとき離れてほしいんですよ。まさに原発推進という原理主義から離脱してください。そ

のことは求められています。今後のエネルギー会社として関電が生き抜くのであれば、高らかに

原発依存から離脱することを宣言すべきです。それが世論であり世界の流れであります。そして、

関電の基本方針を原発で発電していない電気を売らせていただきますと。ただし自然エネルギー

がもっとふえるまでは少し高いですが、電気代を上げさせてくださいと。というようなことがな

ぜ言えないんですか。もし、それらが方針転換できないようでしたら、森さん初め全部やめてく

ださい、でなければ余りにも無責任です。 

 そういう意味で、関電には優秀な人材はたくさんおられます。取締役だけが優秀だなんてでも

ありません。みんなが、現場も含め優秀な人材がたくさんいてます。したがって長年のそういう

考えかが切りかえできない人はやめるべきです。そして新たな人たちにつなぐべきです。そのこ

とでダイナミックな関西電力の再生を勝ち取ってほしいんですよ。多くの従業員は決して人件費

の削減を積極的に喜んで受けているわけはないですよ、それは。誰彼考えたっていえることです。 

 以上、私の発言は終わります。 

○安念委員長 

 じゃあ関電さんから、賃金分布の公開の問題と、もう一つ経営のけじめの問題です。 

○岩根副社長（関西電力） 

 まず、従業員の方に賃金の引き下げをお願いしているのは本当に断腸の思いでございまして、

やはり従業員の方の技術と使命感というのがこれまでの電力の安定供給を支えてきたというふう
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に思っておりまして、従業員の方のモチベーションが下がらないように、コミュニケーションを

さらに密にしていきたいと思いますし、住宅ローンが大変というお声も聞いておりますので、会

社として、こうした中でどういう施策ができるかということもあわせて考えまして、従業員の方

の声を聞いて可能な措置を講じていきたいと思っています。 

 それから、こうしたときこそ事故・トラブル等はあってはいけないと思いますので、安全再生

の経営方針をさらに徹底させて、全社一丸となって頑張っていきたいというふうに思っています。 

 それから、従業員の方についての、いろんな能力とか成果に合わせたそういう賃金体系という

のは、確かにございますけども、会社側として能力・成果に応じて評価をさせていただいている

と思います。これをちょっと公開するというのはご勘弁いただきたいと思いますけれども、もし、

こういう審査の過程でどうしてもそういうものが必要であるということでございましたら、審査

の先生にご説明することは可能と思っております。 

 以上でございます。 

○坂東陳述人 

 ちょっと今ので、審査の先生には見せるけども、ほかのもんには見せられないいうて、どうい

う理由でですか。なぜなんですか。 

○岩根副社長（関西電力） 

 会社全体として人件費の総額というのはお示ししておりますし、人件費の区分というのもお示

ししておりまして、原価の妥当性というのはこれでご判断いただけると思いまして、その内訳に

ついては基本的に会社の経営の中で考えさせていただいていると思いますけれども、その配分に

ついて、もしご疑念があるということでしたら、それはそういう原価の構成の妥当性ということ

でご説明差し上げたいというふうに考えてございます。 

○坂東陳述人 

 わかったような、わからんような答えや。 

○安念委員長 

 社長さん、経営の責任。 

○八木社長（関西電力） 

 それから経営の責任ということでご指摘を賜りました。ご指摘のように、本当にこういう厳し

い情勢の中で、全てのお客様に電気料金のお願いをせざるを得ない状態に至りましたこと、私ど

もとして本当に心苦しい限りであり、これもやむを得ずの判断ということでございます。 

 経営者といたしましては、やはり当社の最大の使命であります電力の安全・安定供給をしっか

りとやっていくということが大事なことだと思っております。そういう意味では原子力の再稼動
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に総力を結集すること、そして徹底した経営効率化を聖域なく実施することで、この電力の安全・

安定供給に全力を尽くすということで経営責任を果たしてまいりたいと思っております。 

 原子力の取り扱いにつきましてもいろいろご意見がございましたが、これも先ほどから申して

おりますが、やはり今後とも低廉で安定した電力をお送りするという観点からどういう電源構成

がいいのか、電源のベストミックスという観点から考えてまいりたい。そういう意味で、できる

だけ安定した電気を低廉で送り届けをするということでもって経営責任を果たすべく全力を尽く

してまいりたいと思っております。 

○安念委員長 

 坂東さん、申しわけありません、ちょうど時間になってしまいました。 

○坂東陳述人 

 いえいえ、ありがとうございます。 

○安念委員長 

 引き続きご質問のある場合、何度も申し上げていますが、文書で30日までにお送りいただけれ

ばと存じます。 

○坂東陳述人 

 あの、これ終わってから、また質問時間あるんですか。このきょうの公聴会終わって、もう５

時の…… 

○安念委員長 

 いや、もうございません。 

○坂東陳述人 

 もうないんですか。 

○安念委員長 

 はい。 

○坂東陳述人 

 さいならですか。はい。 

○安念委員長 

 申しわけございません。ありがとうございました。 

 それでは、第９番の藤川隆広さんにお願いいたします。 

○藤川陳述人 

 はい。私は、大阪市内で包装資材の製造業を営んでおります。平成に入りまして、もう20年以

上ずっと不景気が続き、大変な状況の中で営業維持をしているわけです。 
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 私の会社は12人のメンバーでやっとるわけですけども、どっちかいうと産業の底辺のところで

いろいろうごめいて営業を続けているわけです。こういう規模の会社というのは、どちらかとい

うと、企業としての社会的責任というのは負わされながらも、どっちかというと生活レベルの観

点から、企業活動をやってます。やっぱり私は経営者としてはそういう観点でやっているという

ほうが大きいですね。 

 今回、その中で関西電力の値上げ申請という問題が出てきました。大幅な料金値上げに関しま

して、徹底した経営の効率化として、この３年間で年間で1,553億円の経費削減をうたっておられ

ます。実は、この問題に関して私がわかっている資料、事実というのは、八木社長宛てで来られ

た値上げに関するお願いと、同じく同時にこういう冊子が届きまして、この中に書かれている数

字がありまして、値上げの理由とか内容、影響額と、それからいろんな変更点、値上げに関して

お願いということで書かれているんですけども、緻密に書かれているようですが、私どもの立場

からすると、やっぱりこういう社会状況の中で、どうしてもしなければならないのかなという感

覚で見てしまうということなんですね。 

 まず目につく一番大きな点は、原子力発電が停止していることが値上げにつながっている。火

力発電の燃費がふえているからということが一番前にもってきておられるんですけども、これは

国民の意見や世界的な動きの中で、即時廃止とか長期的に廃止の方向に向かっている中で、原子

力発電を頼りにする経営姿勢というのが本当に国民に受け入れられるのかということは、非常に

大事な点だと思うんですね。 

 それと、なぜそういうふうになってきたかというと、2006年に国会で原子力発電について、重

大事故が起こった場合、例えば電源喪失が起こるような重大な事件が起こった場合、本当に冷却

設備が稼動して大丈夫なんですかという話の中で、政府は絶対にこれは起こり得ないことですと

いう答弁をしているわけですね。それを信じて原子力発電については国民は容認してきた側面が

あると思うんですが、今では福島原発の事故から見て、これはもう不信感のみという、政府に対

する不信感のみということで、それのもとで動いている関西電力のこの話は、当然受け入れられ

ないというふうに考えています。 

 私は、一商売人としての感覚でしかこういう問題は言えないんですけども、本当に我々のよう

な零細企業は、この20年間ずっと利益が上がるような状況というのはなくて、消費税の値上げで

すね、そして原油の高騰、2008年のリーマンショックなどによる金融の混乱、こんな中で何とか

生き延びてきたみたいなもんなんですね。そのほとんどの期間が、やっぱりデフレ経済の進行の

中で営業を続けてきたということなんです。 

 私どもの仕事の特徴で石油系の材料を使って製造販売していますけども、原油高騰ということ
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が、これは電力会社さんも同じですが、同じように我々のところにも言ってきて、値上げ要請に

応じなければ材料を出荷停止しますよというふうな通告までされてきたわけです。しかしそうい

うときでも、私は従業員の解雇とか給料の引き下げ、そういったこともぐっと我慢しながら、何

とかそこを乗り越えてきたという自負があります。同じ経営者として、まあ八木社長と私と比べ

ることが無理な話なんですが、一経営者としての感覚からすると、ここを何とか乗り越えてきた

私は、経営者としてですけど、先ほど言いましたように生活者の立場でもあるわけです。そうい

う立場の人、つまり零細業者が、日本の産業を支えている、数字でいいますと99％の出荷高、雇

用でも70％を支えている人たちのところに公的に値上げがされてくるということについては、二

つ返事でこれはオーケーですとは、これは言えません。経費も削減してきました。しかし削減す

る経費も実はないんですが、乾いた雑巾絞るようなことをちまちまと従業員に言いながら、もち

ろん、その中で電気代を下げるためにどうしたらええねんということは、家庭の皆さんが部屋の

電気を消すとか、クーラーや空調設備の使用も少なくするとか、そんなことと同じことを我々は

ずっとやってきたわけですよね。 

 そういう中で、今、関電の中で起こっている問題と同じ問題を私は乗り越えてきました。そう

いうことで、もう私、正直言って減らすところがない状態なんですね。その方法としてはいろい

ろやりましたけれども、いろいろご意見もらって、効率のいい空調設備にかえたほうがいいよと

か、蛍光灯も今は効率のいいものにかえたほうがええということなんかもやりました。やってき

て電気代も確かに減りました。ところが、よかったなと思って、経営者として、よし、やったと、

毎月３万、４万、５万円の経費が削減できたと思っていたところにこういうことが起こってくる

ということで、本当に気分的に非常によくない状況です。 

 関西電力も夏や冬の異常気象のときには、節電や省電力製品の使用をマスコミを通じてやられ

てきたと思うんですけども、よく考えてみると、私の立場からすると、私の商品は買わないでく

ださいと、こういうふうに言っているのと同じなんですよね。しかし、都合が悪くなると使用を

控えてくださいよと、赤字になると値上げしますよと。こんな都合のいい商売を続けていても、

なおかつまだ利益が上がる仕組みの中で皆さん方は経営をされたきたんだということがわかって

きました。だけど逆に言えば、利益が保証された商売をしてきた挙句に、こんな泣き言は言わな

いでほしいというのが私の気持ちです。 

 東日本大震災で福島原発の事故、そして原発がとまるという、とめなければならないという法

律の中で、そしてとめざるを得ないという事情も、これはたくさん報道されて皆さんはわかって

いますし、私もわかっているつもりです。この状況の中で、例えば政権がかわりまして、金融情

勢、為替の情勢も変わって、円安の方向へ行って10円ぐらい円安になっているということをお聞
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きしますけども、こうなると仕入れ価格が上がるんですよね。 

 それと、この値上げの中の詳細としては高浜原発の稼動も前提としていると。それと報道で聞

きましたけども、今動いている大飯原発も断層問題でとめなければならないかもしれないと、こ

ういうふうな状況の中で、本当に、逆に言うたらこの値上げというのはやっていける値上げなん

ですかと。恐らく３年たって値上げじゃなくて、１年前にまた値上げという話を持ち出してくる

んじゃないかというふうな危惧を持っています。 

 今回、わずかな資料しかないんですが、関電から送られてきました値上げに関するお願いの中

で、これは質問も含めますが、この１ページの下にありますコスト削減の内訳、平成25年から27

年度平均というところで聞きたいんですが、この中で22％を占める人件費、345億円が削減されま

す。これは、従業員の給料の話は先ほどもるるされていましたので言いませんが、私は人件費の

削減というのは反対です。これは、そういう方法でしか経営を安定できないとなれば、もっと大

きなほかの大企業の労働者の賃金引き上げの抑制につながるというふうに考えています。また、

従業員に技術を持った方々もたくさんおられると思いますけども、そういう生活を脅かしていく

ということにもつながると思います。人件費を削減する前に、やはり公開されています株主配当

などによる利益の配分とか、こういうところを削り、やっぱり今回は株主の皆さんにも株主配当

を返還してもらうとか、そういう交渉まで足を踏み込んだ行動をとっていただいて、次の株主総

会では、当然赤字ですから配当はゼロになるかもしれませんが、当分の間は配当しないとかいう

ふうにやっていただきたいと思います。 

 同じく、費用項目の中で31％を占めます燃料費購入電力費の削減の部分ですが、これは従来か

ら仕入先に大きな利益を与える仕組みになっていたんではないでしょうか。原子力発電に頼らな

い発電の仕組みがあったということが、このコスト削減の金額やパーセントの中で明らかにされ

てきたと思うんです。それをやってこなかったことの反省が今必要やと思います。 

 次に、設備関連の投資関連修繕費のところですが、これも独占的な発注でずっと企業に利益が

集中するような仕組みで発注されていたんではないでしょうか。 

 こういうふうに懸念のあるようなコスト削減の仕方が明らかになってきたわけで、最後にこの

諸経費等というところは370億円の削減ということになっておるんですが、これは24％も占めてい

るわけで、ここの部分は非常に不透明でわからない。こんだけ諸経費というわからない名目で削

減ができるというのは、この削減の内訳の中で今まで削減ができたというふうにとられても仕方

ないと思います。 

 時間がありませんので、最後に経産省のほうに１つだけ質問しますが、私どもは、わずかなん

ですけども14％、金額的ベースでは少ないですが14％の値上げになります。実は来年４月から消
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費税が３％上がって８％になり、再来年の10月からは10％になります。こういうところ、この経

営努力を、やっぱり我々民間の中だけで努力してやれと言われるのかどうか、経産省に１つだけ

質問して終わりたいと思います。 

 ありがとうございます。 

○安念委員長 

 もう時間が経過しておりますが、すみません、じゃ、経産省にだけ。ごく短くお願いします。 

○滝澤調整官（経済産業省） 

 中小企業の皆さんのご支援の話かと存じます。先ほども申し上げましたけれども、利用しやす

い料金メニューの設定を電力会社に促すですとか、それからエネルギー使用効率を高める設備投

資に対する支援、自家発電等に対する支援というのも引き続きやっていくということで頑張ると

ともに、中長期的には電力価格の低減に対する取り組みを進めたりですとか、それから低廉で安

定的な電力供給の実現に向けた電力システム価格を進めるですとか、そういったことで努力をし

てまいりたいというふうに考えてございます。 

○安念委員長 

 すみません、もう時間になってしまいましたので。 

 なお、ご質問のある場合には、30日までに文書で事務局にお寄せください。 

 どうもありがとうございました。 

○安念委員長 

 では、10番の岡野早苗さんにお願いいたします。 

○岡野陳述人 

 私は、生活協同組合コープしがの理事をしております。生活協同組合というのは、私たちの暮

らしをよくすることを目的に手を結んだ人たちの組織です。きょうは、生活協同組合コープしが

の意見として申し上げたいと思います。 

 電気は私たちの生活に欠かせないものであり、その料金値上げは、大変厳しい一般消費者の暮

らしを大きく圧迫することから、消費者の組織である生活協同組合としては安易に同意すること

はできません。しかし、電気の公共性を踏まえると、その安定供給のために必要な社会的コスト

は公正に負担されるべきものと考えています。料金が上がることも容認すべき場合もあるという

ことは認めます。しかし、今回の料金値上げ申請については、社会的コストについて、私たち一

般消費者が十分に判断できるだけの情報公開をしているとは受けとめられません。ですので、問

題と考える点について意見を申し述べます。 

 今回の申請資料では、３つの点について十分な情報公開となっていません。 
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 １点目、原子力発電の再稼働についてのリスクコミュニケーションについての検討結果、２つ

目に、再生可能エネルギーの開発と料金との関係、３つ目に、天然ガス火力発電等を活用した発

電方法の多元化の検討過程の３つです。 

 １点目の原子力発電の再稼働についてのリスクコミュニケーションについては、いかなる技術

も絶対安全というものではない以上、原子力発電について大きな懸念を持っています。それゆえ

に、今後の重大課題として、原子力に頼らないエネルギー政策への転換を私たちは求めています。

しかし、今回の電気料金の値上げに関する説明では、原子力発電の再稼働のリスク及びリスクと

料金の関係について、消費者が判断できるように明らかにされているとは言えません。 

 ２つ目に、再生可能エネルギーの開発との関係です。 

 今後のエネルギーのあり方として、私たちは再生可能エネルギーへの転換を求めていますが、

今回の料金値上げと再生可能エネルギーの開発問題との関連は明らかではありません。今後のエ

ネルギー政策をどのようにしていくのかといった問題とあわせた上で、電気料金について、消費

者が主体的に判断できる状態ではないという問題があります。 

 ３つ目に、天然ガス火力発電など発電方法の多様化の検討過程についてです。 

 私たちは、天然ガス火力発電の有効活用と、それによる発電方法の多様化を求めています。現

実に中部電力は、浜岡原子力発電所を停止したものの、上越火力発電所の稼働により電力の不足

はなく、料金値上げも予定していません。原子力発電依存度の高い関西電力では、天然ガス火力

発電について、これまでどのような経営計画を持っていたのか、今後の値上げ申請でそれを振り

返っているとは言えません。原子力発電のリスクについてどのように見積もり、そのために私た

ちはどれだけの負担をしなければならないのか、再生可能エネルギーへの転換についてはどのよ

うに検討をされ、それを目指すために私たちはどのような負担をしなければならないのか、中長

期的な計画の中で今回の値上げについて、しっかり私たち一般消費者が考え、判断できる情報が

公開されているとは思えません。 

 以上のことから、今回の電気料金値上げ申請は、今後のエネルギー政策の方向性とそのもとで

の料金の見込みを示しておらず、社会的コストについて消費者として適切な判断材料を提供して

いるとは言えないことから賛同できません。 

 最後に、私たちは消費者、生活者の視点が電気料金の値上げの範囲だけでなく、電力・エネル

ギー政策に反映されるよう国政に対しても、電力事業者に対しても、徹底した情報公開と国民参

加の場を充実することを求めています。今回の広聴会は、そうした国民参加の場であることとは

思いますが、公開情報は決してわかりやすいものとは言えません。問い合わせや要請があれば個

別に対応して丁寧に説明すると表明されているのは確かですが、実際は、高齢者など情報弱者に
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は情報が行き届かない現状があることは間違いありません。国民的課題であるエネルギー問題の

一環としての料金問題を議論できるよう、わかりやすい情報提供を切に願います。 

 このところの経済状況からさまざまな物の価格は低価格ばかりを追求される傾向にあります。

私たち消費者からすると、低価格であるということは大変ありがたいことです。公共料金である

電気料金に関しても、安定、廉価に供給をするということを追求していただいているというとこ

ろは大変助かっております。しかし、物の値段というのは安いには安いの理由がある、そのもの

を利用し続けることによって私たちの暮らしがどのようになっていくのかというところもしっか

りと私たち消費者は判断しなければならないと思います。その点において、電気料金についても

ほかの物の値段と同じようにきちっとした適正価格というものを私たちがみずから考え、判断で

きるよう、公正・公平な資料の提供を求めたいと思います。 

 以上で終わります。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

 このあらかじめ出していただいたものの①から③はお尋ねというふうに理解してよろしゅうご

ざいますか。 

○岡野陳述人 

 そうでね、はい。 

○安念委員長 

 そうですか。 

 それでは、①はあれですか、再稼働のリスクと電気料金の関係とおっしゃるのは、再稼働しな

いから、できないから料金は上がるんだけども、再稼働したって実はリスクは結構高いので、そ

んなに料金が下がる方向に働くのかという、そういうご疑問ということでございますか。 

○岡野陳述人 

 いえ、リスクをしっかりと、リスクコミュニケーションなどをとって、リスクを全部価格とい

うか、織り込んだときに、本当にこれだけの値段でいいのか。実は本当にリスクを考えた場合は

これだけでは済まないのではないかということも含めてです。 

○安念委員長 

 わかりました。じゃ、その点は岩根副社長にお答えいただきましょう。 

○岩根副社長（関西電力） 

 原子力の再稼働につきましては、今、織り込ませていただいているのは、現在動いてる大飯の

３・４と高浜の３・４号機、これはことしの７月からということに鑑みまして、まだ現在これは



 47 

規制委員会のほうで安全基準に基づいて再稼働のご判断をされるので、現在としては我々として

の判断で織り込ませていただいております。これは高浜の３・４というのは、この前のストレス

テストで、国のほうで原子力安全保安院さんのほうで審査されているときに、かなり技術的な検

討、議論というのが進んでおりまして、そういう意見も踏まえて我々としては相当の安全対策と

いうのは進めてきたつもりでございますので、今回の規制委員会の中でも比較的早期にご判断い

ただけるのではないかと我々のほうで見ております。 

 それで、安全対策について、規制委員会の安全基準というのがまだ出ておりませんので、最終

的にどれだけのコストを原子力の稼働のためにかけたらいいかというのは、これはちょっと我々

のほうでもまだ全貌は見きわめかねているところはございますけれども、議論されている内容は

オープンになっておりますので、我々として今可能な範囲で見積もれるものについては今見積も

っておりまして、これはまた基準でき次第、原子力全体のコストというのは見直す必要あるかと

思いますが、今見積もれるものは見積もっているということが１つ目の形でございます。 

 もしも再稼働できなければどうなるかということについては、専門委員会のほうでも資料は一

応お出しはしておりますが、これはあくまで動かないというのは仮定の話なので、我々としては

再稼働に全力を尽くしまして、こうした４機の原子力が動ける状況に何としても持っていきたい

というふうに考えてございます。 

 それから、２つ目、３つ目も申し上げてよろしいでしょうか。 

○安念委員長 

 そうですね、２つ目はちょっと経産省から答えてもらいましょう。 

 ３つ目はいかがですか。 

○岩根副社長（関西電力） 

 ３つ目、天然ガスにつきましては、今、ＬＮＧ火力が800万キロワットぐらいあるんですけれど

も、平成８年に姫路第一発電所をコンバインド発電という最新鋭の発電所にしまして、その後、

平成21年に堺港発電所、これは古いタイプのコンベンショナルをコンバインドに転換しまして、

効率が30％ぐらい上がっております。 

 それから、今現在建設中の姫路第二発電所、これは当社の火力でも一番大きい発電所ですけれ

ども、これを今やはり30％程度効率を上げるべくコンバインドにかえるということで、これで大

体800万キロワット中600万キロワットが最新鋭のコンバインド発電所に転換されるということに

なっておりまして、こうしたものについては供給計画で都度発表してございますが、まだ石油火

力がかなり高経年化、かなり年数がたっていて、昔のもので少し効率も悪いので、こうしたもの

についての今後の効率化というのが我々の課題というふうに考えてございます。鋭意検討を進め
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ているとこでございまして、また発表できるときになれば、そういったことも含めて発表させて

いただきたいということになります。 

○安念委員長 

 ありがとうございます。 

 それでは、経産省から②について。 

○滝澤調整官（経済産業省） 

 再生可能エネルギーの導入の促進というのは、政府でも全力を挙げて取り組んでいるところで

ございまして、昨年の７月から固定価格買取制度というのを導入させていただきまして、消費者

の皆さん方に広く薄くご負担をお願いをしております。 

 先ほど申し上げましたが、今大体7,000円ぐらいのご家庭の中で、再生可能エネルギーの普及の

ための費用というのは80円ぐらいとなってございますが、これがどれぐらい最後なるのかいうの

は、どれぐらい普及をするのかというのに実はかかってございまして、今この時点で幾らぐらい

かかるのかということを申し上げることは実は難しいというところでございます。 

○安念委員長 

 というところでございますが、よろしゅうございますか。 

○岡野陳述人 

 いいですか。 

 このような形じゃなくて、一般の消費者がきちんと議論をできるというように、わかりやすい

資料を公表していただいて、やはり公共料金であるということから議論ができやすい、そういう

状況を促していただくというようなことも大変重要だと思いますので、エネルギー政策について

も私たちの暮らしと電気ということについても、今までみたいに電力の会社に任せておくだけで

はなくて、消費者がしっかりと考えて議論をしなければならないといういい機会でもあると思い

ますので、どうぞそちらの方向で情報公開は進めていただきたいと思います。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

 なお、ご質問のある場合には１月30日までに文書でお寄せください。どうもありがとうござい

ました。 

 それでは、第11番目、お待たせしました。藤永延代さんにお願いいたします。 

○藤永陳述人 

 藤永延代と申します。私は、消費者の立場で、値上げにもっと慎重な議論をしていただきたい

というふうに思っています。 
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 一般家庭の場合、平均11.88％、約12％近い値上げになるわけですね。その割には繰り返し皆さ

んから言われていますが、提供されている資料が実に不十分で、一般消費者が理解して納得する

というようなものにはなっていません。私は、経済産業省におかれましては、関西電力に対して

消費者にもっと情報をきちんと公開せえと、隠すことは何もないやんかというような資料提供を

促していただきたいというふうに思っています。 

 私は、今回の値上げには反対です。それはなぜかといいますと、今回の申請は、日本のエネル

ギー、関西電力がエネルギーの将来、どう考えるんやというような立場で申請されてないんです。

今ここ急に化石燃料の代金が上がったから、経営が大変やから上げさせてちょうだいと、いろい

ろ削りましたけどね、これ以上削るところがないというようなそういう内容になっているからで

す。 

 提供されました資料の８ページでは値上げ理由を、火力発電の比率が高くなって、その分原料

負担が大きくなっていますという関西電力の言い分を証明するような費用で、燃料代を火力と原

発とかが比較しているだけなんですね。それで、これ見たら、いやあ火力発電高こうつくやんか

と思ってしまいます。しかし、よくよく見るとちょっと待てよと。値上げが嫌やったら原発動か

させてんかと、関電がそういうふうに誘導している、こういう資料やというふうに私は思いまし

た。 

 確かに今の時点では火力の燃料費、コストは上がっています。しかし、必要なことはもっと広

く長い目で見るということが大事です。私の言いたいのは、発電コスト、燃料費だけで見たらあ

かんということです。 

 原発には、火力発電にはない固有のコストがあるわけです。バックエンド費用とか、使用済み

の核燃料の処理費用とか、これずっと冷ましとかなあかんのにもお金もエネルギーもかかってい

ます。それから、去年から発生しているのは福島原発事故にかかわる費用かなと思うんですが、

原子力損害賠償支援機構一部負担315億というのも新たにかかわっていましてね、これから廃炉が

どんどん続いてくるとこの費用なんかも膨大なんですよ。それは原発のコストです。そのことが

一般の消費者にわかりやすく表示されていない。 

 私は、この値上げ審査の審議をなさる関係の皆さんにぜひお願いしたいのは、これまでの原発

の安全神話、それから原発は安いでという神話、それから放漫な経営を容認してきた、許してき

た総括原価方式、これにしっかりメスを入れることをしていただきたい。そうでないと、この簡

単な値上げが繰り返しやられるんじゃないかなという気がするんです。 

 先ほども言われていますが、新聞報道では、中部電力では社長初めトップが安い天然ガスを探

しに世界中走ったと。関電も最後に報道ではちょろっと出てきていますけど、やっぱり起こる前
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にそういう対策を、どういうことが起こり得るかということ、対策とっておくのがトップの責任

だというふうに私は思うわけです。 

 値上げ申請を広く長い目で検討してほしいと言うている中身の、さっき八木さんが安全・安定

の電力供給、安かったらもっとええという感じで言われましたけどね、その２つに資する重要な

問題に対する評価が低いんです。１つは、再生可能エネルギーへの評価が低いです。実際ベスト

ミッスクと言いながら、関電はそこのところの比率が低い。これをもっと上げていこうというよ

うな、そういうことの姿がないわけです。ＩＰＣＣの第３作業部会という、これは温暖化対策を

考えるところが2011年５月９日、福島の原発事故を踏まえて総会で再生可能エネルギー報告書と

いうのを出しています。それは環境省がちゃんと翻訳もして公開されているんですね。それを見

ますと、とにかく今使っている一次エネルギーの77％まで再生可能エネルギーの導入を努力すれ

ばいけると、そのことによってＣＯ２を３分の２削減できる、そういうふうに報告書では言って

います。それで、日本のエネルギーのシンクタンクでも、再生可能エネルギー比率は2050年で70％

ぐらい近く上げることができて、それで自給率、日本のエネルギー自給率51％に高めることがで

きるという報告書も出しています。エネ庁はちゃんと日本の再生可能エネルギーのポテンシャル

がどのぐらいあるかと全部資料出ています。既にいろんな研究機関からでは、太陽光、ソーラー

パネルだけじゃなくて熱利用もあわせ持って原発20基分の計画があると。地熱もしっかり活用す

れば原発20基分あると。それから排熱活用でいうと、関西電力は大阪市内でそのプロジェクトの

メンバーになって、実際排熱利用で研究始めているじゃないですか。もうわかってはんねん、再

生可能エネルギーの効果が。それで、ニュージーランドの沖合に洋上風力、かなり大きいのにお

金出していますやん。私はそれを評価しているんです。地球全体で考えると大事なことやと。関

電管内には風力のええ風当たりのところないから、それ評価しているんですよ。だから、そうい

うことをもっと再生可能エネルギーの評価を高めて、その導入にもっとお金を使うべきやし、そ

ういう訴えをするべき。 

 それから、買取価格こと出ていますけど、日本は炭素税入ってないですから、あの再生可能エ

ネルギーの買取価格の中にはグリーン価値が入っているんです。そのことを私はみんな理解して

ほしいと思っているんです。 

 ２つ目に大事なことは、関西電力は節電効果に対する評価が低いです。 

 アメリカでは、エモリーロビンスさんという、スモール・イズ・ビューティフルのあの方の提

唱で、節電所という概念が広がっています。かなり効果が上がっています。カリフォルニア州サ

クラメントの電力会社が原発をとめたんですね。そのことによってどうしたか。電力会社が節電

メニューをつくって消費者に提供しているんです。それで非常に効果を上げている。こういう時
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代です。 

 日本でも、例えば日本中の家庭とかいろんなところの電気をＬＥＤにかえるだけで、原発十数

基分あるとか、いろんな効果を節電という、みみっちい暮らしせなあかんねんでというんじゃな

くて、節電所を立ち上げているという概念で、私は電力会社がもっと推進するべきや。その中で

は、先ほど事業者の方がおっしゃいました、事業者のかなり厳しい節電努力を逆に評価するとい

う、そういう代金で評価するという制度が入っているんです。こういうことをもっと経産省は仕

組みとして、日本国の将来を考えて、もう電気は再生可能エネルギーにかえてもどんどん使いな

さいじゃなくて、やっぱりそういう概念で新しい制度をつくり、それを普及していくと。個人の

努力が実る、そういう制度をつくるということを私は検討していただきたい。 

 この２つに対して関電は弱い。弱いところを強くしてください。私は、八木さんにこの考え方

は聞きたいというふうに思います。 

 それ以外に質問項目いろいろあるんですけど、時間内にいかれへんかったら後書いて出します

けども、どうしても言いたいことは公租公課のところです。公租公課のところの電源開発促進税

559億円が経費の中へ入っていますねん。これは、使用電力量に応じて消費者からキロワットアワ

ー当たり38銭集めているわけですやん。これは今まで別やと思っていたら、何か制度が変わった

んでしょうか、組み込まれて経費の中に入っている。どんなに制度が変わったとしても、これは

預かり金的性格です。これを経費の中に入れるというのは絶対私は納得できないです。もう一度

審議し直してほしいというふうに思います。明確にするべき。 

 太陽光なんかの自然エネルギーへの分は別に書いてあるねん。同じように電源開発促進税も記

入するべきやし、その中に入れるべきではないというふうに思います。 

 その他もろもろは、今チンと鳴ったからあと５分でいけるかどうか。ご意見聞きたいので。 

 人件費について、役員の給料でいろいろ意見ありましたが、私は株主総会出ています。毎年剰

余金処分案で役員の報酬が提案されて、これが可決されているんですよ。経済産業省の皆さんも

公務員でいらっしゃいますやん。退職金10億もらいはる人いてますか。こんな法外な、関西電力

なんか言うけど、税金がぎょうさん入って公共事業ですよ、ほかに競争相手がない。そんなん公

務員と一緒やと私思うんですよ。そんなところも闇のままで、ほんで値上げさせてやと。これは

ないと思います。こういうところに剰余金処分案の意見も出ましたが、こういうところにもピシ

ッとメスを入れて、不当な値上げやと私は思っているわけで、本当に熟慮に熟慮をして、経営者

も大変ですよ、中小の。そういうところにもちゃんと光が当たる、そういう価格帯をつくってほ

しいなというふうに思います。 

 聞きたいことがいろいろありますので、文書でまた出します。 
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 このシビアアクシデント対応って、どこへどんなけ払うているのというのわかりません。そう

いうのはまた文書で出させていただきますので、きちんと情報公開して説明し、それをホームペ

ージに上げてくれというふうなことをぜひおっしゃっていただきたいなと思います。私はちょっ

と聞きたいことがいろいろありましたから、そのご意見を聞いて私の発言を終わりたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○安念委員長 

 まず、制度の話がありましたので、電源開発促進税のことをちょっと。 

○滝澤調整官（経済産業省） 

 まず、個人の努力が実るようにというお話がございました。政府でも、スマートグリッドです

とか、スマートコミュニティの研究開発をいろいろ進めておりまして、今すぐおっしゃることを

実現できるとなかなか難しいんですけども、できる限りのことをやって進めていきたいというふ

うに考えてございます。 

 それから、電源開発促進税の話でございますけども、これはその電源開発促進税法に基づきま

して、一般電気事業者が販売する電気１キロワット当たり37.5銭の税が課せられてございまして、

納税義務者はその一般電気事業者でございます。したがって、預かり金的な性格ではないという

ことでございます。 

 それからもう一つ、最初から費用の項目に入ってございます。途中で制度を変更したというこ

とはございませんので、何とぞご理解いただければというふうに思います。 

○安念委員長 

 関電さんからは、再エネの評価が低すぎる、それから節電の評価も低過ぎるので、もうちょっ

といろいろ工夫をしろという、そういうご指摘でございました。 

○八木社長 

 私のほうから再エネに関する取り組みについてお答え申し上げます。 

 貴重なご意見を賜りましてありがとうございます。 

 私どもは、決して再生可能エネルギーの活用に否定的な立場ではなく、基本的に、先ほど申し

上げました将来のエネルギーのベストミックスという中で、この再生可能エネルギーを最大限活

用していくという基本的な姿勢で取り組んでおります。 

 ただし、ご承知のように、再生可能エネルギーというのはまだまだ今コストが高いという面も

ありますので、我々自身も再生可能エネルギーをみずから取り組むことによって、みずからがそ

ういうものを開発し、運用することによる、例えばコスト低減の努力ができないか、技術開発が

できないかと、そういう観点であわせ持ってそういうことを確認しながら普及をしていく。そう
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いうスタンスの中で、堺港の太陽光施設をつくったりしておりますし、また、現在幾つかの施設

を計画してございますが、まず基本的にはいかにコストを下げて普及させていくかということが

大事だと思っています。 

 あわせまして、ご承知のように太陽光というのは、非常に天候に作用され、いわゆる不安定な

電源であります。これだけでは電気の安定供給にはだめでございますので、我々はやはり良質な

電気を安定してお送りするためには、太陽光の変動分をいかに保障するといいますか、そうした

ことは電力系統側できちっとした保障装置を入れていくなど、どういうものがいいか、あるいは

どれが一番コスト的に安いものか、そうしたことを研究していくということが大事であると思っ

ています。 

 加えまして、我々事業者みずからではなく一般の方々が電力系統に太陽光を入れてこられる場

合、これも確かにいろんなところで太陽光が入ってくる場合に、電力系統にスムーズに入れるよ

うな系統側のいわゆる条件といいますか、技術的な要件をしっかり確認していくと。したがいま

して、私どもとしてはそうしたステップをきちっと踏みながら、この太陽光というのを一つのこ

れからの日本のエネルギー源としていく必要があると思っていますが、ただ、先ほど申し上げま

したように、やはり日本の資源が乏しいという中ではいろんなエネルギーを多様に組み合わせて

いく中でのそれぞれの電源の役割、あるいはメリット・デメリットを明確にした上で、中長期的

にその方向性を示していく必要があると思っています。 

 そういった意味ではまだ、ご指摘のようにそういったことがはっきりしていないというご指摘

に関しては、我々としても甘んじて受けて、しっかりとそういったことを考えながら、最終的に

はやはり先ほどから申し上げております良質な電気を低廉で、安定的にお届けするという、この

目的をいかに達成していくかということに全力を傾注してまいりたいと思っております。 

○岩根副社長（関西電力） 

 節電の関係について、節電につきましては、まず原価の算定期間の需要におきましては、本年

度、昨年の夏、非常に15％の節電という無理をお願いした、その効果をしっかり取り込みまして、

全体として節電効果51億キロワットアワー、キロワットにして250万キロぐらいを織り込ませてい

ただいております。 

 それで、節電効果をどういうふうにこれから評価していくかというのは、会社としての大きい

課題というふうに考えていまして、今ご存じのとおりスマートメーターを順次普及しておりまし

て、150万件ぐらい、全体の1,200万件中そのぐらいしかできてないのですけれど、これがだんだ

ん出てきますと、各ご家庭での電力の使用実態というのはかなりわかりますので、今でも使用量

がふえるほど高くなるようなメニュー、あるいは夏場のピークのときは普通のオフピークのとき
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の５倍になるようなメニューとか、こういうメニューもつくっておりますけど、さらにご使用の

実態に応じたメニューというのはこれから考えていけると思います。 

 それから、社会システムとしての電気の供給力と節電をどう組み合わせていくかという、スマ

ートコミュニティなどと一般的に言われていますけれど、こういうのが長期的には非常に大事な

ことだと思いまして、これは今、国のほうでもいろんな実証事業をやっておられまして、その中

で関西では京阪奈のところで今実証していて、これは関西電力も積極的に参加させていただいて、

いろんな実証データとらせていただいていますし、またその状況についても公表させていただい

ています。こういうことを含めて、エリア全体として節電と供給力をどんなふうに組み合わせて

いくのが一番ベストかというのは引き続き考えさせていただきたいと思います。 

○安念委員長 

 すみません、もう時間が来てしまいました。まことに申しわけございません。 

○藤永陳述人 

 コストが高い言いはったから、風やら太陽の光は原料ただですから、そのことをコスト、コス

ト言わないようにお願いします。 

○安念委員長 

 どうもありがとう。すみません、窮屈な時間で、申しわけございませんでした。 

 それでは、12番の玉山ともよさんに。 

○玉山陳述人 

 篠山市から参りました玉山ともよと申します。私は現在、総合研究大学院大学の博士課程で文

化人類学を学んでおります。同じく篠山市環境みらい会議という市民で構成しておりますエネル

ギー部会の部会長をしております。 

 私の住んでいる篠山市は、高浜原発から約50キロから60キロの地点にあるということで、その

原発直下であるということを踏まえまして今回の陳述を行いたいと思っております。 

 まず最初に、私の研究対象は、アメリカ南西部の先住民のウラン鉱山開発による被曝問題です。

八木社長がおっしゃったような低廉で安定的なエネルギーでは原子力は決してありません。私は

フロントエンドの研究者ですけれども、フロントエンドの部分一つをとってみましても、一番最

初の段階から最後のバックエンドに至るまで、被曝あるいは不当な構造的な差別問題であるとか、

さまざまな問題が含まれております。とりわけ健康問題や、環境汚染に関しての低廉であるとい

うことの定義が私にはよくわかりません。なぜそれが安い原子力、しかも安定的だということを

ベストミックスの中に加えようとするのか、それについての説明不足が非常にあり、経済産業省

とも含んでいると思います。 
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 私の意見の概要はこちらの資料のとおりですけれども、総括原価方式ということをいま一度改

めなければならないということは、福島第一原発事故以来の必須のことであります。このことに

関して経済産業省は、今回の関電の値上げを認めるに当たりどのような考えを持たれているのか

ということを後でお答えいただきたいと思います。 

 そして、関電に関して特に、私がもし間違っていたら訂正していただきたいんですけれども、

経営に直接関与しない顧問の給与を含めることは適切ではないと思っております。雑給の中のそ

の費用は約22億円に上るというふうに報道されていますが、それは本当でしょうか。 

 そして、その総括原価方式の中にも例えば、ほかの陳述人の方も指摘されておられますが、日

本原子力発電に基本料としてお金を払っている部分があると思います。日本原電は１ワットも発

電していないのであるから、これに対して出資するということは余りにも非常識です。しかもそ

の役員の中に八木誠社長がいらっしゃり、実際に幾ら報酬を得られているんですか。それは、関

電役員の個々別の人事であったり、その報酬については開示できないということを先ほどお聞き

しましたけれども、八木社長の個人の判断で幾ら一体得ているのかというのをこの場でお示しい

ただくことはできるんじゃないでしょうか。後でお伺いいたします。 

 ほかにも多数の問題が総括原価方式の中にあると私は考えておりますし、一般の市民もそのよ

うに考えています。それは関西電力のユーザーももちろん含まれます。関西電力は原子力発電へ

の依存度が50％を超えており、そのような原子力発電に過長に依存してきたという、それに対す

る経営方針あるいは責任というものが、ここでどうして問われないんでしょうか。いわゆる高浜

３・４号機を稼働しなければ、燃料棒であるとか、そういった資産が全部不良債権になるわけで

すよね。私は、昨年夏の大飯の原子力発電２機の再稼働に当たり、電気が足りないから夏だけだ

と。しかし実際は稼働した後に火力発電所を停止したりであるとか、電力需給の問題ではなくて、

それは経営問題であるというふうに認識しています。実際に、もしも高浜３・４号機を再稼働し

ないのであれば、さらなる電力料金値上げがかかってくるというふうにおどされるのであれば、

関西電力は正当に法的債務処理を行って解体してください。私は、関西電力がなくなったとして

も電力需給は安定的にできるであろうというふうに考えています。 

 例えばほかにもあります。関西電力は、たくさんの子会社を持っていると思います。関連会社

の保有株式もあります。そういった保有株式の売却というのをどうして行わないんでしょうか。

それは経営陣の給料や報酬のカットということとともに行わなければ、まず電気料金を上げる前

に、そのことについてもう少し情報をオープンに公開した上で行うべきだというふうに思ってい

ます。 

 私の実際に住んでいる篠山市には、関西電力社員でありながら市会議員を務めておられる堀毛
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隆宏議員がいらっしゃいます。このような市会議員であるとか、議員さんをやりながら関西電力

社員という方はこの関西電力管内に何人いらっしゃるんですか。それもお聞きしたいです。何人

いて、彼らは一体幾ら報酬を得ているのか。もし無報酬であるならば、それでもベネフィット、

いろいろな社会保障であったり受けておられる可能性もあると思いますし、そういったもろもろ

のことを含めながら、もし報酬を受けているのであれば、またそれを総括原価方式の中に含めて

いるのであれば問題であると思っています。含めていないのであれば含めていないというふうに

はっきりとお答えください。 

 そういった彼ら議員さんでありながら、関西電力社員であるといったような方がもしいるので

あれば、そのような関係を清算して、そのような報酬が電気料金算定の中に含まれていないとい

うことを全ユーザーに示すべきです。経済産業省は細かいところまでチェックしないんですか。

経済産業省はそういった一つ一つのこと、関西電力はコストカットに努力していると言うのであ

れば、個別のことに関してもっと情報公開していただきたいんですね。 

 あとは、ほかにも国際原子力開発という会社はベトナムで原子力発電を建設しようとしていま

すけれども、関電から役員少なくとも２名、非常勤で行っていると思います（、東電の勝俣前社

長も含めて）。 

 そういったさまざまな会社に対して関西電力は出資していると思いますし、そのようなことが

もしも電気料金算定の中に含まれているということであれば説明していただきたいです。 

 今回の値上げに関しては、高浜２機の再稼働が前提となっていますけれども、高浜２機を再稼

働するに当たって、それらの設備投資として530億円増額することが説明されていると思うんです

けれども、言ってみればそういった無用の、あるいは不要の、原子力発電を維持管理するだけで

莫大な費用がかかって、その費用を電気料金の中に求めてユーザーがそれを払わされているとい

うことだと思うんですね。どうして再稼働が前提というふうになっているんでしょうか。再稼働

が前提とならなければそういったバックフィットであるとか、安全に万全を期すという一連のコ

ストが全部不要になると思います。そういったことに関して経済産業省は、この値上げ申請に関

して、高浜３・４号機の稼働を前提であるということを受け入れた上で、私たちのこのヒアリン

グであるとかパブリックコメントを行っているんですか。まず前提が違っているんじゃないです

かということをお聞きしたいです。 

 そして最後に、私はウラン関係のことを調べていますので、ウランに関しての調達費用という

のも、それも原子力発電を廃炉にするというふうに決めれば不要なものになると思います。そう

いった調達費用の中には不必要な開発費用も含まれています。私の調べている案件では、住友商

事がニューメキシコ州のロカホンダというウラン鉱山に出資していますが、住友商事は関西電力
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と関連が深いというふうに聞いております。 

 時間がなくなりそうですので、先にこれら今までお聞きしたいことを羅列しましたが、順番に

お答えください。 

○安念委員長 

 じゃ、関電さんからお答えいただいたほうがよろしそうですな。 

○八木社長 

 幾つかご質問がございましたが、まず私のほうから全体的なところで、これまで原子力発電に

依存してきた責任をどう問われるかという経営問題に関するご質問がございましたが、これは先

ほど来からお答え申し上げておりますが、これまで私ども電気の安定供給という中ではやはり良

質な電気をできるだけ低廉に安定的にお届けするという中で、いろいろな社会情勢の中でいろん

な電源を開発し、そのベストミックスという中で一つの位置づけとして原子力も活用してきたわ

けでありまして、そういう意味で、安定供給、環境保全、経済性、こういう同時達成という観点

から電源を構築してきました。そういう中で実績を見ていただきますと、現実として長年にわた

って、関西地域の電気料金は低廉な料金を達成してきたということについてはご理解を賜りたい

と思います。現実問題、特にこの平成12年以降も、先ほど申し上げましたように17％の削減もい

たしておりますし、電力会社の中でも電気料金の順番からいえば低い水準にある。また一方で、

水道、ガス、それから通信、それからあと鉄道等々、こうした公共料金が上昇している中でも電

気料金はむしろ下がっていると、こういう実情を見ていただきたいと思います。 

 そういう意味では私どもといたしましても、やはり今後も低廉で安定した電力需給を行うとい

う中で、当然原子力も一つの選択肢と十分考え、当然のことながらこれには安全性を確保される

ということが大前提でございますし、私自身、我々自身も今回の福島の事故を含め、世界最高水

準の安全性を目指すということを一つの大きなテーマにしてございます。そうした中で、今後の

できるだけそうした安定した電力供給を行うことで経営責任を全うしていくという考えでござい

ます。 

○玉山陳述人 

 日本原電から幾らもらっているんですか、報酬を。 

○安念委員長 

 まあ、ちょっと待ってください。どうぞ。 

○岩根副社長（関西電力） 

 残りについてお答えさせていただきます。 

 まず、顧問につきましてですけれども、顧問につきましては、経営全般とか特定の分野、それ
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から社外のいろんなことで、地球環境問題とか、エネルギーとか、税制とか、こういったところ

に会社を代表して出ていただいておりまして、その分についての報酬については原価の中に織り

込ませていただいておりますが、ちょっとこの数字は違っておりまして、ベースとしては今14人

の方で、年間１億4,000万円程度をお支払いしておりまして、そういったことをベースに今、原価

の中に算入させていただいております。 

 それから、日本原電さんは、受電は現在ゼロということになってございますけれども、我々と

してはやはり早期の再稼働を期待しております。もともとこれは共同開発的なもので、全量受電

というのを約束している契約でございます。原子力発電所は、とまっていても安全に維持管理す

る費用等は発生しますので、そういうことに基づいて入れさせていただいております。役員の中

に八木社長も入っておりますけども、日当程度の報酬というふうに認識しております。 

 それから、保有資産につきましても、従来から不要なものにつきましては売却を進めてきてお

りまして、土地でこの10年間ですけれども600億円程度、株式もここ数年で200億程度売却してお

りまして、当然不要不急なものということでずっと見直しをしつつ、今後とも売却可能なものに

ついては売却していきたいと思います。 

 それから、議員の方につきましては、従来は、議会等の議員活動で７日を超えない範囲までは

我々の給料としてお支払いしていたんですが、そういうことで原価にも織り込ませていただいて

おりますが、昨年の12月からは公務に従事される場合については、当社側の給料はお支払いしな

いというふうに対応を変えさせていただいております。現在、私の認識では20名ではなくて、15

人の方と、元社員で今ＯＢになっておられる方が１名の16人というふうに認識しております。 

○安念委員長 

 じゃ、経産省から。 

○滝澤調整官（経済産業省） 

 総括原価方式について厳しいご指摘をいただきました。総括原価方式につきましては、電力シ

ステム改革専門委員会という別の場で、今まさしく検討しているところでございまして、ほかに

もいろいろ自由化を進めるべきだとか、選べないとかいろいろご批判いただいておりますけれど

も、まとめて議論をさせていただいているところでございます。 

 それから、細かいところまでチェックしないのかというご指摘もありました。今まさしくここ

においでの電気料金の審査専門委員会の先生方にご議論いただいておりまして、関西電力の経営

合理化が本当に突き詰めてやられているのかということについてしっかりとチェックをしていた

だきまして、査定をしていきたいというふうに考えております。 

○玉山陳述人 
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 情報公開してください。 

○滝澤調整官（経済産業省） 

 電気料金審査専門委員会、フルでオープンにさせていただいておりまして、資料も始まる前に

オープンにさせていただいて、インターネットで生でごらんいただけるような形になっておりま

すし、資料も全部公開させていただいております。引き続き公開について…… 

○玉山陳述人 

 ユーザーにわかりやすくお願いします。 

○滝澤調整官（経済産業省） 

 はい、頑張っていきたいというふうに思っております。 

○安念委員長 

 時間になりましたので、どうもありがとうございました。 

 なお、ご質問があれば、何度も申し上げて恐縮ですが、30日までに文書で事務局のほうにお寄

せください。どうもありがとうございました。 

○玉山陳述人 

 八木社長の報酬額は。 

○安念委員長 

 今私の伺ったところでは日当程度というふうに伺いましたので、よろしゅうございますか。（発

言する人あり）だそうでございます。 

 さて、午前の部の12人の陳述人の方のご意見を拝聴したところでございます。 

 ここで締めくくりといたしまして、本日出席をしております審査専門委員会の委員から１人２

分程度でコメントをいただきたいと存じます。 

 それでは、梶川委員からお願いいたします。 

○梶川委員 

 梶川でございます。今、陳述人の皆様のご意見を聞きまして、少し概括的な感想に近いものか

もしれませんけれども、お話させていただきたいと思います。 

 基本的に、現下の厳しい経済情勢のもと、ユーザーの皆さんの非常に厳しい立場という、これ

は非常に実感として伝わってくるものがございます。こういったお立場を十分にしんしゃくして、

社会一般的な常識的に見て許される、そういった経営の行動というものを十分に前提として私ど

も査定をさせていただければというふうに思った次第でございます。 

 そもそも独占的な公益事業でございますから、総括原価方式という、ある意味では価格算定方

式があるんでございますけど、これ大前提はやはり最後まで納得感がある、ユーザーの方に納得
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してもらえる説明というものが大前提とやっぱりなるんだろうなということでございます。 

 もちろんこういった制度のもとで今考えさせていただいてはいるんですが、今回お聞きして非

常に感じた点は、大前提の部分ですね、例えば原発のあり方であったり、再生エネルギーのあり

方であったり、エネルギー政策自身、それからこういった原価算定の制度的な枠組み、かなり広

い観点で皆さんが非常に強く関心を持たれているということです。 

 私ども査定の場合には個別の原価項目の査定をさせていただいてはいるんですけれども、そし

て、もちろんその枠組みの中、前提の中で考えてはいるんですが、やはり皆様の関心がこれだけ

広く大前提のほうにおありになるということですので、やはりこの料金算定に当たって、前提は

枠組みについてある種皆さんの関心を念頭に置きながら個別項目を見せていただくということに

ついて強く思った次第でございます。 

 やはり先ほどわかりやすい説明という中では、値上げが製品に転嫁できるではないかというよ

うな説明をお聞きになられたというようなご意見もあったんでございますけれども、それはご説

明の文脈の中、一文脈の中だとは思うんでございますが、やはり競争状態にある非常に厳しい企

業さんと同じ感覚ということが、やっぱり一番重要な説明の基本姿勢だと思いますので、ある意

味では査定させていただく立場で言えば、いわゆる非常に激烈な競争状態にあるユーザーさんの、

また生活が非常に厳しい状態にあるユーザーさんの目線において考えていきたいというように感

じた次第でございます。 

 さらに個別項目につきましては、やっぱり燃料費等の長期的なこの辺も非常に皆様よく勉強さ

れておられていて、私どもも本当に長期的な調達政策であるとか、単に短期的なこの３年間では

あるんですけれども、査定期間は、長期的にどのような方向で持っていくかという、先ほどのエ

ネルギー政策を敷衍した企業さんの経営方針、中長期的経営方針というものをじっくりお聞きし

ながら個別にも考えさせていただければと、そのように感じた次第でございます。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 辰巳委員。 

○辰巳委員 

 ありがとうございます。本日ここに参加させていただいて、まずは、参加できてよかったなと

いう感想です。本当に皆様の値上げに対して慎重な対応を求めるという思いですね、陳述人の方々

の思いを重く私は受けとめさせていただけたなと思っています。 

 今回は既成部門の値上げに対しての審議ということで行われておりますけれども、まさに今、

梶川先生もおっしゃったんですけれども、経営者の方たちは本当に関電と同じような問題を自分
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たちの努力で乗り越えてきているんだ、なおそれでも自分たちで利益をどうしたらいいかという

ふうに考えてきたんだとおっしゃって、最後に、事業者として泣き言を言わないでほしいとおっ

しゃった言葉が非常に心に残っております。頑張っておられる現場の方々というのは本当に大変

なのだというのは、もちろん聞いてはおりますが、改めて身につまされたような気がしました。

だから、審議ではそういう気持ちを忘れないようにしたいなと思っております。 

 とはいえども、平成25年から27年の間の電気料金の算定ということで、今審議しておりますも

ので、当初の関電さんの申請によって値上げありきというところから始まっております。ですか

ら、その中で今までのきょうのお話、これから午後もまだありますけれども、お聞きしたものを

忘れずに反映させていかなければならないと思っております。 

 もう一つ重要だなと思ったのは、私自身は特別に電気問題の専門家ではなく、暮らしの専門家

という立場で参加させてもらっております。そういう目線からは、出てくる資料は難しいです。

本当に難しくて、関電さんとしてはきちんと情報公開している、あるいは出すように言われた資

料は出しているというふうにはおっしゃっておりますけれども、それらは私たちが理解するには

ものすごく難しい資料ばかりです。これをわかりやすく、本当に皆様に理解していただくように

かみ砕いていけるようにするというのも、もちろん関電さんだけではなくて、私たちの審議会も、

それから事務局を務めてくださっております経産省様も全部で協力してやっていかないといけな

いなというふうに改めて思いました。以上感想でございます。 

 

○安念委員長 

 永田委員。 

○永田委員 

 私は永田高士でございます。今回専門委員を務めさせていただきますけども、陳述人の皆様の

ご意見をお伺いしまして、梶川委員、辰巳委員のお話に重複する部分は後でお話するとして、ま

ず私は、専門委員のなかでも、１つは公認会計士ということもございまして、まずその視点から

申し上げますと、先ほど陳述人の方からは細かいところ見てないのかというご指摘ございました

けど、私どもとしてはできるだけ細かいところまで見させていただいておりまして、事業者側の

資料、それから台帳等も拝見させていただいて、その中で全てを網羅的にチェックすることは限

界がございますけども、少なくとも職業的専門家として、長年の経験に基づきまして、その正確

性、それから真実性についてできる限り時間をとって、現在審査しているところでございます。 

 そういう中で、やはり陳述人の皆様からご指摘ございましたとおり、やはり値上げの問題は利

害関係者にとって利害が相対立する、事業者としてはなるべく上げたい、一方で消費者としては
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なるべく値上げ幅を下げてもらいたいと、どこまでいってもこの利害は対立する状況でございま

して、最終的にこれを解決するために、ある程度事業者の方が歩み寄って、消費者の方に対して、

より明確に、もしくはわかりやすい説明をしていくことが必要です。それが今の審査の過程での

説明にとどまらず、事後的な説明もきちんと実施することが重要です。今回値上げがもし一定程

度認められた場合、その後経営努力をどうしてきたかということを、事後的にも継続的にモニタ

リングする制度をきちんとつくっていくという行政からの監視制度も必要であるかと思います。

もちろん事業者の経済社会で活動している以上、経営判断は自律的に実施せざるを得ない部分も

あると思いますが、一方で、事業者に対する国民の目からの監視、それをあまねく監督する経済

産業省を含めた行政側の監視制度もきちんと構築しまして、広く情報開示する仕組みを継続して

構築することが非常に重要なポイントだと私は理解しております。 

 今回各陳述人の皆様は非常に勉強されて、私も専門委員の立場としてもうなずく部分もたくさ

んございました。また一方で、陳述人の皆様は冷静に物事を判断されて、対処されようとされて

おりますので、これを真摯に受けとめまして今回の審査に誠心誠意務めさせていただきたいと思

います。 

 以上でございます。 

○安念委員長 

 ありがとうございます。 

 松村委員、どうぞ。 

○松村委員 

 多く伺った意見、質問はほとんどが経済産業省及び関西電力に対するものだと思いますが、委

員に対する叱咤激励、もうちょっとちゃんとしっかりしろということも言っていただいたと思い

ます。肝に銘じて、今回の関電の料金申請に関して細かいところまできちんとチェックさせてい

ただきます。 

 それから、情報公開について多くの方が指摘しました。消費者にわかりやすくというのは、も

ちろん非常に重要なことですが、一方で、その情報公開自体も大きな意味があると思います。仮

に個々の消費者には理解できない非常に専門的なことであったとしても、専門家の目で見れば、

関西電力が言っていたことが本当に正しいことだったのか、合理的だったのかがきちんとチェッ

クできるような形で出ているということ自体も、消費者の安心につながると思います。消費者に

わかりやすくということを余りにも意識し過ぎた結果として、消費者にわかりそうにもないよう

な技術的なことは出さないということになったら目も当てられません。そういう意見ではなかっ

た、わからないことは出さないでくれという意見ではなかったということは認識する必要がある
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と思います。 

 それからさらに、消費者にわかりやすくという点では、恐らくわざとわかりにくく関西電力が

出しているのではなく、今までもう何十年も電気の世界で飯を食っているので、その結果として、

自分たちにとって当然の常識でみんなはわかっていると思い込んでいるんだけれど、実は普通の

人にとってみるととてつもなくわかりにくいことが多くある。しかし関電はこれに気づいていな

い。そういうようなことについては、具体的に「ここがすごくわかりにくい」と指摘すれば、関

電もこれで気がついて大きく改善すると思います。抽象的に消費者にわかりやすくというだけで

はなく、今回非常に具体的に指摘された点が重要です。そういう指摘を受けた後では、個々の人

に対して対応するだけではなく、全般的に見せ方を改善するということにつなげていただきたい。 

 節電についてご指摘になった方がいらっしゃいました。関西電力はその点について弱いのでは

ないかというご指摘で、節電所というような考え方も教えていただきました。 

 日本でも節電所という概念を導入して一生懸命やっているところもあります。そういうところ

を倣いながら、関電も力を入れていただきたいと、そういう要望だったと思います。私はあの発

言がひょっとして関電に悪用されないかと思ってちょっと心配しています。今まで電力を一生懸

命売ろう、震災の後でも営業とかに力を入れておられたその人が、膨大なコストをかけて普及開

発という形で営業まがいの節電のコストを投入することをお願いしたのでは決してないと思いま

す。そのためには、どんなにコストをかけて、どんなに電気料金が上がってもいいと、そういう

ことでは決してなく、既に幾つかの事業者がやっているような合理的なコストのもとで、低廉で

安定的な電力供給に資するような節電の取り組みをお願いしたいということを言ったのだという

ことだと思いますので、決して悪用しないようにお願いいたします。 

 ４点目。人件費に関してです。この委員会では、人数はどれぐらいが適正か、それから１人当

たりの賃金はどれぐらいが適正かということについては議論し査定する。これらについてはどれ

ぐらいを原価に織り込むのが適正かという議論はできます。しかし、具体的な配分をどうすべき

か、若い人に厚くすべきなのかとか、格差はどれぐらいが適正なのかというようなことについて

は議論できないと私は思っております。この点については、基本的に関西電力が判断されること

だと思います。先ほどの岩根副社長の発言で、もし分布が必要なら専門委員会のほうにお示しす

るけれどというのがありました。もちろんそういうことを要求する専門委員の方がいらっしゃれ

ばお願いすることあるかもしれませんが、基本的にはその分布の問題は関西電力が考えることで

あって、専門委員会に情報を見せたのでこれで免罪ですというふうに使われるととても困ります。

私たちにもそこのところについては思うところはあります。きょうも元社員の方からその思いを

いろいろ出されたのでその点は十分重く受けとめてはおりますが、その点については委員会では
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タッチできないので、逆にこちらに責任を転嫁されても困ります。その点は関電で責任を持って

対応をお願いします。 

 それから、先ほど顧問の件で、陳述人の方が言われた数字は誤りでと関電が指摘しました。関

電が挙げた数字のほうが正しいと思います。しかしこの点は認識していただきたい。もともと関

電が出したデータでは雑給という形でざっくりまとめていて、東電の審査のときにも問題になっ

たのにもかかわらず、そういうすごく大ざっぱな形でしか元々出していなかった。私たちにちゃ

んと詳細がわかるような形で公開していなかった。したがって、そういう数字の誤認を招いたの

だという点は、関電が反省すべき点だと思います。今後も情報については、ニーズの大きなとこ

ろについては細かく情報を出してください。 

 それから、先ほど原電の件について日当程度だというご説明だったのですが、私はそれでも自

主的に、何日取締役会に出席して結局幾らもらったのかというのは出すのは意味があると思いま

す。それ割り戻して計算してやれば、関電の考える日当程度というのはどれくらいの水準なのか

が非常によくわかるようになり、それが本当に低いものであるとするならば消費者の理解に資す

るものだと思います。自主的に出すべきだと、今でも思っております。 

 以上です。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 陳述人の皆様には大変議事進行上窮屈な時間の設定になって、本当に申しわけございませんで

した。非常にいろんな多面的なご意見を頂戴いたしまして、本当にありがとうございました。 

 以上をもちまして、午前の部を終わります。午後は13時20分から、午後の部の前半として、引

き続き陳述人による意見の陳述をいただくことになります。 

 この会場内では飲食をご遠慮いただいておりますので、お食事は会場外でお願いいたします。

先ほど申し上げたところですが、一時退出される方はカードケースをそのままお持ちください。

再入場の際に必要となります。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。 

 では、午前の部を終わります。どうもありがとうございました。 

（休  憩） 

○安念委員長 

 お待たせいたしました。それでは、時間になりましたので、ただいまから午後の部の前半を始

めさせていただきます。 

 午前の部でもお願いしたところでございますが、各陳述人の皆様には質疑応答含めて15分の持

ち時間の中で時間をあんばいしていただきたいと思いますので、何とぞよろしくお願いを申し上
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げます。 

 それでは、13番の工藤芳郎さんからお願いいたします。 

○工藤陳述人 

 関西電力の電気料金の値上げ申請が出されました。私の意見を申し上げたいと思います。 

 １つは、値上げ理由について、私なりの理解では４つのポイントがあるんじゃないかと思いま

した。3.11の大震災、これの影響で原子力発電が全国的にとまっております。これにかわる電源

確保として化石燃料の依存度がふえたと。この燃料の増嵩によって総原価、経営が圧迫されてお

ると。この状況下で経営努力をなさっても、公益事業としての責務である安定供給は困難である

ということですね。関西電力さん、これでよろしゅうございますか。こういうことだと思います。 

 そこで、このポイントについて、値上げ理由を私が説明するのはおかしいんですけれども、私

なりの理解、意見を述べたい。 

 １つは、原発がとまっているということは、これは関西電力そのものの事業によって起こされ

たものではない。したがって、ここにはもちろん過失責任は全くありません。原発政策というの

は、政策責任は一貫して政府にありますから、これは政府が頑張ってもらいたい。原発の再稼働

が政府により決断されるということになれば、この事態は一変するだろうということでございま

す。 

 ２つ目は、電源構成の中で化石燃料の依存率を高めざるを得ないことは理解するわけでありま

すが、これが本当に適正価格で輸入されておるということです。政府初め総合商社など頑張って

おりますが、今回のアルジェリアで見られるようにエネルギー資源の確保は厳しいものがありま

す。したがって、やっぱりオールジャパン体制でこれを取り組む必要があるんじゃないかと思う

わけでございます。エネルギー危機というのは私たちも経験しましたが、第１次、第２次オイル

ショックがありましたが、今日の状況を見ていると、政府も業界のほうも何となく、国民全体が

そうですが、エネルギー危機というふうにとられてないように思われます。今回の場合は単なる

電気料金の値上げじゃないんですね。非常にエネルギー全体が日本国全体として大変深刻な問題

が実はあるわけです。そこのところ捉えてもらいたい。 

 電力各社は、燃料費の確保に当たっては、従来の商慣習がありましょう。しかしこれも、先ほ

ど申し上げましたが官民一体で取り組みをしなければ乗り切れないだろうと思います。 

 ４つ目の、電力各社は内外情勢がグローバルに変転する中で、電力会社の社会的な役割、使命

を社外的に積極的にアピールしているのかどうかというと、私は弱いと思う。もっとやるべきだ

と思う。戦後67年の間、電力事業が公益事業として地域社会に果たした貢献度は大きいのであり

ます。電源については、水主火従、火主水従の時代、そしてオイルショックによって原子力への
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シフトという変遷を遂げてまいりました。しかし、現代人はほとんどこういうことを知りません。

全く無理解であります。同時に、市場経済原理主義というものに、毒された人たちがいろんな意

見を求めてきています。政府の役割についても、小さな政府を絶賛して、教育、医療、保険の民

営化を主張する。全ての事業を強欲な資本の要求に応えよと主張している。これはアメリカの例

ですが、この流れはわが国にも20年くらい前から入り込んでいます。その延長線上のターゲット

にされているのが電力事業の公益性否定じゃないかと私は常々考えておるんです。電力会社を公

益事業として認めないなら何をかいわんやですね。この風潮は、電力事業による発送電分離の発

想や地域独占、批判はその具体例であります。さらにこの風潮は脱原発となり、今や原子力、電

力性悪説的な世論づくりまで感情的に飛躍しようとしています。この際、電力会社はこれまでの

実績に確信を持って、改めるべき点は改めるとともに、将来における公益事業としての電力事業

の社会的使命、役割、企業理念を掲げて、それを実施するための料金値上げであるということを

明言してもらいたかったんであります。最低限安定供給ということでありましょうけれども、こ

れを超えた社会的な使命というものがこの値上げ理由にあってほしかったというのが、値上げ理

由に関する私の意見であります。 

 電力会社に求められることとして２番目に掲げておきました。 

 需要家、消費者に対する十分な説明。公益事業というのはとにかく説明責任が大きな内容であ

ります。公益事業の責務は一般の八百屋さんやスーパーの人たちは一々説明する必要ないことも

これが求められている。だから消費者の皆さん方に対しては値上げの背景や理由、それから料金

決定の仕組み、総原価の内容、こういったものが説明を求められるわけであります。特に事業報

酬という概念は、一般の企業会計の中でありません。電力事業、公益事業に特有の概念でありま

すから、これははっきり説明する必要があります。つまり公益事業は利益を追求することを目的

としないという特性があるわけです。したがいまして、適正な利潤、適正な原価と、こういう概

念が総括原価方式の中に出てくるわけであります。適正な利潤というのは借入金、社債に対する

利息、それから配当ということが中心でありましょうが、こういうことをよく皆さん方に、一般

に説明する必要があるということであります。 

 総原価の内容について二、三申し上げますが、原発稼働停止にかわる燃料費確保に関するとい

うことを私書いておきましたが、これは２つの問題点を指摘させていただきたい。火力燃料費は

原価算定期間３年間でありましょうが、関西電力の火力燃料費は3ヵ年平均で9,120億円、4,430

億円の増加となっております。輸入先はインドネシア、ベトナム、石炭はオーストラリア、ＬＮ

Ｇはカタール、オーストラリア、インドと、こういうふうになっておりますが、これらは現在の

円安傾向が続きますとさらに増嵩することが考えられます。向こう３年間を見通すことは前提計
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画策定にあたって非常に厳しい、難儀なことであります。それからもう一つは、火力燃料がふえ

ますとＣＯ₂がふえます。これはもう当然のことであります。これも京都議定書第一約束期間の５

年間で低減させた成果があるわけでありますが、これが帳消しになってしまうということも考え

られます。政府においてもこれから第二約束期間に対してどう対応するかということが今論議さ

れているところであります。 

 それから、人件費の抑制については、大いにマスコミは頑張っておりますけれども、私は専門

分化した社会の中では、専門性の高い技術者の社外流出ということを非常に懸念するんでありま

す。人件費は何と何とを比べて高いか安いかというのでありますが、難しいのは、質的に違うも

のを量的に比較するということはナンセンスであります。質的に共通のものを量的に比較するの

が正しい比較でありまして、この辺もひとつご努力をいただきたいと思います。 

 それから、経営努力の問題でありますが、これは電力会社というのは、先ほども申し上げまし

たように地域社会、ステークホルダーとともに生きてきた歴史を持っているわけです。ステーク

ホルダーというのは地域社会であり、従業員であり、そのご家族であり、お客様であり、関連企

業、地方自治体ももちろんかかわります。こういう方と一体となった電力会社なんですね。これ

を簡単に分離することはできません。最近某新聞社は、電力会社は地域経済社会の支配をやめろ

という、これは西部センターというところで書いた新聞社がありましたが、ちょっといかがなも

のかなと私は思っております。 

 次に、政府の役割であります。これはもう言うまでもなく電気事業法19条にいわゆる総括原価

方式に基いて厳正な査定をいただきたい。具体的には、能率的な経営についての検証をきちんと

やってもらいたい。総原価については、原発稼働停止による代替エネルギーとしての火力電力へ

の依存度を高めることはオイルショック以来のエネルギー危機であるという認識を改めて持って

いただきたい。ちなみに、化石燃料の鉱物性燃料の輸入額は、2012年の貿易統計では、総額24兆

円あります。ＬＮＧはその中で8,731万4,000トン。量的には前年比で11.2％増。輸入額では６兆

14億9,400万円。前年比25％増。どんどんふえているんですね。特にＬＮＧが大きいですね。こう

いう状況でありますから、この燃料問題については本当にオールジャパンでやってもらいたいと

申し上げます。 

 これから検討される総合的なエネルギー政策を早期に出さなければ電気料金の前提計画はでき

ないと思うんです。 

 それから、人件費については、先ほど申し上げましたように、この抑制としては一般企業の従

業員の平均賃金との比較は論外だと思います。先ほど申し上げましたように同質的なものを求め

て、マスコミの皆さんが非常にご熱心でありますから、公共性の高いマスコミの皆さん方の幹部
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などの給料とも比較してみては如何でしょうか。 

 それから、大事なことは、今日電力事業というものと国民との相互信頼関係が破壊されようと

している。政府は責任を持って電力事業の現状とあり方と問題点とを整理してアピールすべきだ

と思います。 

 最後に一言。今日エネルギーをめぐる内外情勢は非常に厳しいものがあります。今回の電気料

金の値上げはその一端であります。政府においては大局的見地に立ってさまざまな矛盾から回避

する、逃避するのではなくて、これを、それぞれの矛盾をどうアウフヘーベンするかという見地

に立った結論を出していただきたいと。電気料金の単純な賛成とか反対というわけにいかない。

総合的なエネルギーのワンオブゼムとして位置づけてご苦労願いたい。 

 以上でございます。皆さんどうもありがとうございました。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。まだ若干時間ありますがよろしゅうございますか。 

○工藤陳述人 

 そうですね。皆さんご苦労さんでございました。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございます。 

 工藤さんばかりではなく全ての陳述人の方についてそうでございますが、なお質問なさりたい

と、この15分の持ち時間では足りないということでございましたら、別途文書で１月30日までに

事務局宛てお寄せください。回答はウエブ上で公開することになる運びでございます。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、14番の松崎保実さんにお願いいたします。 

○松崎陳述人 

 初めに、今の経済状況と電気料金の値上げをどう見るかということです。 

 今の経済は、不況から脱し切れずもがき苦しんでいる状況です。病人に例えれば、風邪をひい

て布団に入り、薬を飲んだり栄養をとって何とか風邪を治そうとしている状況ではないでしょう

か。そこに電気料金の値上げするという話があります。これは、病人の布団をひっぺがしてバケ

ツで水をぶっかけるようなものです。風邪ひきの病人が肺炎になって重病になってから幾ら高価

な薬を投与しても手おくれです。今の時期に電気料金を値上げすれば、関西経済や家庭生活に取

り返しのつかない被害を与えます。経済産業省の役割は極めて重要で、国民から広く意見を聞く

ことはとても大切です。 

 しかし、今回の公聴会の意見の求め方はよくありません。総括原価方式の一定の枠を決め、そ
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の範囲の中で意見を求める手法は、料金値上げを前提にしているように見えます。このような手

法ではなく、どうすれば経済活動を活性化させることができるのか、国民生活に欠かせないエネ

ルギーの未来をどう切り開くのかという観点で国民の意見を求めるべきだと思います。 

 そこで、次の意見を申し述べます。 

 まず第１点目、電気料金の算定の総括原価方式を改正することを求めます。その理由は、資産

の2.9％が利潤として認められており、資産がふえればふえるほどもうかる仕組みです。どんな経

営者でも総括原価方式がある限り資産をふやすことにします。そこで、電力経営者は膨大な投資

をして原発をつくり続けてきました。今では関電の総資産の60％が原発関連資産です。原発が幾

ら危険で国民に大変迷惑をかける施設でも、電気料金の算定基礎として保障される限り、原発の

撤退はないと思われます。国民から見れば、原発の高い電気料金を払い続けさせられることにな

ります。 

 もう一つは、火力燃料費のことです。原発停止に伴い火力燃料費が増加するのはわかります。

購入価格が余りにも高過ぎます。ＮＨＫの「クローズアップ現代」で放映されました、福島原発

の影響で産油国から足元を見られ、高い燃料を購入するはめになったと放送されました。国と電

力会社の責任でもあると思いますが、幾ら高い価格で買っても総括原価方式で面倒見てもらえる

と思えば、企業努力はしないものです。 

 そこで、総括原価方式を改正することを提案したいと思います。総括原価方式をやめて別の方

法を考えてはどうでしょうか。あるいは火力燃料単価について、今回のように企業努力をしない

でとてつもない価格で購入したような燃料費は総括原価に含ませない、あるいは総括原価方式を

続けるならば原発資産を除外する、あるいは原発を電力会社から国家管理に買い取り、総括原価

方式そのものを原発を外すという、こういう方法もあるんじゃないか。要は総括原価方式そのも

のをちょっと見直してはどうなのかということです。 

 ２点目。今回の値上げの申請は、燃料費増加に伴うものであるならば、長く続かないと思いま

す。短期のものと予想されます。それならば、電気料金値上げを回避する方法を考えればいいと

思います。例えば、電力債のようなものを発行するとか、あるいは１兆8,000億円にも上る内部留

保のお金を一時的に使うとか、あるいは使用済み核燃料再処理費用２兆6,000億円の一部を取り崩

すとか、いろんな方法は考えられると思います。要は回避する方法を考えるということです。 

 次、３点目、人件費の問題です。5,000万円を超える経営者の人件費は異常です。関連会社50

社の役員を兼務して両方から報酬を得るなど、こういう人たちは大幅にカットすべきと考えます。

しかし、一般社員の給与を削減することはよくないと思います。阪神大震災のときはみずから被

災した従業員は寝食を忘れてライフラインの復旧に頑張ってきました。盆や正月、深夜、厳寒期、
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休まずに24時間ライフラインを守るために頑張っています。台風や事故にも昼夜を分かたず現場

第一線で頑張っている人たちのことを思うと、会社が今苦しいから賃金カット、賞与なしという

方法はよくないと思います。国民のライフラインを守っている人たちに感謝し、それなりの処遇

が必要と考えます。従業員のモチベーションを下げてはならないと思います。第一線現場で働い

ている関連社員の給与は決して高くありません。人件費を一律にカットする方法には反対です。 

 次、４点目については、ちょっと関電のほうに質問を含めて発言します。４点目ですが、八木

社長も言っておられましたが、自然エネルギーをやっぱり導入してちょっとしっかりやっていき

たいという発言がありました。それならば、関電の舞鶴発電所１号機があります。これは石炭と

木質ペレットを混ぜて燃やしています。木質ペレットというのは、樹木を砕いて圧縮して水分を

がーんと抜いて、それで直径６ミリか８ミリぐらいの径、それから長さが３センチ、４センチの

ものにしたもので、これは燃やすと、木を燃やすという意味じゃなくて、どちらかというと炭を

つくってちらちら燃やすという、非常に高温になる、非常に有益な物質です。当然ＣＯ₂も出しま

すが、化石燃料を燃やすという意味じゃなくて、自然環境の中の循環ということでＣＯ₂の削減に

も非常に貢献するということになっております。この舞鶴１号機で使っている木質ペレットが年

間６万トンあります。関電はこういうこともやっています。すばらしいですね。と思いますが、

ところがこの６万トン、何とカナダから買っております。何でこの近くから買わないのか。例え

ば、兵庫県の豊岡市では木質ペレットの工場をつくっております。そこで出た木質ペレットは２

つの温泉、あるいは学校のストーブなんかに使われております。日本の国土の65％が森林です。

この森林の資源を利用しない手はないと思います。今こそ関西電力は太陽光だけじゃなくて、や

っぱりこういう地元にある燃料を使うという方向に切りかえるべきではないかなというふうに思

います。ちょっとこれは質問ということでお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 関電さん、いかがですか。木質ペレットの点は。国内調達はできないのかというご指摘でした。 

○岩根副社長（関西電力） 

 木質ペレットを検討した際には、やはりある程度の安定した量で安定した品質で、価格の問題

もあったんですけど、そういう観点で現在海外からも入れています。舞鶴１号機のときにそうい

う検討をしましたけれど、２号機もできますし、国内のいろんな木材、バイオマスというのも見

直されてきていますので、そういうことも含めて可能かどうかについては当然引き続き検討させ

ていただきたいというふうに考えてございます。 
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○安念委員長 

 まだ若干時間がございますけど、何かお尋ねになりたいことがあったらどうぞ。 

○松崎陳述人 

 ぜひ日本のエネルギーの自給率を高めるという、そういう観点を経済産業省も関西電力も絶対

とるべきやと私は思うんですよね。外国からエネルギーを買うということは日本が貧乏になると

いうことなのでね。ぜひ国内産、国内の資源を、ちょっと高くても、やっぱり国内産業を育てる

という意味から、あるいは経済を活性化されるという意味から、雇用を確保するという意味から、

ぜひそういう立場に立ってもらいたいというふうに私は思います。経済産業省のほうもそういう

指導をぜひやってほしいと思います。 

 以上です。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。松崎さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、15番の福井高宏さんにお願いをいたします。 

○福井陳述人 

  日本精鉱株式会社中瀬製錬所の福井と申します。意見の概要を読み上げさせていただきます。 

 自社人件費を含め、この自社というのは関西電力さんですけれども、含めてコスト削減がまだ

必要であると思います。親会社が赤字となっている現状で、出資会社も含めての削減も必要では

ないでしょうか。役所体質のように原子力発電所が稼働できないから赤字になると大義名分化し

て、小手先の改善をしても赤字が出るから料金の値上げでお客様から穴埋めしようとしていると

しか思えません。我々の会社では、赤字が出そうであればコスト削減に邁進して賃金削減、それ

から人員削減、無駄排除など当たり前の手段でお客様への値上げはできないことを前提としての

改善ということになります。このような理不尽な値上げ要請には理解もできず、反対です。以上

が概要です。 

 我々の会社のことを少しお話ししますと、本社が東京で、工場が兵庫県の北部にあり、100人以

下という非常に小さな会社です。製品は、原料となるアンチモンを主に中国から輸入しておりま

す。それを使って酸化アンチモンというものに加工して製品化して販売をやっております。当然

中国は産地でありまして、酸化アンチモンというのも中国で生産して販売もしております。当然

中国というのは製造コストが非常に安いというようなメリットがあって、中国の会社というのは

我々にとって大きなライバル会社というふうになります。このようにコスト競争が激しい中で

我々は生産をやっているというのが現状です。 

 この中で、お客様の要望というのは、品質のよいものを安価で提供してくれということをお客
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様からいろいろと要望してこられます。我々はその要望に応えるべく、我々の会社では必死に生

き残りをかけていろいろな面で改善活動を行っています。当然品質のほうは我々の技術力で何と

かやっている。それから安価という面では、１つとして、安い原材料を買うということになりま

す。この中には、燃料となるガス、それから重油、当然電気、これらが含まれます。また、工場

での修繕だとか設備投資、こういった工事もこの中に含まれてきます。燃料とかその工事、修理、

これは以前から取引のある会社だからといって、つき合い、しがらみ、こんなものもやめて、安

く供給してくれるところを探して購入なり依頼をするということをやっております。当然見積も

りとかいうのは複数社からとるというのが基本です。電気の場合もこのようにしたいのですが、

現状の電力供給状況、施設面、それから法的面では、発送電の分離ということも言われていまし

たけれども、これも実現できていない現在では、残念ながらできないというのが現実です。これ

は大きな壁だというふうに思っています。 

 ２つ目は、工場の製造による無駄を削減するということでは、人件費、当然ですけれども、こ

れを削減していこうということで、無駄な仕事はしない。それから、仕事を効率的にやる。それ

から、過去にリストラ、これも小さな会社ですけれども経験しております。100人未満の会社が20

人余りを泣く泣く早期退職に追いやったというような経験もしています。それからまた、この間

のリーマンショックですね。このときには経営者含めて全従業員が給与カットというような状況

にもなりました。省エネ機械だとか、設備の無駄運転をやめる、こういったこともやっていまし

て、このようなことで何とか今現在生き残ってきているというような状況です。徹底したコスト

低減を行い、乾いた雑巾を再度絞り出すといった思いで日々改善活動に当たっており、お客様へ

の値上げは認めてもらえない、ここが我々会社の改善活動の出発点でもあります。 

 １円でも製造コストを下げようと努力を繰り返しているこのような中で、電気料金の大幅な値

上げ、これはとても理解できないし、また認めたくありません。我々の死活問題というふうに思

っています。関西電力さんももっとお客様に、今現状どうなっているんだと、何をやるか、やっ

たか、そういったことを見える形、我々に対して見える形、乾いた雑巾を絞る思いでコスト低減

策を考えて実行していただきたいというふうに意見申し上げます。 

 以上です。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。これは関電さんに伺うべきでしょう。製品価格には転嫁できないと

いう前提でコストカットを頑張っているのかという、こういうご指摘であったと思います。 

○岩根副社長（関西電力） 

 電気料金を上げないということで本当にこの２年間頑張ってきたつもりでございまして、でき
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る限りの効率化をさせていただいて、内部留保を取り崩しながら何とか電気料金を維持しようと

思ってきたのですが、先ほども申しましたように自己資本は急速に悪化しておりまして、このま

まいきますと資本金を割るおそれもある。資金調達にも少し影響が出てまいりますし、今後、こ

のままいくとますます影響が出るということで、我々の本来の使命である電気の安定供給そのも

のに影響が出るということで、まことに申しわけございませんが、そういうことの中で、原価の

中で我々として最大限の効率化を織り込みまして今回申請させていただいた次第でございます。 

 それで、まだまだコスト削減が足りないというふうに、関係会社も含めてここに記載いただい

てございますが、関係会社につきましても従来から効率化というのは取り組んできておりまして、

自由化の後、平成16年ぐらいに、特に関西電力に供給するグループ、サポート会社という電気事

業の一環を担っている会社については再編いたしまして、それぞれの業界の賃金水準に見合うレ

ベルまで削減させていただいておりまして、一人当たりの給料は現在で530万円ぐらいでございま

す。それで、関西電力向けの利益率も６％を今切っている段階で、当然そこから、今回効率化を

最大限に織り込むということで７％程度削減ということで今お願いしていまして、このままの状

況ではなかなか関係会社も黒字にならないという体質の中、何とかみんなで頑張って持続可能な

ようにやっていこうというふうに考えてございます。 

 いずれにしろ、我々自身としてはやっていることはやっているのですが、なかなかご理解いた

だけないと思いますけれども、我々としては最大限の経営効率化に努めながら安定供給をしっか

りやっていくということで、少しでもご理解いただければと考えてございます。 

○安念委員長 

 いかがですか。福井さんの会社でもきっとあれですよね、安定供給はしていらっしゃるんです

よね。だけど、製品に価格は転嫁できない。 

○福井陳述人 

 それをモットーにしてやっているということなので、十分その辺理解していただいて、コスト

削減励んでいただきたいと思います。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。お大事に。 

 それでは、16番の藤原高志さんにお願いいたします。どうぞ。 

○藤原陳述人 

 よろしくお願いします。 

 私は給食会社の社長をしております。小規模ではありますが、毎日病院や介護施設に給食を届

け、皆さんに大変喜んでいただいております。私は、会社経営に全責任を持つ立場から、今回の
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電気料金値上げに反対する立場で一言意見陳述をさせていただきます。 

 私たちの工場は神戸のポートアイランドにあり、新しい調理法を使ったクックチル方式で給食

提供を行うセントラルキッチンです。クックチル方式というのは、加熱調理したものを急速に冷

却することで食中毒菌の増殖を防ぐとともに、味や食感を維持することができます。また、提供

先では冷たいままで盛りつけて保存し、食べる直前に再加熱するため、温かく召し上がっていた

だくことができます。患者様や施設の利用者様にはいつも満足度調査で高い評価をいただいてお

ります。７年前より事業を始め、現在では姫路から尼崎までの19カ所の病院や介護施設に月８万

食を提供させていただいております。 

 しかし、このクックチル方式にはセンターから配食先までほぼオール電化の設備が必要になり

ます。エネルギーのほとんどを電気に頼らざるを得ません。工場の建設当時からオール電化の導

入が推奨されていました。また、国が推奨する衛生基準であるＨＡＣＣＰを取得することもあり、

当社の設備もオール電化に近い形となっております。ほとんどのエネルギーを電気に依存する構

造になっております。 

 先日、関電社員の方が値上げの説明に来られました。今回の値上げによる当社への影響は12.8％

の電気料金増加になると試算されているそうです。金額にしまして年間300万円の経費の増加とな

ります。当社の利益率は経常利益ベースで７％ですので、300万円の利益を取り戻すには4,300万

円の新たな売り上げを確保する必要があります。これは実は当社の１カ月分の平均収益です。電

気料金の値上げ分を稼ぐためだけに１カ月間働かなければならない、こういうような事態になっ

ています。 

 一般的には、経費が増加した場合は販売単価を引き上げ、増加分を上乗せして回収する、こう

いう方法が考えられます。しかし、私たちが給食を提供させていただいている病院や介護施設は

非常に少ない利益の中で事業を維持しております。食事の値上げはさらに経営を圧迫することに

つながります。病院経営における給食収益は診療報酬上で決められ、保険費用と自己負担で賄わ

れています。給食を提供するだけでなく、病状に合った特別食の提供や栄養指導のための職員の

確保が必要です。とても診療報酬だけでは間に合わず、給食部門は多くの病院で赤字部門になっ

ています。さらに、当然給食委託も厳しい単価競争にさらされていますので、当社の値上げ提案

はそのまま契約解除にもつながりかねません。電気料金が上がったからといって簡単には売値に

転嫁できないのが現状です。 

 また、社内での経費削減策はいろいろと知恵を絞っておりますが、今回のような大幅な経費の

増加があると、多少の節約も吹き飛んでしまいます。実は先日、当社では電気代節約のために210

本の電灯をＬＥＤに交換しました。非常に高額なものでしたが、多少でも経費の節約になればと
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実施しましたが、これによる経費の節約は月4,000円です。今回の値上げ幅はＬＥＤ210本交換に

よる節約効果の63倍にもなり、全く意味がなくなりました。今後さまざまな節約に努力しなけれ

ばなりません。給食会社ですので、可能な限りいい材料を調達し、おいしい食事を提供しようと

努力してきましたが、食材の分野でも、気乗りはしませんが、さらに切り詰める必要が生じてい

ます。 

 ところで、先日来社された社員の方に今回の値上げ理由をお聞きすると、福島原発の事故以来、

原発での発電ができないため、火力発電に依存している。そのための燃料代がかさんでいるとの

ことでした。さらに、今回の値上げ幅には高浜原発の稼働を見込んでおり、もし高浜原発が稼働

しなければさらに値上げ申請をしなければならないという説明をお聞きしました。そのときに、

私が先日読んだ新聞に書いていた記事を覚えていましたので質問させていただきました。火力発

電に使用するＬＮＧガス燃料を不当に高く買っているというものでした。それは事実ですかとお

尋ねしましたところ、記事の内容は認められました。その上で、今は原子力発電の継続を前提と

しているため、火力発電の燃料はスポット買いとなる。そのため、高い価格でないと買えないと

いうようなお話でした。昨年暮れに放送されたＮＨＫの「クローズアップ現代」でもこの問題を

取り上げられていました。海外のガス会社からは、日本ならどんな高値でも売れると見られてお

り、実際アメリカの４倍の高値で購入していること。日本の電力会社は安定供給第一ということ

で、これまで価格交渉をさぼってきたことなどが放送されていました。しかし、私たちには電力

会社のこのような内情はわかりません。値上げ説明のパンフレットには一言も書かれていません。

電力会社が一般の企業と同じ努力を行っていれば、今回の値上げ提案の内容も大分違っていたの

ではないでしょうか。また、そのときの説明の中では、関電内部でも経費節減の努力を行い1,553

億円を削減したとのことでしたが、それが精いっぱい努力された結果なのか、まだまだ余裕があ

るのかは資料からはわかりません。むしろ、なぜもっと早く経費削減を行わなかったのでしょう

か。本来企業が行うべき努力とは何でしょうか。私たちは、お客様の利益になるためには、材料

の調達に知恵を絞り、わずかでも安くていい物を得るために努力しています。それはお客様のた

めでもあり、競争に勝ち抜くためでもあります。電力会社は競合相手がいない独占事業ですが、

それだからこそ事業の公共性に自覚を高め、企業努力にもっと励んでほしいと思います。 

 以上のことから、私はこのように根拠の不透明な値上げ提案を到底承服することはできません。 

 また、今回の値上げ幅は将来の原発稼働を前提とされているそうですが、私はこの点において

も今回の提案に反対です。原発は安くてクリーンなエネルギーと言われますが、経済産業省資源

エネルギー庁が国会に提出されたリストによると、全国の原発57基の建設総費用は約13兆円。現

在価値にすると14兆5,000億円にも上ると聞いています。また、クリーンな発電という点でも、発
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電するときはＣＯ₂発生はありませんが、ウランの採掘から廃棄後の処理に至るまでの過程におけ

るＣＯ₂発生は膨大で、とてもクリーンなエネルギーとは言えません。福島の原発事故では、少な

くない国土の一部が長期にわたり使用できない状態となっています。占領時代の沖縄を除いて日

本の有史以来あり得なかったことではないでしょうか。また、放射能汚染や風評被害により東北

全体の食材が入手困難となり、私たちの事業にも大きな打撃を被ることになりました。原発事故

以来食材の価格が高騰しています。特にお米は事故以前に比べ約３割アップしました。東北のお

米が敬遠され、西日本のお米に需要が集中しているからです。日本人にとってお米は非常に大切

です。特に高齢者はお米に敏感で、質を落として提供することはできません。給食会社だけでな

く、食にかかわる業者はどこも苦労されています。もし原発事故が再発するようであれば、日本

人の食料事情は一体どうなるのでしょうか。私は、日本人としてこの事実を重く受けとめるべき

だと思います。現段階での原発再稼働や新たな原発建設には断固反対します。 

 以上のことから、今回の値上げ提案は到底承服できない意思を表明し、その上で値上げの根拠

を詳細に公開すること、原発に依存する電力行政から脱却し、より安全な電力確保を真剣に模索

することを望みます。 

 以上です。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。 

 それじゃ、いろいろ重い問題をご指摘いただきましたが、関電さんから特に燃料調達の努力に

ついてご説明いただけますか。 

○岩根副社長（関西電力） 

 燃料につきましては、特にＬＮＧでまいりますと、従来はヨーロッパとアメリカとアジアと３

つぐらい、燃料の価格の決まり方がそれぞれ違ってございまして、ヨーロッパはヨーロッパの天

然ガスに大体リンクするような形でＬＮＧの価格も決まっていました。アメリカはアメリカの天

然ガスにリンクするような形でこれも決まっていました。アジアは基本的にそういう天然ガスが

余りないものですから、どうしてもアジアへ輸入する原油にリンクする形で決まっていました。

大きい３つぐらいのグループがございまして、それで従来からヨーロッパやアメリカの天然ガス

もかなり乱高下しておりまして、数年前までは例えばアメリカの天然ガスなんかは随分上がった

りもしておりました。したがって、それぞれのエリアごとに高かったり安かったりという、それ

ぞれそういう状況であったのが事実でございます。それが、ＮＨＫでこの前出ていました、アメ

リカのシェールガスというのが出まして、これが非常に安価なコストで大量に出るということで、

アメリカの天然ガス価格が非常に下がってまいりまして、そういう意味で今アメリカの天然ガス
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は非常に下がっている。日本側、あるいは関西電力も何も努力してないかというと、そういうの

が出てから、そういうアメリカの天然ガスにリンクしたものとか、ヨーロッパの天然ガスにリン

クしたものも含めましてできるだけ調達価格の多様化というのを進めているところですけれども、

アメリカのものは輸出の許可もまだ出ておりませんので、なかなかまだ今そういう状況の中です

ぐにアメリカの天然ガスにリンクしたものは入ってこない状況ですが、先ほども申しましたよう

に、できるだけ売り主をいろいろ多様化しながら、多様な交渉しながらアメリカの天然ガスリン

クというのも、数年先ですけど入れたことは事実でございます。 

 それで、今の日本の天然ガスの輸入価格に比べて関西電力の値段がどうかということですけれ

ども、これは各社ともいろいろ努力しているのですが、なかなか効果はあらわれておりませんが、

ＬＮＧに関して見れば、例えば９電力の平均の購入価格よりは平成23年度で見ますと我々のほう

が少し安く買えているという実績はございますし、それから先ほども申しましたけれども前回の

料金改定、平成20年のときと今回で日本全体のＬＮＧ価格というのは23％上がってございますが、

我々は今回15％上げるという申請をしておりまして、少しは我々も努力して全日本の中では少し

でも安い燃料を入れるという努力はしているつもりです。まだまだこれは足りないと思っており

まして、今後ありとあらゆるソース、ありとあらゆる価格形態のＬＮＧを入れながら、少しでも

安くするように努力してまいりたいというふうに考えてございます。 

○安念委員長 

 さっきの福井さんもそうですが、藤原さんも恐らくおっしゃりたいことは、いろいろ細かい話

はあるだろうけど、コストがアップしたといって製品価格に転嫁できれば、そんな楽な経営はな

いよという、こういうご実感というふうに私は承りましたが。 

○藤原陳述人 

 そういうことですね。消費者の立場でさらに努力していただきたいということです。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、17番の畑健次郎さんにお願いいたします。 

○畑健次郎陳述人 

 畑と申します。本当はこういうところでしゃべりたいと思ったことありませんし、しゃべる予

定もなかったんですが、今回の電気料金の値上げに対して異議のある人間がいてるという、とり

あえずその意思表示だけしておこうと思ったら、運が私からしたら悪く、こういう場所で話しせ

なあかんことになって困ってるんですが、全くいろんな知識のない状態の中で私たちの実感です

ね、述べさせていただけたらというふうに思います。 
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 １つは、今回の電気料金にも関連するんですが、私たちのかかわっている仕事ですね、それに

対するどういう影響が出るのか。それから、関電の企業姿勢についての疑問があります。そこの

ところを少し順番に言わせていただきたいと思います。 

 かつてテレビコマーシャルなんかでもそうですけど、著名人、例えば星野監督とかいろんな人

を使って、原発はクリーンだというような宣伝されておられました。後から聞いたらそういうの

も全部総括原価方式というんですか、そういうものに含まれているというふうなことを聞いて「え

っ」と思ったことがあります。これも後で、質問１点だけなんですが、関電の方で偉いさんが退

職するときに十数億円の退職金があったということも聞いたんですが、それはほんまかどうか、

後でそれだけお答え願ったらいいんですけど、もしも間違っていたら申しわけありません。 

 私は、のびやか生活応援センターというＮＰＯ法人なんですが、そこで運営している共同生活

介護事業所の管理者をやっております。事業内容を簡単に説明しますと、知的障害を持っている

市民が地域で生きていくために少人数で共同生活をしています。それを支える福祉事業という形

です。私たちの法人では６カ所のホームを運営していまして、入居者は30人です。そこで働いて

いる職員は、直接支援している世話人という立場の人は十数人になります。知的障害を持っては

るということもあって、なかなかエネルギー、電気、水道、ガスというライフラインがあるわけ

ですが、どうしてもガスよりも電気という形で、安全性の問題でそちらに比重があるかなという

状態です。 

 額としてはそんなに大したことはないんですが、１カ月の平均の電気代は大体10万円程度かな

というふうに思います。ただ、今回値上げされたら、その分の負担は利用料金にはね返るか、そ

れとも世話人の賃金にはね返るかという以外に転嫁の方法はないのが今の現状になります。 

 それで、ほとんどの入居者は低収入ですし、中には生活保護を受けておられる方もいますが、

障害者年金と、それから福祉作業所で得るわずかな工賃で細々と生活している人もいます。そう

いう人の1,000円、2,000円というのは、普通に高収入を得ている人の感覚とは随分違うかなとい

うふうに思います。 

 私のほうは一応障害者福祉を担っている社会福祉法人の理事もしておるんですが、大体ＮＰＯ

法人と社会福祉法人を合わせて数十人の職員がいるんですが、その中で、これは自慢になること

ではありませんし、関電の一般社員の方が給料が高いと言っているのでもないということを前提

に聞いていただきたいんですが、総収入で500万円を超える人は一人もおりません。そういう状況

の中でみんな仕事をしているということです。 

 ただ、電気料金の値上げ一般がけしからんと、おかしいと言っているのではありません。合理

的な理由があって、企業努力だけではどうしてもやむを得ないということであれば、それはやっ



 79 

ぱり消費者として受けとめなあかん部分もあるかなというふうには思っております。ところが、

今回の値上げの理由とかについては、やっぱり少し納得できないなというふうには思っておりま

す。 

 まず、企業姿勢ですが、福島の原発事故についてはまだ収束はしていないというふうに思って

います。それで、不安を抱えたままで地元にいる人、あるいは避難地域が解除されて戻った人、

それから心ならずもふるさとを去らねばならなかった人、そういう大勢の人たちについてまだま

だどんなふうにしていくかと。どんなふうにケアしていくのか、どんな生活を保障していくのか

と、そういう段階やと思います。しかも、福島原発の中でもそうですが、一番危険な仕事につい

ているのは、やっぱり一番大した収入のない下請労働者がそういう一番危ないところを担ってい

ると思います。だから、もしもそういう今の現状を認識するとしたら、やっぱり日本全国１基残

らず全て一旦とめて、その上できちんと議論を闘わせながら、国民投票なり何なりきちんとけじ

めをつけた上で動かすなら動かすというふうなことが筋ではないかというふうに思っております。

特に関電の場合は原発依存率が高いようなので、発電方法なんかについて一から見直していただ

きたいというふうに思っております。 

 それから、これは素人の全く勝手な疑問なんですが、原発がもしも安全だというなら、何で過

疎地に建設するのかと。そんなところに建設しなくても、大阪港なり南港なりそこらあたりにつ

くればいいのではないかなというふうに思います。それと、立地自治体にいっぱいお金をばらま

いて、何のためにばらまくんでしょうか。お金は、例えば企業が誘致されて、それで雇用が生ま

れるなら、もしも原発というのが安全であれば、そこでは雇用が生まれるわけですから、地元に

とってそれだけでもメリットやと思うんですね。ところが、たくさんのお金を出さないと引き受

けてくれないというのはなぜかなというふうには疑問です。それはやっぱり実際は原発が恐ろし

い技術やと、怖いんやということを電力会社も、それから立地自治体の人たちも、そして多くの

都会に住んでいる住民も知っているからじゃないかなというふうに思います。先ほど申しました

ように、本当に安全な技術なら、そんな長い送電線で無駄なお金をかけて都会に電気引っ張って

くるよりも、地産地消でこちらへ、ちゃんと自分たちのまちで電力をつくればいいというふうに

思います。 

 そういう意味では、もう一度関電の人は弱い立場の人にきちんと配慮した上で原発について見

直していただきたいというふうに思っています。今のまま原発が存続するという前提条件の中で

の値上げ申請ということであれば、今までの放漫経営にそのまままたつき合わされて、あかんよ

うになったらまた料金値上げしますということの繰り返しになるんじゃないかなというふうに思

います。 
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 それから、あと新聞報道なんかによると、身内の関連会社へ発注が常態化しているとか、関電

不動産等の関連会社の情報公開なんかも非常に不十分やというふうに聞いております。そうした

ことも全て透明化して、その上で信を問うべきではないかなというふうに思います。 

 例えば、今の日本の国というのは孫に1,500万円を贈れる人たちがいるんですね。一方では母子

家庭の生活保護受給費は値切るというような状況の今国の形です。そうした両方にも同じように

電力料金の請求書は行くわけです。そういう意味も含めて、やっぱり今回の値上げについては疑

問がいっぱいです。 

 それで、福島第一原発の事故では、たとえ原発から離れていても、どこともやっぱり現地にな

る可能性があることが立証されたというふうに思います。そのときにもう一度考えていただきた

いんですが、高齢者や子供や障害者は明らかに災害弱者ですね。現実に福島の事故でも大変な状

況が生まれました。そういった意味では、もしも値上げされるということであれば、そういう災

害弱者に対するメッセージも含めて、これから関電はこんなふうにしていきますというメッセー

ジつきの値上げ申請を出し直していただけたらというふうに思っております。 

 以上です。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 災害弱者に対する対策というものについては、関電さんでも経産省さんからでもどちらでもよ

ろしいですが、何かコメントがあったら。いかがですか。なければないで結構ですけど。 

○滝澤調整官（経済産業省） 

 今回の値上げが非常に多くの方に対して影響を与えるということは私ども十分承知をしており

ますので、今まさしく出してきた申請の中身を厳正に審査をさせていただいている段階でござい

ますけれども、それが本当に関電の最大限の努力をしてきたものなのかということをしっかりと

審査をして、そして厳格に見ていきたいというふうに考えてございます。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、18番の畑章夫さんにお願いいたします。お待たせいたしました。どうぞ。 

○畑章夫陳述人 

 畑章夫といいます。大阪市内で自営業をやっております。 

 私、関西電力さんがお出しになっている電気料金の値上げの申請とか、新聞報道でしか状況を

捉えることはできません。そういう意味で、その中で、私が見る限りおかしいんじゃないか、と

いうことで陳述させていただきます。 
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 １つは日本原電に対してです。日本原電に対して、全く発電もしていないのに340億7,900円も

払っている。それでいわゆる赤字だといっても納得できないわけですね。電気を買っていないの

に340億円以上も払っている。つくられた電気について売買するというのが商売の常識であるわけ

ですから、何もないところにお金なんか払う必要がない。それだったら違約金という話になるわ

けですよ。そして、次回の契約でも北陸電力と日本原電に対して446億円ですか、支払うと原価算

入されています。日本原電は敦賀１号、２号です。いわゆる原子炉の直下に活断層があるという

疑いが強い原発です。稼働できるかどうかわからない非常に不透明なところに会社が支払いを約

束しているということになっているんですね。北陸電力の志賀原発もそうです。直下あるいは直

近に断層の存在が専門家から指摘されている。この志賀原発も再稼働できるかどうか予断を許さ

ない。このように、稼働するかどうかわからないものに無条件に支払いを約束しているという、

それを電気料金に転嫁するというのは、果たしてそれ妥当なんでしょうか。非常に疑問に思いま

す。その分支払いをしなければ電気料金値上げというのは圧縮できるんじゃないでしょうか。そ

ういうふうに考えるのが一つの商取引の中での常識というふうに思います。 

 日本原電って不思議な会社で、2011年３月末に849億円だった有利子負債がなぜか2012年９月に

2,136億円にふえていると、そういう会社です。そういう会社に関西電力はお金を出そうとしてい

る。ここの会社も例によって高額な取締役の報酬をもらわれているようです。そういう意味で、

電気料金の値上げで日本原電に対するこのような無条件な支出というのは許されていいのかどう

か。それを十分検討していただきたいと思います。そして、ひとつも電気を発電しないのに払わ

なければいけないという契約だったら、根本から契約を見直すべきだ、これを機会に見直すべき

だ、そういうふうに思います。それが１つです。 

 もう一つは、先ほどからいろんな方が関西電力さんの不透明さというのをおっしゃられていま

す。関西電力さん、関電関連会社といわゆる「適正な取引」がされているのかどうか。関連会社

の資材調達率が４割を超えて指名発注が85％を超えているという状態で適正な取引がされている

のかどうか非常に疑問に思います。値上げを審査されている方々は、関西電力のファミリー企業

との実態というのは明らかにされているんでしょうか。あるいは関電不動産との賃貸契約はどう

なんだ。関電不動産の売買はどうなのか。あるいは関電プラントや関電アメニティー、いわゆる

厚生施設などを管理するところですね、その取引実態はどうなんだ。しんどいから関西電力が使

ってくださいよ、そういうことがなかったのか。ファミリー企業にありがちなことです、こうい

うのは。値上げを強いる一方で、既得権の上にあぐらをかいてグループ全体が膨れ上がるという

ことなんか絶対許せない。そんな思いが私たちにはあります。見えないですから、関西電力さん

の中が。見えないですから余計そう思うんですね。その辺の不透明感、ファミリー企業も含めた
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不透明性というのを明らかにしてほしいと思います。 

 関西電力さん、「個別の取引の状態ですから明らかにできません」と、そういうふうに答えられ

ましたというふうに、そういうことも報道で聞きました。そんなん全部はっきりすべきですよ。

電気料金からあなたたちは利益を得てるんですから。そういうふうに私は思います。もし赤字な

のであれば、子会社の売却だって考えられるじゃないですか。そんなことも含めてぜひ電気料金

の値上げについて検討していただきたいと思います。 

 それから、これも新聞報道のことなんですけれども、顧問というのを関西電力さん置かれてい

ます。置かれているようです。数年前に私も株主総会に出席したことあるんですけれども、その

ときに顧問の数は何人いるんですかと、そういう質問がありました。そのとき関西電力さん「若

干名です」とおっしゃったんです。ところが、今度の報道見たら14人じゃないですか。関西電力

の言う若干名というのは10名以上なんですか。その辺の常識がおかしいんじゃないでしょうか。

それは報道でしかはっきりしていませんから、もしお答えできるんだったらお答えしてください。

14名で22億払うというふうに報道で私伺いました。そういう不透明さというのが皆さんの、私も

含めて不信感というのになっていると思います。先ほども申し上げましたけれども、全てそうい

う関西電力さんの個別契約の問題ですからということで逃げずに、そしてしっかりと情報公開し

て、しっかりと審査していただきたい、そういうふうに思います。 

 以上です。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 それじゃ、今お尋ねの点は３点だったと思いますね。日本原電に対する支払いの根拠、それか

ら関連会社からの資材調達率の高さ、それから顧問料の件ですね。若干名とは10人以上を言うの

かという、そういうご質問でございます。お願いいたします。 

○岩根副社長（関西電力） 

 日本原電との契約でございますけれども、これは基本的に共同開発に近い電源でございまして、

発電した受電量の全量を我々がその期間にわたってお支払いするとお約束しているものでござい

ます。発電していなくても発電所を安全に維持管理する費用というのは発生しますので、その分

については我々が支払っていく必要があるというふうに考えてございます。現在需給バランスで

は、受電はゼロでございますけれども、今後再稼働するということを現在期待しております。 

 それで、契約を見直せばどうなるのかというお話がございますけれども、やはりこの日本原電

さんが運営している原子力発電所というのは、どんな状況になっても安全に維持管理する必要が

あるというふうに考えますので、もし我々がお支払いしなければそういうことはできないという
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ふうに考えてございます。 

 それから、関連会社との契約関係でございますけれども、これも資材の価格については、我々

自身は査定基準というのを持っておりまして、市況に照らして人件費とか物の単価とか我々自身

でチェックしておりまして、これは関係会社、関係会社以外も含めて統一した基準で査定してお

ります。競争を行ったものについても査定を行っておりますし、競争を行わないものについても

査定を行っておりまして、同じような諸元で査定をいたしております。公共工事なんかと同種同

様の工事と比べましてもそれなりに厳しい査定をしているというふうに我々は考えてございまし

て、さらに今回の原価におきましては、全て競争になったというような効果を織り込んで、さら

に調達価格を削減するということで織り込ませていただいております。 

 それから、厚生施設等についてのご質問もありましたが、厚生施設については、基本的に廃止

をいたしますので、従来関係会社でもし管理しておりましても、そういったものは発生いたしま

せん。それから、賃借契約につきましては市況、他のビル等と比較して安価なものということを

確認しておりまして、定期的にそういうのを見ております。 

 それから、顧問につきましては14人でございます。現在支払っている額は1.4億円でございまし

て、こうした額をベースに原価の中には入れさせていただいております。 

 以上でございます。 

○安念委員長 

 まだ二、三分時間残っておりますが、いかがですか。 

○畑章夫陳述人 

 14人、1.4億円というのは年間ですか。 

○岩根副社長（関西電力） 

 はい。 

○畑章夫陳述人 

 とりあえず結構です。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、19番の青松美子さんにお願いいたします。 

○青松陳述人 

 大阪いずみ市民生協の青松です。よろしくお願いします。 

 関西電力さんは、家庭用電気料金を４月から11.88％値上げすると申請しています。値上げ申請

がされてから関西電力さんによる説明会などにも参加して説明をお聞きしてきましたが、経営努
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力や説明責任について真剣さが伝わってきません。経営努力、説明責任が不十分なまま一方的な

値上げは納得できません。 

 大きく４点意見を述べます。 

 大きな１点目は、家計に重い負担となる大幅値上げはしないよう求めます。 

 電気料金の大幅値上げは、家計収入が年々減少し、それ以上に可処分所得の減少が続いている

中で、家計に重い負担を強いるものです。大口利用の事業者に対する大幅値上げとあわせて考え

ますと、市民生活と地域経済に大変大きな影響を与えるのではないでしょうか。電気はどんな家

庭であっても必要で、生活になくてはならないものです。ですから、公共料金の１つとなってい

ます。私は堺市に住んでいますが、関西電力さんの地域独占のため、関西電力さんからしか電気

を購入できません。電力会社はライフラインを担う公益事業者です。値上げを申請されるからに

は、消費者、市民が理解、納得できるよう、まず徹底した経営努力と説明責任を果たすことが大

前提だと思います。しかし、関西電力さんの経営努力と説明責任はまだまだ不十分ではないでし

ょうか。コスト増を一方的に消費者、市民に転嫁して負担を押しつけているとしか思えません。 

 大きな２点目として、もっと徹底してコスト削減する経営努力を求めます。 

 多くの方々が、関西電力さんは高コスト体質の会社だと言っておられます。その背景として、

１つは競争相手がいない地域独占で経営しておられること。もう一つは、電気料金システムがコ

スト削減の経営努力が弱くても発電コストを回収できる総括原価方式となっていること。この２

点が指摘されています。関西電力さんは公益事業者ですから、普通の事業者以上に徹底してコス

トを削減する経営努力が必要ではないでしょうか。現在示されている経営効率化策は、説明をお

聞きしていてもまだ不十分との印象が強く残ります。もっと身を切る努力が必要ではないでしょ

うか。 

 徹底したコスト削減について４点の経営努力を求めます。 

 経営努力の１つ目として、燃料費をもっと安く調達する努力を求めます。大幅値上げの理由と

して、火力発電の比率が高まって、そのための燃料費が高くつくからと説明されています。関西

電力さんは火力発電に必要な液化天然ガスなど燃料を安く調達する努力を真剣にやってこられた

のでしょうか。先日の新聞に、中部電力の社長さんが、当社は一日でも長く現行の料金水準を維

持すると誇らしげに語ったと報道されていました。中部電力さんは原発比率が低かったこともあ

るのでしょうが、福島原発事故の後、浜岡原発が停止になった直後から中東のカタールに出向い

て液化天然ガスを調達する手配をしたり、昨年は大阪ガスさんと共同でアメリカのシェールガス

を調達する手配を進めたとも報道されていました。日本の電力会社は各社がばらばらに海外から

燃料を調達していて、しかも原油価格に連動した特別価格となっているため、欧米の価格相場か
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ら見たとき何倍も高くついているとのことです。全国の電力会社が共同して、より安価に燃料を

購入できるよう、契約改定の交渉をしたり、北米から安価なシェールガスを調達するなどの交渉

努力を求めます。この点で、関西電力さんの努力が伝わってはきません。 

 経営努力の２つ目として、競争入札方式を徹底してコストをさらに引き下げることを求めます。

電力会社では、市場競争の影響を全く受けないこともあって、効率化にそれほど熱心に取り組ま

なくても会社経営ができるということなのでしょうか。昨年の東京電力の値上げ申請時にも、設

備投資や調達などについて随意契約が多いと指摘されていました。関西電力さんにおいても競争

入札比率を高めれば、コスト、原価をもっともっと低くできるのではないでしょうか。どの家庭

でも、ちょっとした修繕工事をするときは複数の業者から見積もりをとって、できるだけ費用を

抑える努力をします。ましてや今回は大幅値上げを申請する立場ですので、徹底して努力するこ

とを求めます。 

 経営努力の３つ目として、消費者、市民が納得できる人件費などの適正化を求めます。関西電

力さんは、公益事業者として人件費などの適正化にもっと取り組む必要があるのではないでしょ

うか。給与、退職金、年金などの水準について、大企業などとの同種同等比較で説明されていま

すが、大幅値上げを求める以上、関西地域の全業種平均との比較ではどうなのかというところも

説明していただかないと、消費者、市民の納得は得られないと思います。役員報酬の開示と削減

など、人件費などの適正化努力をさらに求めます。 

 経営努力の４つ目として、資産売却を進めることを求めます。関西電力さんが持っておられる

不動産や株式、子会社が所有する資産などを情報公開して、必要性の低い資産の売却を求めます。 

 そして、大きな３点目として、電力需要抑制策を推進することを求めます。 

 今後の電力需給の見通しについて、一昨年からの節電実績や今後の節電影響などをどの程度見

込んだ内容なのか、資料を見ていてもよくわかりません。電力需要をどのように抑制していくつ

もりなのかはっきりしていません。需要抑制、節電についての関西電力さんの経営姿勢が問われ

ているのではないでしょうか。福島原発事故以降、全国で電力需給が逼迫し、関西電力管内にお

いても消費者、市民の需要を抑制しようという意識は浸透し、節電も着実に取り組まれました。

昨年の夏、関西電力さんは節電を呼びかけましたが、全体で11％の節電となり、大飯原発の稼働

がなくても電力は足りたという結果になっています。その際に、需要を過大に見込み、供給力を

少なめに見込んでいるのではとの疑問が出されていましたが、全く疑問どおりの結果でした。需

要抑制によって燃料費などの発電コストをさらに削減できます。また、電力を一番たくさん使う

ピーク時の電力量を低くでき、負荷率が大幅に平準化されると聞いています。そうなると、より

少ない発電設備で稼働率も向上し、キロワット当たりの電気料金は下げられるのではないでしょ
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うか。関西電力さんはこれまでオール電化の推進など需要拡大に熱心で、現在に至っても需要抑

制や節電の取り組みが弱いと指摘されています。もっと力を入れて需要抑制に取り組むことを求

めます。 

 最後の大きな４点目として、原発に依存しない電源構成、総括原価方式の見直しを求めます。 

 まず、原発に依存しない電源構成構築への経営努力の点です。関西電力さんは、ほかの電力会

社よりも原発比率を高め、電源に占める割合を50％まで高めていました。急激な経営悪化は、原

発に依存し過ぎてきた経営姿勢の結果ではないでしょうか。今回の値上げ申請に当たっても、大

飯原発３、４号機、高浜原発３、４号機の稼働を前提としておられますが、原子力規制委員会に

よる安全性審査の動きなどを見ますと、描いておられるような方向で稼働するとはとても思えま

せん。また、福島事故の前までは、安全神話とともに原発は一番低コストで安定した電源です、

だからベース電源ですと宣伝されてきました。しかし、原発事故以降、現にほとんどの原発が再

稼働せず、新しい安全基準次第ではさらに稼働が困難となります。原発は既に不安定電源となっ

ています。原子力バックエンド費用も今後どれだけ膨大な額になるのかわからないとも言われて

います。このように、原発に依存すればするほど経営リスクが大きくなる。それが現実問題とし

て表面化しているのではないでしょうか。将来にわたって電力の安定供給ができ、より安価な電

気料金の実現を目指して、今後どういった電源の構成にしていくのかについて明確な経営方針を

求めます。 

 最後に、国において総括原価方式の見直しと電力システムの改革を進めてください。総括原価

方式は、市場競争の影響を受けずにコストを料金で回収できるため、電力会社の高コスト体質の

要因になっていると指摘されています。また、総括原価に算入されるコストの明細や根拠が消費

者、市民から見て大変わかりにくく、電気料金制度を不透明にしています。現行の総括原価方式

は廃止し、電気料金が引き下がっていくことを促す制度に改めてください。早急に発送電分離を

初め電力購入の選択肢もふえるような電力制度への改革を求めます。 

 以上で意見の陳述を終わります。 

○安念委員長 

 ありがとうございます。多岐にわたるご指摘をいただきましたが、何か答弁をお求めになる点

はございますか。 

○青松陳述人 

 ぜひ今述べさせていただいたことを実現していただきたい、それだけぜひお願いしたいと思い

ます。 

○安念委員長 
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 わかりました。どうもありがとうございました。 

○青松陳述人 

 よろしくお願いします。 

○安念委員長 

 大変お待たせいたしました。丸尾牧さんにお願いいたします。 

○丸尾陳述人 

 私は、緑の党という組織に所属して市民オンブズマンの活動も行っています、兵庫県議で丸尾

牧と申します。よろしくお願いします。 

 私は今回の値上げに際して、先ほどもありました総括原価方式の見直し、あるいは発送電の分

離を含めて、原発の再稼働もやめて、低所得者に配慮して省エネの誘導を強化するためにという

ことで、値上げ幅の圧縮と料金体系の見直しについて意見を述べさせていただきます。 

 また、今回の関電の提案については、再見直しということをそもそも想定して甘い見直しにな

っているんではないかということも添えさせていただきます。 

 まず１つ目、大飯原発の再稼働も含めて、高浜原発の再稼働も行わないことということです。

関西広域連合の昨夏の電力需給実績の検証によれば、大飯原発が稼働していなくても電力供給は

足りており、１日だけ電力使用率が97％を超えて100％以下になっていたということが確認されて

います。新年度は、全国での省エネの定着化、あるいは自家発電の導入拡大だとか、あるいは再

生可能エネルギーの普及拡大などによって、大飯原発は稼働しなくても関西圏の住民の生活に大

きな支障を及ぼすとは考えられません。万一のときにも他の電力会社からの電力供給で対応でき

るというふうにも考えています。事故を起こすと近畿圏の水がめである琵琶湖が汚染され、近畿

圏の生活基盤が破壊されてしまうおそれがある原発については、リスクが明らかに許容範囲を超

えているというふうに思います。政府は、原発を全て廃炉にしても電力会社が債務超過に陥らな

いよう、電力会社から原発を全て買い取るということも含めて方策を考えていただきたいと思い

ます。 

 ２つ目は、電力供給のない電力事業者への費用負担を行わないことということで、先ほどもあ

りましたが、新聞報道で原発停止による電力供給をしていない日本原電の2012年度上半期の純利

益が過去最高の209億円になったということで報じられています。また、関西電力が2012年度上半

期に日本原電に支払った契約基本料は162億円になります。年間ではその倍近くになるんでしょう

か。電力供給がとまっている電力事業者への支払いは、電力供給のための経費とは認められず、

原価に計上すべきではありません。あわせて、この機会に日本原電の経費についても厳しく精査

をする必要があります。 
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 ３つ目です。原発安全対策工事については必要最小限度の対策にとどめることということです。

国民の反対多数の世論によって原発の再稼働ができないのであれば、現在計画されている新たな

免震事務棟の設置だとか、あるいはフィルターつきベントの設置など耐震化工事の一部について

は行う必要がないものも出てくる可能性もあります。廃炉をするということですね。廃炉するま

での間に必要な工事の精査が必要だということです。それは、原発関係事業者から３人に１人は

資金提供を受けている原子力規制委員会の委員ではなくて、公正中立な委員会を立ち上げて判断

してもらえればいいと思っています。特に現時点で直下に活断層が存在する可能性のある美浜、

大飯原発の原発安全対策工事については、そのまま廃炉になってしまうこともあり得ますので、

安易に進めるのではなくて、必要最小限度の対策にとどめるべきだというふうに考えています。 

 ４つ目、設置工事費、修繕費等の低コスト化についてということです。新聞報道では、11月27

日に公正取引委員会が独占禁止法の疑いで関電の関連会社きんでんなどが送電線工事で談合を繰

り返していた疑いがあるとして調査に入ったことが明らかにされました。東電では、工事等につ

いては11月に発表したアクションプランで競争入札の比率を現状の15％から５年以内に60％に引

き上げる方針を示しています。一方、関電は、設備工事等の競争入札の比率を現在の15％から３

年間で30％にするとしていますが、全く不十分です。談合が起こらないよう、入札については一

般競争入札を原則化すべきです。随意契約は、事故など緊急性のある場合と、極めて簡易で少額

な工事のみにとどめるべきでしょう。特に関西電力ではスマートメーターを独自仕様にしている

ようですが、それが競争性をなくし、談合の要因にもなります。他の部品等についても関電独自

仕様のものは原則なくして工事コスト等を下げる必要があります。関電の独自仕様の部品等につ

いては全て明らかにし、検証が必要です。 

 それから５つ目です。資材調達費の削減についてということです。関電では2011年度の資材の

調達額約6,000万円のうち45％超を関係会社に発注していたことが明らかになりました。身内に発

注することでコストが大きく上がっているものと思われます。また、関係会社の大半に役員や社

員が出向していることから、他の民間事業者と比べさらに資材調達コストは上がっている可能性

があります。資材調達費についても一般競争入札を原則化し、そのコストを削減することが必要

です。関電はこの入札改善で費用の削減率が７％を見込んでいますが、自治体で一般競争入札を

原則化した中で、例えば95％の落札率が70％だとか80％になるところもあるわけですから、削減

率についてももっと大きく見直すべきだというふうに思います。また、役員や社員の関連会社な

どへの出向については、第三者がそれぞれの必要性を検証し、最小限にすることも必要だと考え

ています。 

 ６番目、燃料費の減額を行うことについてです。核燃料費は計上しないこと。関電は、新たな
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原子力発電所の再稼働の十分な見込みがない中で、一部削減するにしても核燃料の調達を進めよ

うとしていますが、無駄になる可能性も高いように思います。現段階で核燃料を大量に購入する

必要性は乏しく、原価に計上しないでください。２つ目、減額契約を前倒しするなどＬＮＧの購

入額を安くしてください。昨年11月、関西電力は、先ほどもありましたが、2017年度から15年間、

ＢＰシンガポールから液化天然ガスを約50トン購入する長期契約を結ぶことを合意したと発表し

ました。シェールガスの開発が進んだことにより、現在のＬＮＧ価格と比べ３割程度安くなる見

込みのようです。計画の前倒しなどを行い、ＬＮＧ価格の大幅カットの契約を結ぶべきだと思い

ます。また、他の電力会社やガス事業者等大手業者と燃料の共同仕入れを行い、スケールメリッ

トを生かすことも考えてください。また、内部留保資金を取り崩してＬＮＧの燃料費の３割カッ

トの先取りをすることも考えられます。 

 ７番目です。普及啓発関係費、諸費、研究費の削減についてです。普及啓発関係費の中で、電

気料金、電気に係る周知、省エネ関連活動、公共的情報提供、年70億円については、前回の実績、

年48億円から大幅アップしていますが、原則省エネなどの宣伝は国や地方自治体に任せゼロにし

てはどうでしょうか。百歩譲っても前年度の実績を超えないことが大前提だと思います。発電所

立地に係る理解促進活動費、年19億円については、原発のＰＲ館の運営費と原子力広報費が９億

3,000億円と半分を占めるとのことです。原発のほとんどがとまっている現状においては、原発関

係のＰＲ館の運営費と原子力広報費は必要と思えず、原価には含めないことを求めます。原発関

連が約63％を占める2013年度以降の研究費については、新たな原発をつくっていく状況ではない

のですから、原発関連の研究費、年約70億円ですが、廃炉や、あるいは原発の安全管理に関する

研究以外のものは中止することを求めます。他社との販売電力量当たりで見た研究費の水準比較

では、関電の研究費は四国電力を除いて他の電力会社と比べ10％ほど高い水準にあります。見直

しが不可欠です。 

 ８番目です。個人向け電力料金の値上げ幅を圧縮するとともに逓増率をアップしていただきた

いと思います。個人向けの販売については、消費税のアップ、生活保護費のアップも考慮して、

第一段階の料金は上げず、第二段階は上げ幅を圧縮し、第三段階の上げ幅を大きくするなど料金

体系の逓増率を高め、低所得者への配慮を行うとともに、省エネへの誘導策を強化してください。

あわせて、ピーク時の電気使用量を削減するため、少額でもいいので一律にピーク時間帯の電気

料金を上げてピークカットをさらに強化して、そして具体的な将来的な設備投資額を減らしてい

っていただきたいと思います。 

 そして、９番目です。人件費を削減することについてです。原発に依存してきたこと、あるい

は活断層調査が不十分であったことは明らかに経営陣の責任です。それらを踏まえて役員報酬は
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６割カット、社員の給与、賞与を３割カットしていただきたいと思います。2012年度の役員報酬

については、３月分から当面の間ということで、取締役は報酬を20から30％削減しています。実

際の支給額ですが、20人の取締役の年間報酬の平均額は3,725万円、そして監査役の年間報酬は約

2,500万円ということになっています。関電役員の報酬や社員の給与水準については、電気料金の

値上げをしなければ事実上の経営破綻に近い状態になることから、公的資金を投入した企業の事

例を考慮すべきものと考えます。消費者庁が設置した東京電力の家庭用電気料金値上げに関する

チェックポイント検討チームが同様の考えで作成したチェックポイントでは、役員報酬は少なく

とも60％以上の削減が必要だと判断しています。私も同様のカット率をしていただきたいと思い

ます。また、新聞報道では、関電社員の平均年収805万円で、電力会社10社の中で２番目に高い水

準と指摘をされています。今回の値上げに際し、平均年収を664万円にしようとしていますが、少

なくとも経産省が示している社員1,000人以上の大企業の平均596万円を最低でも５％程度下回る

額に設定すべきです。それが公的資金投入企業の事例にある平均年収の３割カットに相当する約

560万円になります。この金額に基づいて退職金についても選定をしていただきたいと思います。

そして、福利厚生費については、健康保険料の事業主負担を法定の50％にすること、職員互助会、

福利厚生団体の負担金も同様に50％とすること、そしてレジャー等については費用を出さない。

先日も新聞報道で、関電の社員が福井県周辺の旅行に行くときに補助が出るということも過剰な

福利厚生であり、やめるべきだというふうに思います。 

 また、最後に原子力廃棄物の処理費の増加を繰り返し説明することも求めたいと思います。今

回の電気料金の値上げは、実はイギリス、フランスからの高レベル、低レベル放射性廃棄物が日

本に返還されることになり、年間63億円の費用が発生することも一因です。原発停止だけを値上

げの理由にせず、要所要所でそのことを説明していただきたいと思います。 

 そして、最後に２つ質問したいと思います。 

 １つは経産省にお聞きしたいんですが、今回原子力規制委員会の安全基準にも適合するかどう

かもわからないんですが、高浜原発が稼働する前提で計画が立てられています。計画の立て方と

して不適切だと思いますが、大飯原発、高浜原発が稼働しない場合の計画も並行して立てさせる

べきだと思いますがいかがでしょうかというのが１点です。 

 もう一つは、先ほども話が出ていましたが、関電が出資をして関電の意思が反映できる日本原

電なども含めて関連会社の経営見直しを今回の値上げに際し一体的に改革をすべきではないでし

ょうかというのが２点目の質問です。 

 最後に、先ほどもありました需要抑制策としての仕組みをこれからどうしていくのか。 

 以上３点お伺いしたいと思います。 
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○安念委員長 

 それでは、第１の点についていかがでしょうか。 

○滝澤調整官（経済産業省） 

 まず、原子力発電所の再稼働につきましてでございますけれども、これは原子力規制委員会が

専門的な見地から安全性を確認するということがまず大前提でございまして、それなくして再稼

働ということはないということでございます。 

 それから、申請の中身についてでございますが、これは今申し上げたとおり、実際に再稼働す

るのかという話と、それから今回原価に織り込む形全く別の話でございまして、そういうものだ

というふうに理解しております。 

○岩根副社長（関西電力） 

 日本原電さんからの購入電力料につきましては、人件費とか諸経費とか、効率化と同様のもの

を当社のほうでも算定して入れさせていただいておりますし、関係会社からの購入分は、先ほど

申しましたけれども、関係会社自身として業界賃金にもともとしていまして、関西電力向けの利

益率というのは既に６％程度でございますけれども、さらにそれから購入価格については７％切

るということでやっておりまして、そういった中で関係会社のほうで自主的に効率化を促してい

る次第でございます。 

 それから、需要の抑制につきましては、電気料金に織り込んでいる需要というのは、昨年の夏

非常に厳しいところで15％のお願いをした実績の、家庭用で８割、業務用で７割、産業用で６割

というのを織り込んでおりまして、51億キロワットアワー、249万キロワットを織り込んでおりま

す。 

 今後の需要抑制策ですけれども、３段階料金につきましては最初の第１段目の値上がり率は低

くしまして、第３段目の料金については、多く使えば非常に高いような仕組みでございますし、

お客様の選択約款、お客様が選べる約款でございますけれども、ピークは50円を超えるような値

段にしまして、オフピークの５倍以上というようなメニューもつくっておりまして、こういった

メニュー、これからスマートメーターの普及もございますので、よりお客様の使用実態というの

を見ながら新たな需要抑制メニューを考えてまいりたいと思いますし、全体としてのスマートコ

ミュニティのあり方の中で需要と供給力を一体的にどう考えていくか。こうした実証試験には関

西電力としても積極的に参加して研究してまいりたいというふうに考えてございます。 

○安念委員長 

 丸尾さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、午後の部の前半の意見陳述を拝聴いたしましたので、また午前の部と同じように委
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員からコメントをいただきたいと存じます。 

 ではまた梶川委員から。 

○梶川委員 

 梶川でございます。 

 全般の感想としましては、午前も申し上げたように大前提にかかわる問題が非常に皆さんのご

関心が高いということは午前中に申し上げたことと同様でございます。原発に対してのあり方で

あったり、それからやはり、本当に聞けば聞くほど総括原価方式に対する不信感というものがお

ありであると。これ普通のビジネスを行う上では余りあり得ない感覚でございますから、これに

関しては本当にわかりやすい説明というのをいかにしていくかというような点を強く感じました。

あとはもちろんそれと表裏のことでございますけど関連会社取引等々の入札方式。こういう午後

はかなり具体的なお話も出てきましたので、こういった点、今後の査定に関して強く意識をして

いきたいなと思います。また、原発をどうするかという大前提のもとでいえば、確かにこの安全

性工事というようなものの前提も少し影響受けるのかというようなことがございますので、これ

は今急に見直せるものかどうかということは別でございますけれども、ある意味ではそういうも

のも多少意識をしながらということ。 

 あと、電力の場合、能力の効率的利用というものが非常に重要なテーマだと思うんですけれど

も、この中である種の、今回一番安く単位当たり発電をされていくという中で、少し発電量と原

価構成、原価の仕組みから来るところの最適値のテーマというのが多少議論で錯綜しているよう

な気もしないでもございません。電力の抑制という問題と、それから安い電力をつくるという問

題と、どこがどんな役目で説明していくかと。この辺を少しこの総括原価のわかりやすさの中で

ぜひ電力会社の皆様のほうでも意識をしていただいてお話しいただきたいというような気がいた

します。午前中どなたかお話しいただいたんですが、自分のつくる商品をなるべく買わないでく

れという部分、これは要するに設備の限界的な水準を上回る形になってしまうというところで多

分それは非常に意味のある行為だと思うんですけど、それは中長期的な設備投資、キャパ、計画

とのセットでゆっくりご説明いただき、これを皆さんにわかるというのはかなり難しいことだと

思うんですけれども、やっぱりそことのセットのご説明というのは今後必要になってこられるん

ではないかなというような気がいたしました。午後、需要抑制等のお話が多くの方から出たもの

ですから、一言付言させていただきました。 

○安念委員長 

 ありがとうございます。 

 じゃ、辰巳委員、お願いします。 
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○辰巳委員 

 コメントということで。非常に難しいなというふうに思いながらお聞きしているのですが、皆

様のお話の中でそうだと私が思った幾つかのポイントがありまして、それをお話しできればと思

います。まず、一番思ったのはやっぱり関西電力さんの徹底した経営努力と説明責任が必要であ

って、説明を受けたけれどもまだまだ真剣さが伝わらないんだというご意見があったというふう

に思います。そのあたりが、本当に何人かの社長さんもここに来てお話しなさいましたが、あの

方たちは本当に自分が真剣に肌身で感じたことを伝えようとするから真剣さが伝わるのだと思う

んですが、なかなか関電さんは大企業という形の中で、組織の一員として会社で決められたこと

を説明に伺うという格好であった場合、本当に一人一人の説明する人がどこまで真剣に考えてい

るのかが、こういう声に反映されるんだと思います。本当に全社で一丸となって困っているんだ、

だから協力してほしいんだという気持ちがやっぱり不足しているんだろうなというふうに思いま

した。やっぱりこの点はぜひこれから、たとえ結果がどんな形になろうともきちんと取り組んで

いただきたいなというふうに思います。 

 それから、あと需要を過大に見込んで燃料費等含めて計算されているんじゃないかというふう

なお話もあり、まさに私もその点に関しては審議会でも少しお聞きしたりしているのですけれど

も、まだまだ、オール電化の話なども午前中もありましたように、やっぱり電気を使ってほしい

と促したい電力会社さんとして、なかなかそのあたりが本音のところで見えてきていないなとい

うふうに私自身も思っています。みんなが十分納得できる説明であってほしいなというふうに思

います。 

 私たちの役割は、きょうの皆様のお話も伺いながら、どういう判断をしていくべきかというこ

とを考えるのだろうなと思っておりまして、熟慮に熟慮を重ねて判断させていただきたいと思い

ます。一番大事なのは何を料金の原価に入れて何を入れるべきじゃないかという辺を明確にして

いかなきゃいけないのだと思いました。 

 以上です。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 永田委員。 

○永田委員 

 午後の部の前半の部でございますけれども、藤原様、それから畑様ですか、事業者の立場から、

本当に事業されている方の声を伝えるということが非常に重要だと再認識しておりまして、それ

に対して関電さんがどう自覚されるのかが重要です。独占企業であることで、結果としてその辺
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が企業姿勢の中にマイナス部分が出ているんではないかと感じます。まだまだ一般事業会社、中

小企業も含めた実態を理解し切れていないのではと感じます。それは値上げの説明される担当者

の方の説明の仕方もやはり、失礼な言い方ですけれども、サラリーマン的な言動があったのでは

ないかと思わざるを得ません。そういったものをきめ細かく、目線をきちんと消費者の方に合わ

せてお話しするということがまず企業姿勢として大事じゃないかと感じておりまして、ここは経

営者初め皆様の猛省を促すところでございます。 

 あと、原価はどう削減されるかということは、皆さん相当知恵を絞ったかたもしれませんけど

まだまだ不足しているところがあるのではないかと、あらゆる知恵を絞る努力を継続していくこ

とが重要であると感じております。 

 それと、若干私は企業経営とか事業会社を直接見る立場の公認会計士として、なぜこんなこと

が起こってしまうのかという理由は、２つの相反する関電さんの立場が要因していると思います。

１つは公益事業であるということです。従前からこれは消費者の方がご指摘されています公益事

業であるから、誰のための公益なのかというのは電力を安定供給する。それは消費者のため、利

用者のために、これは公益性を遵守しなければならない。一方で、関電さんを含めて電力事業者

は上場会社であるということです。上場会社であることによって、ステークホルダーが株主、従

業員等々いろんな方に広がります。特に株主、もしくは上場会社であることの制約、ここが非常

に大きな矛盾というか相対立する部分もあると個人的には思っております。しかしながら今回あ

る意味では上場会社であるということで、例えば資金調達が有利であることは、従前だったらあ

ったのでしょうが、現状ではなかなかそういった有利なことを十分活用できるような状況でない

ということでございますので、いま一度、公益事業、もしくは消費者の立場を鑑みて十分な原価

を改めて審査する必要があるし、厳正な審査をする必要があると認識した次第でございます。 

 以上でございます。 

○安念委員長 

 松村委員。 

○松村委員 

 多くの方から再び総括原価制度の問題点をご指摘いただきました。幾つかのレベルがあると思

うのですが、この委員会で今の制度の中でできること、それから総括原価をとり続けるとしても

そのルールを改善するということ。それからさらに総括原価に頼らないシステムを構築していく

こと。最後のものは恐らく電力システム改革に関係してくる。総括原価制度の改革もこれから見

直していかなければいけない。今回の値上げ申請では、現在あるルールを適用して査定していく

ものなので、お聞きしたことの全てを生かすことは極めて難しいのですが、しかしその思いをち
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ゃんと受けとめて、今後の総括原価のルールの改善、あるいは電力システム改革につなげていか

なければならないと感じました。 

 それから２点目。６割削減だとかいう意見をお伺いしました。そのことについては重く受けと

めて、私たちも十分肝に銘じて査定することになると思います。しかし私自身の意見としては、

何割削減という発想はよくないと思います。これは委員会でも指摘させていただいたのですが、

仮にもし関電の平均役員報酬がもともと申請前にお手盛りで平均１億だったとして、じゃ、それ

を６割カットして4,000万になったから十分カットしましたと、そう考えてもいいのか、と考えれ

ば、やはり絶対水準のほうが本質的に重要なのではないか。例えば、役員の退職するときに10億

円お金をもらっているとして、それを６割もカットして４億円に減らしましたと仮に言われても、

それを認めてもいいのかというと決してそんなことはないと思うのです。したがって、やはり私

たちはカット率ではなくて本当にその水準が適正なのかということを真摯に見ていく必要がある

と考えております。 

 それから３点目。関連会社からの調達に関して厳しいご意見を多く伺いました。一方で、関電

のほうからは十分効率的に努力しているし、さらにその努力を見込むという回答です。これをい

つまで繰り返していてもやはり水掛け論になってしまうと思いますので、根本的にはやはり競争

的な調達環境に変えることが重要です。それはコストを下げるためにそうするという側面もあり

ますが、透明性のために、これ以上下げられないというほどに頑張っているということを示すた

めに必要だと思います。それから、透明性という観点から見ると、例えば役員が関連会社に天下

って、あるいは兼職して多額の報酬を得るとかそういうことがあると、そこの査定が甘くなって

いるのではないかという要らぬ疑念を招くことになると思うので、そういうことにも大きくメス

を入れることが、私たちは十分透明に、それから効率的にやっているということのアピールのた

めには必要だと思います。このような方向での努力のアピールも今後さらに出てくることになる

と思います。 

 それから４点目。スポット及び長期契約でのＬＮＧの調達です。中部電力あるいは大阪ガスが

こんなに頑張っていて関西電力は、というご指摘がありました。もちろん先進的な取り組みをし

ているほかの会社に負けないように、よい点は取り入れて切磋琢磨して、あるいは必要があれば

協調して調達価格を下げる努力はしていただきたい。しかし、関電の肩を持つわけではないので

すが、客観的な事実として、関西電力の長期契約の調達コストは全日本平均に比べれば低くなっ

ています。つまり日本の他の会社に比べて極端に関西電力が交渉を怠けていて高値で買っていて、

それを総括原価に乗っけているという事実はないということは確認する必要がある。ただ、ここ

で多くの人がいら立っているのは、そもそも全日本平均自体が高過ぎるのではないか、本当に効
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率的な調達になっているのかという点で、ほかの会社に比べて劣っていないというだけでなく、

さらなる努力を促せるような仕組みを何らかの形で考えていかなければいけないし、これからの

改定の見込みを原価に織り込むときにも最大限の努力というのを見込んだ上で料金に入れるとい

う査定が必要なのだと思います。現制度でできることに関してはこの委員会でも全力を挙げてや

っていくつもりでおります。 

 以上です。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、意見陳述人の皆様、ご多用の中、また非常にタイトな時間帯の設定の中貴重なご意

見を賜りまして本当にありがとうございました。お疲れさまでございました。 

 以上をもちまして午後の部の前半を終わります。午後の部の後半は15時40分から開始いたしま

すので、よろしくお願いをいたします。 

 先ほどもお願いしたところでございますが、この会場内での飲食はご遠慮いただいております

ので、お食事は会場外でお願いいたします。一時退出される方はカードケースをそのままお持ち

ください。再入場の際に必要となります。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。 

（休  憩） 

○安念委員長 

 時間になりましたので、ただいまから午後の部の後半の意見陳述を始めさせていただきます。 

 再々同じことをお願いして恐縮でございますが、意見陳述人の方には15分の持ち時間でお願い

をしております。15分の中にご意見の陳述そのものと質疑応答を含めてということでございます

ので、その点ご配慮いただければと存じます。 

 それでは、21番の右近祐子さんにお願いをいたします。 

○右近陳述人 

 京都から参りました右近と申します。このような場を設定していただきましてありがとうござ

います。 

 日ごろは消費者団体の一員として消費者啓発の事業に取り組んでおります。そういう立場から

きょうは発言をさせていただきたいと思います。 

 1962年になりますから今から50年ほど前ですか、ケネディ大統領が、消費者の利益の保護に関

する連邦議会への特別教書においてコンシューマーライツというものを提示しました。これを日

本語に訳しますと消費者の権利ということになるわけですが、これについては消費者対象の事業
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をしておられる関西電力の皆さんはもちろんご存じのことだと思いますが、その４項目というの

は安全である権利、それから情報を知らされる権利、選択ができる権利、意見が反映される権利、

この４点をケネディ大統領は消費者の権利としてとても重要であると述べました。その後、各国

の法律の中でこれが反映されてきたわけですけれども、日本においては1968年に消費者保護基本

法が制定され、それから2004年にそれが消費者基本法として改定されました。その中で初めて消

費者の権利について明記されました。まさにケネディの提言から40年以上たったとても歩みのの

ろいこの消費者の権利の世界です。 

 きょうはたくさん述べたいことがあるんですけれども、消費者の立場からこの４点に則して意

見を述べていきたいと思います。 

 まず安全である権利に則して述べます。 

 消費者は自分の買い求める商品が安全なものであると、それから安心して使えることであると

いうのを常に望んでいます。それは、その商品そのものが安全であるということと同時に、安全

な製造工程でつくられているものであるということを望んでいます。原子力発電は十分な安全性

を確保できていないのではないかという消費者の大きな不安のもとに成り立っており、そしてそ

の製造工程で排出される使用済み核燃料や放射性廃棄物の処理に際して、環境に非常に大きな負

荷を与えているということを私たちは決して忘れてはならないと思います。自分の購入する電気

が安全とは言えない条件のもとでつくられているということに消費者は納得できない部分が多々

あります。 

 １月22日に、ちょうど先週ですけれども、関西の消費者団体で構成する関西消費者団体連絡会

と関西電力との間で、これはマスコミにも公開され、ＮＨＫのニュースでも報道されましたが、

関西電力さんとの意見交換会を開催いたしました。その中で東京電力福島原発の前例に関しても

意見が多々出されまして、そのときに関西電力さんのほうからいただいた答弁は、仮に事故が起

こった、かなり厳しいことが起こっても十分に耐えられる機能を持っている。十分な冷却用の電

源と水の確保はできていると答弁されました。だから、福島原発のようにはならないから安心し

なさいということなんですが、仮に十分な電源と水の確保が確かだとしましょう。だけども、そ

れを送り込む電線ですとか配管等なども十分な設備を整えているのかということを私たちはとて

も疑問に思います。水があっても電力があっても、それを現場で使える状況が本当にあるのかと

いうのはとても疑問に思います。マグニチュード９に耐え得る著しく強度な配管設備等を備えて

いらっしゃるのですねと疑問を投げかけるしかありません。 

 大飯原発の３号、４号機の地下にあるものが活断層か地すべりかというのは意見の分かれると

ころですし、関西電力さんは地すべりだと主張されます。仮にこれも地すべりだったといたしま
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しょう。でも今後絶対に原発がある場所で地震が起こらないという保証には、それは決してなり

ません。東日本大震災の後に私たちがよく聞いた言葉が、予想以上の高さの波が来た、自然とい

うのはそういうもので予想以上のことが起こるものです。疑わしきものは疑わしいものとして判

断していただきたいということです。私たちは安全のもとに製造されている電力が欲しい、消費

者の願いです。 

 ２つ目、情報を知らされる権利に則して述べたいと思います。 

 関西電力は、原発中止によって火力燃料費の増加が値上げの理由であると挙げておられます。

これは、一般消費者には原子力発電よりも火力発電のほうがコストが高いんだよという印象を与

えています。果たしてそうなんですかということです。消費者は電力コストについて全て知らさ

れているのかという大きな疑問があります。すなわち使用済みの燃料の再処理費用ですとか、放

射性廃棄物の処理費用ですとか、そういうものも含めて電力に換算するならば、原子力発電によ

る電力は極めて高い値段になるはずです。それが火力発電よりも安くできるというその辺のから

くりが、とても疑問に思うわけです。 

 原発１基が原発の生涯に発電できる電力量、それから原発１基を約40年、50年とも言われてい

る廃炉を完了させるまでに必要な費用、これらを考えあわせると原子力発電によって製造される

電力の単価は極めて高いものになるはずで、そのあたりの関西電力の勝手な計算式を述べずに、

電力を製造するに当たって必要なコストをきちんと全て開示して、妥当な数字を消費者に示して

ください。それを強く望みます。 

 それから、３つ目の選択ができる権利について述べたいと思います。 

 電気は消費者の日常生活に欠かせないエネルギーです。永続的に安定した量を安定した価格で

供給されることが必要です。それゆえに総括原価方式が必要なのだと主張する人もいますが、果

たしてそうなんですか。電気は各地域において、今１社独占の商品になっています。消費者の判

断や取捨選択で買い、選ぶことができません。私たちは十分な安全確保が保障されない原子力発

電所で製造される電気は買いたくありませんが、残念ながら選ぶことはできません。 

 それから、昨今のＣＯ２削減の気運の中で、どうも火力発電はちょっとできの悪い発電方法な

んだよというようなニュアンスで受けとられることが多々あり、そういう面で原発の優位性流布

に利用してきたのではないかと疑ってしまうところもたくさんあります。長きにわたって総括原

価方式のもとで高い予算をかけて建設してきた原子力発電所への異常なほどの依存度、そのゆが

みが今明らかになってきていると思われます。 

 他地域の電力会社から、原子力発電以外の発電方法による電力を購入できる道筋がもし整うな

らば、それを待っている消費者が関西電力の営業区域内にたくさんいると思われます。地元の消
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費者に愛されない地元独占企業がこういう事態をどう思われるんでしょうか。１地域１電力とい

う図式では解決できない時期に来ていると思われます。 

 それから、選択ができるという側面においては、企業が消費者に示す商品メニューについても

やはりわかりやすい、選びやすい設定をしていただきたいと思います。消費者の立場でいうなら

ば、今私どももユニバーサルデザインということにも取り組んでおりますが、どの年代、男女に

かかわらず消費者が迷わずに選べる、自分に適した商品を迷わずに選べるということが大事だと

いうことに多くの消費者も気づき始めています。例えばあたかもジュースであるかのようなきれ

いなフルーツの絵をかいたお酒が冷蔵庫に入っていて、間違って子供が飲んでしまったときにど

うしますかというような事例です。 

 そういう面から見て、関西電力さんが示されるメニュー設定は極めてわかりにくい。わかりに

くい片仮名言葉をたくさん使い、意味もわかりづらいというものになっています。これから高齢

者社会が加速度的に進むに当たって、高齢者だけの単身世帯がふえていきます。自分たちでなか

なか判断しづらい状況が多くなってきます。どの年代にもわかりやすい、それからあとはネット

で見てねというようなことではなく、各家庭において、アナログ世帯もわかりやすいそういう説

明がきちんとされている商品メニューの提案を望みます。 

 私たちは、さまざまな商品があふれる中で確かな目を持って商品を選ぶ、消費者自身も努力し

なければいけませんし、商品を提示する企業側も選びやすい状況をつくっていただきたいと思い

ます。関西電力さんのメニューを見てその辺のところがかなり不十分であると思われます。 

 それから、４つ目の権利です。 

 意見が反映される権利、きょうはこのような場を設定していただき、とてもありがたく思って

います。１月17日に消費者庁さんのほうでもこういう意見交換、これは公聴会ではなく意見交換

会が開かれたわけですが、それを受けて消費者庁の査定、チェックポイントですか、つくった後

もう一度消費者と意見交換会をしたいと言っておられます。経産省さんもぜひきょうこれ聞きっ

放しではなく、査定がはっきり出ましたら、もう一度それを提示した上で消費者とやりとりする

場をぜひつくっていただきたい。消費者庁さんと同様に、もう一度こういう場をつくって、それ

をやりとりする場をぜひつくっていただきたいと思います。本当に生活にかなり影響を与える値

上げの問題ですので、丁寧な事の運びをしていただきたいと思います。 

 もう一度ワンクッション置いてこういう場をつくっていただきたいんですけど、経済産業省さ

んどうですかということを質問にしたいと思います。 

○安念委員長 

 今のご質問は、経済産業省の中での査定案をつくった段階で、もう一度消費者の方々との話し
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合いといいましょうかミーティングの場を設けるということがあり得るかと、そういうご質問で

ございますか。 

○右近陳述人 

 はい、そうです。 

○安念委員長 

 どうですか。 

○滝澤調整官（経済産業省） 

 今お話しがあったように、消費者庁さん、何度も何度も皆さんと意見交換の場をつくっていら

っしゃいまして、そのために消費者庁ができていてあるということかなというふうに思っており

ます。私どもといたしましては、できる限りわかりやすいご説明を一生懸命尽くして、それから

皆様が納得いただけるように、関西電力さんがしっかりと経営合理化されているのかというのを

チェックさせていただくというのが私どもの役割なのかなというふうに考えておりまして、でき

る限り細かい説明をしながら皆様方のご期待に応えられるように頑張っていきたいというふうに

思っております。 

○右近陳述人 

 すみません、返事になっていないので、もう一度こういうワンクッションを置いていただける

んですかということに対して返事をください。 

○滝澤調整官（経済産業省） 

 それは消費者庁さんが一生懸命やっておられることなので、こういう場で何度も何度もご説明

するのは、なかなか正直難しいのかなというふうに思っております。 

○右近陳述人 

 じゃ、しないということですね。 

○滝澤調整官（経済産業省） 

 そういうことですね。 

○右近陳述人 

 わかりました。きょうは消費者の立場から消費者の４つの権利に則して意見を申し述べました。

総じて結論として言いたいのは、関西電力さんのやっていらっしゃることに納得できないことが

本当に多くあり過ぎます。今値上げ申請をされる前にもう一度精査していただくことが多々ある

と思いますので、この値上げ申請に関しては考えを改めていただきたいというのが最終的な私の

結論であります。 

 １分あるそうですけれども、これできょうは終わりたいと思います。ありがとうございました。 
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○安念委員長 

 右近さん、どうもありがとうございました。 

 右近さんだけでなく、ほかの意見陳述人の方についても同じでございますが、ご発言をいただ

く時間が非常に限られておりますので、なおご質問がおありになる場合は別途文書で、非常に短

い期間ではございますが、１月30日までにご質問を事務局にお寄せください。検討の上、回答は

ウエブ上に公開するという運びになっております。 

 お待たせいたしました。その次、22番の大森隆さんにお願いをいたします。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○大森陳述人 

 大森と申します。よろしくお願いします。 

 私も消費者という立場できょうは意見を述べさせていただきたいと思います。 

 私が述べたいのは、料金算定の前提となる供給計画にかかわる問題です。供給計画そのものは

イコール料金改定率と直接的にリンクしているわけではないということは承知をしています。私

もそのように思っていますが、ただし影響する可能性自身は否定できないという側面があると思

うんですね。ですので、まず前提としてやはり妥当な供給計画に基づいて料金査定は行っていた

だきたいと思いますので、現在出されている関西電力さんの供給計画の中で一応２つ問題を指摘

させていただきたいと思います。 

 １点目は、供給計画の需要の見通しについてです。これは電力会社さんにしてみれば、総括原

価をできるだけ大きくしておけば、その後実際の経営の中で利益を拡大する余地がそれだけ生ま

れるということにつながるんだと思いますので、どうしてもそのような意図が働く可能性を秘め

てしまっているのではないかというふうに思います。今回の関西電力さんの想定は、そうなって

いないということをやはりきちんと確認をしていただきたいということで、具体的には節電影響

の問題について私は意見を述べさせていただきます。問題は、それが少なくやはり見積もられて

いるのではないかと、そのために需要は過大に想定されているのではないかということです。 

 そう考える理由は２つあります。１つは、料金値上げそれ自体による節電の影響というものが

全く考慮されていないということです。関西電力さんはアンケート結果に基づいて節電継続率と

いうものを想定されておられますけれども、やはりそのアンケートの時点では料金値上げをする

という前提でとられたアンケートではないというふうに理解をしています。ですので、そこには

値上げそのものによる節電効果というのは反映していないアンケート結果だというふうに私は思

っています。関西電力さんは消費者団体との意見交換の際に、この値上げによる節電効果につい

てはないと考えるのが妥当だというふうにおっしゃって、その事例として燃料費調整制度による
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料金の変動が実際の需要には影響していないんだということを上げられましたが、しかし燃料費

調整制度は毎月少しずつ上がったり下がったりという、これは実際にもそういう動きをしている

わけですので、この基本料金の値上げの影響の根拠にこれを持ってこられるというのはちょっと

理解しがたいというふうに思います。 

 今回の値上げでは、平均的な家庭で年間7,000円を超える負担増が確定的に発生をするわけです。

自由化分野での例を挙げますと、私の聞いている範囲では近畿の大規模な生活協同組合さん、こ

こでは年間で数千万円の単位で電気料金がふえるというふうに私聞いております。今のデフレ不

況の中で普通の家庭や普通の事業者であれば、その影響をやはり抑えようというふうに動機が働

くのは、そう考えるのが自然で、その値上げの幅の大きさということを考えれば単に日々の節約

努力をしましょうねというだけではなくて、節電の設備自身への投資をこの際進めていこうとい

う方向で動くというのが、それが自然な考え方なのではないかなというふうに私は思いますので、

値上げ自体の節電影響の効果ということもやはり考慮をしていただきたいというふうに思います。 

 ただ、理論的にはなかなかそういう判断はつかないんだというふうに言われるのかもしれませ

んし、定量的には測定できないよということもあるのかもしれませんが、もしそう言われるので

あれば、もともと関電さんの節電継続率自身がアンケート調査の結果で設定をされているわけで

すから、料金値上げをするという前提でのアンケート調査をやり直していただいて、従前のアン

ケート結果との比較対照をしてそういう値上げ自身の効果が見込めるのか、あるいは見込まれる

とすればどの程度なのかということを判断していただくということがあっていいのではないかと

いうふうに私は思います。 

 もう一つ、節電影響が少なく見積もられていると考える理由がありまして、それは節電影響が

３年間同量ということで設定されているという問題です。一方で、販売電力量は年々ふえるとい

う想定になっておりますので、販売電力量に対する節電影響の比率というものを出せば年々下が

っていってしまうということになっています。こういう想定が妥当だとは私は思いません。また、

関西電力さん自身が今回の申請の中で、普及開発関係費では省エネ推進及びピーク電力の抑制を

目的としたＰＲ、コンサルティングなどということで、前回改定時よりも年間22億円増額して原

価を算入しておられますし、修繕費その他でスマートメーターの普及を早めて需要抑制を図ると

いうことで161億円を原価算入されておられるわけですから、それでも節電の影響は３年間同量の

ままという想定もちょっと納得できないところがございます。 

 こういう形で節電影響を適切に見積もってその分需要を減らした供給計画にした場合、まず火

力燃料費が下がることは間違いないというふうに思いますし、関西電力さんもそのようにおっし

ゃっておられました。さらに、そのために節電量によっては必要な設備や人員を減らすというと
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ころまでつながる可能性もあるのではないかというふうに私は思っています。今回の料金改定率

そのものがどうかということで、これは冒頭も言いましたけれども、総括原価が減っても販売電

力量も一緒に減るので一概には言えない、これが関西電力さんのお答えであります。私もそれ自

身はそうだろうというふうに思います。ただし、関西電力さんも料金改定率が下がらないとはお

っしゃっておりません。ということは、可能性は認めておられるということだと思いますので、

ただ一概には言えないということで曖昧にして済ますということではなくて、やはり需要を少な

く見積もった場合の料金改定率の変化というものも試算をしていただいて、比較検討していただ

くという作業をしていただきたいなというふうに思っています。例えば今年度の節電実績そのも

のは事実としてあるわけですから、それが以後３年間も継続するということを仮定して一旦試算

をしてみるということもあっていいのかなと思います。夏の電力需要をことし昨年の夏のところ

で想定する際には、2010年度の一番の猛暑というのが事例として挙げられました。それは事実と

して２年前にあったわけですから、それを持ってくるのは、それも私はまあそういうもんだろう

なというふうに思います。今回の節電も実績としてあるわけですから、その数字を使うというこ

とはそれはそれで、それがそのままだということにならなくても参考値として比較検証する上で

はそういうことがあってもいいのではないかというふうに思います。 

 また、関西電力さんも、事業者ですので当然、今回の料金改定率一発だけを決め撃ちで出され

ているというわけではなくて、もう少し需要がふえたときとか減ったときに料金改定率がどうな

るかという試算をされているのではないのかなというふうに思いますので、そういう数字をお持

ちなのであればやはり公表して、わかりやすくその変化を説明していただきたいなというふうに

思います。 

 ２点目の問題ですが、供給計画に原発の稼働が織り込まれているという問題です。大飯原発の

３号機、４号機についてはこれも現在稼働中という事実がございますので、これ自身を申請に入

れるのはおかしいとまで私は言いませんが、ただやはり高浜原発の３号機、４号機については問

題があるというふうに思っています。３号機は７月１日からもう稼働するということになってい

るわけですね。４号機は７月22日からということなんですけれども、しかし再稼働を判断する審

査基準は７月までに決めるということになっているわけで、この申請が出された時点でもきょう

の時点でも、値上げが予定されている４月１日の時点でも正式には審査基準そのものがまだ存在

していないわけですよね、正式なものとしては。そういう中で再稼働を織り込むということはや

はり不適当ではないかと思いますし、安全審査の手続をそういう形で軽んじてはいけないのでは

ないかというふうに思っています。 

 したがって、今回は高浜原発の稼働はやはり織り込まずに料金査定は行われるべきだと思いま



 104 

すし、将来的に高浜が再稼働するという認可がおりることがあれば、そのときに再度料金改定手

続をすればいいだけの話ですんで、そこは厳格に安全審査のやはり精神であったりそういうもの

を担保するんだという立場からも、そこは外していただきたいなと思います。 

 なお、高浜原発の稼働を織り込まないと、関西電力さんによれば1,400億円ほどのコスト増にな

るという数字が示されています。これはこれで考え方としたら安全の一つのコストということも

言えるかと思うんですけれども、だから別にそのまま認めていいよというわけにはなかなかいか

ない、今の料金改定率の高さから言えばそういう部分はありますので。さらに徹底した総括原価

の引き下げであったり、あるいは事業方針の一部を料金低減に回すみたいなそういう大胆な発想

であるとか、あるいはメニュー提案の仕方、とりわけ低所得者であったり福祉施設、障害者施設、

子育て施設等々、本当に厳しい状況の中でもやはり社会的な役割を果たしている、そういう福祉

関係の施設については減免制度をつくるとか、何とか消費者の負担をふやさない努力をお願いし

たいというふうに思います。 

 また、仮に今回高浜原発の再稼働を織り込んだ料金変更をするんだということになるのであれ

ば、それの上で高浜原発の再稼働が実際には認められなかった、おくれますということが起こっ

た場合には、それはもう事業者の自助努力の及ばない電源構成の変動とはちょっと呼べないので

はないかというふうに思いますので、電源構成変分認可制度というのはそのときにはもう使わな

いと、この時点で関西電力さんの責任で動かすんだというふうに決めて申請されているわけです

から、もしそうなった場合には正規の手続を改めて踏み直していただいて、必要であれば料金改

定の申請をしていただくというふうにしていただくべきではないかというふうに思います。 

 最後に、電気の供給計画というのはやはり電力会社さんの都合や裁量とかで想定されて電気料

金も計算しますよというようなことではなくて、消費者も含めて社会全体でやはりきちんと議論

して、需要と供給の両面をきちんとコントロールしていくんだという発想でこれからは考えてい

くべきだというふうに強く思います。電力料金については消費者にすれば安いにこしたことはな

いわけですけれども、ただ先ほどもありましたけれども、安ければ何でもいいというわけでも逆

にないというふうに思います。安全であったり、あるいは環境のコスト等も含めてきちんと考慮

して、適正な内容で適正な水準の料金、そういう意味で消費者にとって納得できる料金というも

のであることが必要だというふうに思いますので、そのための根拠がわかりやすく説明されてい

て妥当だということが消費者でもわかるというものになっていなければ、やはり認められないと

いうふうに思います。そうした見地で供給計画の部分についてももう一度しっかり検討していた

だいて、必要であればその申請のやり直しということも含めて判断をしていただきたいなという

ふうに思います。 
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 あと１分ちょっとあるので、１つだけ関西電力さんにお尋ねをしたいと思います。先ほど発言

の中で需要の見通しについて、今の申請だけではなくて、もう少しそれがふえたときとか減った

場合に料金改定率がどう変わるというような試算は社内的には行っているのではないですかとい

う推測をさせていただきましたけれども、そういう数字をお持ちかどうかということだけお尋ね

したいと思います。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。いかがでしょうか。 

○岩根副社長（関西電力） 

 需要につきましては、需要がさらにふえたとき、減ったときで、おっしゃるとおりふえること

により、あるいは減ることによって変動費がどの程度変わるかという試算は恐らくできるのです

けれども、例えば固定費が実際にどうなるかというのは固定費が減る分もありますし、やはり減

らないものもありますので、どの分まできちっと減るか、特に短期的なこの３年間という意味で

は試算の前提というのは非常に難しいと思うので、実際にやっていないのが事実でございます。

中長期的に見ますと需要が減っていきますと設備投資も減りますので、固定費も減り変動費も減

るのですけれども、短期的に見ますと費用という意味では変動費は減りますけれども、固定費で

は減らないものもございます。収入は固定費、変動費合わさったものが減りますので、一概に安

くなるか高くなるかとは言えなくて、またどの契約種別で減るかによっても違いますので、安易

な前提の試算をするとちょっと誤解を招くおそれもあるというふうに考えてございます。 

○安念委員長 

 そのような試算はないようでございます。 

○大森陳述人 

 どうもありがとうございました。 

○安念委員長 

 それでは、23番の飯田秀男さんにお願いをいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○飯田陳述人 

 事前の意見概要は極めて不親切な書き方をしておりまして失礼しました。私が関西電力さんに

お尋ねをしたいことたくさんあります。時間の許す限りと思いますが、次の３点はまず先に伺い

たいんです。 

 １つは、役員給与に関連してのことです。先ほど来出ています顧問の方々の手当の問題につい

ても伺いたいと思います。これが１点目です。 

 ２点目が、購入電力量にかかわって日本原電あるいは北陸電力の志賀原発の基本料金の契約に
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かかわって伺いたい点があります。 

 ３点目が、事業報酬の見積もりに関して、その中身の処理あるいは活用のことについて後で質

問したいと思います。 

 時間が許せばほかにバックエンド費用等についてもちょっとお尋ねしたいと思いますが、まず

その３点の質問に入る前に前提として経済産業省にお願いしておきたいことがあります。今回の

値上げ申請に係る事態というのは、通常の経済状況の変化に起因する、そういう問題ではありま

せん。東京電力の際も議論されましたが、東京電力は実質的に債務超過に陥って公的資金を投入

して事業を継続するという措置をとられました。いまだかつて電力会社が債務超過に陥るなんて

いうことは想定をされていなかった事態で、事業継続の措置をとったということ自身が、一般の

株式会社の処理からすれば例外処置に私は該当するんだというふうに思うんです。 

 先ほど来審査委員の先生方が発言されていますように、審査委員会の議論というのは審査要領

及び算定規則等に照らして、その申請内容に妥当性があるのかというこのことが第一義的に議論

される委員会だというふうに承知をしています。その意味では、先ほど来二十数人の方々が述べ

ておられることの意見の内容とはすれ違いが多分に発生をしています。それは審査委員会の権限

外の、あるいは議論の対象外のものも含めていろんな意見が出ているわけだと思うんですね。そ

ういう意味でいいますと、値上げ幅をいかに圧縮するかということに対して、やはり私は通常の

事態ではないということに対する政治的な配慮、政治的な判断が必要だというふうに私は思いま

す。そういう意味では、審査委員会ではそれは議論できませんが、経済産業省の裁定を下す際、

あるいは物価問題にかかわる閣僚会議等の議論の際に、そのことをぜひ議論していただきたいし

配慮をいただきたいというふうに、これは要請をしておきたいと思います。 

 本題に入りますが、先ほど申し上げた３つの点ですが、役員給与が平均4,100万円というのは先

ほど来言われているとおりであります。私は役員の給与と職員の給与の問題を別々に議論すべき

だというふうに思います。庶民感覚からして、役員の方の平均給与はなお4,000万円を超える、こ

ういう水準というのは高いというふうに私は思います。先ほど来関西電力さんは、昨年の10月か

ら20ないし30％の削減をされているというふうに言われましたが、これはその理由は、今年度の

上半期の配当が無配当になったことの責任をとって削減をしたという、こういう説明だと思うん

ですね。決して値上げに至ったことに対する経営責任ではないというふうに私は承知をしていま

す。では、値上げに至ったことに対する責任は何なのか。それをどういうふうにとられるのかと

いうことについては伺いたいと思います。これが役員給与に関する質問の１点目です。 

 ２点目の顧問の方の先ほどの回答を伺いますと、平均1,000万円の手当を受け取っておられる。

私は桁が１つ違うのではないかというふうに思いました。手当というふうに伺いましたので、ま
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あ上限100万円ぐらいかというふうに私は想像していたのですが、1,000万円で手当というふうに

なるんでしょうか。私は本当にびっくりしました。ということに関連して、先ほど出ていました

日本原電の八木社長の日当程度の手当というのはいかほどの感覚なんでしょうかというふうに、

私は尋ねたいと思います。これが給与に関することです。 

 ２点目の購入電力量に関することですが、日本原電あるいは志賀原発の基本料金の支払い契約

なんですが、これはもともと発電がゼロになるという想定をした契約ではないと思うんです。発

電し続けることが前提になってその契約内容が決められているというふうに思うんですが、現実

的には受電ゼロというふうに敦賀原発は想定をされている。あるいは志賀原発も現在動いていな

いという中で、契約そのものは稼働していることが前提になった契約を交わしているのではない

か、そこはちょっとお尋ねしたいところです。稼働しない場合の契約条項があるのかないのか、

そこはお尋ねしたいというふうに思います。 

 ３点目の事業報酬の問題なんですが、きょう３番目の原さんがかなり詳しく伺いました。それ

を聞いていてのことなんですが、おおよそ1,360億円の事業報酬額を見込む、こういうことになっ

ていまして、配当と利息の支払いを除きますと400億円弱が可処分利益として残る構造になってい

る。これは、レートベース2.9％を掛けるとそうなるというこういうことでその数字がはじき出さ

れてはいますが、しかしそれはそういうルールだということで片づけられる問題ではないのでは

ないかと私は思うんです。確かに必要な経費というのはあるわけですが、株主配当、例えば先日

の審査専門委員会の資料でいいますと、想定としては一株50円の配当を想定した数字になってい

るというふうに伺いました。この先どういうふうに経営がなるのかわかりませんが、しかし従来

60円程度の配当を続けてこられて、なお50円の配当を見込むというこういうことに対して、私は

株主の責任は問われないのかというふうに思います。また、400億円弱の可処分利益というのをど

う活用するのかということについて、関西電力さんは明示をすべきではないか、公開すべきでは

ないかというふうに思います。その説明ができないのであればその原資を使ってさかのぼってコ

スト削減に、値上げ幅の圧縮のためにその原資を使うということも考えられるのではないかとい

うふうに思います。 

 また、事業報酬の計算に絡んでレートベースの中に原発の未稼動資産、設備が組み込まれてい

るかというふうに思いますが、ここは意見が分かれると思いますけれども、私自身は発電をしな

い、あるいは未稼働の設備をレートベースの中に含めるということは、どう考えても不可解とい

うふうに思います。やはりそれはレートベースからは除くべきではないのかというふうに思いま

す。 

 時間が余れば後の質問をしますが、一応３点の質問についてお答えいただければと思います。 
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○安念委員長 

 どうもありがとうございます。 

 それじゃ関電さんのほうから、役員給与と、それから日当。 

○岩根副社長（関西電力） 

 役員給与に関しましては、昨年の10月から20％から30％を削減しておりまして、これは無配も

ございますけれども、電気料金も検討に入るということも含めまして、それより前にそれよりも

少ない率で削減しておりまして、いろいろご意見があるということは我々としても真摯にお聞き

するつもりですけれども、我々としましては他の公共事業の平均なんかも比べまして、あるいは

関西の他企業の平均も比べまして、こういうレベルということで今申請させていただいていると

いうことでございます。 

 それから、顧問の給料につきましてもご意見はこういうことかもしれませんが、我々としては

今現在おります14人について、現行の支払っている分をベースに電気料金の原価には申請させて

いただいてございます。 

 それから、購入電力量で発電がゼロになるという契約にはならないのかといいますけれども、

これは日本原電さんの場合は、日本原電を最初につくっていくときから、受電会社が発電を実際

に始めたときから終わるときまで、全ての受電を我々がお支払いするという一種の運命共同体的

な契約でございまして、もちろん発電をしているときには非常に安い値段で、トータルとして安

い値段で購入させていただいております。今現在とまっておりますけれども、とまっている際に

も発電所をきちっと安全確認して点検する費用というのは発生しておりまして、これについては

我々が支払っていく義務があるというふうに考えてございます。必要な項目については我々のほ

うでチェックして、効率化の分というのは織り込ませていただいております。 

 それから、レートベースと事業報酬の考え方でございますけれども、事業報酬という考え方は

一つの算定ルールにのっとったモデルの計算でございまして、実際に決算するときには前提の受

給計画も変わってまいりますし、為替レートなども変わってまいります。ですから実際にはこの

分が確実に保証されているというわけではございません。もちろん調達金利なんかも変わってき

ますので。 

 そうした中で電力会社としては与えられたモデルを下まわるような資金調達をできるだけしっ

かりしていき、そうした場合にもし余力が出ました場合には、今非常に自己資本も毀損しており

ますので、これを少しでも改善させていただいて電気料金の長期的な安定化に努めさせていただ

きたいと。3.11以降の２年間、効率化と内部留保の取り崩しをして少しでも長く電気料金を維持

したいということが今日までできましたのも、過去そうしたことで効率化努力をして自己資本の
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増強ということにも努めてきたことであると思いますし、我々としてはできるだけ長く安定的に

電気料金を維持するという意味で効率化をしっかりしていきながら内部留保の強化にも努めてい

きたいと考えてございます。 

○飯田陳述人 

 今の３点の中身について追加して質問があります。１つは、先ほどの顧問の手当の件なんです

が、役員の方は20ないし30％削減をされたというふうに伺いました。では、顧問の方の手当は削

減されたんでしょうか。 

○岩根副社長（関西電力） 

 同様の考え方で削減しております。 

○飯田陳述人 

 それから、２つ目、基本契約のことで私の質問に答えていないと思うんですが、今の敦賀原発

の契約は稼働し続けることを前提としたものではないのか、あるいは稼働していないときの料金

のやりとりというのは契約条項にあるのかないのか、そこを伺いたいんですが。 

○岩根副社長（関西電力） 

 基本的に発電所の運転を開始してから終わりまでの間、我々のほうでお支払いするというよう

な基本的な契約がありますので、基本契約の精神にのっとれば、動いていても動かなくても発電

所の安全管理に要する費用というのは我々が支払う必要があるというふうに…。 

○安念委員長 

 ちょっとそういうご趣旨ではなくて、関電さんの責めに帰すべからざる事情によって受電でき

なくなった場合を想定した契約条項は存在しているのかという、そういうご趣旨のご質問だった

と思うんですが、なければないで結構なんですけど。 

○岩根副社長（関西電力） 

 おそらく別途調整事項、別途協議事項みたいなものはございまして、起こっている事象に応じ

て我々としてそういう事態に応じて削減が可能かどうかという、そういう交渉はやれるようには

なってございますので、個別の話の中でそういう交渉をしていっているということかと思います。 

○飯田陳述人 

 最後にもう１点。先ほどの自己資本を充実させるという、では自己資本の目標は何なんですか。 

○岩根副社長（関西電力） 

 目標というのはまだ出てきておりませんが、かつて自己資本比率というのを30％を目指すとい

うのはございました。これは一応30％というのは、今の電気料金の事業報酬の考え方の一つの基

準にはなってございますけども、かつてそういうのを目指すということを掲げたことはございま
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す。現在は相当毀損し、十数％になっておりまして、さらに毀損するおそれがあると思います。

少しずつためていってもなかなかそんなに一気にはふえないと思うのですが、少しでも充実した

いというふうに考えてございまして、現在の目標というのは今明確なものはございません。そう

いうことも含めてしっかりこれから考えてまいりたいというふうに思っております。 

○安念委員長 

 よろしゅうございますか。どうもありがとうございました。 

 では、24番の村上聖子さんにお願いいたします。 

○村上陳述人 

 村上です。私は４点でいきたいと思います。 

 １、八木社長の責任問題について。八木社長はスリーマイル原発やチェルノブイリ原発、そし

て東海村のＪＣＯ臨界事故等から何も学ばなかったんではないでしょうか。それでまた、原発の

危険性を指摘する研究者に耳を傾けなく、また処分の方法もわかっていない使用済み燃料をため

て将来の子供たちにツケを残す、そういうことに目をつぶって原発の依存度をどんどん上げてき

た、その結果だと思うんですね。そして、原発によってできる過剰電力を消費するためにオール

電化をどんどん進め、他国から奇異の目で見られるような電力消費大国になってしまいました。

それで、大量生産、大量消費の悪循環をつくってしまいました。そのことが省エネや自然エネル

ギーへの転換を怠ってきたことにより、今回の経営危機を起こしていると思います。だから、八

木社長は責任をとってやめるべきだと思います。 

 次に、２、役員報酬及び職員給与について。電力事業は公共性があり、国家政策の手厚い産業

保護のもとに事業展開されています。だから、それとまた地域独占であるということから半官半

民営企業と言えるんではないでしょうか。だとすると、競争原理の働く大企業の賃金水準と同じ

にするというのはおかしいと思うんですよね。やっぱり私が考えるのは公務員と同じ同等程度の、

役員も職員も同等程度の賃金にする。今日本の労働者の平均年収は約450万ですよね。それなのに

社員の給料が664万円の賃金水準で維持した、そういう料金体系というか、利益を上げようとする

のはちょっとおかしいん違いますかと思うんです。私たち庶民からしたら理解できませんね。 

 次、３、原発をとめて自然エネルギーに転換を。私は原発をとめることが第一の安全対策だと

思います。だから、原子力をとめることによって安全構造対策費とか原子力バックエンド費、使

用済み燃料再処理費、特定放射性廃棄物処分費、シビアアクシデント対応等による委託費、損害

賠償保険料等の原発を運転することによってかかる費用が削減され、それを燃料費とか自然エネ

ルギー転換に使ったらどうでしょう。また、自然エネルギーは電力の安定供給ができないから、

電力の安定供給のために原発が必要との主張をされましたが、事業を起こせば安全のためには原
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発をとめなければいけないですね。でも原発は出力が大きいために広い地域での広範囲の地域の

電力不足を起こしてしまいます。そういう意味では原発は安定供給をできないと思います。 

 ４で、オール電化をとめて省エネと節電を継続して電力消費を抑え、燃料費の削減をしてくだ

さい。私の属する使い捨て時代を考える会は、簡素な暮らしで命を守ろうのキャッチフレーズで

脱原発と節電を呼びかけています。私自身も以前からシンプルライフを身上として、ずっと以前

から電力消費量は110から70キロワット・アワーの範囲でしたが、昨年の夏の７、８、９の３カ月

には前年より15％節電を楽しくやっています。それで、今も節電を継続しております。特に問題

はないです。また、今現在省エネ対応の冷蔵庫とかＬＥＤに買いかえる人がふえています。世間

は省エネと節電モードになってきていると思うんですね。だから、そういう状況の中で電気料金

を上げる必要はないと思うんです。むしろ今回の電気料金を上げることによって低所得者の方は、

老人とか障害者はクーラーとか暖房機が使えなくて、熱中症とか低体温を起こして死亡する人が

ふえるんではないかと私は心配しています。だから、オール電化をやめて省エネと節電の継続に

より電力消費を抑えて電気料金の値上げをやめてください。以上の対応をして、その上でまだ必

要であればもう一度申請をやり直してください。 

 以上です。 

○安念委員長 

 経産省や関電から答弁をお求めになりますか、答えをお求めになりますか。 

○村上陳述人 

 いいです。 

○安念委員長 

 わかりました。どうもありがとうございます。村上さん、ありがとうございました。 

 それでは、25番の小野島はるみさんにお願いをいたします。 

○小野島陳述人 

 小野島はるみと申します。12月初めに、12月分の電気代請求通知書と一緒に電気料金の値上げ

申請についてという文書が投函されました。そこには火力燃料費が増加している、節電に多大な

ご協力を賜り大変なご不便とご迷惑をかけた、厳しい経済情勢の中で電気料金の値上げでお客様

の生活や産業活動に多大なるご負担をかける、申しわけない、深くおわびするということ、それ

から安全確保を大前提に原子力の再稼働に全力で取り組む、徹底した経営効率化に最大限の努力

を積み重ねると大変丁寧な言葉で値上げのお願いが書かれていましたけれども、一体なぜ値上げ

をしなければならないのかということと、それから値上げをされた私たちが一体どういう料金支

払いになるのかということについては、読んでも読んでも全くわからないような文書が配られて
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きたんです。本当にわかりにくい、使っている言葉も書かれている文章もわかりにくい値上げの

お願いが配られました。 

 今電気は、炊飯器や冷蔵庫、洗濯機、電話、交通、通信、病院等とありとあらゆる場所で電気

に頼る暮らしになっています。産業活動の基盤、エネルギーにもなっていますから、電力供給事

業は公益企業として社会的責任を伴い、国によって保護される独占企業になっています。料金制

度も総括原価方式が採用されて、電力会社の全ての経費が電気料金に上乗せされ徴収されていま

す。私たち消費者は電力会社を自由に選択することはできません。関西６県の居住者は全て関西

電力からしか電気の供給は受けられないのです。したがって、私は一消費者として関西電力の経

営姿勢には真剣に向き合い、厳しい見方をしています。 

 関西電力は火力燃料費の増加を理由に料金を11.88％、約12％もの値上げ率を言っていますが、

今私たち消費者の家計は苦しくて、消費者多数は非常に切り詰めた生活になっています。雇用の

不安定、10年以上も続く賃金の切り下げで年収200万円に満たない世帯がふえ、日用品の買い控え

から商店も寂れています。スーパーマーケットでは150円のおにぎりを105円で販売するとか、卵

10個を100円で販売するなどというチラシまで配布されています。ふえる一方の年金生活者の42％

が月６万5,000円しか支給されていません。このような庶民の苦しい生活の中で、約12％もの電気

料金の値上げを言う電力会社の経営姿勢に私は全く納得ができません。 

 値上げ理由とされている燃料費の液化天然ガス、ＬＰＧの購入価格は、日本では米国の4.4倍、

イギリスの50％以上もの高額で輸入しており、相手の言い値で漫然と購入しているようです。Ｎ

ＨＫのテレビの報道でも中部電力の社長はみずからカタールまで出向いて行き、価格交渉してい

ることが流されましたが、関電は動きませんでした。１月22日の意見交換会でも、ＬＰガスの購

入価格は値下げできるのではないかという質問に対して関電は、アメリカはシェールガスを掘り

当てたから安くなっている、日本に購入するためにはタンクに詰めて船で運ぶので輸送費がかさ

む、国内での化石燃料は発電量の４％しか確保できないから、燃料は輸入するしかないと答弁し

ました。総括原価方式での経費を全て電気料金に上乗せして徴収できるとの安易な経営姿勢が見

えます。国内で調達できる安定し、豊富な量のあると言われる自然エネルギーへの研究開発を関

電はなぜ考えないのでしょうか。 

 また、この席で滋賀県の方から、大飯原発の地盤に活断層があるのではないか、自分は高島に

住んでいて30キロ以内の圏内にあるので非常に不安だ、原子力規制委員会が再調査を行うと発表

しているけれども、不安だから関電も原発をとめ調査してほしいと要望しておりました。関電は、

いや、あれは活断層ではない、地すべりですと返答し、調査するとは言いませんでした。規制委

員会の指摘をどのように関電さんは聞いているのでしょうか。仮に単なる地すべりであったとし
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ても、原発の立地地帯としては非常に不安定な地盤ではないのでしょうか。 

 原発に不安を持つ、放射能汚染をとても怖いと思っている消費者の多数の声は聞こえてはいな

いのでしょうか。社会的責任を大きく持たねばならない関電の経営姿勢に非常に疑問を持ちます。

これは何人も既にもう言われておりましたけれども、原発の地盤の問題については関電さんにも

経済産業省にも調査していただきたいということは強く願いたいと思います。 

 それから、役員報酬と人件費について意見を述べます。さっきから飯田さんも何遍も言われま

したけども、関電には現在社内役員が17名、社外役員が８人いる。17人の方々は役員報酬として

１人年間4,100万円、社外の場で何らかの報酬を受けているであろう社外役員の８人の方々は１人

年間800万円の報酬が支給されているそうですけれども、現在の不況の嵐に多数の消費者が苦労し

ている中で、関電役員報酬として妥当な数字なんでしょうか。約12％もの電気料金値上げなどは

到底認められません。増加した燃料費は関電社内で消化してください。関電の中にはそのほかに

もいろいろとたまっているであろう巨額なお金がたくさんある、費目がたくさんあるということ

も承知しておりますので、これはぜひ関電社内でこの燃料費は消化していただきたいと思います。 

 ２万2,000人いると言われる一般職員の方の人件費には、平成25年から27年の平均として1,934

億円と見込まれているそうですけれども、職員２万2,000人の約80％は高卒で、月収平均24万円と

いうふうに聞いております。決して高額ではないと思います。この方たちの賃金削減、人件費削

減はしてはならないと思っています。しかし、約20％の大卒エリート層との格差はとても大きく

なっているそうです。この中で関電が給与を負担している出向者は1,554人で、うち８社158人の

方は原子力関係団体への出向だそうです。 

 私は、関西電力としては自然エネルギーの開発研究のためにこそ人材を派遣していただきたい

と思います。いかがでしょうか。太陽熱、地熱、潮力など自然エネルギーは、日本の中で本当に

無限大にあると聞いております。よろしくご意見を聞かせてください。 

 大口料金の問題に移ります。関電の電力料金収入のうち規制部門と呼ばれる家庭用の電気料金

は約65％、自由化部門と呼ばれる契約電力50キロワット・アワー以上の大企業とか中企業などの

大口使用者の電気料金は、35％だそうです。使用電力量で見れば、1,200万世帯の使用電力は38％

で大口使用者の使用電力は62％、この大口使用者の料金制度はどのようになっているのでしょう

か。私たち消費者にわかりやすく説明してください。 

 また、町なかで24時間営業の自動販売機はたくさんあります。これはどのような扱いになって

いるのでしょうか。狭い道で通行の妨げになっているものも見かけますが、送電管理、節電など

はどうなっているのでしょうか。また、お酒とかたばことかの販売品の機種、台数、営業のあり

方などについても関電さんとしては検討してみてください。 
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 以上の諸点から、私は今回の電気料金値上げは認められない、関電の社内の留保金で消化して

いただきたいと思っています。 

 それから、原発の稼働は安全が見込まれない限り、安全に責任を持って稼働するなどというこ

とはあり得ませんから、電力事業者の社会的責任を果たすためにも自然エネルギーの研究開発を

行っていただきたいということを要望して終わります。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。何点かお答えをお求めになりますか。私が全部記憶しているわけじ

ゃないので、不足したら補ってください。 

 １つは、自然エネルギー方面に人材を割くべきではないのかというご質問があったと思います。

いかがですか。 

○岩根副社長（関西電力） 

 自然エネルギーの関係についても研究開発をやっておりまして、先ほどちょっとご紹介があっ

たと思いますけれど、堺の当社の発電所にメガソーラー１万キロワットぐらいの大規模のソーラ

ー発電所をしておりまして、最近大きいのができていますけれど、当時できたときでは日本最高

クラスのもので、太陽光が非常に不安定な電気なので、それが系統にどのような影響を与えるか。

そうした系統の制御を例えば将来的に必要となるバッテリーなんかを使ってどのように制御する

かといったような研究もやっておりますし、当然それ以外の研究開発の中で重要な課題というこ

とで自然エネルギーについて考えてございます。 

 ただ、今全量の買い取り制度も出てまいりまして、非常に太陽光もふえてございます。それか

ら、我々自身も堺で今１万キロやっているのですが、それをグループを挙げて10万キロぐらいに

今後ふやしていこうと我々自身も努力をしておりますし、小水力の開発なんかもやってございま

すが、今の時点で当社の電力量に占める再生可能エネルギーの比率は10％ぐらいでございまして、

そのうちの太陽光や風力や新エネルギーは１％ぐらいでございます。今非常にふえてございます

けれども、例えばふえている分が10年間ぐらい続いたとしても、それが１％か例えば数％ぐらい

になるレベルです。もっと加速しないとだめなんですけれども、やはり今まだ自然エネルギー、

再生可能エネルギーだけで全て賄うのは難しいと思っていますし、やはり大量にふえたときには

その供給力が不安定ですので、系統において受給調整を調整電源あるいはバッテリーを含めてど

のように制御していくかというのは大きな課題ということで、今後とも加速して検討はしてまい

りたいと考えております。 

○安念委員長 

 じゃ自由化部門の料金構成というのは、料金の編成原理がどうなっているのかと、それともう
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一つは自販機の節電はどうなっているのかというご指摘もございました。 

○彌園執行役員お客さま本部副本部長（関西電力） 

 家庭用を中心とした規制分野と、それから大口自由化分野の比率でございますが、先ほどおっ

しゃいました料金収入でいきますと、規制のほう家庭用が46％、それから自由化部門が54％とい

うことで今回の改定には織り込ませていただいてございます。 

 これを割り出す根拠としましては、経済産業省令に基づきまして一定のルールでもとの原価を

配分いたしておりまして、このような数字になってございます。大口の料金につきましては、こ

れは個別の契約になりますのでさまざまでございますけれども、標準的なメニューについてホー

ムページで公開をさせていただいてございます。それから、法律に基づきまして毎年部門別収支

というものを経済産業大臣に提出してございます。これによって自由化部門における収支が規制

部門に影響を与えていないということを検証いただいているというところでございます。 

 それから、自動販売機の節電についてということでございますが、これはちょっと私どものほ

うで直接にどうのこうのと言うことはできませんので、これは設置される方にお願いするという

形でご協力いただいてございます。この夏につきましても、例えば照明を落としていただくです

とか、あるいはより高効率の機器、ヒートポンプ等を使った機器に取りかえていただくといった

ことをお願いするという形で節電を進めていただいているというところでございます。 

○安念委員長 

 時間がまいりましたので、どうもありがとうございました。 

○小野島陳述人 

 関電の全ての説明、納得できませんけど。 

○安念委員長 

 よくわかります。小野島さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、お待たせをいたしました。26番の有地淑羽さん、お願いします。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○有地陳述人 

 少しいいお知らせがありまして、私が最後でございます。あと15分皆様おつき合いくださいま

すようお願いいたします。 

 私は、大きく２点について述べたいと思います。最初は関西電力の電気料金についてさまざま

な料金体系がありまして複雑でわかりにくいものとなっておりますので、公正で明瞭な電気料金

を望みますという論点と、後半の部分は主に経済産業省さんのほうにですが、バックエンド費用

のことについてお聞きしたいと思います。 
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 では、始めさせていただきます。最初、電気料金の分野ですが、年金だけで暮らす高齢のひと

り暮らし、また子育てや病人を介護している家庭は一日中電気を必要としており、今回の値上げ

はこたえます。私どもが多く利用しております従量電灯Ａには、120キロワットと300キロワット

のハードルがあります。しかし、この120キロワットのハードルは、高齢者の冬の三種の神器、こ

たつ、テレビ、小型の暖房機であっという間に超えてしまう料金です。また、契約者の60％が300

ワット代であるということも報告で関電さんのほうからお聞きしましたが、恐らくは春や秋の冷

暖房を使わない時期も含んでの数字ではないかなと想像しております。冬の高齢者の質素な暮ら

しでも350から400ワットぐらいは使用しているようです。また、ひとり暮らしの高齢者は、特に

最近調理器具や熱源を火を使ったものから電気を使った安全なものにシフトしていくことが多く、

６万円以内の国民年金のみで頑張っている、私の母も田舎でひとり暮らしで頑張っているんです

が、そういうところは本当に食べ物を節約して対応するしかないというような現状になっていま

す。 

 また、電灯Ａというこの電灯という言葉は、昭和40年代に設定されたものだそうですが、120

キロワット、300キロワットというのも昔に設定された料金のままになっているようです。現在使

っているものは電灯だけではなく、便利な電化製品に囲まれた暮らしが当たり前になっています。

電灯という呼び方を電気にして、今の時代に合わせてもう少し設定ハードルを上げた250とか350、

450ぐらいに移行してもらえないでしょうか。また、はぴｅプランなどは10％割引というような仕

組みもあるようです。ひとり暮らしの年金高齢者の冬の間だけでも結構ですので、高齢者のはぴ

ｅプランみたいなものもできないかなと、ちょっとあったらうれしいなと思っています。 

 あと高齢化している地域の個人商店では新たな機械を買いかえる余力もなく、古いタイプの冷

蔵庫やエアコンを使ったままにしています。もしその商店が閉店されてしまうと、小さな田舎町

のライフラインそのものが襲われるおそれがあります。老朽化した電気製品を電力量の少ないよ

うなものにかえられる施策を経済産業省さんのほうでも一緒に考えていただけたらなとお願いし

たいと思います。 

 次に、季節別電灯のことについて少しお話をします。 

 2012年度７月から導入されたオフピークを下げるための節電メニューの料金についてです。蓄

熱や充電、太陽光など設備投資ができるところはいいのですが、暮らし方で何とかしようと思う

ものにはこの料金設定はなかなか使いにくいものです。季節別電灯には90キロワットと230キロワ

ットに料金のハードルがあります。また、時間は７時から13時、16時から23時と、私たち主婦が

一番暮らすこの時間にオフピーク時ということで設定されていますが、90キロワットというハー

ドルは電灯のみか機械を維持するためのものの料金かなと思います。市民の暮らし目線だと先ほ
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どと同じ120や300キロワット・アワーという設定になるでしょうが、なぜか最高額は230キロワッ

トという設定になっています。これはエアコンをつけてテレビをつけてちょっと御飯をつくった

ら、あっという間に超えてしまう数字です。こちらも250や450に変えてもらえたらうれしいなと

思います。 

 しかもこのオフピークという設定のネーミングにだまされてはいけません。従量電灯Ａの最高

価額は30.62円ですが、230キロワットを超えた瞬間に33.50円もの超過料金として家事をしてしま

うことになる結構危ない代物になっております。また、時間も私たちの暮らし目線では、23時か

ら洗濯機をして掃除機をあてて茶わんを洗うというのはなかなか大変ですので、できれば21時か

10時だと働いている人もすんなり移行できるような時間かなと思います。今の料金メニューは私

たちの暮らしではなく機械の性能に都合のよい数字かなと思いますので、私たちの暮らしに合っ

た節電メニューに動機が働くようなものも一つつくっていただけたらなと思います。 

 料金については少し文句もありまして、このほかにも電灯用、農業用、融雪用などさまざまな

料金単価があります。公共性、社会性などへの配慮かとも思いますが、それぞれの根拠は何なん

だろうと料金表を見ながら思っています。それと、燃料費を公平に負担する今の値上げの現状の

中、なぜはぴｅプランだけが10％引きなのかとちょっと不公平な気もしています。もしこの点に

ついてコメントがありましたら、ちょっとしていただけたらうれしいです。 

 次に、電気料金の透明性と公開を求めます。先ほど言っておられたことにちょっと付随します

のでお答えもいただけたらと思いますが、自由化分野では非公開で個別契約となっておると先ほ

ども回答がありました。私たち消費者は、500キロワット以上の大口の利用者が安く利用している

のではないかと疑いを持っています。関西電力の収入は先ほどもあったように規制分野の電気料

金の占める割合が多い構造となっており、不公平な感じがしております。電気料金の公開と透明

性を求めるような施策をぜひ経済産業省のほうからも働きかけていただけたらと思います。 

 次に、情報弱者と設備投資ができない者への配慮をしてほしいということです。高齢者はイン

ターネットを使いませんので、はぴｅみる電やはぴｅライフなど安く電気を使う情報からも仕組

みからも遠い存在です。オール電化を進めた情熱で高齢者にも安く電気が使えるメニューや省エ

ネの電化製品にかえるためのお得な情報や施策もお進めください。家族が旅立って１人だけにな

った家族が、古いタイプの大きな夜間発電を4,000円も月払って使い続けているような現状もあり

ます。電気を売るだけではなくて、消費者の便利な暮らしをトータルに管理できるようなすてき

な会社に成長していっていただけたらなと期待しています。 

 次に、バンクエンド費用の積み立て方についてお聞かせ願いたいと思います。 

 バックエンド費用は原子力発電の稼働率による積み立て方式のために、今原子力発電がとまっ
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ている状況で805億円から455億円に350億円も減少しています。国の法律で決まっているとはいえ、

使用期限の切れた原発の大量廃炉を前にして、本当にこのやり方で大丈夫かなと思います。ぜひ

このことについてコメントいただけたらと思います。 

 バックエンドの積み立ての予定額についても少し心配しています。原子力発電解体費は153億円

から同じように53億円で減っていますが、本当にこれくらいで足りるのでしょうか。どのような

方法で廃炉にしていくのか、またどこに埋めていくのかとか費用はどれくらいであろうかとか、

消費者は不安でしようがありません。将来の廃炉の方法や放射性廃棄物の処理方法、処分地やそ

れらにかかわる全体の経費が決まらないうちは原発の再稼働はしないほうが安心でいいなと思い

ます。 

 次、バックエンド費用の積立金の透明性についてもちょっとお願いをしたいと思います。 

 原発のバックエンド積立金についての情報はホームページ、経産省さんのほうも調べ切れてお

りませんが、関西電力さんのほうにもほとんどなく、消費者には情報がなく不安です。企業が生

産段階で出る廃棄物を安全な状態で自然に返し処理することは、社会的にも当然の時代となって

きています。使用者である消費者にも情報の公開と理解を求めながら積み立てていってほしいと

思います。 

 関西電力さんが原子力発電をする社会的責任について、最後述べます。 

 原子力発電の燃料となるウランの加工時に出るウラン残土から使用済み燃料まで、さまざまな

放射性廃棄物を地球上に生み出しながら原子量発電は動いています。福島の除染や廃炉の作業を

見ても、放射性廃棄物の廃棄や管理には莫大なコストと手間がかかることがわかってきています。

放射性物質を適正に処理、管理できていない世界の現状を見ると、将来にわたる社会的責任とし

て原子力発電の電気を使うことに電気の使用者として罪悪感と不安を持っており、原発の電気は

使いたくありません。原発依存から脱却し、リスクの少ない企業経営であってほしいと思います。 

 また、京都府では、京都府を含む27の自治体のうち20を超える自治体が原発に頼らないエネル

ギーの転換を求める議会決議を出しています。このような市民から直接選ばれる自治体の決議も

資源エネルギー庁さんのほうでは重く受けとめていただき、自然エネルギーへの施策を進めてほ

しいと思います。 

 発言趣旨は以上ですが、質問はよろしいですかね、先ほどの。 

○安念委員長 

 結構ですよ。よろしいですか。 

○有地陳述人 

 はい。 
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○安念委員長 

 まず関電さんに、料金メニューの設定が家庭の暮らしの実態と合っていないんじゃないかとい

うそういうご指摘をいただきました。それから、はぴｅライフだけ何で10％割引があるんですか

というのが第２のご質問。それから、第３に大口の利用者が優遇されていて消費者は割を食って

いるんじゃないかというそういうご指摘。それから、情報弱者への配慮が行き届いていないので

はないかというご指摘もあったと思います。それぞれお答えをいただけますでしょうか。 

○彌園執行役員お客さま本部副本部長（関西電力） 

 ありがとうございます。まず、従量電灯というような名称もあって料金体系がわかりにくいと

いうご指摘、これは貴重なご意見として受けとめさせていただきたいと思います。先ほどもご指

摘いただきましたので改めて受けとめさせていただきます。 

 それから、３段料金の区分が現状に則していないのではないかというご意見でございます。こ

れは１段目が120キロワットアワーまで、２段目が300キロワットアワーまでということになって

ございまして、これはかなり長くこの水準でやっております。この間、機器の効率化が進んでお

ります一方で電化機器の普及というものもあわせて進んでおりますので、改めて120、300が妥当

ということも評価させていただいております。120というのは必要最小限の電化機器をご利用いた

だいた場合、照明以外も含めて冷蔵庫でありますとか炊飯器でありますとか、これをご利用いた

だきました場合に最小限必要なキロワットアワーとして、やはり120という数字が妥当と今回も評

価してございます。それから、300というのは当社の従量電灯Ａのお客様の平均的なご使用量とい

うことになってございまして、ここで一つの境目を設けてございます。実際のところ120キロワッ

トアワーまでのお客様が全体の20％強、それから300キロワットアワーまでのお客様が60％となり

ますので、過半のお客様が300キロワット・アワー以下でお使いいただいているということでござ

います。区分としては一つの合理性があるというふうに考えてございます。 

 それから、オール電化割引につきましては、今回の申請に合わせまして新規の加入から割引を

廃止するということにさせていただいております。 

 それから、もう一つ、時間帯別電灯についてのご指摘がございまして、こちらの１段、２段の

ハードルが先ほどの120、300ではなくて90、230、これも少ないのではないかというご指摘でござ

いました。これは３段料金にしておりますのが、おっしゃるとおりに昼間の料金の部分だけでご

ざいますので、夜の部分についてはこういう３段になってございません。ですので、夜の部分の

量を省いた形で従量電灯より低い水準で設定させていただいているというところでございます。 

 それから、大口が安いのではないかというご指摘、これは先ほど申しましたように一定のルー

ルに従いまして、自由部門と規制部門に配分した原価を収入と原価が一致する形で設定させてい
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ただいてございます。ですので、少なくともこの申請の段階ではその辺の多い、少ないというこ

とはないものと考えてございますが、結果としての部門別収支は、経済産業大臣に提出すること

でその辺の不当な影響を与えていないということは検証いただくということになってございます。 

 それから、情報弱者への配慮ということで、ホームページ等ではいろんな機能で料金の比較を

していただけるということを持ってございますが、そういうことにアクセスいただけないお客様

につきましても専用のお問い合わせのフリーダイヤルを設けてございますので、これをご利用い

ただいて親切に対応させていただきたいと考えてございますので、ぜひこれをご活用いただけれ

ばというふうに考えてございます。 

○安念委員長 

 じゃ経産省さん、バックエンド費用の積み立て方が足りないんじゃないかというご指摘でした。 

○滝澤調整官（経済産業省） 

 バックエンド費用についてお尋ねをいただきました。３種類の積立金でございますけれども、

使用済み燃料の発生量等に応じて積み立てを行うこととなっております。また、解体引当金につ

きましては現在発電電力に応じて、ご指摘のとおり積み立てていくことになっておりまして、こ

の解体引当金につきましては、原子力発電所の稼働率が低下する中で十分に積み立てられるのか

ということについて、   した専門委員会の場でも委員からご指摘がございました。今後の検

討課題かなというふうに思っております。 

 それから、最後の再生可能エネルギーをどんどんやるようにということで重く受けとめてくだ

さいというお話がございまして、こういった再生可能エネルギーでございますとか、それから原

子力を含めたエネルギーのベストミックスにつきまして、これから政府全体で議論をしていくこ

とになると思っております。実現可能な責任あるエネルギー政策というのをしっかりと進めてい

きたいなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。私から関電さんに要望ですけど、バックエンド費用について余り親

切な情報がホームページ等で得られないというご指摘がありましたので、ぜひどうぞ社内で一度

ご検討いただけませんでしょうか。 

○岩根副社長（関西電力） 

 きょう非常に多くの方から電気料金についてわかりにくいというご指摘がありまして、我々と

しても非常に反省するところでございまして、電気料金は非常に複雑な仕組みでなかなかご理解

いただくのは難しいと思いますが、やはりちょっと我々の努力が足りないところもございますの
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で、できるだけ社内の中でホームページ等の中でも電気料金の仕組み、あるいは原価の仕組み、

こうしたものをしっかりお伝えするようにしたいと思います。それから毎年経営計画の概要とい

うことで料金実績比較というのを出していきますので、こうした中でも原価の仕組みや料金の仕

組みを可能な限りわかりやすくご説明するように、これは我々努力が足りないということは実感

しておりますので、できる限り努力を今後してまいりたいと思いますので、引き続きよろしくご

意見のほどお願い申し上げます。 

○安念委員長 

 有地さん、どうもありがとうございました。 

○有地陳述人 

 どうもありがとうございました。 

○安念委員長 

 それでは、本日の意見陳述は全て終了いたしました。陳述人の皆さん、本当にお忙しい中貴重

なご意見を賜りまして本当にありがとうございました。心から御礼を申し上げます。 

 それでは、先ほどと同じように委員からコメントを求めたいと思います。今度はじゃ松村委員

からどうぞ。 

○松村委員 

 まず料金値上げの申請のチラシに関して普通の人が読んでもわからないという指摘に関してで

す。このような公聴会の場にわざわざ出てきてくださる方は相当意識の高い方で、その意識の高

い方が読んでもわからなかったということは重く受け取るべきです。今後もいろんな形で理解を

求めていかなければいけないと思いますから、個別の対応だけではなくて実際の説明を改善する

ということにすぐにつなげていただきたい。 

 ２点目、需要についてご指摘になった方がいらして、これは委員会のほうでも再三指摘があっ

たのですが、この分野の人間にとっては一般的な常識として、料金を申請してくる事業者が過少

に需要を見積もるのではないかと心配するのが通常です。それはどうしてかというと、固定費の

一部も従量料金というか量に応じた料金で回収する形になっているので、需要をすごく少な目に

見積もって、その結果として料金を高目にして実際にはたくさん売れたということになると、固

定費の回収が実際の費用以上にできて、その結果もうかるということがあります。 

 実際今までの例も、予想外にたくさん売れた、景気がよくてたくさん売れたというときには、

どちらかというと利益がたまって、逆に余り売れないというときには利益が少なくなるというこ

ういう傾向があります。需要を多目に見積もった結果、料金を高くしているのではないかとかと

いう意識は相対的に希薄でした。それはそういう理由によるものです。ただ、今の状況、燃料費
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がこれだけ上がっているという状況下での値上げ申請なので、過去の常識と違うことが起こって

いるかもしれない。需要がむしろ過大ではないかということはちゃんと見ていかなければいけな

いということは間違いないのですが、関電の説明で需要想定を下げると料金が下げられるとは限

らないといったのは、普通の常識に照らしてもそう言われていることであって、恣意的に消費者

を騙すために言ったのではないということはご理解ください。この点については、委員会でも慎

重にわかりやすく何度も何度も説明しなければいけないと思っております。 

 その過程で試算をしたのかという質問に関して、試算はやろうと思えばできるけれど、かなり

ざっくりした想定を置かざるを得なくなる、そうするとそもそもそう想定したことが妥当なのか

という批判が出てきて、電力会社の非常に慎重な性格からして、そのような想定が恣意的じゃな

いかという批判を受けることを恐れて、あるいはミスリーディングな情報を出すことを恐れて、

試算の結果は出していないのだと思います。しかし、これだけ多くの人が関心を持っているとい

う事実からしても、ざっくりした想定なので確実ではないかもしれないけれど、私たちはこうい

う前提を置いて試算をしたらこうなりましたということはむしろ積極的に出していってもいいの

ではないかと考えます。その結果として固定費の削減がもう少しあればこうなるとかというのは

見る人がそれぞれやればいいことで、、私たちはこれがリーズナブルだと思うが100％確実ではな

いということをきちんとクレジットした上で試算結果を出すことは検討すべきです。今までの電

力会社さんの慎重な姿勢からして極めて抵抗があるというのはわかりますが、これだけニーズが

あったということはご認識ください。 

 それから、顧問料については、また再び複数の方がご指摘になったのですが、14人いて1.4億円

だから全体の原価に比べれば小さい。仮に全部カットしたとしてもほんのわずかしか電気料金は

下げられないということはあるとしても、しかしこれだけ多くの人が関心を持つということは、

いわば会社の体質をあらわしているのではないかと多くの人が思っているから注目されていると

いうことはぜひお考えください。 

 膨大なコストから見れば小さな額だと考えるのではなく、東京電力のときには最初から入れて

こなかったコストを入れてくることに対する体質、このような危機的な状況のもとで本当に継続

的に支払い、それを原価に入れるということが正しいのかどうか。従業員を減らすことを考える

よりも先にこちらに手をつけることを考えるべきではないかということを多くの人が考えている

ということは、ぜひ真剣に受け止めてもらいたい。 

 顧問料として出てきた経費は、手当はほんの一部のことであって、部屋を用意していないか、

秘書をつけていないか、お車を用意していないか、そういうことも含めて関心があるのだという

ことをきちんと認識してください。 
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 それから、わからないことが多過ぎてということをご指摘になった方がいらした。多過ぎてい

ちいち挙げていられない、この時間内で挙げることは難しかったというのは十分わかりますが、

30日までの極めて限られた時間の中で１つでも２つでも具体的に挙げていただけると、その結果

としてこういうことがわからないのかということで事業者も反省し、より情報を出し、その結果

が多くの消費者の利益になると思います。多過ぎて列挙できないというのはよくわかりますが、

それでも具体的に１つでも２つでも出していただければ大変助かります。 

 それから、総括原価に関して、事業報酬率に関してです。これはルールで2.9％と決まっている

のでルールに従えばどうしようもないかもしれないがというのは誤解です。2.9％というのは私た

ちがきちんと査定して行います。この率が資本コストに比べて余りにも過大になると資本をたく

さん抱え込む強い誘因を与えてしまうことになり、無駄を将来的にも誘発しかねないので、ここ

については非常に慎重に、言い値の2.9％をこの委員会でもきちんと査定することになると思いま

す。その点についてちゃんとやれという叱咤をいただいたと受けとめさせていただきます。あり

がとうございました。以上です。 

○安念委員長 

 ありがとうございます。永田委員、どうぞ。 

○永田委員 

 きょうの後半の陳述人の方のご意見の中にも、専門委員として私も確かにこの点はというのが

幾つかございまして、右近さんの知らされる権利とか選択できる権利、この辺については後でや

はりディスクローズの体制も含めて改善する余地があるというふうに考えております。それから

大森様の社会的弱者への減免制度、確かにこの電気料金専門委員の中ではこれに踏み込むわけに

はいきませんけども、やはり何らかの制度がないと事業者の方、特に中小事業者の方に対しての

影響は大きいと、この制度について経産省を含め関係各省の方でご検討いただきたいと考えてお

ります。 

 それから、小野島様のほうからも文書がわかりにくいとかいろんなご指摘がございましたけど

も、この辺も事業者の方がきちんと対応していただきたいと思います。それと最後有地様のバッ

クエンドも含めて積み立て方式、これは私も、稼働がなかった場合引き当てされないという結果

になりますので、これでは実は十分なコストが反映されていないのではと懸念をいたしておりま

す。 

 それと、全体的な話の中で総括原価方式がわかりにくいということでしょうけども、それはそ

うでしょうというのが私の実は率直な気持ちです。なぜならば例えばトヨタさんの原価計算の仕

組みがもし開示された場合それを一般の方が理解できますか。私はできないと思います。それは
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なぜならば会計的な知識、それから例えば原子力の再処理の知識とか専門的知識、財務的な知識

があって初めて全体が理解できるようなものであって、これはなかなか難しいと思います。たと

えば車でしたら選択ができると思います。つまり、価格がわかりにくければ買わない、他社の安

いものを買うという選択ができますから、先ほど右近様がおっしゃられた選択できる権利がない

という構造の中で、やはり総括原価方式のところについてはわかりやすく、きちんと説明してい

ることが重要なポイントだと思っています。 

 それと、原電さんの問題が再三出ていますけども、事業者の方も過去これは国のもしくは全体

の原子力政策の中の一つのピースみたいなもので、ここをとってしまうと全体の調和が瓦解して

しまうというところもあるかと思っております。したがいまして、これはある意味では国の原子

力の政策が変わった場合の政策変更コストをある程度国が持つのか、もしくは事業者が負担する

のかというところも視点としてあるのかなと個人的には思っていまして、このあたりは専門委員

の中でも再度検討を加えていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 じゃ辰巳委員。 

○辰巳委員 

 ありがとうございました。私も何で値上げなのか説明が全然わからないと言われたあの言葉が

非常に心に残っております。せっかく全戸に配るチャンスがあってお配りになったものが本当に

理解できないような説明というのであれば、一から間違っているんじゃないかなとまずは思いま

した。 

 それで、燃料購入、特にＬＮＧの購入の価格に関してですが、そういう燃料調達費についても

どうせ電気料金で負担されるんだから真剣に交渉していないんじゃないのかというような根底に

不信感があったり、あるいは大口の契約はいっぱいいろいろとあるので安いのじゃないだろうか

と疑ったりという、そういう不信感が電気の事業者との間にあるということ自体が非常に大きな

問題だと思っています。すごくいい表現をしてくださった方がいましたよね。関西電力さんに電

気を売るだけじゃなくて幸せに暮らせるような情報提供のできる企業になってほしいんだという

期待ですね。それをきちんと言ってくださって、それも優しい関西弁で話されて、非常によかっ

たなというふうに思っておりまして、そうはいいながらもチクリと厳しい本音を伝えていらっし

ゃるんだということも心に残りました。 

 それで、頑張ってほしいのですが、一方、やっぱり消費者の側も、何でも安けりゃいいわけじ
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ゃないんだよということ、根拠が妥当であるのならば私たちもちゃんと責任を負いますよという

ふうなご意見もありました。その通りで、そこのところもきちんと受けとめていただければなと

いうふうに思いましたし、そういう気持ちで私は自分の立場でこの委員会に意見を述べさせてい

ただきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。 

○梶川委員 

 概括的なことは午前中、また午後一番と同じでございますけれども、先ほど松村先生がおっし

ゃられたことは私も全く同感でございまして、午後の一番目にもちょっと回りくどくお話しをし

たんでございますけれども、供給計画のところというのは皆さん非常にご関心があるところで、

松村先生が言われたとおりのことでございまして、ただそれを数字に慎重な余り大きな方向性に

ついてご説明をいただけないというようなことになりますと、これ実際に査定の中でも多分普及

開発費の内容的な意味で、または省エネに対する広報の意味合いが実際には変わられてくると思

うんですね。やはりできる限り安価な電力をという意味で、今どちらに向けたほうがいいのかと

いうことは本来査定の根拠としてもより裏づけになる話だと思います。現在の設備能力では、電

力使用量がより節約されたほうが供給が安価に、単位当たり原価が低くなるということであれば、

非常に説得力のあるお話でございますから、その辺の費用についてどう考えるかというようなこ

とにもつながってくると思いますので。ぜひそういうシミュレーションをわかりやすくお出しい

ただくということは、すごく大切になられるんじゃないかな。 

 あと、こういったもので何度もお聞きしていて恐縮にもなるんですが、例えば電気を買わない

のにどうして払うのみたいなこういう多くの方が少しご心配になる、また疑問になられる部分と

いうのは、本当にわかりやすく懇切丁寧にご説明いただくという。重点的に納得感のいくご説明

を今後も続けていただければなということでございます。これ例えば関連会社のお話なんかも、

皆さんが最初にある種の余談ということになるのかもしれないんですが、そちらからおっしゃら

れれば。ただ、やっぱり何となく疑問を持たれていると、この辺はどれだけ納得感のいく説明を

丁寧にかつわかりやすくし続けていただくかということは、やっぱり冒頭の総括原価というもの

の裏表の納得感のある説明責任というのはどうしても必要になるのかなと、私も今後そういった

観点を含めまして、かつ具体的な費用項目について査定をさせていっていただき、消費者、ユー

ザーの皆様のそういった不信感が少しでも解けていくということが、御社にとられましてもユー

ザーにとっても、本当の意味で納得感のいく査定になるのではないかというふうに理解させてい

ただきました。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 
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６．閉会 

○安念委員長 

 以上をもちまして、予定されておりました意見陳述が終了いたしました。 

 改めて陳述人の方々には、ご多忙の中ご出席をいただきまして貴重なご意見を賜りました。ま

ことにありがとうございました。心より御礼を申し上げます。 

 再々申し上げることでございますが、なお質問事項がおありでしたら、30日までに文書で事務

局宛てご提出をいただければと存じます。陳述人の皆様のご意見を踏まえ、当審査専門委員会と

いたしましては、今後申請内容の精査を行ってまいります。 

 また、傍聴の方々、プレスの方々にも、長時間にわたり熱心にご参加をいただきまして公聴会

の円滑な進行にご協力を賜りました。ありがとうございました。 

 それから、小林局長以下、休日を返上していただきまして、この公聴会の設営と運営に当たっ

ていただきました近畿経済産業局の皆様にも心から御礼を申し上げます。 

 また、終日綿密にご説明、それから答弁をいただきました関西電力の皆様にも御礼を申し上げ

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 

 本日はご多忙のところ、陳述人の方々、傍聴人の方々には、公聴会にお越しいただきましてま

ことにありがとうございました。 

 また、安念先生初め専門委員会の委員の方々にも、ご出席いただきましてまことにありがとう

ございました。 

 本日大変多数の貴重なご意見をいただきました。こうしたご意見につきましては、国民の声と

あわせまして、審査専門委員会での審議も含め、今後の審査に反映させてまいりたいと考えてお

ります。 

 それでは、これをもちまして、関西電力による電気料金値上げ申請に係る公聴会を終了いたし

ます。どうも本当にありがとうございました。 

 なお、お帰りの際には、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によろしくお

願いいたします。 

―― 了 ―― 
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