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毎日新聞 ２０１３年１月５日 
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意見陳述１８番：佐藤 敦子 様 

（意見の概要） 

昨年末、九州電力が各家庭に配布したパンレット「電気料金の値上げ申請についてご説

明させていただきます」には、8.51％の値上げ理由を「火力燃料費等の大幅負担」として

います。これは、安い燃料が購入できるよう、国と九電が力を合わせて努力すべき事で、

その努力もなく値上げ申請が行われたことは納得いきません。値上げの背景には、昨年来

止まっている九電の玄海 4 基、川内 2 基の原子力発電所を再開したい意図があるものと思

われ、九電の電気を使っている市民や企業に対して、「再稼働させなければ値上げするぞ」

という脅しにも似たやり方と受け取れます。 

昨年夏、今年の冬、九電の玄海 4 基、川内 2 基の原子力発電所が止まっても九州は切り

抜けました。それほど九州中が原発の稼働を嫌っているのです。九電は原発に偏った経営

をやめてください。そうすれば企業や家庭は、電気を使用する時間帯や使い方等をもっと

工夫して協力するでしょう。2011 年 3 月、東京電力福島第一原子力発電所 1、2、3、4 号

機の爆発事故を起こした日本は、現地福島や日本はもとより、遠く米国でストロンチウム

が観測されるなど、全世界に核汚染をもたらしたのですから、核発電は即刻止めなければ

いけません。事故のリスク、核兵器に転用可能な放射性核廃棄物、子孫に残す負の遺産、

どれ１つとっても、国や九電は核発電の再稼働を強いてはいけません。 

以上 

 

意見陳述１９番：宇田 純子 様 

（意見の概要） 

九州電力電気料金値上げ認可要請に対し、反対意見を陳述します。 

値上げ認可を申請する理由は、消費者から見て全く納得できません。 

原発が稼動できなかったから、消費者に電気料金増額を強制するというのは理由になり

ません。不景気の中、赤字に苦しむ企業はこの世の中に数え切れずあります。 

そして、不景気の中、賃金は上がらず、家計のやりくりは大変です。 

経営や生産の合理化に取り組んでいる企業がある中、九州電力がそのようなリストラク

チャライズイングをしたとは収支報告の数字からほとんど見えてきません。電気は公共事

業として優遇され、原発事業では国家予算も投入されてきました。 

このたび、九州電力は、世帯向けにチラシを配布し、値上げのお知らせをしていますが、

値上げ理由のはずの収支報告を読んで、憤りを深めています。私たちには省エネを呼びか

けていますが、その需給結果を報告していません。私たちに請求される電気代を見ればわ

かりますが、需要は明らかに減っているはずなのです。 

ところが、九電の資源調達費はやたらと急激に増え続け、一方私たちが本当に心配して

いる老朽化原発の廃炉や発電所の安全対策･地震対策は不明です。 

私たちは省エネに取り組んでいますが、チラシを見る限り、九電は、電気供給のコスト

パフォーマンスも安全対策も何も説明できていませんでした。 

電気代の値上げの前にまず、消費者にもっときちんと説明をしなければなりません。 

それに、九電は、九州を代表する最大手企業として十分な不動産や資産を保有していま
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すので、電気料金を上げる前には徹底した経営と生産の合理化を求め、このたびの値上げ

認可要請に反対します。 

 

意見陳述２０番：田口 常幸 様 

（意見の概要） 

まず今回の公聴会の開催にあたって、私達国民に必要な情報が説明されていないことを

掲げたい。九州電力はホームページで値上げの概要や QandA を作成し公表しているか？そ

れだけでは私達は理解できない。電力会社として一方的情報を流し、具体的に説明し、顧

客の意見を聴く姿勢がない。その上で、やはり、私達は今後、電源構成や今後の電力事業

のあり方に多くの疑問を持つ、将来的に安全で信頼性の高い電力事業について述べたい。 

 

意見陳述２１番：樋口 充喜 様 

（意見の概要） 

「ずっと先まで、明るくしたい」をメッセージに、「快適で、そして環境にやさしい」そ

んな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。とする九州電力の 4 つの挑戦は、①地

球にやさしいエネルギーをいつまでも、しっかりと。②「なるほど」と実感していただく

ために。③九州とともに。そしてアジア、世界へ。④語り合う中から、答えを見出し、行

動を。に挑戦している一方で、東日本大震災に伴う福島原子力発電所の事故は私たちを震

撼させました。また、この事故以降、九州電力が稼動を中止している原子力発電所の影響

で、火力発電所などの燃料費等の増加により、2011年度は 2,300億円の赤字、2012年度は、

緊急経営対策として－1,500 億円規模のコスト削減を実施しても 3,700 億円程度の赤字と

なることについて、4 月から家庭向け電気料金の 8.51％値上げを経済産業省に申請したと

のことにつきまして、その影響は直接我が家の家計を脅かすだけでなく、私の生活圏全体

の経済への影響もあるのではないかと危惧しております。また、その一方で、電力の安定

供給に向け原子力発電所の再稼動もまた、将来にたいし、「ずっと先まで、明るくしたい」

の御社のメッセージにあるように、私たちの子孫の時代まで安全が担保できるのか？非常

に不安を抱いているところです。 

この間、「やらせメール」の問題や、以前の公聴会での「やらせ発言」などの経緯もあり、

何を信用していいのか？私自身不審を抱いています。さらに、会社内部の問題とは思いま

すが、会社の理事の報酬も、日頃、私には程遠い桁違いなものであることをマスコミを通

じ耳にしていますが、本当でしょうか？ 

中小の企業からも、「さらなる負担を強いる料金値上げが長期化すれば、中小企業は耐え

られない」との主張もあるなかで、電気料金上昇抑制と電力の安定供給のため、原発の安

全に誰が責任を取るのか？明確にしたうえで、将来にわたる電気事業の安全・安心の供給

方法を見出すことが先ではないかと考え、是非、今回の公聴会へ参加させていただきたい

と思っていますので、お取りはからいのほど、よろしくお願い致します。 

 

意見陳述２２番：荒川 謙一 様 

（意見の概要） 
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 九州電力は、自社自主努力が全く欠如しており、その経営責任を値上げという安易な方

法で消費者に転化することは許されない。九電の原発安全対策は、特に玄海 1 号機の数キ

ロに及び可燃性ケーブルの交換、非常用緊急冷却ポンプの地下からの移設など、事実上、

不可能な対策をかかえ、国の安全審査指針も定められない現状で、再稼働前提にウラン燃

料を発注してしまうなど、為してはならない行為をしている。又、広報費のムダ、「やらせ

問題」や「オール電化」で不正使用、原発震災後でも、役員報酬の削減の軽減、修繕費や

不適切な社内の福利厚生費の計上に見るように何も変わっていません。電気事業法の「総

括原価方式」を悪用、利潤追求してきた九電のムダ遣い、値上げ申請は却下して下さい。 

 

意見陳述２３番：門馬 睦男 様 

（意見の概要） 

1、電気料金値上げは認可すべきではありません。 

2、「やらせメール」「夏の計画停電」など九州電力の幹部は国民の信用をなくしています。 

3、燃料買取価格に対する不信、原発工事の重層下請けや暴力団介在の噂、内部留保金の未

公開、無駄な政治への献金など、公共事業としての自覚があるならば、値上げの前にやる

べきこと、改革すべきこと、身を清めるべきことがあるはずです。 

4、福島の事故を経ても、原発再稼働を主張し、核燃料廃棄物の処理すら困っているのに、

何故そんなことが言えるのでしょうか？国民を騙している九電幹部は、今は何をしても各

民から信用されないと思います。 

5、九電という企業は、経営を国に返上させるか、人事を刷新してから出直すように指導し

ていただくようお願いします。 

 

意見陳述２４番：松枝 正幸 様 

（意見の概要） 

九州電力の電気料金の値上げに次の３つの理由から反対する。 

第一の理由は、値上げをする前に、燃料費が安くなるように、企業努力をするべきであ

ったのになされていないし、値上げ申請資料では今後３年間の LNG 価格を２０１１年より

さらに１３％も高く設定し、企業努力をしようという姿勢さえ感じられないからである。

「国際市場では LNG は１００万 BTU あたりの価格で取引される。米国では近年、地下の岩

盤にあるシェールガスが採取されるようになった。そのため天然ガス価格が大きく下がり、

この４月には１．８ドルをつけた。 

 しかし、日本は中東や東南アジアの産油国から調達し、価格も石油価格に連動するとい

う不利な契約で、昨年は概ね１８ドルで買っています。ざっと１０倍の高値です。ただし、

北米産を調達する場合、液化して専用船で運搬しなければならない。その液化コストが２．

５～３ドル、輸送コストが３ドル、合わせて８ドル程度になる。しかしそれでも現在の半

額以下です。現に、電気料金が日本より安い韓国は米国からそれに近い１０ドル程度の価

格で買っていると見られている」と資源エネルギー論の岩間剛一・和光大学経済経営学部

教授が指摘している。半額で調達できると仮定すれば、値上げどころか、それだけで電気

料金の値下げも可能になる。大阪ガスと中部電力がアメリカでシェールガスを２０１６年
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度から現在の 60％で購入、液化工場と輸送船を作る計画である。近い将来、調達価格が大

幅に下がることが期待できる。 

 ところが、値上げ申請資料では、九電は今後３年間の LNG 価格を７１８４１円／t で買

うと試算している。これは、２０１１年よりさらに１３％も高い。燃料費が安くなるよう

に、企業努力をしないで、バカ高い燃料を買い続ける無能経営のツケを電気料金値上げで

消費者に回されてはたまらない。 

 シェールガスはカナダなどでも開発が進んでおり、日本の三菱商事が北米最大級の埋蔵

量を持つ鉱区の権益を獲得し、近く生産を開始する。天然ガスの調達先を見直せば、当面

は燃料コストが赤字でも、いずれ燃料費が大きく下がって値上げなしでもその分をカバー

できるはずである。 

第二の理由は、〔原価算定上の原子力運転計画〕を白紙撤回するべきだからである。現在

停止中の原子力発電所の再稼働時期については、原価算定上、平成 25年７月からと設定し

ており、以下の理由で再稼動は許されない。 

①福島第一原発事故の放射能汚染による悲惨な状況からわかるように、住民の暮らし、

健康を脅かし、取り返しのつかない状況をつくりだす。 

②玄海原発の使用済み核燃料プールはすでに７８％が使われており、３号機と４号機を

再稼働すればあと５，６年でプールは満杯になると予想される。これ対する計画が何

もない。 

③浜岡原発では大津波対策として２０m近くの防波壁を建設中で費用は１４００億円を

超えると報道されている。再稼働をするとなると世界最高水準の安全対策を講じるべ

きだが、そうなると莫大な費用が必要になる。この莫大な費用は、「総括原価方式」で

電気料金に転嫁され、更なる大幅な値上げが必要になる。 

④福島第一原発事故による賠償や除染、事故処理、廃炉解体などによる莫大な費用は、

血税と電気料金で私たち国民が払わされることになっている。このように、原発は、

事故を起こすと、費用負担の面でも、国民に多大なる負担を強いることになる。 

第三の理由は、「総括原価方式」による電気料金の値上げは認められないからである。他

の民間企業のようにコスト削減の努力はしないでも、かかったコストはすべて電気料金に

転嫁できる仕組みになっている「総括原価方式」は、これまでも多くの問題点を指摘され

てきた。 

２０１１年９月の佐賀新聞の報道では、九電が玄海漁連に７億円の資金援助をしたとあ

る。他にも、重粒子線がん治療施設に約４０億円、早稲田佐賀に２０億円等合わせて約６

５億円の寄付、川内市には約３８億円（０７～０９年度）の資金援助。電力事業は地域独

占で、宣伝広告する必要はないはずだが、電力会社の集まりである電気事業連合会の広告

宣伝費は、過去５年平均で年約２０億円という。電事連や原子力損害賠償支援機構などへ

の負担金。福利厚生施設の維持管理費。これらは、電気料金として私たち消費者が負担す

るのはおかしい「経費」なのだが、電気料金に転嫁されてきた。東電の電気料金審査専門

委員会は、１.福利厚生費などの削減を求める ２.広告宣伝費や寄付金などは含めるべき

ではないと報告している。また、東電に関する「経営・財務調査委員会」の報告書は、「経

費」のなかの修繕費が、実際より１０年間で５５００億円多く見積もられていたのを中心
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に、１０年間で６１８６億円多く取りすぎていたことを指摘している。 

「利潤」は「資産」の２．９％をかけて算出される。「資産」とは、発電所や送電網、使用

済み核燃料、福利厚生施設などの資産である。原発などの施設を次々に作った方が利益を

増やすことができる。 

このように、他の民間企業のようにコスト削減の努力はしないでも、もうかる仕組みに

なっているのが「総括原価方式」である。  

電力会社は、地域独占かつ「総括原価方式」かつ国策民営で、他の民間企業のような競争

にさらされることなく国によって守られてきた。そして、国民に多大なる負担と「殿様企

業」と言われるように放漫な経営をもたらした。福島第一原発事故による東電の経営の崩

壊を契機にして、電力会社のあり方を見直すときである。 

 

意見陳述２５番：山崎 倉俊 様 

（意見の概要） 

電気料金の値上げは納得できない。 

① ３人に１人が非正規雇用であり、 働く人の賃金は 1997 年のピークから１世帯平均で

102万円も減少し、「保険証がない、窓口負担が払えない」などで病院にかかれない世

帯が急増しています。高齢者をはじめ医療費の負担、介護の負担はいまでも重く、電気

料金の引き上げは貧困と格差をますます深刻にします。 

東京電力の場合、利益の９割は家庭用電力であげているという報道がありましたが、 

九電は家庭用と大口で、電力量と利益がそれぞれどうなっているか示してください。

しわ寄せを庶民に求めているのではありませんか？ 

②割高で燃料を購入しているという問題が指摘されているのに、この問題へのとりくみが

見えません。比較のため九電と、韓国など諸外国での火力発電燃料でのコスト比較を示

してください。 

③ これまで、寄付金・宣伝費・給与・厚生費など一般では考えられない経費を使ってきて

います。これまでの高価格押しつけの責任はどうかんじられていますか？ 

原価構成の総括表は提示されていますが、個々の内容についてはいまでも掴めません。

資産のリストも含め、第三者機関での経営監査を行った上でのないと値上げの論議は

受け入れられません。とりわけ、2011 年 6 月に起きた原発やらせメール事件等があっ

たことからも、九電からだけの発表資料では判断できません。 

④未だに 16万人もの人々が避難生活を余儀なくされ、活断層の実態が明らかになってきま

した。原発事故の危険が再び起こる可能性がどこにもある中で、原発の再稼働は絶対に

容認できません。原発のコストは、原発除染や賠償、廃炉の費用、さらには「核のゴミ」

の管理費用など膨大です。事故処理の公的資金も電気料金に上乗せする気でしょうか。

苦難も後始末も国民にかぶせるということを容認すれば、子々孫々に顔向けできません。

何よりも原発による放射能汚染が人間と共存できない危険なものであることをもっと真

剣 に深刻に考えるべきではないでしょうか。値上げを申請するなら、廃炉の決断をして

からにしてください。 以上 
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意見陳述２６：中村 高明 様 

（意見の概要） 

私たちは企業経営を通じて、地域経済の発展と活性化を促進し、地域の雇用を守り拡大

することをめざし、「よい会社をつくろう・よい経営者になろう・よい経営環境をつくろ

う」の三つの目的のもとで、自助努力による経営の安定･発展と中小企業をとりまく経営環

境を是正することに努めて参りました。 

リーマン・ショック後の赤字から何とか立ち直ろうとしている矢先にこの度の電気料金

の値上げは、大きな負荷を与えられます。 

私たちにとって電気は生活面にも生産面に於いても欠くべからざるものであり、しかも

九州電力（株）からしか買うことができません。独占企業であるが故に社会的責任は非常

に大きいわけですので、九州電力（株）に対しましては、 

 ① 徹底した企業努力を行っていただき、国民生活すべてに関わる電気料金の値上げ  

を撤回していただくこと 

 ② それでもやむを得ず電気料金を値上げする場合、最小限の値上げに留めることを要望

いたします。 

また、国に於かれましては、 

②  送配電を分ける等の電力事業の自由化を強力にすすめること 

③  電気料金は「公共料金」であるとの認識の上で、値上げに関する監督機関を置くこと 

を要望いたします。 
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２日目（２月１日） 

 

意見陳述１番：三輪 幸子 様 

（意見の概要） 

1.コスト面について 

九電の電気料金値上げの理由に「原発が停止しているので発電コストがあがり、赤字

になった結果」とあるが、そのコスト計算の内訳と説明が不明瞭であることを指摘した

い。 

2.安全性について 

原子力発電は安全性が確立されていないのに、再稼動を見据えた上での値上げはとて

も消費者および市民は納得がいかない。 

3.民意を操作するような値上げの宣伝に反対 

各家庭に配布されたリーフレットやホームページでの値上げについて必ず「原子力発

電所の再稼働の遅延がもたらす大幅な赤字」といった前置きをしているが、それはあく

まで再稼動したい経済界と九電側の一方的な言い分であり、市民への圧力である。 

4.企業努力の不足について 

コスト削減やエネルギー転換などの企業努力をないがしろにして消費者だけに負担を

押し付けることは認めがたく、電力供給会社として一社独占状態である企業体質が招い

た結果の今回の値上げには賛成出来ない。 

九電は東電・福島第一原発事故を受けて原発の危険性を真摯に受け止め、原発に頼ら

ない発電方法を探究して欲しい。 

 

意見陳述２番：入江 亮 様 

（意見の概要） 

設備投資の失敗という経営責任を、電力会社を選べない消費者に転嫁するのはやめてく

ださい。 

 

意見陳述３番：脇 義重 様 

（意見の概要） 

私は、九電の電力料金値上げに対し、下記の理由から値上げ認可反対の意見を陳述します。 

理由１．料金値上げの前に実施すべき経営改善策が施されていない。 

    １－１．原発事故、特に過酷事故は九電の総資産を売却しても賠償できない額の 

        賠償責任が発生する。また、経営的にも不採算な原子力発電事業から撤 

退すべしところ、存続・再稼動を前提とした資産的・営業的な計算が今 

回の値上げ申請書に織り込まれている。今回の電力料金値上げ分が、原 

子力子力事業関係部門に充当されることになり、撤退しづらくなる。 

    １－２．合理的な説明がつかない立地周辺への地元対策費や原子力事業の広報広

告費などの多額の費用支出の是正が示されていない。 
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    １－３．発・送電分離、スマートグリッドへの対応など、九電が経営維持・改善 

のために為すべき対策が盛り込まれていない。 

    １－４．九電内部留保の取り崩しなど、値上げ回避の努力が見受けられない。配 

布チラシに記載の[当社の収支状況]は、燃料購入費の高騰を強調し、        

料金値上げの理由にしているが、資本勘定を掲載していないので不公平 

の感がする。安易な料金値上げの前に余剰・遊休資産の売却や利益剰余金

の取り崩しなどの経営の赤字処理の方法が実施されるべきである。 

    １－５．割高の電灯料金と割安の電力料金体系も是正されていない。 

理由２．今回の値上げ申請は、一回では留まらない。低額燃料確保の説明がない。 

    ２－１．外国為替相場は、現在は円高基調であり、輸入には好条件下にある。 

この好条件下で、敢えて輸入「火力燃料費等の負担が大幅に増加してい 

る」ことを理由とする値上げを認可したら、今後円安基調に移行した時、 

順次の値上げ申請が繰り返されることになる。電力料金の値上げは、物 

価変動に大きな影響を与える。インフレが国民生活をいっそう圧迫する 

ことは必定である。 

    ２－２ 現在の火力燃料費高騰の原因は、輸入ルートの確保問題と密接に関係し 

ている。より安価な燃料輸入確保の経営努力への言及がない、安易な値 

上げ申請は経営赤字の消費者への転嫁以外の何ものでもない。 

理由３．電化製品の普及主導の果ての、利用者転嫁の電気料金値上げ申請に納得できない。 

    ３－１．九電は「電力の安定供給を維持するため」として値上げを申請した。 

        しかし、電力供給体制の肥大化と維持費増大現象の責任は、消費者にで 

はなく、九電経営にある。 

    ３－３．電化製品の普及を主導した挙句、消費者に利用者負担を強いる値上げ申

請に理由がない。 

理由４．赤字解消方法は、利用料金値上げ以外にあるはず。九電は値上げ申請の前に、そ

の途を追求すべし。 

 

意見陳述４番：田中 裕子 様 

（意見の概要） 

・原発は夢のエネルギーでした。それが瓦解したのが、１９８６年４月２６日チェルノブ

イリ原発事故でした。その事故をきっかけに「原発のこと」「放射能のこと」「放射能廃

棄物のこと」「原料であるウラン採掘のこと」「再処理のこと」などについて学習してき

ました。 

・学習するほどに、原発が持つ問題の深さに恐れを抱くようになりました。 

・私たちは、子どもを産み育て、未来に子どもたちの「いのち」に責任を持っていかなけ

ればなりません。生きるために食べるし、一生懸命生きること、「いのち」の大切さを子

どもたちに伝えたいと思います。 

・その大切な「いのち」の対極にあるのが原発であることを思い知らされたのが、「３．１

１」の東京電力福島第一原発事故でした。 
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・福島をはじめとする東北・関東の被曝の真実と向き合うと、原発稼動を前提とした電気

料金値上げは絶対に許容できるものではありません。 

・東京電力が起した原発事故は、人ごとではありません。「他山の石以て玉を攻むべし」で

す。多くの市民は「もう原発から脱却したい」「原発のエネルギーで暮らしたくない」と

考えるようになってきていると思います。 

・それにしても、九州電力は不断の経営努力をされているふうには見えません。しかも、

世界は「３、１１」以前と「３，１１」以降では確実に変わりました。それに合わせて、

いろんな仕組みも変えるべきだと思います。政治は自民党圧勝でしたが、原発政策が自

民党のものになったわけではありません。原発に頼らないで暮らしたいと願っている市

民は選挙前と同じ数だけいると思います。 

・電力会社は、もっと市民の生活に寄り添うべきではないでしょうか。今回の九電の値上

げ申請を許可しないでください。                     以上 

 

意見陳述５番：田原 幸子 様 

（意見の概要） 

・原発は夢のエネルギーでした。それが瓦解したのが、１９８６年４月２６日チェルノブ

イリ原発事故でした。その事故をきっかけに「原発のこと」「放射能のこと」「放射能廃

棄物のこと」「原料であるウラン採掘のこと」「再処理のこと」などについて学習してき

ました。 

・学習するほどに、原発が持つ問題の深さに恐れを抱くようになりました。 

・私たちは、子どもを産み育て、未来に子どもたちの「いのち」に責任を持っていかなけ

ればなりません。生きるために食べるし、一生懸命生きること、「いのち」の大切さを子

どもたちに伝えたいと思います。 

・その大切な「いのち」の対極にあるのが原発であることを思い知らされたのが、「３．１

１」の東京電力福島第一原発事故でした。 

・福島をはじめとする東北・関東の被曝の実態を知れば知るほど、原発稼動を前提とした

電気料金値上げは絶対に許容できるものではありません。 

・東京電力が起した原発事故は、人ごとではないと考え、私共グリーンコープ生協は、電

力を電力会社だけに任せてきたことを反省し、私たち自らが電気を作りだしていかなけ

ればならないと考えるようになりました。食べ物の『安心・安全』を自分たちで作り出

すのと同じように、です。 

・市民は市民でやれることを考え努力していきます。九州電力も最大限の経営努力をして

ほしいと願います。現状はこれまでと同じように胡坐をかいているようにしか見えませ

ん。「３，１１」を真実をきちんと受け止めてください。 

・今回、九州電力はいろいろと理由付けをして値上げしようとしていますが、その一つひ

とつに納得することができません。原発を動かしたいだけの、脅しのようにも感じ取れ

ます。もっと市民の生活に寄り添って温かい心ある判断をお願いします。 

以上 
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意見陳述６番：勝連 裕子 様 

（意見の概要） 

値上げの前にぜひ申し上げたいことと、伺いたいことがあります。 

・エネルギー選択の自由について・・いまだ先進国の日本で実現していないが、環境に負

荷の少ない発電による電気を選択したい。 また、その実現が持続可能な経済に繋がり

ます。 

・日本や九州のエネルギー・・・利用可能性の高い潜在力があります。 

・地震国日本と原発の危険性について・・また、大事故を繰り返せば取り返しがつかない

という現状認識が必要です。 

・今後の日本のおかれた現実・・東電福島第一の原発震災がもたらす健康被害は、経済ど

ころか、国家の維持すら大変なことになるでしょう。だからこそ、原発にたよるような

経済の考え方自体が矛盾していることにまず気づいてください。特に、列島の西に位置

する九電管内で原発震災が起これば、今度こそ日本は即壊滅を免れません。それに対し

ていったいどんな責任が取れるでしょうか？ 

・地産地消のエネルギー戦略・・一日も早い原発ゼロでも元気な九州電力を実現していた

だきたい。 

・今後も続く被曝労働について・・計画を伺わせてください。 

詳細 別紙「九州電力意見公聴会へのご意見」を添付しております。（本状込みで３枚） 

【別紙】 

別紙 「九州電力意見公聴会へのご意見」      

２０１３．１．１６ 

 

値上げの前にぜひ申し上げたいことと、伺いたいことがあります。 

毎日使用する電気により恩恵を受けておりますことに感謝いたしております。 

ただ、私も含め、大方の方々が、地球環境にやさしい生活をしたいと願いながらも、自

分が望む手段によって発電された電力を自由に選択し、使用し、子孫に健全な環境を残す

ということができないことが残念でたまりません。 

 聞けば、すでにそのような技術は確立され、欧米では日本の技術設備も活用しながら、

子々孫々の生活、並びに環境に配慮した電気を選択、利用する自由が実現しているとのこ

とです。 

先進諸国の中では、スマートグリッドや、再生可能エネルギー分野での新技術を開発、

普及することで、地域での雇用も増加し、輸出にまで結びつけていると聞き及びます。 

 振り返って、わが日本ならびに九州は、豊かな自然に恵まれ、地産地消の再生可能なエ

ネルギー源としての利用が可能なものが豊富にあるにもかかわらず、資源を輸入にたより、

自国の優秀な人材・技術も活かせないまま、エネルギー安全保障が云々と、あれだけの環

境破壊をもたらし、何万人という方々の愛する故郷を喪失させた原発にいまだに依存しよ

うとしております。 

すでに活動期に入った地震大国のわが国では、どんなに耐震に気を配ろうが、配管の一

つでも損傷を受ければ、東電の福島第一以上の大参事を招きかねないという可能性を配慮
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せねば、危機管理もできません。 

また、半永久的に環境から隔離すべき死の灰等の核物質の後始末については、原発を廃

炉にしても良作はいまだありません。 

そのことがわかっていながら、脱原発を無責任だと否定することこそ無責任と言わざる

をえません。責任が取れると言われるのならば、すぐにでも広大に汚染された関東以北を

元に戻してみせていただきたいものです。 

しかし、それは、住んではいけないような、放射線管理区域以上の場所に１５０万人も

住まわせ続けているような大量殺人にも繋がりかねない行為であってはなりません！これ

により、近い将来、日本に住む私たちや数限りない生物のＤＮＡが広く損傷し、蝕ばまれ

ていくことは、事故後に生まれる子どもたちにも深刻な健康被害が出ているというチェル

ノブイリの被災地を検証すれば推察できる即刻対応すべき危機です。 

この国の未来は医療も福祉も含めて破たんし、経済どころか、国家の維持すら大変なこ

とになるでしょう。だからこそ、原発にたよるような経済の考え方自体が矛盾しているこ

とにまず気づいてください。 

特に、列島の西端に位置する九電管内で原発震災が起これば、今度こそ日本は即壊滅を

免れません。それに対していったいどんな責任が取れるでしょうか？予防原則で、即廃炉

しかありません。 

 オール電化や、揚水発電所が、夜間の余剰電力の解消のために導入されましたが、原発

が停止しておりますので、出力調整で、必要な分のみを残してエネルギーを節約すること

が可能となりました。 

また、原発開発に関わる予算は、使用済み核燃料を含めて安全に維持管理する人材育成

や、何万年にもわたる管理について、原発サイト内で行わざるえない可能性も含めて、廃

棄物処理・安全管理については、原発導入を阻止できなかった手前、国民も費用を負担す

るのは当然と考えます。 

ただ、やり方として、膨大な死の灰をもっと厄介な物質とし、深刻な汚染を前提とする

再処理と核燃サイクルは、百害あって一利なしなので、即やめていただき、その分の予算

を安全管理と、環境に本当にやさしい地産地消の再生エネルギーの研究開発、並びに普及

にまわせばいかがでしょうか？  

また、総括原価方式では、国民は値上げに納得できません。 

冒頭のような電力の自由化も必要です。 

 電力会社の懸念は、原発関連が大きな不良債権としてのしかかってくることとうかがっ

たことがあります。そうならない工夫は、石炭から石油への大転換で経験していることを

活かしつつ、ぜひ国にやっていただき、一日も早い原発ゼロでも元気な九州電力を実現し

ていただきたいと存じます。 

 原発よりは格段と効率が良い天然ガスや、褐炭ガス化によるコンバインド発電で、各地

域でコージェネレーションや、スマートグリッドも取り入れれば、送電ロスも少なく、温

排水で環境を破壊することも少なくなるでしょう。 

これをつなぎとして、再生可能なエネルギーと、蓄電技術を組み合わせた安定したシス

テムを完成させればいかがでしょうか？ 国産のエネルギーを実現できます。 
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電気やエネルギーのプロ集団として、メンテナンスも含め、雇用も確保できますし、余

計なところにお金をまわさずにすめば、経営にもプラスだと考えます。 

また、これからも続く被曝労働も、私たち大人が原発に手を出した責任を自覚し、背負

っていかねばならない重い課題です。それに対する計画も含め、値上げの前に納得いく答

えを伺わせてください。      

 

意見陳述７番：植田 圭史朗 様 

（意見の概要） 

１．一般の企業と違い、一定の経営環境（総括原価方式制度）であり、自然独占事業者で

ある電力会社には、丁寧かつ積極的に効率化の説明をしていただきたい。 

２．一番簡単な施策である利用者の料金値上げをする前に、経営を圧迫している燃料費コ

スト対策を具体的に先に実行する、または、燃料費調達価格、契約形態等全て正確に情

報公開し、具体的なビジョン、精度の高い事業計画を示して、理解を求めることが先な

のではないでしょうか。 

  今回、LNG 購入価格を質問しましたところ「守秘義務のため、お答えできません」と

の事でした。 

３．問題点、不安要素 

 ・想定為替レート 79円/＄ ・・・88.0～89.5円/＄（1/16時点）既に影響額 ▲500

億円。これは値上げ後、認可なしで自動的に燃料費調整額として再々利用者負担の可

能性あり。 

 ・政府、日銀による大胆な金融緩和による為替レート可能性 85～90 円/＄？  円安

方向 

 ・LNG購入単価？  ドル/BTU換算値 、LNG購入契約形態？ 

  九電 16～18ドル/100万 BTU、割高な原油連動式契約   

 ・米国 シェール革命により 3～4ドル/100万 BTU、欧州 8ドル/100万 BTU 

  ・日本でも関西電力は 2012.11コストを下げる米-ヘンリーハブの指標価格と連動する契

約締結、中部電力、東京ガス、大阪ガス、三井物産、三菱商事、住友商事等輸入価格

を 30％下げる可能性がある契約を締結。 

 ・米国からのシェールガス輸入を、FTA が関係することではあるでしょうが、早期実現

を強く要望 

 ・原油購入単価（FOB)？  ドル/バレル換算値 

 ・原油 ガボンからの購入価格を決定する指標は？ 

   ミナス原油指標連動価格契約の場合、資源枯渇・低流動性のため価格変動リスクが

高いのではないでしょうか？ 

 ・中東からの輸入があれば、地政学的リスク高く、更なる原油高騰の可能性あり 

 ・原子力燃料費 204億円/年間  ウラン（イエローケーキ）の輸入年間数量は？ 

 ・上記イエローケーキから濃縮ウラン２３５のペレットが生成される数量は？ 

 ・原子力利用率（85％がフル稼動） H25年 36％、H26年 62％、H27年 66％ の根拠は？ 
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 ・原子力発電コストは安いと言われているが、フロントエンド費用、バックエンド費用、

事故リスク費用、廃棄物費用等のトータルで原子力コストパフォーマンスを分かりや

すく説明していただきたい。 

 

意見陳述８番：柿坂 政臣 様 

（意見の概要） 

１．値上申請「平成 25 年４月から、規制部門で 8.51％の値上げ認可申請をさせていただ

いた次第です。 （なお、自由化部門は 14.22％〔規制・自由化合計で 11.26％〕の値上

げをお願いします。」に、反対します。少なくとも、大幅に圧縮すべきです。 

２．有識者会議の指摘にもあるような諸点を徹底すべきです。 

①現行法の趣旨に立ち返り、「値上げ認可時においては原価の厳格な査定を行う一方、値

下げ届出時や事後評価においては一般電気事業者による説明と行政による事後チェ

ックを的確に行うこと」を徹底すること 

 ②総括原価方式の本来の目的である、「事業に要する費用すべての回収を認めるのではな

く、あるべき適正な費用のみの回収を認めること」を徹底すること 

 ③需給逼迫と燃料コスト増圧力の中で、電気料金制度においても、「一般電気事業者が自

らの供給力のみに依存する安定供給確保から、他社供給力や需要側の取組も活用した

安定供給確保に転換すること」を促すこと 

 といった基本的考え方に基づき、現行電気料金制度・運用についての見直すべき点』 

３．総括原価方式＝利益保証について。見直すべきではないか。最早、電力会社は、草創

期ではない。もう、十分、基盤整備も整い、利益保証しなければ立ち行かない、そうい

う財務・社内体制ではないはずだ。 

  ②燃料費、③購入電力料、⑤減価償却費 等々には、疑義があり、また、＜東京電力

に関する経営・財務調査委員会報告書における指摘事項＞に、留意して、値上げを認め

る、認めない、或いは条件を付ける等が、相当ではないかと愚考する。 

 ⑪普及開発関係費、⑭諸費にも、疑義がある。他にも発見できるかもしれません。…

公聴会までには。 

 

意見陳述９番：河内 俊英 様 

（意見の概要） 

①「九電は値上げの理由に、原発の運転停止と、それに伴う代替電源としての火力発電の

燃料費増などで収益が大幅に悪化したことを挙げた。」 

しかし、原発を持たない火力発電中心の沖縄電力は黒字で値上げの必要がないようであ

るが、特別異なる安い価格で燃料調達ができているのだろうか。 

燃料費の高騰だけでは説明がつかない。 

②「九電は値上げ申請と併せ、１３年度から３年間、毎年１１００億円程度を削減する経

営効率化策も発表した。また社員の平均年収を８２６万円から６５０万円に減らすと金

額ことを挙げている。」 
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疑問）しかし、「役員報酬も減額して人件費を圧縮する」としているが、こちらは減額割

合で示していて、いくら支払っていたものが、いくらに減らしたのか、総額でしか示

されていない。１人当たりが幾らになり、世間相場から妥当と思わせる金額か？不明

である。 

③設備投資見直しなどを挙げているが・・・・・どのような設備投資をどう見直すのか不

明である？？ 

④ そもそも今回の値上げ幅は、原発の再稼働を前提に算定されている。 

⑤ 界一高いとされる液化天然ガス（ＬＮＧ）の購入費も、政府の支援などを得ながら調達

先を広げるなどして下げていく必要がある。 

⑥ 効率のいい新型火力や自然エネルギーなど、新たな電源を確保することが計画されてい

るのか。 

⑦ 利用者に省エネ・節電を促す新しいビジネスを活用していくことになっているのか？そ

のための計画の予算化は？ 

⑧ 値上げの根拠となっている不足金額の積算根拠が不透明であるので、全て明らかにせよ。 

⑨ 今回の値上げには家庭向けと大口向けの間のバランスという意味でも問題がある。 

収益の割合が小口の家庭向けへの売電割合が高く、大口向けの割合が低いアンバランス

の是正が必要である。 

値上げ幅を%で示して、あたかも家庭よりも企業により重い負担を求めているように操作

して一般国民を騙すようなことは止めるべきである。 

 

意見陳述１０番：平井 収 様 

（意見の概要） 

 日本における原子力に依存した発電は、高コストな投資の失敗。株式市場のルールに則

り、既存の原子力施設を損失計上した上で然るべきケジメをとった上での再出発を、原子

力を扱い税金の支援を受けている公的企業の一つである九州電力に対し、主権者たる一国

民として、ここに命令する。自らの投資の失敗を、そのコストを国民に転嫁することは、

一国民として国としての誇りにかけて断じて許さない。 

 

 


