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東北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 5月 9日（木） 9：00～17：46 

場所 仙台合同庁舎８階 講堂 

 

１．開会 

○片岡課長 

 それでは、定刻になりましたので、ただいまから東北電力株式会社によります電気料金値上げ

申請に係る公聴会を開催いたします。 

 

２．東北経済産業局長挨拶 

○片岡課長 

 公聴会の開催に当たりまして、東北経済産業局長の山田尚義よりご挨拶申し上げます。 

○山田東北経済産業局長 

 皆様、おはようございます。本日は大変ご多忙のところ、東北電力の電気料金値上げ申請に係

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。 

 本年２月14日に現行の規制部門の電気料金を平均11.41％引き上げる料金認可申請が東北電力

から提出されております。 

 そして、この値上げ認可申請につきましては、中立性、客観性を確保しながら外部専門家の意

見、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、四国電力からの申請もあわせて審議を行っていただいているところです。 

 公聴会は、申し上げるまでもないことでありますが、電気事業法に基づきます審査プロセスの

一環でありまして、広く一般の皆様のご意見を伺うことを目的に開催しているものであります。 

 本日は、27名の意見陳述人の方からご意見を伺うこととしております。 

 本日は、専門委員会の委員の皆様にも会場にお越しをいただいております。意見陳述人の方々

からのご意見を直接聞いていただくための貴重な機会であるというふうに考えております。 

 そして、実際にこの公聴会の進行につきましても、専門委員会の委員長の安念先生にお願いを

しているところであります。 

 そして、陳述人の方からご意見をいただくに当たりましては、その持ち時間の中で経済産業省

や東北電力との質疑応答を行っていただくこともできることになっております。 

 そして、最後になりますが、本日いただきましたご意見は、今後、国民の声とあわせて、事務
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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、いただきましたご意見への回

答につきましては、後日公表する予定となっております。 

 本日はよろしくお願い申し上げます。 

○片岡課長 

 ありがとうございました。 

 

３．議事進行について 

○片岡課長 

 私は、今回の公聴会を主催する議長といたしま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と申します。どうぞよろしくお願いします。座らせていただきます。 

 本公聴会は、東北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まして、電気事業

法第 108条に基づき、広く一般の意見を聞くことを目的に開催するものであります。運営方法や

手続きにつきましては、電気事業法施行規則第 134条に定められております。関係規定につきま

しては、お手元の資料の２をご覧ください。 

 今回の公聴会開催に当たりましては、経済産業省に対し 27 名の方から意見陳述の届け出をい

ただきました。その上で、全員が陳述人として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、皆雑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、申請者であります東北電力から、海輪社長以下、ご出席いただいております。 

 さらに、電気料金審査専門委員会の委員の先生方にもご出席いただいております。 

 ご紹介いたします。梶川委員、辰巳委員、永田委員、八田委員、山内委員であります。 

 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。 

 また、消費者委員会からも、山口委員長代理にお越しいただいております。 

 これから意見陳述人による意見陳述に入りたいと思いますけれども、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――持ち時間

の案内でございますとか、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。 

○安念委員長 

 皆さん、おはようございます。本日も公聴会の議事進行人に指名をされました安念と申します。
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本日一日、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

４．公聴会についての注意事項 

○安念委員長 

 では、お手元の議事次第に従って進めてまいります。 

 このお手元の議事次第の資料３をご覧いただけますでしょうか。 

 ご注意をいただきたい事項について、重要でございますので、読み上げさせていただきます。 

 まず、意見陳述人の方々へのお願いでございます。 

 意見陳述は、あらかじめ届け出があり、大臣から指名された方以外の方は陳述できません。 

 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、できるだけ簡単に要点を述べるようにお願いをいたします。 

 本日は、東北電力の電気料金値上げ申請を含む電気供給約款の変更に係る公聴会ですので、事

案の範囲を超えて発言することはできません。 

 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。この持ち時間の中で、経

済産業省や東北電力にご質問いただき、答弁をいただくということは可能でございますが、質疑

応答を含めて 15 分という建前でございますので、時間の配分について特段のご配慮をいただき

たいと存じます。なお、お答えをいただくことになるであろう東北電力や経産省には、せっかく

の意見陳述でございますから、答弁のほうはできるだけ簡潔にしていただくようにご配慮いただ

きたいと存じます。 

 意見陳述開始後、残り５分前に――ということは 10分目でベルを１回、１分前にベルを２回、

それから陳述終了時にベルを３回鳴らしますので、これらを目安に陳述を進め、制限時間内で陳

述を終えるようお願いをいたします。 

 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。 

 それから、次は傍聴人の方々への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
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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ホルダー

と身分証をご提示ください。なお、お帰りの際は、出口にてカードホルダーを係員にご返却くだ

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。 

 お願いは以上でございます。 

 

５．陳述人による意見陳述 

○安念委員長 

 それでは、陳述人の皆様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、大変恐縮でございますが、その場でご訂正いただければ

幸いでございます。 

 最初に、１番の河村和徳さんに陳述をお願いいたします。 

○河村陳述人 

 意見陳述人１番の東北大学の河村と申します。恐らくこの後の意見を言われる方々は、個々の

電力料金に関してのご意見が非常に多いと思うんですが、私は、どちらかというと、政治学、行

政学を専攻していますので、もう少し別の観点からお話をしたいと思っています。 

 なぜそういうことを言うかというと、ふだんの電力料金の話であれば多分私は出てこないと思

うんですけど、今回、やはり東日本大震災の復旧・復興過程に係る、それが連動した形での値上

げというところで、どちらかというと西日本の事情と東北電力の事情って若干の違いがあるとい

うところは理解しているつもりですし、事実、私、サッカー協会の仕事も少ししているので、東

北電力ビッグスワンという形で、新潟のネーミングライツの件も撤廃されるということで、いろ

んなところで身を削っている部分も若干見えるわけですが、しかし、企業努力以外の面でもう少

し情報発信が足りないのではないかという、ないしは説明不足ではないかという点が非常に気に

かかるところがあります。それはどうしても政治学、行政学をやっている観点から言えば、ほか

の電力会社さんとかの対応とか、ないしは税制の関係とか、そうした部分が恐らくこういう意見

陳述の中で出てこないだろうというふうに考えているからです。 

 電力料金の値上げに関する賛否を考える上で、もちろん企業努力で、いただいたパンフレット

も読ませていただきまして、こういうふうな形で努力されていますということはわかるんですが、

もう一つ、やはり大事になってくるのは、どうして値上げをするのかという、その原価の話も大
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事ですが、こういう形で企業が社会に訴えていく、特に今回の場合は恐らく東京電力さんと東北

電力さんの中で社会に訴える、ないしはこう変えていこう発信力がもっと求められているのでは

ないかというふうに考えているわけですね。その際に、とりわけ東北電力で契約されている方の

多くは、例えば被災者の方も大勢いらっしゃいますし、いまだに仮設住宅の方もいらっしゃいま

すから、そうすると、その方に対しての対応とか、そうした部分も、姿勢というのが見えてこな

いと、じゃあ、今回値上げをしました、企業努力はこうでしたと言うだけでは、なかなか納得で

きないところがあるだろうというふうに思っているわけです。 

 私の意見、時間もありますので、限られていますので、次の２点についてお話をさせていただ

きたいと思っています。 

 第１点は、電力料金、どうしても被災のいかんにかかわらず、ユニーバサルで、使った段階で

かかってしまう。 

 私がびっくりしたのは、ちょうど双葉郡に、「家に帰って、電気が通電しているので、つけてし

まったら電力料金がかかるんですか」と聞かれたことがあって、私、専門家じゃないのでわかり

ませんと答えたんですが、要は、仮設住宅暮らしで、ご自宅がある方で、そこで電力を使われた

場合はどういうふうな形で処理をするのかとか、ないしは被災者に対しての減免措置はどうする

のかと。実はあまり情報が――もちろん被災者の方々に対してはいっているのかもしれませんけ

れども、いざ東北電力管内の方々に対して、ないしはほかの方々に対して、こういう形でどうで

すか、ないしは、できないので、こういう形で国に訴えていますというのが個人的には見えてこ

ないと。まあ、私の勉強不足かもしれませんけれども。そうすると、一律に電力料金の値上げと

いう形――もちろん新料金プランもありますけれども、当然、生活再建途上の被災者にとって過

大な負担であろうと。 

 恐らく企業としてみると、誰が被災者で、どなたが使ったかというのがわからない以上、そこ

で課金をしていく、料金をかけざるを得ないというのは重々理解はしているんですが、じゃ、そ

れをどういうふうな形で社会として、こういう形にしていただけませんかという提案というんで

すかね、そうしたところが非常に不十分なのではないのかなと。 

 例えば、企業として、そうした被災者対策でかけざるを得ない方々に対して――もちろん企業

としてみるとちゃんと料金をいただきたいわけですけど、いただいた後に、例えば政府に対して

そういうフォローをしていただけないんでしょうかとか、こうしたほうがいいんじゃないでしょ

うかという部分まで発信していかないと、ちょっといただけないですし、私としてみると、その

あたりをきちんと議論していないのであるならば、値上げ自体――今回の値上げ自体に賛否とい

う話ではちょっと留保しますけれども、やはり今後の企業姿勢に対してちょっと賛成しかねる部
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分があるのかな。 

 ですから、こうした部分の検討がどれぐらい社内の中でご検討されているか。多分恐らくそこ

が西日本の被災者をほとんど抱えていない電力さんと東北電力さんの間の違いとしてやはりある

のではないかと。ですから、そのあたりの情報発信をしていただきたい、ないしはこれからして

いただきたいというのが１点です。 

 もう一点は、すみません、核燃料税に絡む話です。 

 核燃料税の話は、いろいろ問題があるというふうな形で学者の中では認識がありまして、例え

ば関西電力さんの件に関して言えば、福井県という自分たちのエリアでないところで核燃料税が

増税されたときに、同意を簡単にしてしまうわけですね。そうすると、同意をしたら、当然それ

は電力料金に反映されるのではないんですかという疑念が、やはり関西の消費者の中にはいらっ

しゃるわけです。そうすると、今回の被災を通じて東北電力自体もそういう核燃料税のあり方と

かも発信していかないと、例えば脱原発でやめましょうというご意見の方いらっしゃると思うん

ですが、核燃料の使用済核燃料税というのが設定されれば、そうすれば、当然、電力料金、実は

下がらない、ないしは経費として東北電力さんに負担がかかるという、やはり問題、論点がある

んですね。ですから、そのあたりの検討というようなものが、今十分されていなくても構いませ

んけれども、この値上げを契機にご検討いただけないでしょうかというのが２点目です。 

 例えば福井県では、核燃料税に関する条例改正によって「出力割」というのができました。恐

らく東北では出力割の議論というのはあまりないんですが、結局、原子力発電所があるだけで税

金がかかる、税金を取れるような仕組みに福井県は変えたわけです。それを関西電力さんは同意

してしまったわけですから、当然、同じようなことを青森県さんとか宮城県さんがやったとした

ときに、１つ、脱原発を進めているけれども、東北電力に負担がかかると。じゃ、それはどうい

うふうな形で処理をするのか、ないしは、それに対して同意をするしない――ここでは言えない

と思うところはあると思います。情勢、if ですからね、もしかということですけど。ただ、そう

いうような点ですね。運転状況にかかわりなく課税ができるようになった点とかといったものに

対して、分析をされているのかといったことがあるだろうと。 

 個人的には、核燃料税、若干不安があるのは、青森県さんの都合で東北電力に課金、要するに

増税という形になりますと、当然、電力料金全部にかかってきますから、我々宮城県でも──宮

城県も女川原発がありますが、その宮城県の方々にもご負担していただくという結果論として、

税金は東北電力にかかっているけれども、しかし、我々の料金にかかってくるという、ちょっと

若干ゆがんだ仕組みも見受けられるわけです。ですから、そうしたような部分について、どの程

度今回の値上げに関して検討されているのかというのは少し知りたいと。 
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 そうして考えれば、もちろんもう一つ核燃料税に関して言えば、まだ原発がとまっていけば、

青森県さん、かなり依存されているところがありますので、当然そこで企業として青森県さんと

どういう対応をとるのか――まあ、宮城県も女川原発がありますけれども、そういう姿勢という

のも、やはり今回この被災を契機に、きちんと議論をするだけではなくて、情報を発信していた

だきたい。 

 ですから、非常に今回の値上げのパンフレットを見ていると、全国一律でこれまでどおりのや

り方をちょっとやり過ぎているのかなというのが私の視点です。ですから、十分検討されていな

いなら検討されていないでも構わないんですが、そのあたりのもう少し次の世代を見据えてとか、

東北電力であるがゆえにこういう機会を、公聴会で説明する機会を与えられたと別の仕方では見

えるわけですから、そうした部分といったものを積極的に情報提供するべきではないかというふ

うに考えているわけです。 

 若干時間を余らせないと、質疑応答が 15 分以内ということなので、一応そういうような私は

意見があるんですけれども、東北電力さんのほうでどういう、実際にご検討されているのかどう

なのか、ないしは今回の値上げは一応こういう形でやっているけれども、今後検討していくつも

りがあるのか、少しご意見いただければというふうに思っています。 

 とりあえず以上です。 

○安念委員長 

 じゃあ、東北電力さんから、第１点目は、被災者のご理解やご提案をいただくための取り組み、

第２点目は、核燃料税についてのご見解ということで、お願いをいたします。 

○海輪社長（東北電力） 

 東北電力社長の海輪でございます。このたびは、こういう機会に出席させていただきまして、

発言の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 

 せっかくの機会ですので、ちょっと一言だけご挨拶させていただきたいんですが、今、河村様

からご指摘ありましたとおり、私ども、２年前の東日本大震災で甚大な被害を受けた被災電力で

ございまして、その間、当社、停電の早期復旧、それから被災設備の復旧というものに全力を挙

げてまいったわけでございます。そういう中で、非常にコストも大変かかったということでござ

いますけれども、被災地で料金値上げをすれば復興の足を引っ張るということになりかねないと

いう思いがございまして、企業グループを挙げて何とか自助努力で乗り切りたい、頑張りたいと

いうふうに思ってやってまいりました。しかしながら、設備の甚大な被害に加えまして、原子力

の停止が長期に長引いているという今の現状でございまして、３期連続の大幅な赤字を計上し、

財務状況は極端に悪化しているということでございまして、このままもし続けますと、設備の維



 8 

持・保全ができなくなる、あるいは設備の維持なり燃料費のための資金調達もできなくなるとい

うことで、安定供給に支障を来し、皆様にご迷惑もかけるということでございますので、そうい

う意味で、最終的なぎりぎりの判断をさせていただきました。 

 お客様、それから消費者の皆様には、本当にこの間、節電にもご協力をいただいている上に、

今回料金値上げということで新たなご負担をお願いするということ、大変心苦しく思っておりま

すし、申し訳なく思っております。この場をかりまして、改めておわび申し上げたいと思います。 

 それでは――どうもありがとうございます。それでは、座らせていただきます。 

 それで、今、河村様からのご質問に半分ぐらいお答えしたつもりでございますけれども、そう

いう気持ちで私ども、姿勢としては取り組んできたということでございます。こういうことにつ

いて、情報発信、いかがかということ、それから、被災地に対する取り組みというものをもっと

前面に出すべきではないか、国に対してもきちっと要請すべきではないか、こういうことであっ

たと思います。 

 私ども、まず先ほど申し上げましたとおり、自助努力で何とか、会社としての努力で乗り切り

たいと思っておりましたが、こうなってしまったということでございます。 

 この間、情報発信ということであれば、毎月のように記者会見をしながら、報道の方々に発信

をし、取り上げていただくということがまず１つございました。それから、今回の料金値上げに

当たりましては、お客様のご理解を得るというのは非常に難しいということですので、当社のま

ず置かれた状況というものをご理解いただくための情報提供、これをしっかりやろうということ

でございまして、料金値上げの周知に加えまして、そういう震災以降、これまでの当社の取り組

んできた内容、あるいは財務状況、こういうものについてお知らせをしてきているということで

ございます。 

 それで、被災者に対する減免措置等につきましては、電気料金という公平の原則というのがご

ざいますので、なかなか被災地だけを、被災者の方々だけに割り引き措置というものを講ずると

いうのは難しいというふうに思っております。それから、実務的にも、どなたが被災されている

のか――いろいろな地域に避難されている方もいらっしゃいます。そういうことを考えますと、

特定するのが非常に難しいということもございます。そういう面から、今回は、大変心苦しいん

ですけれども、等しくご負担をいただきたいというふうに思っております。 

 それから、国への要請でございますけども、実は私ども、申請段階からやっておりますし、被

災した段階からもいろいろと国のほうにお願いをしてございます。 

 例えば電力が足りなくなりましたので、緊急設置電源というようなものをつくりました。その

ときに、普通ですと環境アセスとか、いろいろあるんですけれども、やっぱりこういう緊急事態
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に鑑みて環境アセスを省略していただいたというようなこととか、そういう規制緩和も実行して

いただいております。 

 ただ、残念ながら、資金的な直接的な補助というものはございません。それで、そのかわり、

日本政策投資銀行さんの特別融資枠、これを優先的に活用させていただいたというようなご協力

もいただいているということでございます。 

 そういう意味では、我々としてはやってきたというつもりですし、それから復興予算が今組ま

れておりますので、その復興予算の枠組みの中で被災地域の経済力をアップしていきたいと。そ

れで、我々の料金の経済的影響を緩和していただけないかということもお願いをしてございます。 

 ちょっと時間が長くなりまして、申し訳ありませんでした。以上でございます。 

 それで、あと核燃料税の話を一言。 

○佐竹副社長（東北電力） 

 東北電力副社長の佐竹でございます。座ったままで失礼いたします。 

 １分だけ時間をいただいて、核燃料税をお答えいたします。 

 当社の管内におきましては、宮城県と青森県が県の条例に基づきまして核燃料税を課税いたし

ております。共通しておりますのは、原子力発電所に装荷された原子燃料の価格に対する一定の

割合を掛けた税で、加えて、青森県の場合には、平成 24 年度から、先ほどご指摘のありました

出力に対する課税というものも追加をされたところでございます。 

 いずれ、核燃料税に限らず、電力会社の場合には事業税が収入金課税になっているなど、非常

に公租公課の負担の大きい業種でございますので、あらゆる機会を捉えて国、自治体に税の緩和

について要望しているところでございます。 

 以上、ご回答でございます。 

○河村陳述人 

 ありがとうございます。 

○安念委員長 

 河村さんはあれですよね、核燃料税、料金がかかるからって、簡単にオーケー出すなよってお

っしゃりたかったわけですよね。 

○河村陳述人 

 そうですね。やはり核燃料税の改定――ちょっと青森県の前回の改定が非常に幅が大き過ぎる

というんですかね、急だったものですから、そういうようなことをすると当然企業の経営、先ほ

ど出たように公課の意味で圧迫すると思いますので、やはりそのあたりの姿勢というのを……。

今までは多分迷惑施設という感じの補償的な側面でどうしても合意してきたところがあるんです
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が、今回、やっぱりそうした中で、企業の方針として、いや、そうではなくて、きちんと税とし

て対応してくださいねというような形をとるというならとるときちんと決めていかないと、ちょ

っとそのあたりが、ある人は、核燃料税は迷惑税だからたくさん取るべきだという意見があり、

管内に住んでいる者からすれば、いや、うちたちの税金、料金がかかってくるんじゃないかとい

う疑念があって、ちょっとわかりにくいところがあるので、そのあたりを精査していただきたい

ということです。 

 すみません。ありがとうございます。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。河村さんの意見陳述をいただきました。 

 ここで、河村さんだけではないんですが、限られた時間でございますので、まだご質問をなさ

りたいという事項が残っておられるというケースはあると思いますので、そうでありましたら、

別途５月 13日（月曜日）まで、非常に限られた時間でございますが、書面にて事務局――事務局

というのは経産省の資源エネルギー庁ということでございますけども――まで送付をいただけま

したら、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、公表することになっておりますので、そのルートもご利用いただければと存じます。 

 河村さん、どうもありがとうございました。 

○河村陳述人 

 ありがとうございました。 

○安念委員長 

 それでは、第２番の杉山 丞さんにお願いいたします。 

○杉山陳述人 

 時間がありませんので、本日は電気料金についてのみ、絞って意見を述べさせていただきます。 

 最初に、こちらが新聞発表になった、電力会社 8社合計で 1.3兆円の赤字があったという記事

です。こうしたことが原因になって今回の値上げ申請に向かっていると思いますが、別の新聞報

道によりますと、原発維持だけで 1.2兆円かかっているという、これは朝日新聞の報道ですが、

ありました。つまり、燃料費等々ありますが、結論から言えば、原発維持経費＝赤字になってい

ると。ですから、今さらですが、もし原発を持っていなければ赤字にならずに、皆さんの給料を

下げるとか、電気料金を上げるということが行われずに済んだという、これは今さらですが、そ

ういう事実が明らかになってきました。 

 東北電力さんについて、申請資料など、幾つか見ていきますと、約 1.3兆円ほどの収入に対し

て 1.5兆円ほどの経費になると。したがって、約 2,000億円の赤字になるので値上げを、という
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のが申請内容だと思います。ただ、これも、東通原発、あるいは東電の柏崎、東海第二が平成 27

年に動くという前提での申請額ですので、これがもし稼働がおくれるとさらに…これは私の試算

で、仮に地帯間流通の 13 円で計算した場合ですが、470 億円さらに赤字がふえますよと、電力

料金も上がりますよ、というような形での申請かと理解しています。 

 一方で、原発維持の経費ですが、電気料金値上げの概要によりますと、修繕費 175億円、減価

償却 369億円、事業報酬 60億円、賠償負担金 107億円、固定資産税 68億円、燃料費 12億円、

バックエンド 51億円、核燃料税４億円、現場人件費――これは有価証券等から人数を計算しまし

て、来年度圧縮された人件費で掛けた額が約 87 億円、あと九電の本店発電本部人件費 110 億円

という報道から、東北電力さん、発電の規模が５分の３ですので、５分の３に掛けた額が 66 億

円と。その他経費としまして、委託費――これは４月 25日に出された資料ですが、委託費が 170

億円、廃棄物処理費が 30 億円、保険７億円とありまして、その他光熱水費、雑費などの経費を

およそ 50億円と推計しますと、合計で 1,256億円＋設備投資 515億円となります。その他、今

度は東電、日本原電さんへ支払う原発コストが 383億円と書かれています。以上を合計しますと

1,639億円＋設備投資 515億円。単純に足しますと赤字を上回る額になります。 

 逆に、廃炉にした場合ですが、廃炉にした場合でも、残る経費としては、賠償負担金 107億円

と、人件費等は急には消せませんので、200 億円ほど残ると想定しますと、307 億円残ると考え

られます。次に原発で想定していた電力の代替コストとして、46億――本体で 23億キロワット・

アワーと、東電等から購入する 23億キロワット・アワーの合計した 46億キロワット時を地帯間

購入 13円で計算しますと、598億円となります。以上を合計すると年間コストが 905億円で済

むと。先ほどの額と差し引きますと、734 億円＋設備投資が削減される計算になります。これを

まとめた図ですが、734億円の減ですので、原発ゼロで１兆 4,631億円になると。これは今回の

値上げ申請額の 62％圧縮に相当します。 

 今回の値上げ申請期間以降についても検討していきますと、新仙台火力が平成 29 年から稼働

しますと、石油火力が一掃できますので、約 400億円ぐらいの減になります。これは原発あるな

し共通です。 

 そこから先ですが、先ほど原発を廃炉にした場合の設備投資 515億円の３年分、1545億円で火

力の設備投資、更新を行ったとしますと、高効率な石炭火力、あるいはＧＴＣＣ等によって 350

億円ぐらいは減るだろうと。さらに、先ほどの急には削減できない人件費 200億円を徐々にゼロ

に持っていくことによって、結果的に１兆 3,681億円まで減るのではないかという計算です。 

 これに対して原発が再稼働した場合ですが、再稼働したことによる単価の差額、これをコスト

等検証委員会から 2020 年相当の額――ただ、ＣＯ２対策費がかなり過大でしたので、これを現状
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に合わせて修正していきますと、約 8.4円になります。為替レートが今 100円ほどですが、当初

85.74 円で計算していましたので、これを補正すると若干上がりまして 9.5 円になってまいりま

す。ただ、これが今後数十年の間の計算ですので、シェールガス等の影響で１割弱減ったとして

約９円として計算します。原発の再稼働により増えるコストは、燃料費、バックエンド費、その

他光熱費等々、約３円と計算でき、差し引き６円の差になります。６円で計算しますと、女川１

号まで含めて全ての原発が今後事故なく年間 70％の稼働率で稼働し続けたとして、１兆 3,723億

円、先ほどの廃炉にした場合の額よりも若干高い額になります。 

 もう一つは、原発を廃炉にしますと、女川まで往復している幹線、あるいは東通にわざわざ向

かっている 50 万ボルトの幹線、こういったものが不要になりますので、これらの維持経費も減

ります。 

 これら全てを重ね合わせますと、まず、今回の値上げ申請の３年間において約 2,200億円以上

の削減が行われた上に、将来的には、女川１号機が仮に稼働できないとしたら 200億円経費がふ

えます。あと、保険コストや核廃棄物処分費、あるいは廃炉等のコスト上昇でまた経費が上がり

ます。逆に、廃炉の場合は今申しましたように、高圧線等の維持経費減でさらに下がります。比

べていきますと、明らかに廃炉にしたほうがコストが下がってくるというふうに考えられます。 

 以上より、申請期間だけでなく、28年度以降においても原発を廃炉としたほうが電気料金を安

く抑えられることがわかりました。そして、そのほうが将来世代への負の遺産が最小限に抑えら

れ、大地震時や大津波時のリスクも消え、避難計画の策定や大規模訓練の必要もなくなります。

また、原発の再稼働時期によって赤字がふえるおそれもなくなり、特に原発被災地である東北に

おける再稼働に反対する市民との軋轢も回避され、しかも、老朽火力の更新も進みます。全てに

おいて理想的な選択肢でないかと考えますが、こうした選択肢を選択されない理由についてご回

答をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○安念委員長 

 どうぞ。 

○海輪社長（東北電力） 

 ここで短い時間でお答えできる内容ではないと思いますけれども、現在、やはり原子力をどう

するかということについては、国のエネルギー政策が今、再度議論が開始されたところだという

ふうに私どもは認識しておりまして、そういう中で、今のご指摘のような長期的な経済性も含め

まして議論がなされるんじゃないかというふうに私どもは考えております。ただ、当面、この電

気料金申請に当たりましては、設備変更というものがこの計算期間内に行われるということはな



 13 

かなか難しいわけでございますので、少なくとも原子力が今動かないことによって年間大体

2,000 億円を超える化石燃料の増分費用がかかっていると。これは事実だということを申し上げ

たいと思います。 

 それから、経済性について、ちょっと補足をさせてください。 

○佐竹副社長（東北電力） 

 ただいまのご意見について、幾つかの点からご説明申し上げます。 

 前回当社が料金値上げをしましたのは昭和 55 年ですので、第２次オイルショックの後でござ

います。当社の最初の原子力発電所はその後にできております。この間、33年間、中東地域とか

東南アジアで紛争、あるいはあまたの戦争がありましたけれども、当社は電気料金を上げること

なく、かつ７回にわたって値下げをしてまいりました。これは、化石燃料だけに頼ることなく、

原子力というものを持っていたことの成果であると考えております。 

 ２つ目ですけれども、減価償却費とか修繕費とか、それから系統費用といいますのは、原子力

発電であっても他の化石燃料を使う火力発電であっても同様にかかるものでありますので、ここ

だけを取り出して比較するのは適切ではないと考えます。 

 ３点目ですが、確かに東京電力等の停止している原子力発電所に対して維持費を負担しており

ますけれども、同時に、当社の停止している原子力発電所に対して東京電力は支払いを行ってお

ります。この分は原価から控除されておりますので、一方的に当社が払っているということでは

ございません。 

 最後ですけれども、平成 23年の 12月の国のコスト等検討小委員会で、原子力発電の経済性が

大きく見直されました。それは、バックエンドコスト、フロントエンドコストだけではなくて、

事故を起こした場合の賠償費用、除染費用も含めて、キロワット・アワー当たり 8.9円という数

字でございます。これに対して、そのときの石炭火力が 9.5 円～9.7 円ですので、事故という最

悪の事態を想定しても依然として原子力には経済性があると、このように考えるところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○安念委員長 

 まだ若干時間がありますので。 

○杉山陳述人 

 最後の点についてちょっと反論いたしますが、１つ、原子力 8.9円というのは下限値で、はっ

きり書いてあります。今後、除染とか損害賠償等によってこれがふえていく。１兆円ふえれば 0.1

円ということで、8.9円は明らかに下限であるというふうにはっきり書いてあります。 
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 あともう一点、石炭火力が 10円弱ということについては、ＣＯ２対策費用というのがかなり高

額な…３円少々の額で入っています。これは当時そういった額があったかと思いますが、現在、

ユーロにおいても、そのＣＯ２排出費は 10分の１以下になっています。これを加味すれば石炭火

力は約７円になりますので、かなり意図的にと言ったら語弊がありますが、ＣＯ２対策費を多目

に付加した額でなく、現状に合わせて計算をすれば、原発よりも石炭火力のほうが二、三円安く、

ＬＧガスにおいても若干安い額になってくると思います。このあたりについては、当時の公表額

をそのまま使えるとは思っていません。 

 あと、もちろん時間がかかるということは明らかなんですが、時間がかかると、先ほど申しま

したように、原発に使っている経費がそのまま赤字になるような状態になりますので、３年で

2,200 億円、つまり３年間検討が延びれば 2,200 億円お金が消えていく…プラス、設備投資をし

ていくのであれば 1,800億円かけていくとなると 4,000億円。これは単純に足せませんけれども、

そういった額が消えていくと。その消えていくお金はどこから出るかというと、私たちの電気料

金から出ていくわけですので、検討が１日遅れれば遅れるほど無駄なお金が消えていくというこ

とになります。 

 特に被災地、東北において、簡単に再稼働ができると思われているとすれば、それは認識が甘

いと思っています。そういった、今後、かなりシビアな折衝と、長時間をかけて住民の方々の不

安、あるいは不信等を買いながら原発を維持し続けるという選択肢を、東北電力だけは方針を変

えて、ともに前に進んでいくために新たな道を探るというようなことが、他の電力会社では難し

いかもしれませんが、東北電力だけは率先して被災地から廃炉への一歩を踏み出していただけれ

ばと思っております。 

 以上です。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 杉山さんの今のご研究は……。 

○杉山陳述人 

 私の専門は、建築系です。 

○安念委員長 

 その推計の過程というのは、何か公表されるとか、ブログにアップされるとか、そういうこと

は…… 

○杉山陳述人 

 ブログにはちょっとアップしています、きょうのコピーが２部ありますので、もしよろしけれ
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ば置いていきます。 

○安念委員長 

 ぜひください。すみません、個人的なことを。大変有益なお話を伺ったと思います。 

 どうもありがとうございました。 

○杉山陳述人 

 よろしくお願いします。 

○安念委員長 

 では、第３番の松良千廣さんにお願いいたします。 

○松良陳述人 

 平成 23年３月 11日、東京電力福島第一発電所４号機は点検のため停止中だったと伺っており

ます。停止中だったのに津波を受けて４号機は爆発をしたということでありますけれども、事実

として明白なことは、停止中の原子力発電所は爆発するということでありまして、停止させるこ

とが国民の安全とは何の関係もないということではないんでしょうか。逆に言えば、再稼働させ

ることが新たな危険を生じさせるわけでもないと言えるのではないでしょうかという疑問を持っ

ておるのですが、にもかかわらず、日本中で再稼働の是非について議論が行われているのが私と

しては理解ができないところでございます。国民の安全のために議論するならば、廃炉か否かの

議論になるならばわかるのですけれども、意味のない再稼働議論が放置されているというのが理

解できないということでございます。 

 日本の現状は、稼働停止しながら原発維持のコストを支払うという最も経済効率の悪い状態に

なっているのではないかと疑念を持っております。廃炉の議論をするならば、結論が出てからも

20 年以上かかるというふうに伺っておるのですが、その議論を先にしていただいて、その間は、

まず、1,000 年に一度の災害も乗り越えた優秀な女川原発を再稼働させるということが国民の最

大のメリットになるのではないかと思っておるところでございます。 

 国民の安全と利益を守るためには、感情的な議論ではなく、冷静で理論的な議論による結論が

必要だと考えております。ぜひ政府、電力会社、そしてマスコミの皆さんが国民を意味のある議

論にリードしていかれるよう願っております。 

 以上でございます。 

○安念委員長 

 見解をお求めになりますか。 

○松良陳述人 

 何か伺えれば。 
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○安念委員長 

 東北電力さん、いかがですか。もう女川を再稼働させればいいじゃないかというご意見でござ

います。 

○海輪社長（東北電力） 

 ありがとうございます。私ども、やはり福島第一事故は同じ原子力事業者として極めて深刻な

事態だと思っております。今もまた調査が再開されて、まだ究明されていないというところがあ

るというふうに思います。しかしながら、私どもは、現象的にとにかくあのような事故を絶対起

こさないという決意を持って、今、安全対策に取り組んでいるということをお話ししたいと思い

ます。 

 それで、女川もそうですが、東通も含めて、今、新規制基準の案が出ております。これを先取

りして、安全対策を講じるということを最優先に考えたいと思っております。そうでないと、今

お話のありましたように、再稼働させるべきというありがたいご意見ですけれども、やはり住民

の方々の納得が得られないのではないか。やっぱり安全を尽くしてこそ得られるというふうに私

どもは考えております。 

 ですから、今回の料金原価の中では、東通については 27 年の７月というようなことで、かな

り遠い時期、それから女川については３カ年間の再稼働を見込んでいないということであります

が、そこには安全対策を尽くすという私どもの姿勢をあらわしたということでご理解いただけれ

ばと思います。 

 以上です。 

○安念委員長 

 経産省に聞いてもしようがないかな、今や原子力規制委員会の権限だから。何かありますか。 

○滝澤調整官（経済産業省） 

 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。 

 今、安念委員長がおっしゃったとおりなんですけど、原子力発電所の安全性につきましては、

独立性を持った原子力規制委員会が判断するということになってございますので、資源エネルギ

ー庁としてのコメントは差し控えさせていただきたいというふうに考えております。 

 安全性につきましては、先ほど申しましたとおり、原子力規制委員会の専門的な判断に委ねま

して、安全と認められない限りは原子力発電所の再稼働はないということでございます。その原

子力規制委員会によって安全と認められた原子力発電所については、その判断を尊重して、再稼

働を進めるということを大臣もおっしゃっております。 
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 いろいろご指摘を頂戴した点につきましては、ご意見として承りたいと思います。ありがとう

ございます。 

○安念委員長 

 まだ幾らか時間があるようですが、いかがでございますか。 

○松良陳述人 

 いや、これだけ言わせていただければ結構でございます。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。松良さんにご発言をいただきました。 

 それでは、第４番の大友廣和さんにお願いいたします。 

○大友陳述人 

 山形県生活協同組合連合会で専務理事をしております大友でございます。 

 私どもは、４月 11 日に東北電力山形支店との意見交換会を行いました。東北電力より、事前

に質問いただきたいという申し出がございまして、４月４日に６点にわたる質問書を提出いたし

ましたが、質問への満足な回答が得られませんでしたので、今回、ポイントを絞って再度意見を

表明させていただきます。 

 １つ目は、値上げの申請理由についてです。 

 東北電力は、電力料金値上げの背景として５つ挙げて説明をしております。２番目の震災等に

よる電力需要の減少の中に「節電対策進展」による需要減少も織り込んでいますが、計画節電を

実施し節電を訴えたのはほかならぬ東北電力であり、このことは理由とはならないのではないで

しょうか。と質問いたしました。 

これに対して、４月 11 日の意見交換会では、節電にご協力いただいた分については需要が戻

らないと思っているので、申しわけないが、値上げにご協力いただきたいという回答をいただき

ました。しかし、この回答では納得はいきません。 

 例を挙げれば、Ａというスーパーが売り上げが落ちたので商品を値上げしたら、消費者はそこ

に買いに行くでしょうか。きっとＡよりも安く売っているＢというスーパーに移ってしまうので

はないでしょうか。地域独占だから東北電力から電気を購入するしかないだろうという甘えでは

なく、この部分については経営努力でカバーしますとなぜ表明できないんでしょうか。これが第

１点目です。 

 第２点目は、役員報酬の透明性についてです。 

 東北電力の役員は、電力事業に経営責任を持つ人であり、事業を建て直すために真っ先に報酬

を削減する立場の人だと思っております。今回の値上げ申請で東北電力では、取締役 16 人、監
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査役５人の役員報酬を年間８億円から２億円削減して６億円にするとしていますが、公共性を持

つ東北電力の役員報酬について、役職別に削減額を明らかにしてくださいということでお尋ねい

たしました。これに対して東北電力からは、現在、役員報酬については電気料金審査専門委員会

で査定中であると、役職別の削減額についての回答は差し控えさせていただきたいという回答を

いただいております。 

 東京電力では、代表取締役である会長や社長、副社長７人の報酬は、2010 年度の平均 4,700

万円から事故後はゼロに、それ以外の取締役 10 人は、平均 3,000 万円だったが、事故後に半減

したと報道されております。東北電力でも、せめて役職別の削減額を明らかにすることを要請い

たします。 

 ３点目は、一般職員の給与水準についてです。 

 一般職員の給与水準については地域の給与水準を反映すべきだ、東北電力としての人件費削減

の具体的な対応について説明を、ということで質問いたしました。これに対する回答は、産業計

の平均値と他公益事業平均値に勤続年数補正及び地域補正を行い、それを単純平均し 642万円を

算出したという説明で、値上げ申請書に書いてあるとおりの答えしか出てきておりません。 

 山形県の勤労者の平均年収は 363万円です。どう考えても山形県の給与水準を反映していると

は思えません。一般職員の給与水準については、東北各県、６県あるわけなんですけども、そこ

を参考にした給与水準にすべきだろうと思っております。 

 総括原価方式によって市場競争の影響を受けずに人件費のコストを吸収できるという特殊性は、

一般の企業で働く勤労者から見れば、不当に優遇されていると言えます。早急に見直しを行うよ

う要請いたします。 

 第４点は、内部留保の取り崩しについてです。 

 事業運営に必要な費用と収入の見込みの差が 1,980万円不足のために値上げを申請すると説明

されていますが、一般企業並みに残された内部留保の取り崩しを優先すべきではないかというこ

とで質問いたしました。これに対する回答は、自己資本率は資金調達ができるぎりぎりの 11％の

ところまで落ちてきている。これからさらにというと、自己資本割れになってしまうので、でき

ないという回答をいただいております。 

 普通の民間企業では、ぎりぎりの経営努力をしています。赤字であれば、内部留保を取り崩す

のは当たり前です。内部留保を取り崩すのが嫌だから値上げをするというのは、話が通らないの

ではないかと思っております。 

 電力会社は、民間企業であると言いながら、手厚く法律によって保護されております。石油事

業やガス事業なども多様化している中で、電気だけが優遇されている電気事業法の仕組みは早急
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に見直すべきだと思っております。 

 ５番目は、原子力発電にかかわる費用についてです。 

 原子力発電コストは決して安くはないこと。そして、東北電力では、女川、東通の両原発の安

全対策を追加する費用として 1,540億円を計画していること。さらに、停止中の原発にかかわる

費用について、年間 1,320億円をかけていること。これらの費用を考えれば、原発維持をやめる

ことで値上げをしなくても済むのではありませんかということで質問いたしました。これに対す

る回答は、詳しく説明いただいたんですけども、一言で言うと、原発再稼働ありきとのご説明で

ございました。 

 東北電力では、「地域と共に」というスローガンを掲げて企業活動をアピールしております。し

かし、福島のように一たび事故が起これば、損害賠償や事故収束費用など莫大な費用が発生し、

30キロ以内には住むことができなくなり、人道上も問題です。決して地域とともに共存できるも

のではないと思っております。 

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

はないかと考えております。東通１号機の稼働を前提とした計画は見直してほしいと考えており

ます。 

 ６番目は、火力電力の燃料費の削減についてです。 

 東京電力は、電気料金を必要以上に高く設定して 10 年間で 6,000 億円の電気料金を取り過ぎ

ていたと指摘されております。また、2011年のＬＮＧ購入価格は、アメリカでは４ドル前後であ

るのに対して、日本では 15 ドル前後の高値になっています。さらに、東北電力のＬＮＧ購入価

格は、日本全体のＬＮＧ購入価格の平均よりも約８％高く、電力会社で最も安く買っている中国

電力より 25％も高く購入しています。以上の３点から見て、東北電力は今回の値上げ申請に当た

って高めの原価設定をしていないのか、きちんと説明してほしい。中国電力並みの燃料調達であ

れば値上げしなくても済むのではないかと質問いたしました。これに対する回答は、火力燃料の

安定した調達のためには長期契約に頼らざるを得ない。長期契約については途中で変更すること

が困難である。中国電力の調達価格について、東北電力ではわかりかねるとご説明いただいてお

ります。東北電力として燃料費を低減しようという努力が全く感じられない回答でした。 

 現在のところ、中国電力、中部電力、北陸電力は値上げ申請をしておりません。比較的条件の

類似している中国電力が値上げ申請をしていないということに注目をしております。原価低減の

努力について検証を行って、そのことを消費者にきちっと情報提供することを東北電力に対して

要請いたします。 

 最後に、４月 25 日に東北電力の３月期決算が発表されました。純損失は 1,036 億円と、前期
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の 2,319億円の赤字を半減させたとの報道です。この中には、福島県の浪江・小高原発の建設計

画中止に伴い計上した179億円の特別損失も含まれているという報道です。この分を差し引くと、

赤字額は 857億円になる計算です。今回の値上げ申請で 1,980億円の収入不足を補うということ

ですが、857 億円の赤字額との比較では、半分以下の上げ幅で済むのではないかと推測いたしま

す。さらに、先ほど述べた種々の効率化を進めれば、値上げ幅は大幅に圧縮できるのではないで

しょうか。 

 電気料金は、消費者にとって生活の基盤をなす必需的なものであり、さらには、地域独占的に

供給されており、事業者の選択肢がなく、その料金値上げは生活に大きな影響を与えるものです。

消費者、利用者にとって、申請内容の妥当性については、非常に関心が高いところです。地域経

済及び被災者に対する影響を踏まえて、大幅な値上げをしないように求めるものです。 

 以上で陳述を終わります。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、東北電力さんからご回答いただけますでしょうか。 

○海輪社長（東北電力） 

 私から何点かお答えしますが、まず、役員報酬でございますけども、役員報酬につきましては、

ご指摘のとおり、当社、取締役 16名、それから監査役５名で 21名でございます。それで、１人

平均 2,700万円ということでございまして、この辺につきましては、いろいろご意見あると思い

ますけれども、常用労働者 1,000人以上 3,000人未満企業平均の 3,200万円という数字がござい

ますが、これに比較して低い水準だというふうに考えている次第でございます。 

 それから、役職別の話でございますけども、私ども、平均３割程度の削減をいたしましたが、

その中身を申し上げますと、会長、社長については 40％、それからその他の取締役、副社長、常

務、執行役員につきましては 35％～20％。ですから、最低で 20％の引き下げ、削減を行ってい

るということでございます。 

 それから、値上げする前に 4,290億円内部留保があるではないかというお話でございます。こ

れにつきましては、4,290 億円のうち、3,410 億円が資本金並びに資本準備金でございます。し

たがいまして、利益剰余ということになりますと 800億円程度でございます。これを取り崩すと

いうことになりますと、さらに自己資本比率が８％程度まで圧縮するということになります。 

 それで、私ども、実は有利子負債の残高が非常に大きい企業でございます。設備産業でござい

ますので２兆 6,000億円の有利子負債がございます。これに対してこの自己資本比率というのは

非常に影響が大きいということでございまして、調達ができるかできないか、あるいはできたと



 21 

してもかなり高利なものにならざるを得ない。そうしますと、将来的なコストアップにつながっ

て、結局また消費者の皆様にご迷惑をかけるということになるのではないかという、これは判断

でございますけれども、10％は割りたくない、割らないようにしたいということを考えておりま

した。 

 そういうことから、内部留保につきましては、私どもとしますと、震災前に比べ 3,300億円崩

しましたので、これで限界かということでございます。 

○佐竹副社長（東北電力） 

 すみません。時間が超過して申し訳ございません。 

 まず１点目のご質問でございますけれども、節電の対策の進展が電気料金の値上げの申請理由

ということはございません。震災前の平成 22 年度の当社の販売電力量、827 億キロワット・ア

ワーでございました。これが震災後に 753億キロワット・アワーと一気に 74億キロワット・ア

ワー、10％落ちましたので、収入が減って、かつ燃料費等の費用が増えたことが値上げの背景、

理由にはなっておりますけれども、原価そのものとは直接関係ありません。節電が値上げの理由

ということではございません。 

 それから、３番目の職員の給与水準ですけれども、全国の電力会社はほぼ同じような仕事をし

ておりますけれども、やはり都市部の電力会社よりも地方の電力会社の職員は物価水準の低いと

ころに住んでいるのだから、その分、地域補正をするというのが補正の趣旨であると考えており

ます。その結果、当社も一定の補正をいたしまして、642 万円という数字を原価に織り込んでお

りますが、これは総務省で発表しております東北７県の地方公務員の水準、それから、当社、一

部上場企業でございますが、東北７県の一部上場企業の平均給与を相当程度下回る額でございま

す。 

 それから、原子力発電につきましては、先ほどご説明しましたので、省略をいたします。 

 最後、６番目の話ですけれども、他電力については、これは残念ながら、私ども、内情を承知

しておりません。ただ、１点だけコメントしますと、アメリカではガスが安くて日本では高いと

いうお話でしたが、アメリカでは天然ガス、つまり地面から吹き出したものをそのまま使ってお

ります。日本、アジアに持ってくるときには、それをＬＮＧという形にかえて、そして持ってま

いりますので、その分のコストが莫大にかかると。それがＬＮＧの価格の差に反映されるという

ことでございます。 

 なお、ＬＮＧ、当社は高いというお話がございましたけども、逆に、当社は、石炭については、

諸経費込みで考えた場合には、相当量を購入しておりますので、これまで電気料金を申請した東

京、関西、それから九州、四国に対して、当社の織り込みのほうが安くなっております。 



 22 

 最後のご質問ですけれども、当社、22年度から 24年度まで、３年連続で赤字を計上いたしま

した。そのことがやはり財務体質を悪化させまして値上げの背景にあるということでございます

けれども、これも直接それが会計上の収支の悪化、純損失額が電気料金の原価額と関係するもの

ではないということだけ申し上げておきたいと思います。 

 時間の関係がありますので、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。 

 それでは、５番の金野耕治さんにお願いいたします。 

○金野陳述人 

 岩手県の奥州市から参りました金野耕治と申します。本日は意見陳述人としてご指定いただき

まして、大変ありがとうございます。 

 私は、岩手県労働組合連合会、いわて労連という岩手県内の労働組合の連合会で責任者をして

おります。 

 ちょっと前置きがあるんですけど、2011年３月 11日に発生した東日本大震災津波から間もな

く２年２カ月を迎えようとしております。県の総合防災室のまとめによりますと、４月 30 日現

在、大震災による死者が 4,672人、行方不明者が 1,150人、震災関連死が 389人というふうにな

っております。岩手県内では、今なお５万人の方々が避難生活を余儀なくされております。 

 今、県や、あるいは沿岸の 11の市町村で災害公営住宅を建設しているんですが、計画では 5,639

戸の建設計画でありますが、現在までに完成したのはわずか２％でございます。一部では入居も

始まっておりますけれども、まだまだ大多数は用地の取得、あるいは設計というふうな段階で、

大半の被災者が入居できるまでにまだ２年～３年かかる計画であります。 

 それで、今回の大震災後、全国の皆様からさまざまな人的・物的なご支援・ご援助をいただき

ながら、私どもも被災された方々の救援復旧活動に取り組んでまいりました。それで、冒頭、私

は、今回被災された方々全員が一日も早く安心した生活を取り戻せるように、国を先頭に、県や

市町村などの行政機関とあわせて、国内外の企業や団体、そして個人、国民全体がそれぞれの力

を発揮して、全面的な支援をしていくべきだというふうに考えるものであります。 

 さて、今回の東北電力株式会社申請の電気供給約款の変更は、家庭向け電気料金を今年の７月

から平均 11.41％値上げをするということでありますが、このことは被災者にどういう影響を与

えることになるかという問題であります。 

 私ども、今年の２月に大船渡市で、それから先月４月には県北部の野田村で、合計４カ所の応

急仮設団地で入居されている被災者の皆さんのお話をお聞きする「お茶っこ会」というものに取
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り組んでまいりました。お集まりいただいた方々は、高齢の、お年を召した方々が大変多かった

んですが、全体で六十数名の方々がお集まりいただきまして、４回に分けてお話をお聞きしまし

た。 

 この方々は、長年、先祖代々つながってきた、そういう築き上げてきたかけがえのない財産で

あるお家であるとか、家財であるとか、あるいは耕作している田んぼや畑を含めて、そういうも

のが大震災、大津波によって一瞬のうちに破壊をされて、大きな損失を被ったわけであります。

ところが、今、応急仮設住宅に入居されている方々は、光熱費の負担が非常に重くなっています。 

 大船渡の仮設に入っている方のお話では、お一人で暮らしているお年寄りの方でも、お風呂の

ガス代が――ガス風呂なんですね――月 8,000 円。４人暮らしですと２万 2,000 円かかる。その

ほかに、暖房はエアコンです。あるいは、一部こたつであったり、あるいはマットであったりと

いうふうなこともありますけど、電気代が１万 5,000円かかるというふうに言われました。野田

村でも、同じように、４人家族でガス代が１万 3,000円、電気代が１万円というふうに、非常に

重い負担になっています。 

 ある入居者の方は、電灯契約を従来の 30アンペア――仮設が一律 30アンペアで設定をされて

いるんだけれども、これを 20 アンペアに引き下げをして節電をしているというふうなお話もさ

れておりました。 

 いずれ被災者の方々は異口同音に、「いろいろ言いたいことはあるけれども、我慢して生活して

いるんです」というふうに述べておられました。 

 ご存じだと思いますが、国民年金だけで生活をされている方々は、平均の月額の年金額って４

万数千円、５万円弱なんですね。こういう高齢者の方々が日々耐乏生活を余儀なくされています。

ところが、この場での話からはちょっとテーマがずれてしまうかもしれませんが、年金について

は、この 10月から段階的に 2.5％削減が行われます。３年間で 2.5％。それから、皆様ご存じの

ように、来年の４月から消費税が今の５％から８％、再来年の 10月から 10％に引き上げをされ

る計画であります。収入が減る一方で、消費に伴うということになるでしょうけれど、支出が増

えるというふうなことで、本当に爪に火をともすような生活が、ますます困難な状況が深まって

いくということであります。 

 東北電力株式会社は、この間、被災者に対して、再生可能エネルギー発電促進賦課金や太陽光

発電促進付加金の減免制度を昨年の８月から今年の４月まで行っていらっしゃったということが

わかりましたけれど、もっともっとやっぱり被災者の立場に立った、今回の 1,000年に一度と言

われる、前の陳述された方もお話ししていましたが、普段の状態ではない、そういう未曽有の大

震災のときに、一律の値上げ、一律の負担ということを負わせるというのは、一体どういう会社
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としての基本的な姿勢なんだろうか。それが本当に公平ですか。負担する能力に応じて負担をし

ていただくというのが本来のあり方ではないんですか。こういうことを問いたいと思います。 

 特に高齢の被災者の方々は、自力でお家を持つということが不可能だと。ローンも組めない。

こういう状況ですから、災害公営住宅に入居される。そうすると、今度は――今の応急仮設はも

ちろん家賃がかかりませんから無料ですが、そういう公営住宅に入れば、自分のプライバシーは

守れても、逆に出していくお金のほうは、家賃が今度はかかってくる。こういうことで、非常に

困難をきわめています。 

 ぜひ、今回の電気料金値上げが被災者にとっては死活問題であります。どうか今回の値上げ計

画を撤回されるように求めるものでございます。 

 残りの時間で質問を若干させていただきたいんですが、よろしいでしょうか。 

○安念委員長 

 どうぞ。 

○金野陳述人 

 １つは、この減免措置が、これまでやられてきたのになぜ４月で終了したのでしょうか。今後

は新規の減免措置はないのでしょうか。 

 ２つ目は、全国の各電力会社の状況を見ますと、北陸電力さんは非常に電力が安いというふう

に伺っています。こういうところから購入するというふうなことで全体のコストを下げるという

考え方は持っていないのでしょうか。 

 それから、３つ目は、石炭の発電はコストが高いというお話が出ていますが、今、石炭ガス化

複合発電というのを研究されているそうなんですが、これについての見解をもし可能な範囲でお

聞きをしたい。 

 最後に、東北電力さん、長い歴史のある会社だと思うんですが、これまでの積み上がっている

内部留保が私は少な過ぎると思います。他の電力会社と比べて、どうしてそういう低い内部留保

なんですか。よその高いところは、５億とか、何億ためています。なぜ 9,000億……。失礼。５

兆とか、そういう兆単位でお金を、内部留保を積み上げているところがあるにもかかわらず、東

北電力はどうして 9,000億なんですか、出発点がですね。言葉は悪いですけど、それは役員報酬

と株主配当で消えたんですよと、こういう話でしょうかということで、ちょっと憤りを感じてお

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す。 



 25 

 それでは、東北電力のほうから。 

○海輪社長（東北電力） 

 ちょっと減免措置の話は別の人間が答えますのであれですが、まず、北陸電力とかが安いので、

そちらから購入することでどうかということでございますけれども、まず、北陸電力さんは、自

社の管内で優先的に供給をして、その余力があれば取引市場などを通じて販売をしているという

ことでございます。それで、私どもとしても、取引市場で出れば、それを安ければ買い入れてと

いうことはやっております。そういうことが１つあります。それから、ヘルツの違いがございま

すので、60ヘルツと 50ヘルツの違いがあるので、ちょっとお値段がかかってしまうというとこ

ろはございます。 

 それから、石炭ガス化複合発電に対する取り組みでございますけども、当社、石炭火力がかな

りあります。それで、今後の石炭火力については、環境省さんのお考えもあり、ＣＯ２を削減す

るという方向になりますので、ガス化複合発電についても当社として研究に取り組んでいるとこ

ろでございます。今後の課題であります。 

 それから、内部留保、何でそんなに少ないんだというお話でございますが、ちょっと他社のこ

とはわかりませんけれども、少なくとも私ども、33年ぶりの値上げということで、この間、利益

が出れば還元をするという形で料金を下げてまいりました。平成元年以降でも７回、うち６回下

げているんですけれども、そういうことが１つあるのと、それから、この 10 年間、私ども、か

なり自然災害が多かったということもあると思います。新潟で中越地震、中越沖地震、雪害、そ

れから宮城の地震ですね。こういうようなこともあって、その都度、例えば宮城の地震では原子

力が一時停止したりとか、そういうこともあって積み上げが少なくなったのではないかというこ

とでございますので、役員報酬、人件費云々の問題は、それほどの影響ではないと私は思ってお

ります。 

○石森執行役員お客さま本部営業部長（東北電力） 

 営業部長の石森でございます。 

 太陽光の発電促進付加金の被災地の減免措置の件でございますけども、こちらのほうにつきま

しては、24年度につきましては、７月１日からの実施に伴いまして、おっしゃるとおり減免され

ておったんですけども、国の制度のもとでございまして、当社だけが減免してきたというふうな

ことではございませんで、経産省さんのそういった制度の中でこの４月に終了しているというふ

うなことでございますけども、ちょっと私からは言いづらいところがございます。 

○金野陳述人 

 じゃ、経産省からもちょっとコメントください。 
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○安念委員長 

 何についてコメントしてもらえばよろしいですか。 

○金野陳述人 

 減免制度のもとは経産省の制度があったからだというふうに今説明されました。 

○安念委員長 

 太陽光付加金の減免があったのをやめた、その理由は何かというご質問だったんですね。 

○金野陳述人 

 そうです。 

○安念委員長 

 その点について、経産省に何を答えてもらえばよろしいですか。 

○金野陳述人 

 今の話――ごめんなさい、私の聞き間違いでしたらあれですが、経産省が制度をつくって、そ

れにのっかって東北電力さんが減免をしてきたと。 

○佐竹副社長（東北電力） 

 これは法律の定めによるものだと理解しておりますので…… 

○金野陳述人 

 だから、経産省に聞きたいのは…… 

○佐竹副社長（東北電力） 

 承知しました。 

○金野陳述人 

 もうあなた方の仕事は終わっちゃったのということでね。 

○滝澤調整官（経済産業省） 

 申し訳ございません。ちょっと恥ずかしながら、私、それについての知見がございませんので、

また後ほど国民の声で回答させていただきたいと思います。申し訳ございません。 

○安念委員長 

 何をお答えすればよろしいでしょうか。 

○金野陳述人 

 要するに、被災者に対するその支援制度がいろんな形で、企業の努力の中であったり、あるい

は国の制度の中でいろいろ検討されるべきなんですが、今回たまたま東北電力さんが減免制度と

して行ってきた、その制度があるんですよ。それの根拠が経済産業省の制度に基づいたものだっ

たと、こういうお話なので、じゃ、国がもっと頑張らなきゃいけないんじゃないのと。被災者支
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援のために何かできることがもっとあるんじゃないのと、経産省としてもね。そういうことです

よ、私の言いたいのはね。 

○安念委員長 

 わかりました。ちょっと預からせていただいて、ご質問の意味をちゃんと咀嚼させていただき

たいと思います。ありがとうございました。 

○金野陳述人 

 終わります。 

○安念委員長 

 どうも、金野さん、ありがとうございました。 

 それでは、６番の廣部公子さんにお願いいたします。 

○廣部陳述人 

 山形の山形市から来ました廣部公子と申します。 

 震災後の復旧・復興努力に関しまして、まず御礼申し上げます。本当に被災しながら大変な中

で、それぞれがそれぞれの仕事を頑張ってくださったこと、感謝申し上げます。その後の努力も

いろいろなさってらっしゃるというのは、資料を見させていただいてわかりましたが、今、まだ

震災復興途中です。 

 人件費について申し上げたいことがございます。 

 社員給与を 20.4％引き下げ平均 642万円、役員報酬額を 30％下げて１人平均 2,700万円、顧

問 11人で１人 1,800万円。赤字だから値上げをしてほしいというのなら、東北６県の所得水準―

―これは平成 20年の厚生労働省のデータから拾ったものです。宮城が 436.0万円、山形が 363.2

万円、岩手が 361.2 万円、秋田が 358.6 万円、青森が 352.4 万円ということで、先ほど補正額、

地域補正をこういうふうな形でしたというご説明を受けましたが、お互い被災した東北というこ

とで、この平成 20年のデータより恐らく所得水準はもっと低くなっていると思います、震災後。

それを勘案して、もっと地域補正を考えていただきたいということで、この提案額、人件費につ

いて、到底受け入れられないというのが一般消費者の思いです。 

 同様に、保険料が、65％が今まで会社負担、今回 56％にするというふうなお話でしたが、福利

厚生は厚いほどいいのはわかっています。それは自力で利益を上げたとき、どうぞやってくださ

い。皆様に値上げをお願いするような形のとき、削れるものはぜひ削ってほしいという思いでご

ざいます。 

 先ほどの被災者に対する減免措置が終わるということは、経済産業省さんのほうに、それらも

また維持できるような方策を考えてほしいということを要望として取り上げてほしいと思います。 
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 あと、事業報酬につきまして。 

 値上げすることで前回より 22億増収し 883億円になるという計画を見させていただきました

が、この中には株主配当金が含まれているということで、その割合はどれくらいなのか、開示は

ございませんでした。今回の資料の中に、1,000 億円の配当分をいろいろな不足分に回したとい

うふうな記事がございましたが、この配当分はどれくらいになるのか、お教えいただけるとうれ

しいです。その配当分を被災者支援に回すなり、リスク回避のための積み立てに回す、あるいは

事業報酬をもっと少ない形に計画を練り直すことはできないでしょうか。その辺もお願いいたし

ます。 

 あと、自己資本の取り崩しをしたとお聞きしていますが、流動資本のみの取り崩しなのか、固

定資産の取り崩しも行った形なのかをぜひお聞かせください。東北電力さんは、電信柱を立てて

いる土地はもちろん取り崩すことができませんが、そのほかにいろいろな資産をお持ちではない

でしょうか。その辺もよろしくお願いいたします。 

 あと、役員、顧問、社員の皆様の持ち株は全体の何％くらいになるのかもお聞かせください。

給与を下げても配当分で手に入るという形になると、本当に痛みをわかっての値上げなのかとい

うのが疑問視されます。 

 燃料費削減について。 

 過去 10年分の東電の電気料金の原価を調べてみたら、「複数の項目で常に見積額が実績を上回

り、必要以上に高く設定した可能性がある」と指摘されたそうですが、貴社において高めの原価

設定がないのかどうか、お調べになったことがあるのかどうか、わかりましたらお教えください。 

 液化天然ガスは火力発電の 30％とお聞きしていますが、これも前の方のご質問がありましたが、

高い価格で購入していると聞いています。「燃料費調整制度」に甘んじることなく、一層の削減努

力を希望いたします。 

 あと、原発の再稼働について。 

 ２年後の再稼働を予定しているようですが、ぜひ廃炉にして再生エネルギー中心の電力会社に

転換していただけることを希望いたします。そのための値上げなら協力したいと思っています。 

 2011年３月期の報告で、原発関係費が年間 1,391億円、さらに、今年３月、女川、東通、両原

発の安全対策費用として 1,540 億円を計画しているとお聞きしました。廃炉にし、燃料費削減、

人件費削減、内部留保の取り崩しで、今回の値上げはしないで、せめてあと２年間、復興するま

での間、お互いに頑張っていける形はできないでしょうか。希望を込めてお願いと質問をいたし

ます。また、廃炉にするためにかかる費用がもし計算されていましたらお教えください。 

 以上です。 
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○安念委員長 

 それでは、お願いいたします。 

○海輪社長（東北電力） 

 私からできる限りお答えしたいと思いますけど、人件費水準の地域補正の話とか、保険料の負

担の話、これは別の者からお答えいたしますけども、人件費についての今回の申請の考え方は、

ご承知のとおりですが、それの実際の数字を言いますと、20％の社員年収削減をいたしておりま

す。このうち、実際に今組合等と協議ができていますのは、半分ぐらいの 11％強です。それで、

先般、夏季賞与、この年の夏季賞与については、支給しないということで組合と協議が調いまし

たので、その現在の642万円に少し近づいているというのが現状でございます。したがいまして、

私どもとしては、これに向かってまず努力をするということでございます。大変厳しい地域の経

済情勢というお話につきましては、本当に受けとめて、今後とも努力を続けたいということでご

ざいます。 

 それから、事業報酬でございますけども、株主配当分が含まれるというお話でしたが、現在の

事業報酬制度は、配当分が幾らとか、支払い利息分が幾らとか、そういうふうなことではなくて、

事業資産に一定の報酬率を掛けて、その範囲で賄いなさいということになっております。したが

いまして、これからその中で私どもが配当できるかどうかということは、今後の経営次第、効率

化次第ということになります。 

 それで、株主様には、この２年間、無配当で、かなりの負担をお願いしているというところで

ございます。今後とも株主様から支持を受けるためには、少しでも早く復配をさせていただかな

いと、という思いが経営者としてございます。ただ、この辺については、効率化を徹底して、そ

この原資を生み出していきたいということでございます。 

 それから、もっと資産整理をすればいいのではないかというお話がございました。当社は、電

力の自由化という流れを受けまして、持っていた施設をかなり処分しております。それで、事業

所をかなり統廃合しております。また、社宅とか、寮とか、宿泊施設、それから体育施設、こう

いう厚生施設も廃止をしてきております。相当部分廃止を進めております。例えば営業所とかは、

もうこの 10年余りで 62カ所削減したり、宿泊施設も 10カ所、体育施設も８カ所ということで、

現在ございません、こういう福利厚生施設は当社は持っていません。そういうことをご理解いた

だきたいというふうに思います。 

 それから、再生エネルギー中心の電力会社ということでございました。当社、他の電力会社に

比べまして、恐らく東北は自然エネルギーの宝庫ですので、風力とか、地熱とか、そういうもの

の利用は高いレベルにありますが、現在のシェアは３％程度でございます。ですから、これを仮
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にここ数年で倍増しても、５、６％にしか達しないということでございます。この努力は続ける

ということでご理解をいただきたいと。現状は、それで原子力の穴を全部埋めると、代替するわ

けにはいかないというのが現状だということを申し上げたいと思います。 

 では、ちょっと細かいものを。 

○佐竹副社長（東北電力） 

 それでは、給与の話をまず最初にお話し申し上げます。先ほども触れましたけれども、確かに

東北の平均と比べますと、東北電力の平均はまだ高いということだと思いますが、１つの理由は、

東北電力という会社は、本店が東北地方にありまして、本店というのは、どこの会社でもそうで

すけれども、賃金水準の高い管理職の比率が非常に多いということがあると思います。それから、

電力会社の場合には、平均勤続年数が非常に長くなっております。入社したら、いろいろな資格

を取って、トレーニングを受けながら、長く勤める。そして、もう一つの理由としては、東北電

力の場合、社員と言えば正社員が 100％でございます。非正規社員という者がいないと。少なく

とも人件費対象では非正規社員は、アルバイト等は入っておりませんので、そういうところがあ

ると考えております。 

 それから、保険料を会社負担 56％ですが、これは料金審査専門委員会の審査の対象になってお

りますけれども、私どもが織り込んだ 56％といいますのは、昨年 11月の段階での単一・連合健

保の平均値として織り込ませていただいたものでございます。 

 それから、燃料費につきましても、これは審査専門委員会の中で相当議論されておりますので、

ＬＮＧの購入についても相当な努力を織り込んでおります。今ここでそのお話をしますと非常に

長くなりますので、省略をさせていただきたいと思います。 

 それから、廃炉費用が幾らかということについては、現時点で約 2,200億円の廃炉費用を想定

しておりまして、それに対して 770億円程度を既に引き当てているという状況でございます。 

 時間がなくて大変申し訳ございません。それと、ご質問の中にありました役員、社員の持ち株

比率がどうかということについては、今、手元にございませんので、大変申し訳ございません、

後ほどにさせていただきたいと思います。 

○廣部陳述人 

 ありがとうございました。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、７番の野崎和夫さんにお願いいたします。 

○野崎陳述人 
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 宮城県生協連で専務理事をしております野崎と申します。私は、東北・新潟７県の生協の中で、

この電気料金値上げの認可申請について、どのように考えてきたかということをお話させていた

だきたいと思います。 

 まずはじめに感じたことは、電気というのは、私たちの生活にとって本当に欠くことのできな

いもので、それを東北電力さんから購入をさせていただいているわけでありますけれども、これ

は本当に選択性がない、またなかなか意見を言う機会もないというようなことがございました。

そういった中で、今回大きな値上げの申請があったわけでございますけれども、私ども利用者、

消費者、そういった者がどういうふうに考えているのか、そういうことについて、やはりしっか

り意見を述べていく必要があるのではないだろうか。そういうことで、今回、生協の中で今の制

度や電気料金について学習会をしたり、また、先日はお忙しい中、東北電力にはご協力いただき

まして、４月 22 日に意見交換会を実施させていただいたりというようなことをしているところ

でございます。そういう中で、考えていることについて６点ほどお話をさせていただきたいと思

います。 

 まず１つは、今回の値上げについてでございますが、やはり消費者全員に大きな影響があると

いうことです。特に被災をした地域であって、その復興の途上であるということでございますと

か、消費税の増税、あるいは、社会保障のあり方をめぐっての議論では、負担増、給付費の削減

といったことが検討されている中では、非常に大きな影響があると。そういう中に、11％、また

事業者に対しては 17％を超える値上げということでございますので、これも間接的には私たちの

買うものに大きな影響があるだろうということが想定されるわけでございます。そういう意味で

は、現在の状況からいたしますと、やはり消費者、利用者の立場に立って、その影響をいかに軽

減するのかと、こういう立場で、とりわけ電気料金審査専門委員会の皆様にはご検討、あるいは

査定の方針をつくっていただきますようにお願いをしたいというのが第１点目でございます。 

 ２つ目には、今回の値上げの大きな要因になっております燃料費の増大の問題でございます。

この燃料費の増大が今回値上げの理由になっているわけでございますけれども、原子力発電所の

事故があったというようなことも踏まえますと、現状では原子力発電以外のエネルギーによる電

力をいかに低廉に供給するのかということが、これは東北電力だけではなくて、すべての電力会

社に今求められていることだと思うわけでございます。そういう中で、審査専門委員会の資料を

拝見いたしますと、東北電力の原油、ＬＮＧ、石炭の原価織り込み価格は、全日本通関価格に比

べましても決して安い調達価格になっているというわけではありませんし、もう少しその低減の

努力ということがお願いできるのではないか、このように感じています。そういう意味では、燃

料費の低減ということについて、電力会社には特段の努力をお願いしたいというふうに思います
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し、同時に、現在、国においても、エネルギーの調達価格を削減するような動きも起こっている

というふうに聞いておりますけれども、その取り組みを強めていただくということをお願いした

いと思います。細かくは審査専門委員会の議論の中でされておるようでございますけれども、原

価算定期間中の価格の更新時期を迎えるものへの原価織り込み価格や、あるいは燃料の稼働を効

率化するためのメリットオーダー等、いろいろな方策もあるかと思います。そういったことも含

めまして、燃料費の低減を一層図っていただきたいというふうに思います。 

 ３つ目は、営業経費を引き下げる努力についてでございます。利用者の目から見るとどのよう

に見えるかということでございますが、その営業経費を引き下げる努力をどこまでされているの

かということについて、やはり十分見えない部分がございます。一例を申しますと、いわゆる物

品を調達する場合の入札比率というものがあるわけでございますが、お話を伺いますと、東北電

力の入札比率というのは、2010年度で 17％、今後 30％に引き上げていきたいということでござ

いますけれども、地域独占的に供給をされて、かなり公的な性格の強い企業ということを鑑みま

すと、決して高い水準ではないだろうと。もっともっと高い水準の入札比率、あるいはそういっ

たことに象徴されるように調達コストの削減がされているというようなことの努力がもう一歩伝

わってこないという部分がございますので、こういった面についても、競争環境を確保していた

だいて、引き上げ、営業経費を効率化するというようなことについて、ご努力をお願いしたいと

いうふうに思っています。 

 ４つ目は、電力会社の軽減努力の検証及び担保という問題についてでございます。これは、主

には、国、あるいは経産省のほうにお願いをしたいと考えておるところでございます。今回、33

年ぶりの値上げということで、この電気料金の問題が報道等でもされるような形になっておるわ

けでございますが、現在申請されている内容について、本当にそのことが目的どおりいっている

のか、あるいは見込みどおりなのか、さらに引き下げることができるような要因が新たに出てい

ないのかどうか。そういった意味では、電気料金の妥当性を事後的に、あるいは継続的に検討し

て、それを公開していただくような、そういった仕組みが必要なのではないかというふうに思い

ます。そういう意味では、先日、経産省のほうにお伺いした際には、そういった仕組みはあるん

だけれども、まだそういったことが発動された例はないというようなことがございました。そう

いった意味では、そういった面での検証ということについてお願いをしたいというふうに思いま

すし、また、今回から消費者庁、あるいは消費者委員会もこの議論に関与していくというような

ことをされておるようでございますので、そういったところなども事後的な評価に参画をしてい

くと、こういうような仕組みを考えていただけないだろうかというふうに考えるところでござい

ます。 
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 ５つ目には、現在の電力制度についての改善ということについて検討をお願いしたいというふ

うに思います。何人の方からも指摘されておりますけれども、総括原価方式というのは、コスト

削減の努力ということが行われにくいというふうに見える側面がございます。そういった意味で

は、現状の料金制度ということについて改善をお願いしたいというふうに考えております。そう

いう中では、私どものほうからいたしますと、やはり消費者の権利がきちんと確保される――消

費者の権利、選択できる権利、知らされる権利、安全である権利、意見を反映させる権利、こう

いったものがきちっと確保されるような制度設計、そういったものを国においては検討いただき

ますようにお願いをしたいというふうに思います。 

 最後に、エネルギー政策について申し上げたいと思います。今回の値上げは、基本的には電源

構成の変更といいますか、原発による電力供給から火力による電力供給への構成比が上ったこと

による燃料費の増大というふうに捉えておりますが、エネルギーの政策ということが極めてこう

いった問題においても重要だということと思います。 

 そういうことを踏まえて申し上げますと、やはり福島の第一原子力発電事故ということを踏ま

えますと、利用する側からいたしますと、安全であるというふうには思えないものを継続される

ということについては、非常に強い不安を覚えるものでございます。そういう意味では、東通１

号機の稼働を前提とした計画ということについては見直すべきだと思いますし、また、この間、

幾つか意見交換させていただいて感じておりますのは、電力会社の皆さんは、原子力発電という

のは経済性があるんだと、安いんだというようなことをお話しされることがあるんですけれども、

事故後ということを考えますと、決して安いとは思えないわけですね。電力会社単体だけで見て

安くても、トータルで見ればやはり高いのではないかと。そういったことも含めまして、その算

定のあり方について、私は非常に疑問を感じざるを得ません。 

 そういう意味では、現状の原子力発電のコストの算定の仕方についても、安いと言われてもな

かなか信じにくい、あるいは安いと言われても本当にそれでいいんだろうか、そういうことを感

じざるを得ない、こういうふうに思うわけでございます。そういった面からは、やはり経産省の

ところで、この原子力発電をどう考えるかということについてはきちっとご議論いただいて、今

後のエネルギー政策の中で検討いただきたいと思いますし、基本的には原子力発電に頼らないエ

ネルギー政策をきちっと確立いただく。このことを強くお願いをいたしまして、陳述とさせてい

ただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○安念委員長 

 ご回答をお求めになることはございますか。 
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○野崎陳述人 

 いえ、特にございません。よく消費者の意見をしん酌いただいて、反映いただきたいというふ

うに思います。 

○安念委員長 

 電気料金審査専門委員会が策定することになっております査定方針案についてのご指摘もいた

だきましたので、その点については、私がその委員長としての立場で若干コメントさせていただ

きます。 

 被災地の実情をよく勘案した上で査定方針案をつくってくれというご指摘につきましては、し

かと拝聴いたしました。 

 それから、経営努力の件でございますが、私どもが査定をしております経費といいますか、原

価というのは、決して歴史的にかかる、あるいは事実としてかかるであろう原価のことではござ

いませんで、ぎりぎりの経営努力をしたとしてかかるであろう、いわばあるべき原価を探求する

という立場でございます。したがって、例えば入札によってコストが削減できるのでれば、電力

会社がしようとしまいと入札したことにして査定するというのが基本的な考え方でございますの

で、ただいまのご指摘に沿うような努力をしたいと存じます。 

 どうもありがとうございました。 

○野崎陳述人 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

○安念委員長 

 それでは、８番の砂子啓子さんにお願いいたします。 

○砂子陳述人 

 仙台市在住の主婦です。砂子啓子と申します。よろしくお願いいたします。 

 このたびの陳述は、私が活動しております生活協同組合あいコープみやぎという生協がござい

まして、そちらのメンバーの人たちと話し合い、自身の意見を盛り込んで意見を述べさせていた

だきたいと思います。少しちょっと重複してしまうところもありますが、よろしくお願いします。 

 まず、値上げ申請許可の方法を始め、電力制度を改革していただきたいということです。先ほ

どもありましたが、現状の総括原価方式というのは、コスト軽減の努力が行われにくいといった

問題というのを抱えており、こちらのほうを、コスト削減を促進し、過度な利益を得ることのな

い料金制度の研究を進めて、現行の方式を早期に見直す必要があるのではないでしょうか。そし

て、国民の「選べる権利」というのを保障していただきたく、現状の地域独占的な電力供給から

競争状態にすべきであると考えております。 
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 次に、電力会社の原価低減努力の検証及び担保をしていただきたい。先ほどもありました想定

と実績の比較検証というのが必要で、電力料金の妥当性を事後的・継続的に検証し、評価する仕

組みを国においてつくっていただきたいです。そちらのほうは、私たち消費者も参画をさせてい

ただきたく、ぜひよろしくお願いいたします。 

 次に、燃料費の低減を促していただきたいということです。火力発電における燃料費負担が値

上げ理由の１つとなっておりますが、こちらは電力会社の交渉努力によりさらなる原価の圧縮が

できるのではないでしょうか。それで、こちらのほうは効率的な運用も極めて重要で、適正価格

である中から最も安い燃料を順に稼働するメリットオーダーというのを徹底していただきたいで

す。また、化石燃料の輸入による膨大な資金流出というのを抑制していかなければならないと思

いますので、こちらは節電、省エネ技術を促進したり、自国の地域の資源、そして人や技術など

を最大限に活用するエネルギーの転換も視野に入れた経営方針を望みます。 

 次に、経営経費を引き下げる調達方法をしていただきたい。こちらも徹底した経営効率化のた

めには競争入札率を 100％にすることが望ましいと考えますが、事業の特性上、入札が困難なも

のがあるとすれば、私たちが納得できるような資料などを用いてぜひ説明をしていただきたいで

す。こちらは競争入札の進捗状況がわかるような情報公開を求めたい。それと、地元の企業など

を積極的に採用するということをこれまで以上にさらに促進していただきたいと思っております。 

 そして、原価低減努力の姿勢があらわれる人件費としていただきたい。公共的な視点から、電

力会社の役員報酬に関しましては、国家公務員の指定職の給与水準と同レベル以下とすることが

適切であると考えております。 

 そして、エネルギー政策を転換していただきたいです。このたびの請求には、27年に東通原発

の再稼働が盛り込まれております。再稼働するには、放射性廃棄物の最終処分方法を確立させる

ことが大前提であると思うのですが、これについてはどのようにお考えなのでしょうか。先ほど

規制委員会のほうでという話がございましたので、私たちの声や私たちが参加できる機会、また

規制委員会などにどのように伝えていけばいいのかというのがわかりません。ぜひ何かアドバイ

スや道筋がありましたら教えていただきたいと思います。エネルギー政策が定まっていない現時

点で東通原発の稼働を前提とした値上げ申請というのは、見直すべきではないかと思っておりま

す。ぜひご検討のほどよろしくお願いします。 

 先ほどもありましたが、原発が安いかどうかということなんですけれども、維持費や核燃料サ

イクル技術開発コストなど、隠れたコストというのがたくさんあるのだと思います。そしてまた、

再稼働するには、安全基準というのはすごく厳しくなっておりますので、さらなる経費というの

がかかります。また、一たび事故があれば、損害賠償費用や事故収束費用、原状回復費用という
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のははかり知れません。このようなことを考えますと、大きな被害に遭っている東北で、高コス

ト、高リスクである原発からはいち早く撤退するべきではないかと思っております。被害の現状

を、目をそらさずにそれを見据え、真ん中に置いたエネルギー政策や電源政策、そして電気料金

の問題を国と電力会社と私たち市民が一丸となって考えていくことを切に願っております。 

 最後になりますが、原発費用で余計な出費というのが続いているのは私たち消費者のほうも同

様でございまして、例えばですが、生産者は土壌や作物の実測定というのを行っております。ま

た、遠方に母子避難をされている方というのは二重の生活費というのがかかっていたり、また、

私のように子供を持つ母親などは、日々の食材選びや、子供たちをどのようないい環境で、放射

能から守ったり、それと食べ物についてなどもあらゆる工夫と余計な出費というのを重ねており

ます。そのような現状というのはぜひ知っていただきたいと思い、私たちのようなこのような者

はどこからか補助金や補償が出るわけではございませんので、あくまで自主的に出費をしている

ということはぜひ査定に入れていただけないでしょうか。 

 それで、震災から２年たった今でも復興や収束にはほど遠いという現状がありますので、その

上での東北電力の値上げというのは、市民の合意のもとに大幅なエネルギー政策の転換や電源政

策を再編成し復興していく東北の重要な電力として展望のある経営方針を示唆した上での値上げ

であってほしいと切に願っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございます。 

 先ほどの野崎さんからも、料金の事後的検証の仕組みがどうなっているんだというご指摘があ

りましたので、これは経産省からお答えいただいたほうがいいかな。 

○滝澤調整官（経済産業省） 

 国に対して幾つかご指摘とご質問をいただきましたので、お答えさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、総括原価方式ですとか地域独占がおかしいんじゃないかというご指摘がございました。

これにつきましては、既にもしかしたらご存じかもしれませんけれども、地域独占を撤廃する方

向で検討が進んでおります。小売の全面自由化ということを念頭に検討が進んでおりますし、そ

れから総括原価方式も自由化されると実は撤廃されるということになりますので、そういった廃

止の方向に向けて実は制度設計が既に進んでおります。今般、国会にこういったことを――プロ

グラム規定というふうに私たちは呼んでいるんですけれども、ステップ・バイ・ステップで進め

ていくということを盛り込んだ法律を出させていただいておりますので、しっかりと進めていき

たいというふうに考えております。 
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 それから、事後評価についてまたご指摘を頂戴いたしました。消費者の皆様が料金水準の妥当

性についてしっかりとチェックできるように、当省としても分析結果をなるべくわかりやすい形

で公開していきたいというふうに考えております。あわせまして、電力会社の皆さんに対しても、

必要な情報の公開というのはしっかりと促していきたいというふうに考えております。 

 それから、エネルギー政策についてのご指摘をいただきました。原子力も含めた今後のエネル

ギー政策につきましては、まず、いかなる事態におい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だというふうに考えて

おります。大臣も責任あるエネルギー政策を構築していくんだということをずっと申し上げてお

ります。現在、総合資源エネルギー調査会総合部会というのが開かれておりまして、３月から始

まっているんですが、こちらでエネルギー基本計画の見直しの議論をしております。年内をめど

に取りまとめるという方向で議論を進めております。その場で今お話のあったようなことについ

てもご議論させていただこうと思いますし、また、こういったエネルギー政策の議論に当たって

は、情報公開に努めて、国民の皆様のご意見を広く集められるように工夫をしていきたいという

ふうに担当部局では申しておりましたので、お伝えしたいと思います。 

 それから、非常に難しいご指摘として、規制委員会に対してどういう伝え方があるのかという、

アドバイスをいただきたいというお話もございました。私ども、資源エネルギー庁でございまし

て、実は別の部署の方に対してどういったアプローチの仕方があるのかというのは、この場でな

かなか申し上げにくいんですけれども、ご要望があったことをお伝えしたいというふうに思いま

す。 

 以上でございます。 

○砂子陳述人 

 それで、このたび全家のところにこちらの値上げの申請のものがあったんですけれども、これ

をどれだけの人が理解しているのかというのはすごく疑問なんですね。すごく難しかったり、こ

れ１枚で「見ていなかった」「知らなかった」という方はやっぱり多いと思います。ですので、私

たちは、震災後に「今これからどうしたらいいのか」というのをすごく考えていて、積極的に参

加をしたいし、否定とか批判とかということだけをしてはいきたくないので、ぜひ私たちと一緒

に連携して、私たちがこれを勉強して勉強会を地域の人とやるとか、国とか東北電力の人たちと

これを機に交流したり、連携・参画というのをぜひ積極的にさせていただきたいので、よろしく

お願いいたします。 

 ありがとうございました。 

○安念委員長 
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 どうもありがとうございました。 

○海輪社長（東北電力） 

 委員長、よろしいでしょうか、今の最後の点。 

○安念委員長 

 はい。 

○海輪社長（東北電力） 

 「東北電力ニュース」に対するご意見、ありがとうございます。 

 この「東北電力ニュース」というのは、他電力にはないツールでございまして、定期的にご家

庭に配布して、当社の状況とか、あるいは省エネルギーの情報とか、それから料金メニューの情

報とかを提供している情報媒体でございます。 

 表現がわかりにくいというお話がございましたので、これはご意見として本当に承って、今後

に生かしていきたいというふうに思います。 

 それから、どうしても紙面に制約がございますので、全てをこれで網羅することはできないの

で、砂子さんがおっしゃるとおり、勉強会とか、そういうのには私どもいつでも積極的に出てま

いりますので、ぜひその中で紹介させていただければと思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○砂子陳述人 

 ありがとうございました。 

○安念委員長 

 砂子さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、９番の秋葉賢二さんにお願いいたします。 

○秋葉陳述人 

 よろしくお願いします。公益社団法人の日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会東北

支部の秋葉です。専門家の立場で今日、弊協会の辰巳さんがお見えになっていますけど、私のほ

うは消費者の立場でご質問したいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 私は福島市からの参加です。福島市では、本日の陳述には直接関係はないが東京電力の原発事

故があり、70キロ近く離れているところに住んでおります。今日は、８時 45分集合ということ

で６時半に自宅を出ないと間に合わないのです。地方はどうしてもバスとか交通機関が朝早くの

便が無いのですが、こちらで公聴会があるということで、出席させていただいております。 

 先ほど言った 70 キロの範囲でどんな生活をしているか。実は私は、町内会で副会長の役割も

しており、除染活動に携わりました。現在まで市・行政ではタッチしてないというか、残念なが
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ら除染地域は平成２５年度以降になっています。国もしくは市・県で指導されている大波地区と

か渡利地区はもう除染活動をしていますが広い敷地のところは１世帯当たり500万ほど除染費用

がかかっているという話が伝わってきています。少ないところでも 300万ほどかかっているとい

うことですが現在もそのようなこんな環境になっております。私の住まいは、福島市の駅から５

キロぐらい、福島市の北側に位置しておりますが、そこはまだ除染活動を１軒ごとにはやれてい

ないのです。要は、平成 25 年度以降に着手するという地域です。ところが、小学生が集まる集

合場所が、みずから放射線量をはかってみたところ、実は 17マイクロシーベルトもありました。

これは報道にもされていません。それが現状です。町内会の中で、早急に除染活動をしましょう

ということで、0.6 マイクロシーベルトまで下げましたが６カ月経過して今はかってみると、３

マイクロシーベルトまで戻っていました。まだまだ原発問題は解決していない。これから先、数

十年かかるという環境の中で、子供さんたち含めて、生活には非常に苦慮しているという環境で

生活しています。 

 今日は東北電力さんのほうの電気料金の問題なので、もろもろご質問させてもらいたいと思っ

ていますが、まず、先月に、消費者庁の意見陳述がありまして、そういう機会を得たということ

は非常に今回画期的なことだと思いますし、非常に評価させていただきたいと思っています。た

だ、もともとは経済産業省のほうでリードしていただいた内容であり、そこの責任を含めて曖昧

にならないように、やっぱり横串を刺しながら、連携をとりながら、ぜひ今後もやっていただき

たいと思っていますので、その点だけはちょっとあえてお願い申し上げたいと思っています。 

 経済産業省の役割と責任が変わることはないので、従来どおり、さらにより以上の厳正な対応

をやはりしていくべきだと思っています。今回のことが起きて初めて今、経済産業省、もしくは

消費者庁のほうでこういうふうな場を設けていただきましたけど、残念ながら、今までどうして

こういうことがわからなかったのかという問題ですがあります。総括原価方式の中で、具体的に

言ったら人件費の問題。先ほど来、皆さんがお話ししているように、役員の報酬の問題、顧問と

か相談役の人数の問題、報酬の問題含めて、公開しなかったという事実もありますし、それが総

括原価方式に入っていたんでしょうかという問題も、考えたら摩訶不思議な話でありまして、こ

れは質問すると、いやいや、それは家庭用のほうの電気料金ではなくて事業のほうの電気料金の

中で算定しているとか、曖昧な表現が出てくると思います。だから、あくまで企業としては企業

としての責任を持って経営されているわけですから、なかなか一般の方が入り込むこともできな

いし、経済産業省の方のほうで常日ごろそのような観点からきっちりと見ていただくということ

が大事だと思っている。ところが、残念ながら今まではそういうことがなかったということで、

こういう場が設けられたということは非常によいことですけども、今までなかったことが不思議
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です。正直な話。それがまず第１点です。 

 人件費の問題等は先ほど来、ご質問があったとおりですから割愛しますけど、例えば健康保険

事業主の負担割合です。65が 56になったとか。なぜまたこんなことを意見として言わなければ

いけないのだろうという話ですよね。みずから経営努力の中で解決していただきたい問題ですか

ら、今後も、なかなか我々一般消費者はそこまで見届けできないということがありますから、ぜ

ひ経営の中できちんと努力していただくということが大事だと思っています。 

 また、資材等の調達についても入札……。随意契約が多いというご指摘も皆さんからあるとお

思いますが今後 30％に引き上げるということですが、正直な話、今までの企業形態から見たらこ

れも一気には解決しない問題と思います。それでも、やっぱりそれなりの努力をするという形を

つくってもらうということが大事だと思っています。 

 事業報酬の３％も、なぜ３％なのかわかりませんし、それが自己資本比率から見た場合に、ど

ういうふうな観点でその３％という利益をするんだということも理解できないということがあり

ます。 

 燃料費についても、先ほど来ご質問したとおり、高い値段で買っているということがあったと

いうことも聞いておりますし、それと、オール電化住宅の夜間料金の問題、ちょっと別に触れた

いと思っていますけど、今回は 11.4％値上げということになっていますけど、現実はオール電化

の方は 14.48とか、それ以上の値上げ率になると思うんですよ。それを考えますと、この最初の

説明のときにいただいた資料では 11.4となっていますけど、平均でと書いてありますけど、正し

くやっぱりそれは消費者のほうに理解できるような数字を挙げるべきだと思います。説明文では、

時間帯別の電灯Ａの表示だけしかしていませんが、電灯Ｂの方はどうなるかわかりません。大体

家庭ごとにデータがあるから、家庭ごとに出るはずです。電気料金はどれだけ上がるか。逆に言

えば、それをちゃんと明示すべきです。家庭ごとに納得することが必要、一般家庭に配布された

資料は２月の中旬ぐらいから宮城県地区、仙台市内を中心に配布されたが、私の住んでいる福島

では３月の中旬以降。このずれがあるというのは……どういうことか。電気料金、メーターをは

かる検針員が配ったということを聞いていますが、それを含めて、料金値上げの問題について説

明不足であるということです。オール電化の問題は、やはり今非常に影響が大きいと思う。だか

ら、先ほど来の 11.4とか８％とかという値上げじゃなくて、やっぱりその家庭ごとにきちんと分

析をして出していただきたいと思っていますので、ご検討いただきたいと思っています。 

 それと、この中でも、使い勝手の悪い料金、新プランとか、いろいろ書いていますけど、何か

わかりませんね。 

 先ほどのご質問の中で、８番の砂子さんですかね、ご質問があったように、各家庭に配布され
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た資料は議長始め、見ていますか。これが東北電力さんから渡された資料ですが、お持ちになっ

ていますか。 

○安念委員長 

 持っていません。 

○秋葉陳述人 

 これ、ちょっと参考に、私、２部わざわざ今日持ってきていますので。やっぱり見ていただか

ないとわからないですね。これ、この前もちょうど副社長がお見えになったときご質問させても

らいましたが、これを見て一般の方はわかるかという話ですよ。 

 例えば、ダブって申しわけないですけど、なぜ上がるかという理由がわからない。収支悪化要

因、もろもろ書いてあるんですよ。電力需要の減少、設備の甚大な被害、原子力発電所の長期停

止、新潟・福島豪雨による水力発電所の被害で 9,000億。何が原因なのか詳細はわからない。 

例えば 

 ２つ目、収支面において、自己資本の取り崩しで、税効果会計で充てましたと。税効果会計っ

てわかりますかと以前に質問させてもらいましたが、難しくて、この場ではちょっとなかなかお

答えできないと。それが配布資料に記載しています。それを含めて、全然わからない資料が今、

各家庭に配布されているということです。 

 きょうこの場で公聴会があるということで、意見陳述したいということをメールで出したので

すが、公聴会ですから、これだけの方がたくさんお集まりいただいて、もうちょっと傍聴される

方も多いのかなと思って期待して来たのですが、やっぱり経済産業省として公聴なので、公聴の

あり方を考えて欲しいです。そういうことを含めて、やっぱり真剣にこういう問題については取

り上げていただきたいと思っています。敢えて申し上げます。 

 以上、要点のみ申し上げましたけど、真摯に我々も取り組んで参りますが、前の方の陳述では、

何とか東北電力さんと協力して、そういう勉強会をしたいという話がありました。こういう思い

で来ているので、前向きに経済産業省の方も含め、この電気料金値上げを検討して欲しい。 

被災者にとっては大変なことで年金生活者の方含めて、細々と生活されている方が 2,000円でも

3,000 円でも負担が増えれば、生活は厳しいですよね。それを含めて、そういうふうな意見を持

っている方がおられますので、ぜひ真摯に受けとめていただいて、検討をお願いしたい。 

 特にお願いしたいのは、やっぱり総括原価方式の内容ですね。これについては、ちょっとわか

りすくし、今後の仕組みと今後の見届けする体制を含めて、ぜひ継続した考え方で進めていただ

きたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

 今までのことも含めて、やっぱり経済産業省の責務もきちっと感じていただきながら、ぜひ今
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後の取り組みをお願いしたいということで、意見陳述を終わりたいと思います。ありがとうござ

いました。 

○安念委員長 

 このパンフレット、もうちょっとわかりやすくならんのかというご注文と、それともう一つ、

ユーザーさんの契約の種別ごとに、うちだとどれくらい上がりそうなのかというのはすぐアクセ

スできるようになっているものですかね。 

○海輪社長（東北電力） 

 ホームページに電気料金のサイトを設けまして、そこでご契約の中で値上げのシミュレーショ

ンができるようになっております。こういうことも、周知が足りないと言われればそれまでなん

ですけれども、私どもとしては、今限られた予算の中で、500 万軒のお客様ですので、どうやっ

て周知しようかということで知恵を絞った結果でございますが、確かにこの紙面の中身で全てを

説明し切るというのはまず難しいので、その点についてはご理解をいただきたいと思います。 

 それで、これをつくるときに、社員で主婦の方に見てもらったりとか、そんなこともしており

ます。ただ、正確性を欠くものはやっぱりだめなので、例えば税効果会計の話も書かないほうが

わかりやすいんですが、やはり書いておかないと、これは正確ではないということにもなります。

ですから、そこのちょっとせめぎ合いがございますので、大変今回のパンフレットについてご不

満というのがあると思いますので、お聞かせいただいて、これを今後のいろいろな発信媒体のツ

ールに生かしていきたいというふうに思います。ありがとうございます。 

○秋葉陳述人 

 社長、そうしますと、今、ホームページをつくりましたと。今現在、何件アクセスがあります

か。 

○海輪社長（東北電力） 

 今は、数値を持ちあわせておりません。 

○秋葉陳述人 

 いや、だから、そういうことなんですよ。大事なことは、その後でどれだけの人に周知徹底で

きたかということだと思うのですか。それが１つ。 

 ２つ目には、これはちょっと触れなかったのですが、この中で、東北電力さんが非常に努力さ

れているということはわかるんですけども、何に対して努力されているのか見えないのですよ。

例えば収支面ではこういうふうな形でやりました。それと、固定資産の問題は先ほどお聞きしま

したけど、こんなこともしたのですよということは、書いてあればわかります。それにプラスし

て、だからこういう形にしますということでご説明いただいたら、シンプルで非常にわかりやす
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いと。こういうことを含めて説明してていただければと思っておりますので、よろしくお願いし

ます。 

○海輪社長（東北電力） 

 媒体について、もう一つ説明させてください。実は電気料金申請と同時に効率化計画というも

のをお出ししております。効率化への取り組みという中で、そういう資産はもう売却しましたと

か、いろいろな事例を含めて書いておりまして、これは全戸配布できないので、申し訳ございま

せんが、ホームページへアクセスをよろしくお願いしたいというふうに思います。 

○安念委員長 

 普通なら、せっかくホームページをつくったら、どれだけページビューがあるか気になるとこ

ろですよね。 

○秋葉陳述人 

 そうですね。以上です。 

○安念委員長 

 どうもいろいろご指摘をいただきまして、ありがとうございます。 

 それでは、秋葉さんに意見陳述いただきましたので、次、10番の佐々木政子さんにお願いいた

します。 

○佐々木陳述人 

 こんにちは。私は市内で暮らす一消費者として意見を述べさせていただきたいと思います。 

 私は、現在、家族５人で暮らしているのですが、実はさっきオール電化の住宅の話が出ました

けど、うちも万が一災害が起きたときに復旧が一番早いのは電気だよという、そういう宣伝文句

が決め手になりまして、オール電化の家を建てました。でも、１年もたたないうちに東日本大震

災に遭遇するとは、本当に夢にも思いませんでした。幸いにも、私の家は直接の被害はありませ

んでしたけども、直後の本当に不自由で不安な暮らしで、実際は復旧が電気が一番早かったのか

どうかも記憶にないような状態です。 

 そんな中で、今年の冬、とりわけ寒さが厳しかったので、１月分電気料、３万 4,000円以上に

なりました。驚いて、年末年始、家にいることも多かったんですけれども、それ以外は小さい子

供を連れて嫁さんは市民センターに遊びに行ったり、近くの実家に行ったりとか、私もいろいろ

やっていまして、日中、家はほとんどいないことが多いのに、こんな料金になって本当に驚きま

した。 

 そのほか、朝には早く小さい子供たちのために部屋を暖めようと、震災後は石油ファンヒータ

ーも入れましたので、これ以上、光熱費がかかったら大変と。家族では、本当に「節電、節電」
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とおまじないを唱えるように、電気を小まめに消すようになりました。それまでも野方図にして

いたわけではないんですけれど。 

 それでも、電気は毎日の生活に必要不可欠なものですから、節電といっても限界があります。

今年の夏はまた厳しい暑さになるだろうと予想されますけど、電力には余裕がありますという報

道でしたので、何となく安心しておりました。しかし、７月１日から平均して 11.41％値上げに

なるという知らせを聞き、また、今初めてわかったんですが、オール電化はもっと上がるという

ことを知りまして、家計に大きな負担になることが心配です。東北電力さんには、ぜひ値上げを

回避するよう最大限の企業努力をお願いしたいと思います。 

 そのために、私は、まず、先ほどから皆さんが取り上げております高過ぎる役員報酬、もっと

引き下げるべきだと思います。 

 21人おられる役員の方の年収、昨年 12月から最大限４割引き下げたと言われますけれども、

役員平均 2,700万円、社内役員の方は平均だと 3,000万円というのですから、高過ぎると思いま

す。東北電力は、大企業役員の平均 3,200 万円以下なのだからご理解をと言われていますけど、

私には理解ができません。 

 ちなみに、地域補正ということも先ほどから言われていますけど、宮城県の働く人たちの最低

賃金は時給 685 円なんですね。首都圏の最低賃金よりも大幅に下回っています。私は、理想は、

全国一律最低賃金制度に改めて、せめて時給 1,000円以上にすべきだと思っているのですけれど

も、現状は地域間格差もあり、このような低額に甘んじているのが現状です。東北電力の役員報

酬は、私たちのこの地域の生活実感からすれば、かなりの高額だと思います。それをそのままに

して、私たち消費者に負担を増やしてくるというのは納得できないのです。 

 また、相談役、顧問の方々11人の報酬も平均 1,800万円だそうですが、今回の料金原価に計上

していないとのことですが、一体どこから支払われているのか疑問です。それは後ほど時間が余

りましたら回答いただきたいと思います。 

 また、東北電力は厚生施設を全廃したと。それは身を削ったんだよということを言われていま

すね。その１つに、私、ちょっと名取の方から聞いたんですが、仙台市の隣の名取市の名取スポ

ーツパークというのがありまして、24年３月から閉鎖されたということですが、名取の方がおっ

しゃっていたんですけれど、なぜか今、その廃止された利用されない施設―― 一山あるくらいの

大きな施設の場所なんですけれども、そこへ通じる公道が整備されているんだそうです。利用さ

れていない広大な土地、どうしてそこに立派な道路ができているのかなということで、地元では、

そこは売却されるのではないかといううわさが立っているそうです。でも、先ほど社長さんのあ

れだと、みんな処分して、そういうところはないというようなことだったんですけども、私が５
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月の７日に宮城支店さんへお聞きしたところでは、検討中ですと。まだそこを処分したとかなん

とかということは言わなくて、検討しているところですというので、じゃあ、実勢価格は幾らで

すか、面積は幾らあるか後で教えてくださいというふうに言ってきたのですが、社長さんの言う

とおり、もう処分されたのかどうか、これも時間が残っておりましたらお聞きしたいと思います。 

 また、私は、このような財産を処分されないで保有したまま消費者に値上げを迫ってくるのは、

企業としての努力不足なのではないかなと思って質問しているんですが、先ほどないということ

でしたので、国の審査会の方々には徹底してここら辺を審査していただきたいと思います。 

 それから、今回の値上げは、被災された方々はもとよりですけど、年金だけを頼りに生活して

いる高齢者世帯、また年収200万円以下の働く貧困層と言われる低所得世帯が増えておりますが、

そこにとっても大変厳しいものなのです。それに追い打ちをかけるように、新たに設定されよう

としております、ピークシフト季節別時間帯別電灯というのが提案されておりますね。それは大

変問題だと思います。毎年７月１日から９月 30 日までの間に、午後１時から４時まで、料金が

夜間時間帯の約５倍――５倍まではいかないんですけれども、５倍近い単価に計算するというも

のです。 

 それで、暑い時間帯にエアコンを切って耐えれば料金負担は安くて済みますよということなん

ですけども、本当に高齢者や弱者に厳しい制度になるのではないでしょうか。仮設の方は、「電気

料金が上がるそうですよ」と言っただけで、それじゃあ、この仮設からまた近くのショッピング

モールに昼間の間、涼みに行って、エアコンを使わないようにする、そういう人たちが増えるね

と、こう言っておりました。慎重にこのピークシフト季節別時間帯別電灯、こういう制度につい

ても審査をお願いしたいと思います。 

 ２番目には、料金値上げの申請原価に、今稼働していない原発の維持費など、計上するのはや

めてほしいということです。 

 今、動いてもいない東京電力の柏崎刈羽原発と福島第二原発や日本原電の東海第二原発から電

力を購入するとしているのは問題だと思います。年平均 23 億キロワット・アワーと言われてお

りますが、再稼働させるという前提で、その間、維持管理費や人件費など約 383億も支払うこと、

また東通原発の使用済燃料再処理費用に 42 億円も投入するというのをぜひ認めないでいただき

たいと思います。 

 今は福島第一原発の収束の見通しも立っておりません。ネズミ１匹でしばらく稼働がとまると

いうふうなことを繰り返しております。こんな人間の知恵でまだ制御できていない原子力発電は

やめて、再生可能エネルギー利用への思い切った転換を図るように、どうぞ経済産業省さん、国

の強い指導力を発揮してくださるようお願いしたいと思います。 
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 ３つ目には、東日本大震災・原発事故の被災者に、また低所得者にも、減免制度を漏れなくこ

れからも続けていただきたいということです。 

 先ほど来、話になっております、４月で終わった再生可能エネルギー賦課金の減免のお知らせ

は、私は大変自然の豊かなところで育ったので、視力がいいので、まだ裸眼でも読めるんですけ

ども、本当に小さい細い字です。やっぱりこれでは皆さんに思いが行き届かないんじゃないかな

と思いますので、また、期間の定め、区切らずに、続けてほしいと思います。 

 そして、ここでは、震災被災者は罹災証明書を持って電力会社へ申請すること、原発被災者は

地域により申請不要なところと必要なところとがありますとありますけれども、やっぱり申請主

義なんですね。本当にこの小さなチラシを見逃したら、申請主義ですから、見落とした方は自己

責任で済まされてしまいます。ぜひ丁寧な広報をお願いしたいところです。 

 そして、未曽有の災害、そして自分に何の責任もない被災者に、もっと温かい丁寧な対応がで

きないものでしょうか。せめて大小いっぱい、宮城県内だけでなく、仮設がありますけれども、

そこを訪ねて、申請書を配って説明をして書いてもらうとか、手間暇かけて不平等にならないよ

うに行き渡らせて減免をしてほしいと思います。 

 女川町で、過去に一軒一軒訪問して、「原発は安全ですから、どうぞご理解を」と人手とお金を

かけたように、今こそ、そういうことにお金と手間暇をかけられないものでしょうか。東北電力

という地域住民あっての地域独占の電力会社ですからぜひ、そして、誰もがいや応なく使う電気

ですから、冷たい対応ではなく、一人一人の心に、電気ではないけれども、ぽっと火をともすよ

うな、未来に希望が持てるような、心のこもった対応をお願いしたいと思います。そして、資源

エネルギー庁の審査の方々の厳しくも慎重な審査を心からお願いし、私の陳述を終わります。も

し時間が余っておりましたら回答をお願いいたします。 

○安念委員長 

 顧問や相談役の給与はどこから出ているのかというのと、名取何パークでしたか。 

○佐々木陳述人 

 スポーツパークです。名スパと言われております。 

○海輪社長（東北電力） 

 相談役、顧問の報酬については、今回の原価申請から外させていただきましたが、どこからと

いうことになれば、企業努力全体から生み出すということしか申し上げられません。これから我々、

いろいろな効率化努力をやりますけれども、その中で１つ、その中の一環として出していくつも

りでございます。 

 それから、名取スポーツパーク、先ほど言いましたのは、全廃しましたという、廃止しました
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ということを申し上げたので、売却までまだ済んでおりません。この１件は今いろいろと協議中

といいますか、検討中のところでございますので、先ほど宮城支店から聞いたのと同じことでご

ざいます。現在まだ売れておりません。 

 それから、新料金メニューのお話がございました。弱者に厳しいのではないかということです

が、これはもしお考え違いであればということなんですけども、これは強制的に適用するもので

はなくて選択制でございますので、これによってメリットが出るお客様が応じていただけるとい

うことですので、ぜひそういう点はよろしくお願いをしたいと思います。 

○佐々木陳述人 

 申し出によりメーターも交換するというふうに聞いておりますし。 

○海輪社長（東北電力） 

 そういうご希望といいますか、私はそうしたいというお客様に対してお応えをするメニューで

ございます。 

 その辺につきまして、ちょっとコメントさせていただきました。 

○佐々木陳述人 

 メリット、デメリットにつきましても、丁寧なご説明などをしていただきたいと思います。ぜ

ひ見やすい広報でお願いいたします。 

○海輪社長（東北電力） 

 十分心したいと思います。ありがとうございます。 

○佐々木陳述人 

 どうもありがとうございました。 

○安念委員長 

 佐々木さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、11番の芳賀芳昭さんにお願いいたします。 

○芳賀陳述人 

 芳賀です。私は、女川原発のある石巻に住んでる年金生活者です。 

 今、ちまたではアベノミクスなどと称して株価が上った、物価が上った、物価が上れば景気が

よくなったと宣伝されておりますけれども、年金だけが頼りの私にとっては、ガソリンや灯油が

上がって非常に大変でした。しかも、最近は、パンや、そうした食料品まで値上がりしだして、

まさに青息吐息です。近年、年金は減らされてきました。各種税金は上がってきました。そうい

う点では、可処分所得が減らされているさなかです。電気料金が大幅に引き上げられて、政府が

言う物価上昇２％を超したからといって消費税まで引き上げられたら、たまったものではありま
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せん。まさに暮らしがトリプル打撃を受けることになりかねません。まあ、日銀が大量に発行す

るそうですけれども、私たち年金者にそのお札は回ってくるんでしょうか。まあ、経産省の皆さ

んに聞いてもしかたがないけれども、そういう心境にあることをまずご理解いただきたいと思い

ます。 

 私は、東北電力のこのたびの電気料金値上げ申請に対して、とても黙過することができないと

いって、３点ほど挙げました。改めて陳述を許可するからという通知をもらったので、パソコン

でいろいろとってみました。東北電力の申請文書は８ページありました。それでもわからないの

で、申請概要をとりました。50ページありました。それでもわからないので、今度は電気料金審

査専門委員会それぞれの、最近では４月 25 日ですか、やったものの回答が東北電力からあった

ものも取り寄せました。それでも、頭が悪いんですね、一向に理解ができないものがいっぱいあ

るんです。 

 まあ、全部挙げるわけにいきませんから、例えば原価の内訳の事業報酬のところでは、核燃料

資産が原子力低稼働による増として 1,600億円計上されております。何で低稼働によって増えた

のかがなかなかわかりません。その下には、465 億円も特定投資として日本原燃に出すと。それ

は前までは出していないんですね。何でという説明は一切なくて、ただ１行そう書かれているだ

けです。このような項目が随所にあります。それをもって、１面には、東北電力として、「ご理解

を賜りたく」と、このようにお願いをなんぼされても、なかなかご理解できない状況にあります。 

 そこで、申請項目に沿いますけれども、逆の順で話させていただきます。 

 その１つは、東北電力が公的な仕事をしている事業者としての自覚がないとまでは言えないけ

れども、欠けているんじゃないかと、こういうふうに書きました。事業者は私たちの生活の今を

考えたことがあるのでしょうかと言いたいんです。電気は暮らしに欠かすことはできません。そ

の値上げは直接私たちの暮らしに影響します。同時に、全てと言っていいくらい、電気料金が上

れば私たちの生活に欠かせない全てのものが値上がりします。電気料金の引き上げは、そうした

国民生活全体、経済活動への影響を検討されていたのでしょうか。物価問題閣僚会議もそのため

にあるとされていますけれども、経済産業省として、値上げの国民生活への影響をどのように判

断されているのかも聞きたいところの１つです。 

 事業者は、会社創設以来の厳しい状況は云々しますけれども、住民の暮らしについてはこれっ

ぽっちも触れておりません。燃料費の増加分が多いから電気料金の値上げを申請したとされ、ポ

ーズとしては、経営の効率化。どこに効率化を言いながら 11％も値上げを申請するんでしょうか。

この地域の電気は、何だかんだ言っても、あなた方東北電力から買わなければならないのだと、

そういう思い上がりがあるようにしか映りませんでした。地域独占事業になっていくのではない
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でしょうか。その弊害をなくすには、複数の事業者が参入できる可能な社会の仕組みが必要だと

するのであれば、そうした仕組みができるまでは、公共事業者として、地域独占企業としての自

覚を裏づけることができると評価できる経営の効率化と経営の透明性、情報の公開を進めるべき

ではないかと思います。経済産業省も東北電力も、その点、十分やっているというふうに判断し

ているのでしょうか。私にはとてもそうは思えないし、韓国やアメリカに比べても日本の電気料

金が非常に高いこと１つとっても、電気料金に絡む不透明さが温存されているのではないかと思

います。とてもすんなりと大幅な引き上げを認めるわけにはいかないことをまず申し上げておき

たいと思います。 

 ２つ目は、その不透明さの１つのコスト削減努力が働きにくいとされる総括原価方式があるの

ではないかと思いました。総括原価計算において、巨額の設備投資は確実に回収されます。特別

償却の計上も認められているので、減価償却費の水増し計上も可能になります。燃料費の計算で

も、為替レートや原油価格を高めに申請することで、その差益を内部留保できる仕組みとなって

いると指摘されている方式であります。ヤードスティック方式を加味して、若干の経営効率化並

びにコストの削減は行われつつあるとしても、私たち国民からすれば、とてもわかりにくい計算

方式になっているのではないでしょうか。 

 値上げの最大理由は、燃料の調達コストとされていますけれども、長期契約や円安の差益がど

うなっているのかも不明です。また、かねてから批判のあった普及開発費や広告宣伝費が原価査

定から大幅に削られました。かと思えば、原発関係で損害賠償支援機構への拠出が 133億円も原

価算定に入っております。何を入れて何を外すか、わけがわからないことがいっぱいです。 

 レートベースでは、真実かつ有効な資産と。真実かつ有効な資産とはどんな資産なんでしょう

か。事業報酬率、なぜ３％が温存されているのでしょうか。釈明する時間がありましたら釈明し

ていただきたいと思います。 

 最後になります。電気料金値上げの理由に原発の長期停止を挙げて、原価内訳の中に東通１号

機の稼働が入っております。ここには東京電力福島第一原発の事故が生んだ事態を一顧だにして

いない、不遜で危険なものを感じてなりません。経済産業省は、福島の原発事故をどのように見

ているのでしょうか。被害は深刻です。広範です。多岐にわたります。避難者が今でも 16 万人

を超しております。人生も行政もずたずたにされております。放射能におびえざるを得ない福島

の県民、しかも、宮城も岩手も茨城も・・・  メルトダウンした燃料棒が今どのような状態に

あるのかもわからない実態ではないでしょうか。たまり続ける汚染水や漏れ出す汚染水について

も毎日のように報道されておるような状況です。それでも事故は収束したと言い張るのでしょう

か。聞かせていただきたいと思います。 
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 放射性物質を自然界から永久に隔離しておくことができると考えているのでしょうか。原発を

動かせば有害な放射性物質をつくり出します。その有害な放射性物質を処理する技術を私たちは

持ち合わせていないではありませんか。これまでつくり出した使用済み核燃料を初め、放射性物

質の量はどれくらいになると思っておるのでしょうか。人間に無害になるまで処理し、管理する

のに、どれくらいの時間とどれくらいの経費がかかるか試算されたことがあるのでしょうか。原

発の再稼働は、福島県民の苦難を、生活を、叫びを正面から受けとめた対応だと言うことができ

るのでしょうか。女川で福島並みの事故が起きたらその影響はどうなるのか、シミュレーション

してみたでしょうか。その被害額は、事業者が負担する能力を持っていると判断されたのでしょ

うか。被災地域 30 キロ圏内にまで拡大したからといって済まされるものでないことも明らかで

す。女川原発から 30 キロ圏内に７つの自治体があります。立地自治体の２つを除く５のうち４

自治体が原発の再稼働ノーの議会決議を行っております。こうした自治体の意向を無視して原発

の再稼働をするのでしょうか。今回の値上げ申請の中には女川原発の再稼働は入っていませんが、

原子力関係で、修繕、燃料、委託、安全対策費等々の中に再稼働への費用が入っているではあり

ませんか。 

 私は、３月 11 日の大震災、原発事故を経て、電力会社と国のエネルギー政策が大きく変わる

ものと思っておりました。危険な原発はやめて、自然エネルギーで安定的な電力供給ができるよ

うに、国も国民も総力を挙げた取り組みをすることこそが福島の原発事故から酌み取るべき今に

生きる者の責任だと思っていたからです。東北電力もエコエネルギーに取り組み出したように宣

伝しておりますけれども、ポーズだけではないでしょうか。原発から脱却して、本気で自然エネ

ルギーへの転換を目指すのであれば、原子力関係の総額はどれ位になりますか、私は、そういう

点で、風力も、水力も、バイオも、大中小それぞれの条件に合った発電・配電がそれぞれの地域

が可能な限りエネルギーの自給率を高めることができる方向で政策が具体化されていくのだと考

えます。自然エネルギーが安定的に必要なとき供給できる段階になるまで、少し高い負担があっ

てもやむを得ないのではないかとさえも思ったこともありました。どうしても後世にまで負の負

担を負わせてしまう原発の再稼働まで電気料金で負担させられるのはご免だと声を大きくして言

わせていただきたいと思います。 

 国のエネルギーに責任ある経産省、国民に夢と希望を与えることができるエネルギー政策に展

開することを願っております。どうか原発に依存しない電力供給を願っている方々にまで原発推

進のお金を負担させる仕組みはなくしてください。電気の利用者が原発関係の負担を差し引いて

電気代を払うことができるような仕組みはできないものでしょうか。ぜひともご検討のほどをお

願いしたいと思います。 
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 以上です。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 特にご質問…… 

○芳賀陳述人 

 特に時間内でありましたら、幾つか質問も織りまぜてありますけれども、その点で。気にさわ

ったところがあったら…… 

○安念委員長 

 それはいいんですけども、まずはとにかくこれはお聞きになりたいというのを指摘いただけた

らと。 

○芳賀陳述人 

 総額ですね。原発関係で修繕費がばらばらに入っていますけども、総額でどれぐらいになるの

かだけは聞いておきたい。 

 もう一つは、エコ関係のお金がどれぐらいなのか。 

○安念委員長 

 原発関連費用はどれくらいになっているのかというご質問と伺ってよろしゅうございますか。 

○芳賀陳述人 

 はい。 

○安念委員長 

 定義によるけども。 

○佐竹副社長（東北電力） 

 今、即答することは大変難しいですね。きちんと中身を精査して原発関連だけ抜き出さなくて

はいけませんので、時間がかかると思います。 

○安念委員長 

 どの範囲をその原発の関連費用と見るかという問題をまず整理しなくてはいけないと思います

ので…… 

○芳賀陳述人 

 整理した上でいいです。今、私が聞きたかったのは、それぐらいの力をエコ関係に費やしたら

というふうな思いがどうしたってあるもので、よろしくお願いしたいと思います。 

○安念委員長 

 わかりました。どうもありがとうございました。 
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 それでは、12番の小谷津 仁さんにお願いいたします。 

○小谷津陳述人 

 小谷津と申します。岩手県の北上市から参りました。北上にある工場で事務部長をやっており

ます。今日は東北電力さんの電力料金値上げに関しまして、この公聴会の機会をいただきました

ので、会社で集約いたしました意見をちょっとここで申し述べさせていただきたいと思います。 

 本来、今日、今までの陳述内容をお聞きしますと、家庭向け、規制部門の値上げというお話だ

ったと思うんですけども、値上げに関するコストに関しましては、我々、自由化部門、17.74％

平均で値上げと言われていますけども、基本的には同じと考えておりますので、意見を述べさせ

ていただきたいと思います。 

 弊社を含めまして、東日本大震災で被災した事業者、多々ありますけども、この東北で事業を

再開・継続するために多大なる費用をかけまして操業再開にこぎ着けています。ただ、この復旧

に対してかかりました費用を、つくりました製品の価格に転嫁するというのは、市場原理からし

て非常に難しいという状況にありますので、収益が悪化した上に、復旧にかかる費用、これが減

価償却として大きくのしかかるということで、収益を非常に圧迫しております。これに加えて、

電力料金が大幅に値上げされますと、さらに収益が悪化いたしまして、この東北の地での事業継

続は非常に困難な状況に追い込まれて、ひいては東北地方の復興の大きな妨げになるということ

は明白ではないかと感じております。このために、今回の値上げに対しまして、弊社からは３点

意見を述べさせていただきます。 

 １点目は、東北電力さんに対します国からの復興補助金の交付のお願いを国にしたいと思いま

す。 

 今回の東北電力さんの値上げの申請は、１つは、原子力発電所の長期停機に伴います火力燃料

費の増大がありますけれども、もう一つ、一昨年３月に発生いたしました東日本大震災、また夏

の新潟・福島豪雨水害による設備の甚大な被害の影響というものが含まれております。 

 原子力発電所停機に伴います火力燃料費の増大というのは、各電力会社共通の課題――課題と

いうか、問題でございますけれども、東日本大震災と新潟・福島豪雨水害による設備被害という

ものは、東北電力特有の問題ではないかと我々は捉えております。 

 東北電力さんは、東日本大震災の直後、電気という生活の上で非常に重要なインフラに対しま

して迅速な普及を果たしてくださいまして、復興に対して多大なる貢献をしてくれたと感じてお

ります。主要な発電所から一番遠いこの岩手でも４日、我々の工場でも４日目には電気が来たと

いうことで、早い復旧に非常に感謝しております。これによりまして、我々の工場も１カ月たた

ない３月中に一番最初の設備を稼働させるということができた。これもひとえに電気の早い復旧
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があったと感じております。 

 しかし、この復旧費用に対して、国としては東北電力という１社のみに対する補助金の交付は

難しいと判断し、補助金が交付されていないと伺っております。同じように、重要なインフラで

あります道路の整備でありますとか、例えば鉄道――ＪＲに関しては黒字の企業ということでな

かなか補助金は難しいと聞いておりますけれども、三陸鉄道のほうには補助金が交付されて、地

域の復興の支援をしていると感じております。東北電力さんに対して補助金――１社に対しての

補助金でございますけれども、これを電気料金に反映させるということで、東北電力管内にあり

ます家庭でありますとか事業者に還元されるということになりますので、間接的に東北地方の復

興を支援することになると思います。 

 電力料金の値上げは、事業者に対して死活問題でありまして、東北地方の復興・発展のため、

ぜひとも補助金の交付の検討をお願いしたいと思っております。 

 ２点目は、東北電力さんへのお願いですけども、賃金の適正化です。 

 これは今までも何点か出てきましたので簡単に申しますが、東日本大震災以降、弊社も同様に

従業員の賃金を減額して復興を目指しております。公務員の方々も復興予算確保ということで賃

金の減額措置をとられたと伺っています。このような状況の中で、東北電力さんも本年度より賃

金の減額と、あと夏の一時金の不支給ということは公表されておりますが、これでも先ほど来か

ら言われておりますように、東北地方の平均賃金と比較して依然としてかなり高いということが

ありますので、適正レベルまでの調整について再度ご検討いただきたいと思います。 

 ３点目は、これも何度も出てきておりますので簡単に申しますけども、火力発電の燃料費の見

直しのお願いでございます。 

 値上げの申請の際、見積もられている燃料費は、同時期に出されました四国電力さんより高い

というのは何回かご指摘があったと思いますけれども、今般、新聞発表がありましたけども、豪

州炭購入による長期契約締結ということがありました。これによりまして少し燃料調達の原価が

下がったかなと思いますけれども、まだまだスポットで購入するものよりは高いと。安定購入の

ためにはある程度の値段は仕方がないというのはございますけれども、この長期契約とスポット

購入のバランスをとってさらに圧縮できないかというのを検討していただきたいと思います。 

 重油の価格につきましても、他の電力会社さんは一般的な原油の価格を指標としておりますけ

れども、東北電力さんは低硫黄原油の価格が指標となっております。火力発電所によりまして使

える油の種類とかが違うことは重々承知しておりますけれども、基本的に指標となるものは各社

合わせるべき、それによって環境が変わるものではないと考えておりますので、この辺も合わせ

るように考えていただきたいと思っております。 
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 我々の会社のことを申しますと、輸出のものがかなりございますので、昨今の円高の是正によ

りまして収益は上がってきておりますけども、電力料金の値上げがされますと、この収益が全部

持っていかれてしまって、また赤字に転落するという状況です。我々、装置産業ですので、これ

でまた万一為替が円高方向に振れると、もう完全に黒字を達成するめどが立たない、事業の撤退

に追い込まれてしまいます。 

 あと、我々とは違いますけども、加工業者さん等は電力料金、人件費の安いところ安いところ

と動いていくと、やはり電力料金の高い地域での事業の継続というのは非常に難しいということ

から、東北地域の復興にかなり水を差してしまう状況になりますので、電力料金の値上げの幅に

つきまして、さらに検討していただきたいと強くお願いする次第でございます。 

 簡単ではございますけども、これが弊社からの陳情でございます。 

○安念委員長 

 答弁をお求めになりますか。 

 第１点の補助金は、ちょっと今日経産省から来ている人間が一番偉くても課長レベルなもので

すから、とてもそういうことまでは責任を持ってお答えできないと思いますので、そういうご要

望があったということは責任を持ってもっと偉い人たちに伝えておきます。 

○小谷津陳述人 

 お願いします。 

○安念委員長 

 それから、燃料につきましては、実はご指摘の点は、私ども、料金審査専門委員会と全く同じ

問題意識でございまして、やはり長期とスポットもの、ベストミックスによってできるだけ燃料

費を削減するという方向で査定をしたいと思っておりますが、ご案内のとおり、電力会社さんは

スポットがとてもお嫌いでございまして、なかなかそこのところ、苦慮しているところでござい

ます。 

 あと、人件費のことについては……。 

○小谷津陳述人 

 今まで出た問題と基本的には同じですので、結構でございます。 

 一番お願いしたいのは、国からの補助金の適用でございまして、なかなか原資がないのかもし

れませんけども、我々の工場、震災で被災いたしまして、一応復興特区に指定してはいただいて

おります。ただ、復興特区でどういうことが適用されるかというと、１つは、法人税の減免措置

と、あとは復興に対して投資したものの即時償却というものがあるんですけども、どちらもやは

りかなり収益が上がっていないとメリットが出ないものでございます。収益の上がっていないと
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ころで減価償却、即時償却をしますと相当な赤を出してしまいますので、これはできない状況で

す。法人税の減免措置といっても、先ほど申しましたように、復興にかかった費用、減価償却が

かかっておりますし、そういうことから収益がないということになりますと、法人税もほとんど

払っていない。これで減免措置があっても、ほとんど復興特区のメリットはありませんよという

ことになります。 

 ですから、復興特区に対して、我々、自分勝手なことを言いますと、復興特区だけに適用して

いただくと言うこともあるんですけれども、復興特区に対して出す補助金の原資は残っているは

ずですので、これを東北電力さんに充てていただくということもできるのではないかと思ってお

ります。 

○安念委員長 

 大変貴重なご意見をいただきまして、どうもありがとうございます。 

 ただいまご発言をいただきました小谷津 仁さんをもちまして、午前の部の意見陳述は全て終

えていただきました。 

 そこで、12人の方の意見陳述を拝聴いたしまして、本日出席しております審査専門委員会の委

員よりコメントをいただきたいと存じます。 

 それでは、梶川委員から順に。２、３分でお願いします。 

○梶川委員 

 委員の梶川でございます。今、12人の陳述人の皆様の意見を聞かせていただきまして、非常に

多岐にわたる観点より極めて専門的な知見に基づく貴重なご意見を聞かせていただいたと思って

おります。審査に今後携わる立場として、本当に感謝申し上げるところでございます。 

 その中で、他の電力会社さんと比較してということではないんですが、非常に印象的だったの

は、やはり当電力会社がカバーされる多くの地域、被災地域の多くをカバーされている電力会社

さんであるという特殊性でございますね。この点をどのように考えていくか。 

 ご意見の中に、やはり行政との関与のお話であったり、また被災地域の方に対する負担のあり

方であったりという、こういった点につきまして、今後どのように考えていけるのだろうかと。 

 それからまた、身近に被災を体験された上でのいわゆる原発のあり方というんでしょうか、こ

れは本当にエネルギー政策の根幹にかかわる原子力発電の考え方ということなのでございますけ

れども、また、これに伴う原発コスト、これは多くの社会的なコスト、まさに身近で感じられて

いる社会的コストを含んだ原発のコストというものをどういうふうに考えていくんだろうと。 

 こういった大きな観点というのは、一定の審査のルールで今後議論していく中で、すぐ早急に

ルールに基づいて査定をさせていただく中では、どこまで考えていけるか、対象範囲になるかと
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いう点は甚だ私もちょっとまだよく整理はつかないんですけれども、やはり審査作業というのは

当然広い社会的な背景を前提に物を考えていくということは当然だと思いますので、できる限り

の範囲で今後の作業に反映できるように努力をしていきたいし、今後の課題としても整理ができ

ていければなというふうに思った次第でございます。金野様などの被災地の皆さんの本当にお困

りの実態というもののお声を聞かせていただきまして、真摯に作業に当たっていければなという

ことでございます。 

 それからもう一つは、企業の姿勢を含む情報発信のあり方ということ、これも非常に印象に残

るご意見でございまして、冒頭、河村様からの話もございましたけれども。この情報発信のあり

方に、多分、私ども専門委員会での議論そのものがこの情報発信の一環を形成しているのではな

いかという気が非常に強く、改めて感じたところでございまして、この審査委員会での厳正な審

査と、さらに言えば、先ほど来ご意見にあった事前の審査と事後の検証という、これが一対をな

して多分情報発信の信頼感を形成していくんだろうなという点は、他電力のお話の中にもあった

んですけれども、今回さらなる感を強めたところでございまして、情報発信は、別に東北電力さ

んだけがされるものではなく、私どももその一環をなしているんだという気を新たにした次第で

ございます。 

○辰巳委員 

 ありがとうございます。審査委員の辰巳と申します。前を向いたままで失礼いたしました。 

 今、梶川先生のほうでかなり私の思っていたことをお話しいただいたので、多分ほかの委員の

方々も同じような印象をお持ちだったろうというふうに思います。 

 特に私は、暮らしの立場からご意見をいろいろとおっしゃってくださって、電気料金の値上げ

だけではない東北地方特有の目に見えない多大な負担があるんだというお話と、やっぱりそうだ

ろうなというふうに思いながら、切実に電力料金に対して、本当に一生懸命考えておられるんだ

というのがとてもよくわかりました。 

 あと、気になったのは、コミュニケーションのあり方。本当にどこででも常に言われるんです

けれども、やっぱり説明書、紙で配らないとなかなか通じないけれども、配った紙の中身の理解

が難しいというお話ですね。これはもう本当にきちんと――いわゆる消費者の側もわからないと

いうことをきちんとお伝えしなければ、どこがわからないのかわからないというのが電力会社さ

んのほうの専門家の頭の中だというふうに思います。だから、ご提案があったように――すみま

せん、お名前を忘れてしまって。やっぱり一生懸命私たちも努力して話し合いに参加したいので

教えていただきたいというふうなご意見というのは、非常に貴重だなというふうに思いました。 

 それからあと、東北電力さんは、本当にほかの電力企業と違うんだから、東北電力だけは本当
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に再稼働の方針というのは真摯に考えてほしいんだというふうにおっしゃった、その気持ちも、

とっても私もよくわかりまして、だから、ほかの電力会社がどうだからというふうに一緒に動く

というのは、もっとやっぱり検討なさるべきだろうなというふうに――私自身のこれは意見なの

で、すみません、感想というか。でも、皆さんのお話を聞きながら、余計強く思った次第です。 

 それからあともう一つ、オール電化のお客様に対するご説明も、いいときはいいことばっかり

言って、状態が変わればあまりちゃんと説明をしないというふうなお話というのは、やっぱり大

きな企業のお話というのは、私たちは正しくいいことを伝えてくださっているんだというふうに

信じて、それに合わせて活動しますもので、そのあたりを裏切らないように。非常に私、胸に響

いた言葉がありまして、女川町への説明のときのあの真摯な説明とえらい違うじゃないかという

ふうにおっしゃった、原子力発電所を設置したいというふうな立地のときの一生懸命取り組まれ

た、そういう気持ちと同じようにやってほしいとおっしゃったのが本当にそうだろうなというふ

うに思って、以上、すみません、私は私の目線だけなんですけれども、ぜひよろしくお願いした

いと思います。 

 それで、そういうお声を聞いた私たちも――私たちって、すみません、審査委員としても、い

ろんな場面で、審査の会の場面でまた同じようなことを伝えていきたいなというふうに思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

○永田委員 

 審査委員の永田でございます。ちょっと着席させていただきます。 

 本日は皆様の陳述をお聞きしまして、毎回どうしても総括原価というところで皆様のほうで非

常にわかりにくいということで、ここをどういうふうにわかりやすくひもときながら審査してい

くのかというのが非常に大事かと思っています。 

 そこで、簡単に、そもそも総括原価ということでわかりにくい原因は、どうしても企業会計と

申しますか、企業会計の考え方をベースにしつつも、事業報酬という財務的な要素も入れた考え

方をミックスしているので、これが非常にわかりにくい原因ではないかというふうに私はずっと

考えておりまして、そこをやはりある意味では定性的な説明をしつつも、定量的な数字へのひも

つきをしていかないと、努力しているとか、削減していると言われても、どの費目でどのくらい

削減していったのかとか、それが全体としてどういう影響を与えているのかということ、そうい

うことも、ちょっと視点は変わりますけども、ご説明する必要があるのかと。 

 それからもう一つは、やはり原子力の問題がどうしても皆様の意見の中に反映されてくると、

特に未稼働の原子力設備についての維持コスト等について、原価に入れるべき、もしくはそれを

負担することについてはさまざまな意見があるというふうに本日も理解いたしました。したがい
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まして、ここの維持コストをどういう考え方をベースにして取り扱うのかということを再度議論

を進める必要があると考えております。 

 それと、最終的には総括原価方式もそうなんですけども、これは制度として決められた既存の

枠組みでございまして、これを全く適用しないで今回の電力料金審査には対応ができないわけで

ございますので、短期的にはこの総括原価の仕組みの中でいかに皆さんが合理的に納得できる内

容に私ども審査委員の立場できちんと精査するかということと、あとは、ご納得いただけないか

もしれませんけども、中長期的に対応せざるを得ないことがあります。 

 それから、先ほど事後評価のところもそうですけども、やはり現状の仕組みの中では、制度設

計が詳細に設計されていません。考え方としてはあるんですけども、じゃ、これを実際運用する

ときにどういうふうにチェックするかとか、チェック項目を設けるかとか、その節減、効率化努

力したものの消費者の方に反映する部分と、逆に事業者の努力をより促進するために事業者が享

受できる部分とか、そういう組み合わせをどういうふうに制度設計していくかとか、そういった

ところもやはりもう少し経産省の方も含めた、私ども委員も努力しなくちゃいけないというふう

に改めて本日私として深く感じた次第でございます。 

 いずれにしましても、今回の東北電力は、被災者の方を消費者、利用者として対峙されている

ということで、特殊な事情もございますし、また、簡単に言うと、被災３県という言われ方をし

ますけども、その中でも福島の方は間近に東京電力の福島第一原発等の影響もあるということで、

非常に復興と一口に言ってもさまざまな事情があるということも、直接は電力料金の審査には関

係はしませんけども、やはりそこはきちんと審査委員の立場としては斟酌しつつ審査を進めたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○八田委員 

 八田でございます。 

 今日、いろいろ伺ったことは、かなり制度の根幹に関することをご指摘になった方が多くて、

今回の審査というのは、やっぱり今ある法律のもとで、その枠組みでやるということですが、そ

の今の枠組み自体を将来どういうふうに直していったらいいか、その際に考えるべきことをご指

摘くださったと思います。 

 根本的には、今の制度も将来の制度も、こういう料金規制をしている限り、できるだけ安い料

金になるようにということが一番の狙いで、そして、そのための目的としては、徹底的に効率化

をするということだろうと思います。ところが、問題は、じゃ、効率化するためには、人件費を

もうほとんどただみたいにするのがいいのか、それから経営者は全部ボランティアでお願いした
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らいいのかと、そういうことなんですよね。それではかえって非効率になってしまうんですね。

要するに、だからといって法外な給与を払うべきでもないし、役員報酬も払うべきじゃないんで

すが、それの、どこが適正なのかということが１つ問題なので、これはこの料金査定の過程で大

幅に従来よりも下げることになりましたが、それをとどめなく下げるということはかえっていろ

んな問題を、非効率を導き出し、結果的にはその事後処理のために大きなお金がかかってしまう

ということになると思います。 

 それからもう一つは、さっきの、廣部さんも値下げについて特におっしゃっていたんですけど、

同時に心の火をともすようなものが欲しいということだったんですが、実は非常に値段が高いこ

との理由は、従来みんなが、これは公益事業だから、こっちにも寄付してちょうだい、こっちに

も広告出してちょうだい、こっちにも補償をいろいろ、漁業補償ちょうだい、もうありとあらゆ

ることを電力会社はできるでしょうということでやってきたわけですね。それが高コストの原因

になっていると思います。 

 私が思うには、徹底的にコスト低減に、電力会社は効率的な経営に携わっていただいて、公益

な目的は国なり自治体なりがやる。そして、我々もそういうことを要求するときには、私企業で

ある電力会社に言わないで、私企業である電力会社は徹底的に効率化して安くしてくれというこ

とを言えばいいので、ほかのところに、パブリックなところに言うべきであると思います。今ま

では、電力会社のほうも何となくパブリックでいい気持ちになって、あっちにお金を渡し、こっ

ちにお金を渡しということをやった。これはやっぱり続けるべきじゃないというふうに思います。 

 それから、２番目に原子力です。これは杉山さん、大友さん、野崎さん、砂子さん、芳賀さん、

非常に多くの方が指摘されまして、要は、いろんなことがあると思いますけど、基本的にもう安

くはないんじゃないかと、結構高いんじゃないかというご指摘でした。そして、杉山さんの場合

には非常に綿密な数字をお出しになって――とてもこの短時間で理解することはできなかったで

すけども、お出しになってご説明になったんですが、ポイントは、そのときに杉山さんがおっし

ゃったのは、実際ＣＯ２のコストというのがコスト等検証委員会の火力と原子力の比較のもとに

なっているけども、あれは随分安くなっちゃったんです。それから、原子力の費用は、あそこで

認めているように、最低の費用なので、その後、いろいろ福島のことを勘案した措置なんかをや

らなきゃいけなくなって高くなったから、あの数字でもって原子力は火力と競争できるというの

は間違いですよとご指摘になっていたんですが、私も恐らくそのとおりだと思うんですが、往々

にして見逃されているのは、あれはやっぱり平均費用なんですよね。固定費を入れた上で大体原

子力と火力がパーになる。恐らく今は固定費を入れると原子力のほうが高いだろう。ということ

は新設はしちゃいかんということなんですが、既設の原子力というのは、もう膨大な固定費が埋
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まっちゃっていますから、やはり安いかもしれないんですね。 

 それで、ここら辺はもう専門家にお願いしなきゃいけないわけですが、杉山さんも、ここの委

員会に提出される書類については、ぜひ既存のものについても高いんだということがご指摘され

れば、それは非常に重要なファインディングだと思いますので、そこのところを区別していただ

きたいと思います。 

 それから、ちょっと長くなりますが、被災地特例を続けるべきだということを河村さんと金野

さんがおっしゃって、金野さんの場合には、そもそも電気料金というのは応能負担であるべきだ

とおっしゃったんですが、私はちょっと考えが違いまして、被災地特例はやっぱり政府とか役所

がやるべきものであると。そして、それはなぜかというと、電力というのは非常に重要なもので

すけども、重要なものについて全部応能負担でやるといったら、食費だって全部応能負担でやら

せるべきだし、住居費もすべきだし、衣服だってなきゃやっぱり凍え死んじゃいますから、これ

も応能負担でやれということになる。私は、そうではあるべきじゃなくて、普通の価格でやって、

そのかわり生活保護をきちんとするとか、それから被災地には特別な支給をするとか、そういう

公的なところが面倒を見るべきことで、私企業に対して社会政策をやれと、それを義務づけると

いうことをやり出すと、とどめがなくなるし、非常に非効率な社会政策になってしまうだろうと

思います。 

 これは再生エネルギーの賦課金の免除についてもそうで、ここからはもう私の全く個人的な意

見ですが、再生エネルギーに対する今の政策というのは、電力料金をものすごく高くする元凶で

す。これは社会政策のために電力を使っている人たちが高い料金を払わされているわけですから、

これはやっぱりそれに賛成する――私自身も賛成したいと思いますけど、そういう人間は自主的

に払う。そういう料金を選んでもいいと。そうじゃなかったら選ばなくてもいいというくらいに

するのが自然であって、被災地の方々は、とても今の時期は難しいから払わないということにし

てもいいと思うし、これは国の政策で決めているなら、要するにべらぼうな補助金を出してそう

いう利権、再生エネルギー利権に対して金、補助しているわけですから、そういうことを将来の

技術革新のためにというならいいけども、それをこの被災地でやることはないだろう。東北だけ

は、そういう特別な賦課金は免除してくれというなら、これは理由がわかる。だけど、被災地の

そこの人々だけに対してやるというならば、その狭いところに対して一種の所得補償としてやる

というなら、それは公的にやったほうがいいと。 

 以上でございます。 

○山内委員 

 山内でございます。よろしくお願いいたします。私は、最後の発言なので、もう既に皆さんの
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言ったこととかなり重複するところがあるんですけれども、簡単に述べさせていただこうと思い

ます。 

 まず１点目は、今日陳述された方々のご意見を伺いまして改めて思ったんですけども、我々の

料金審査専門委員会の役割というか、重要性というか、そういったものを感じた次第であります。

もちろん、それはこういう委員につくわけですから自分自身わかっていたつもりでしたけれども、

皆さんのある意味では切実なといいますか、心からの訴えについて、我々がどう応えていくのか、

そういった役割の重要性を再認識させていただいたということでございます。その点、自分なり

の努力をしたいというふうに思っています。 

 それから、２つ目ですけども、２つ目は、やはり東北電力の場合は、もう何人の方もおっしゃ

いましたけれども、被災地域に供給しているということ、被災との関係があるということであり

ます。金野さんや廣部さんのご意見、特に印象に残っているんですけれども、被災者の方々に対

しての電力料金のあり方ということ、これによって一層の費用削減の徹底とか、あるいは費用の

あり方の透明性、情報の出し方、こういったものの重要性が増しているということだと思います。

もちろん、これはほかの電力会社と差をつけてだからどうということではないんですけれども、

我々はそういった点を十分に認識した上で、この費用の審査といいますか、情報の開示を求める

といいますか、そういったことをしていかなければならないというふうに思いました。 

 以上が感想なんですけど、３つ目ぐらいから少し内容に入るんですけれども、多くの方々、今

も八田先生がおっしゃいましたけれども、制度に関する問題提起がありました。特に野崎さんや

砂子さんがおっしゃっていたことが今印象に残っているんですけれども、基本的にその地域独占

の問題、それから、それにかかわる、我々、今回議論している料金の総括原価方式の問題点と、

こういうところが中心だったと思います。 

 まさに今、八田先生がおっしゃった地域独占というやつは、実は私はそれについて少し研究を

してきた人間なので、それについて言わせていただくと、見方を変えると、独占で供給される財

の価格というのは税金と同じような形なんですね。要するに、みんな使わなきゃならないわけで

すから、消費税を課しているのと同じことになる。そうすると、それを使っていろいろな、今、

八田先生がおっしゃったように社会的効果を期待するということが出てくるわけですね。これは

税金が所得の再分配で使われるように、独占の料金というのはそういったものに使いやすくなる。

昔、アメリカの学者でTaxation by Regulationという言葉を使った人がいますけれども、そうい

ったところがあります。 

 かつては、そういう形で使われていたことはあったと思います。それはもう八田先生がおっし

ゃったとおりだと思います。ところが、だんだんと技術革新や、あるいはマーケットの変化によ



 62 

って耐えられなくなってきたというのが実際。今回、今の問題提起で言うと、地域独占をなくそ

う、それから総括原価をやめよう、こういうことは、要するにそういう技術革新とかマーケット

の変化によって起きてきたことです。 

 今、我々、その過渡期にいて、それで料金、今おっしゃったように、総括原価の中でどうする

かという、ある意味では、これは自己弁護じゃないですけど、難しい位置にいるのかなというふ

うに思っています。その点で、今、八田先生がおっしゃったように、ベストな点ですね、事業成

績についてベストの点を出していく、こんなことももう求められているんだなという意識を持ち

ました。 

 それから、個人的には私はこういうことを一応自分の研究対象としていますので、それでは次

の制度はどうあるべきだということにどう結びつけるか、この議論をしなきゃいけないというふ

うに思っています。 

 特に総括原価方式については、何人の方もおっしゃいましたけれども、わかりにくい、どれだ

け企業努力しているのかというのが出てこない。それから、多分恐らく一番皆さんわかりづらい

と思っていらっしゃるのは事業報酬の問題だと思います。さっき永田さんがおっしゃったんでし

たっけ、これは財務的な問題を料金の中に入れ込んできているので、かなり難しいものになって

いるということだと思うんですね。 

 恐らく公正報酬率規制というのは 1950 年代ぐらいから今の形になっていますけれども、さっ

き言いましたように、マーケットの変化とか技術の変化ということを考えるとそろそろ限界に来

てきて、それをどうしていくのかということを考えなきゃいけない時期に来ていると思うんです

ね。 

 一方で、難しさは、企業であるわけですね。企業の経営をしなきゃいけないということと、そ

れから社会的に公正にならなきゃいけない、この辺のバランスをとる、このための新しい公式を

求めなきゃいけないということが必要だということだと思っております。 

 ただ、今の時点で言うと、今の総括原価の中の事業報酬をやっぱり皆さんにわかっていただか

なきゃいけない。この努力は、私自身も含めて、しなきゃならないことだというふうに思ってい

ます。 

 それから最後に、今日陳述された方は非常に十分情報をおとりになって、理解をされて陳述さ

れているんですけども、それにもかかわらず、わからないところがたくさんあるというふうにお

っしゃっている。だからこそ、ああいう質問がたくさん出たんです。ですから、これは難しいこ

とは事実なんだけれども、先ほども出ましたけど、やっぱりコミュニケーションの問題ってとっ

ても重要で、最終的に私は公共料金というもののあるべき姿というのは、要するに納得が得られ
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るところというところでいく、こういったところだと思うんですけれども、そのうちの１つの重

要な要素――これは情報の問題がありますけど、もう一つはコミュニケーションのとり方、こん

なことをつくづく感じたというところです。 

 以上、私の感想でございます。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。 

 以上をもちまして、午前の部を終わります。 

 午後は 13時 30分から、午後の部の前半として、引き続き意見陳述人による意見の陳述をお願

いいたします。 

 この会場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とりくださいますよ

うお願いをいたします。 

 一時退出される方は、カードホルダー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。このままお帰りになる方は、出口の箱の中にカードホルダーをご返却ください。 

 以上でございます。 

（休  憩） 

○安念委員長 

 それでは、時間になりましたので、ただいまから午後の部前半を始めます。 

 午前の部の最初にも申し上げたことでございますが、念のため繰り返させていただきますと、

各意見陳述人の方々の持ち時間は 15分となっております。その 15分の間で意見の陳述、及びも

し経産省や東北電力に対してご質問があればご質問をいただきまして、その質疑応答を含めて 15

分ということになっておりますので、時間の配分についてご注意をいただきたいと存じます。 

 意見陳述が開始されました後、10 分目に第１回のベルが１回鳴ります。14 分目に２回、それ

から 15 分たったところで３回鳴りますので、それをご参考に時間の配分をしていただければと

存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず 13 番の達増拓也さんとお呼びするのもいささかはばかられますが、本日は意

見陳述人のお一人ということでございますので、達増さんに、まずお願いをいたします。 

○達増陳述人 

 岩手県知事の達増拓也です。 

 本日、東北電力株式会社の料金値上げに関する公聴会に当たり、岩手県を代表して意見を申し

上げます。 

 去る２月 14日に東北電力から、平成 25年７月１日から家庭向け 11.41％の値上げを行う旨の
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申請があり、企業向け 17.74％の値上げを行う旨の届け出がなされたところです。電力供給は家

計や経済活動を支える重要な基盤となるものであり、被災地の復興を進める上でも重要なものと

考えているところであります。 

 岩手県では、今年度は復興加速年と位置づけ、震災からの復興に向け、安全の確保、暮らしの

再建、なりわいの再生に取り組んでおり、特になりわいの再生については、産業の再生を本格的

な雇用につなげ、仕事と収入を確保することが急務であることから、漁業関連施設の整備と水産

加工業の高度化、被災した中小企業、商店街の事業再生、産業再生特区の活用などに取り組んで

いるところです。また、本県では、復興に当たって、地域に賦存する再生可能エネルギーを最大

限活用し、世界に誇る新しい岩手三陸の創造を目指す観点から、災害にも対応できる自立・分散

型のエネルギー供給体制の構築や、エネルギーの地産地消に向けた再生可能エネルギーの導入、

拡大に取り組んでいるところです。 

 今般の電気料金の値上げは、国のグループ補助などを活用しながら施設設備を復旧し、地域経

済や雇用を牽引しようと努めている中で、誘致企業からは、東北が全国で２番目に高い値上げ幅

で届け出されていることに操業上の懸念の声も寄せられ、県内企業の事業活動や雇用に及ぼす影

響が大きく、復興への足かせにもなりかねないことから、次のとおり意見を述べますので、ご配

慮くださるようお願い申し上げます。 

 まず、東北電力株式会社に対する意見は２点であり、１、電気料金値上げ認可申請に当たり、

東北電力における経営の合理化を徹底し、あらゆる観点からコスト削減の努力をさらに徹底して

行い、値上げ幅の圧縮に努めていただきたい。 

 ２、東北電力株式会社には、値上げの根拠を始めとする情報の開示を徹底し、値上げについて

詳細かつ丁寧にわかりやすい説明を行い、県民や事業者の理解と協力が得られるように努めてい

ただきたい。どのような形の利用をすれば省エネルギー、省電力につながるのかという具体的な

提案を県民や事業者に対して行うなど、相談等に積極的に対応していただきたい。 

 次に、国に対する意見は４点であり、１、東北電力株式会社の電気料金の値上げの認可申請に

係る審査に当たっては、厳正な審査を行い、値上げ幅の圧縮を図るとともに、経営合理化を徹底

するよう指導願いたい。 

 ２、被災地における震災からの復興を加速化させる上で、電気料金の値上げは、特にも電気・

半導体製造などの誘致企業や水産加工業などへの影響が大きいことから、国として被災地に配慮

し、その影響を軽減するような施策をとっていただきたい。特にも被災地の支援とともに、地域

経済の活性化の視点に立った支援が必要であり、地域の実情についてご理解をいただきたい。 

 ３、被災地における中小企業や農林水産業分野については、コスト増加による大きな経営負担
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を軽減するよう省エネルギー化に向けた支援策など、国を挙げて中小企業等の経営の安定化を図

るための措置をとっていただきたい。また、中小企業や農林水産業においては、直ちに電力料金

の値上げ分を価格転嫁できないことから、そうしたコスト負担を軽減する措置をとるよう配慮い

ただきたい。 

 ４、今般の料金値上げは、福島第一原子力発電所事故によるものであるが、より大きな視点に

立って、今後の災害にも対応できるよう自立・分散型エネルギー供給体制の構築や、本県が目指

す再生可能エネルギーの導入、拡大による電力自給率の向上にもつながる施策を国として強力に

推進していただきたい。 

 これらの措置をとることにより、被災地への影響が緩和されるよう切に望むものであります。 

 以上、私からの陳述を終わります。 

○安念委員長 

 何かコメントがありましたらどうぞ。 

○海輪社長（東北電力） 

 知事、ありがとうございました。 

 １点だけ補足をさせていただきますが、先ほどのお話にもありましたとおり、水産加工業など

への影響ということをご懸念だと伺いました。それに対しまして、私ども、東北経済産業局さん

のご協力を得まして、現在水産関連産業様を対象としました省エネルギーセミナー、これは補助

金の活用とか、あるいは機器の活用、どう利用したら省エネになるか、こういうようなものにつ

きまして、先般宮城で開催したところでございます。今後、岩手、青森におきましてもこういう

ものを開催してご理解を得ていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

○安念委員長 

 電気料金審査専門委員会といたしましては、経営の合理化をとことん突き詰めた上での原価と

いうものだけを料金に反映してよろしいというのが基本的な考え方でございますので、実際に経

営合理化をする、しないにかかわらず、とにかく徹底した合理化があるということを前提にした

料金の査定をするという考えでございますので、その点においては、知事がおっしゃったところ

と問題意識は共通にしていると存じております。 

 よろしゅうございますか。 

○達増陳述人 

 結構です。 

○安念委員長 
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 今日は、お忙しいところ、どうもありがとうございました。13番の達増さんにお願いいたしま

した。 

 それでは、14番の東浦永子さんにお願いをいたします。 

○東浦陳述人 

 山形県の生協共立社から参りました東浦でございます。 

 私は、新庄という小さな市の市役所に長く勤めまして、廃棄物行政に携わってまいりました関

係上、ごみのことが非常に心配でございます。市役所に入った当初、ごみなんて、集めて埋めれ

ばいいんだという話だったんですが、それがだんだん大変なことになってきたということは皆様

方もご存じのとおりだと思います。それで、私が非常に関心を持っていますのは放射性廃棄物の

問題で、今は何とかこんなことでしのいでおりますが、いずれ大きな問題になってくるだろう、

大きな負担になってくるだろうということは想像にかたくないわけで、そこのところを１企業で

あっても一番考えていただきたいというのがこの意見陳述の中心になっております。 

 読ませていただきたいと思います。総括原価の算出における必要経費に原発を再稼働させるた

めの活断層の調査や、地盤強化や、巨大な津波への防護壁など、莫大な費用が盛られていると思

います。これらの構築物安全対策は経年劣化することは避けられませんで、万全と思っても、自

然の巨大なエネルギーにはひとたまりもないことは 3.11の災害で学んだことでございます。どん

なに費用をかけようとも安全が保障されるものではありません。 

 また、原発を再稼働させれば、安全な処理方法がない、未来にも莫大な負荷を与え続ける廃棄

物を出し続けることになり、その費用も全く不毛な費用であると思います。できるだけ早期に脱

原発に向かう方針を立て、再生可能エネルギーを積極的に導入、購入する経営計画を立て、その

ための費用積算をしていただきたい。脱原発のためでありますなら、私は一定程度の値上げは受

け入れたいと考えております。被災を受けた方々など、多くの方々にとっては、今の値上げが問

題だということもあるとは思いますが、今だけを考えるのではなくて、50年先、100年先、200

年先も私たちは考えていく義務があるのではないか。それに向かってどういうふうにしたらいい

のかということを考えていかなくちゃいけないのではないかと思っています。 

 現に今原発はとまっており、脱原発が不可能でないことは証明されております。必要な量の再

生可能エネルギーが確保されるまでの経過措置として化石燃料による発電は必要で、化石燃料の

格段に高い購入費価格が問題です。もっと安価に購入できるよう、燃料購入にかかわる交渉など

を１企業に任せることなく、これは経産省にお願いしたいことではございますが、国全体として

交渉に当たるなど、国の役割も発揮していただきたいと思います。 

 私は、そんなことを心配して脱原発ということを願っておりまして、原発で発電した電気は買
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いたくないということで、８年前から太陽光発電を設置しておりまして、大体 95％ぐらいの電気

は自前で発電しておりますが、でも、夜間とか冬場とか、東北電力さんの電気を買わないわけに

はいかないわけですので、できれば原発で発電した電気は買いたくないというのが私の本心でご

ざいます。購入の自由が今の段階ではないわけですから、やむを得ずということになっているわ

けでございます。そういった方向もぜひ考えていただきたいと思います。 

 現実、今の問題として、必要経費の積算におきましては、特に役員報酬や人件費などにおいて、

独占企業であるというような体質が抜けていないのではないか。一般の常識からは格段に高額に

設定されていると感じます。もっと身を削って、購入先を選べない庶民により安価に電力を供給

する努力をし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 

 何か答弁をお求めになる事項はございませんか。 

○東浦陳述人 

 先日の東北電力さんとの意見交換会のときも同じようなことを申し上げたんですが、脱原発に

関しては見解の相違であるというようなお答えだった気がいたします。これは、将来、21世紀の

人類は何をしていたんだと言われることがないように、決してその人たちを危険な目に遭わせて

いいということはないわけでございますので、私たちは人類存続を願うならばそういった倫理と

いうのをきちっと踏まえていかなくてはいけないのではないかと、そんなことで述べさせていた

だきました。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございます。東浦さんの意見陳述をお願いいたしました。 

 それでは次に、15番の工藤芳郎さんにお願いをいたします。 

○工藤陳述人 

 それでは、限られた時間でありますので始めます。 

 陳述を２つに分けてあります。１つは意見の概要であります。今後の主な問題点についてと、

２つありますので、時間の許す限り陳述したいと思います。 

 意見の概要であります。今回の電気料金の値上げをどういうふうに受けとめるかということを

考えてみたのでありますが、70年代、80年代、２次にわたるオイルショックがありまして 30年

を経過するわけですが、我が国のエネルギー事情は１次エネルギーの 90％以上を外国に依存する

という点では基本的に変わっておりません。むしろ途上国のエネルギー需要の増加により、客観

的には当時より厳しい状況になっていると思います。 
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 この間におけるエネルギー政策は、電源構成で見ると、水主火従時代から火主水従時代へ、そ

して、オイルショックを契機に原子力を加えるなど、ベストミックスを目指してきたと思います。

これにより電力の安定供給は実現され、我が国の成長、文明力の高揚は推進されてきました。こ

うした中で、東日本大震災が勃発し、定期検査を完了した原子力発電も稼働停止となりました。

これによりベストミックスの一環は失われ、電源構成は火力発電への再シフトなど変革を迫られ

ております。火力発電の増加は、燃料費の増嵩──経産省の試算で全電力では 3.8兆円と言われ

ています。もっと増えるんでしょう──を惹起し、原価の見直しを余儀なくされております。 

 こうした点から、今回の電気料金の値上げの意味するところは、原発稼働停止による我が国エ

ネルギー政策の試行的見直し、電力事業にとりましては、電源構成の変更に伴う原価の洗い直し

と思います。 

 値上げについての各界の課題を申し上げます。 

 政府に求められることでありますが、エネルギー、原発に関する政策責任は政府にあると思い

ます。現在でも、エネルギー資源外交並びに国内開発を積極的に推進されておりますが、一層努

力していただきたい。エネルギー政策の早期確立をお願いいたします。 

 原発政策につきましては、原発稼働停止による代替エネルギーとしての火力発電への依存度を

高めることは、オイルショック以来のエネルギー危機、国難であるとの認識が求められると思い

ます。 

 政策責任は歴代政府にあることを自覚し、継続、廃炉、再稼働、バックエンド万般について責

任を持ってもらいたい。 

 進化論をもとに放射性物質をコントロールできる戦略を立てるため、世界の英知を結集してい

ただきたい。 

 東京電力の原発は2011年３月11日の東日本大震災により稼働停止となったわけでありますが、

この原因は基本的に未曽有の大津波によると私は考えております。ところで、時の政府は、福島

原発とは型式、建設年度、立地条件も異にする各地の原子力発電の稼働停止を断行いたしました。

その後２年以上経過しますが、関西の一部を除いて再稼働に至っておらず、これによる火力発電

へのシフト、燃料費増嵩による経営圧迫、そして、料金値上げとなったわけであります。したが

いまして、原発稼働停止による燃料費増嵩の負担責任は政府が負うべきではないかと思います。 

 電力事業としての課題を申し上げます。 

 公益事業としての電力事業の地域社会に果たす役割、使命でありますが、この際、電力会社は

これまでの実績に確信を持って、改む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、それを実現するための料金値上げが必要である
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とアピールすべきではないかと思います。 

 需要家、消費者に対する十分な説明が必要であります。現代社会における消費者は、豊かな物

質文明に満たされ、エネルギー事情等については無関心な向きも多いわけであります。したがっ

て、料金値上げの内容だけでなく、エネルギー事情、その歴史などについても説明すべきであり

ます。 

 総原価の内容につきましては、原発稼働停止にかわる燃料確保に関すること。事業報酬という

概念は一般企業会計にはありませんので、よく説明されること。人件費の抑制についてはマスコ

ミ等の扇動が見られますけれども、専門性の高い技術者の社外流出、特に海外に流出することを

抑止するための必要性をアピールしてもらいたいと思います。 

 電力事業の共同社会に果たす役割、少子高齢社会、過疎化の進行を抑制するためにも、電力事

業の果たす役割は大きいと思います。 

 世論の役割でありますが、エネルギー危機を克服するためには、各界各層国民の協力が必要で

あります。電力事業と消費者の相互不信感を増幅するようなことを扇動すべきではありません。

お互いさまという日本の美学がありますが、忘れないでほしいと思います。原発批判は自由であ

りますが、原発は建設年度、立地条件、型式により、一口に原発云々は科学的ではありません。

調査なくして発言権なしという取材の原点を忘れないでほしいと思います。 

 その他主な点を申し上げますと、値上げの原因、理由について、電力会社の申請書を見ました

が、これについては結論を申しますと、この原因は東日本大震災と自然災害によるもので、申請

者に過失、社会的責任は認められず、むしろ被害者という一面を持っていると思います。 

 ２つ目は、原発停止についてはＩＡＥＡの女川原子力発電所に関する最終報告書、2012年７月

30日から８月９日に実施したものを読ませていただきましたが、耐震性については裕度が認めら

れております。これに先立ち、震災時の政府の判断により決断されたものでありますから、した

がって、これに伴う燃料費の増嵩を申請者の責任にすることは納得できません。政府の責任を求

めるべきであります。 

 原価の算定につきましては、私は表を出しておりましたが、結論から申し上げますと、各項目

とも原価の圧縮がされておりますが、増加額が大きいのは燃料費であります。総原価に占める割

合が前回時の 28％から 38％へと増加しております。原価の中の最大のポイントであります。こ

の点については政府において積極的な資源外交を求められるところでありますが、申請者として

は燃料費削減対策をどのようにとられているのか、後で時間があれば伺いたいと思います。 

 今後のことでありますが、電源構成と原発稼働停止による影響、燃料費の算定根拠と、３点申

し上げたいと思います。いずれも不確定要素の多い中での想定であり、申請も、また査定される
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側も非常に困難だと思われます。１つは、原子力発電の再稼働時期を一定の基準のもとで早期に

決定することが求められるわけです。これは政府の責任であります。燃料の算定根拠は、流動す

る市場経済の中で策定されたものでしょうが、市場の動向は、円安傾向もあり輸入価格は申請者

としてはデメリットが多いと思われます。燃料の算定根拠としての為替レート、１ドル当たり

80.2円とされていますが、現状では、今日あたりは 98円から 99円になっておりますので、さら

にこれは非常に流動的で大変なことと思います。 

 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。 

 それでは、１点ご質問があって、政府として燃料費の削減にどういう取り組みをしているのか

というお尋ねがございましたが、いかがでしょうか。 

○滝澤調整官（経済産業省） 

 原料費の削減につきましては、官民一体の取り組みが非常に大事だと考えてございます。４月

26日の燃料調達コスト引き下げ関係閣僚会合というのがございまして、そこで燃料調達コスト引

き下げに向けた当面のアクションプランというのを決めていただきました。この中で米国からの

ＬＮＧの輸入の実現でございますとか、それに向けた米国への働きかけですとか、それから、資

源開発プロジェクトへのリスクマネーの供給、そういったことでしっかりとやっていくというこ

と、それから、さらに今回の申請に当たりましても、今後のＬＮＧ調達価格を織り込むなど、厳

正な査定を行うということを決定しております。政府挙げて、官民一体となってしっかりと取り

組んでまいりたいと思っております。 

○工藤陳述人 

 私は、今の問題、削減努力を電力会社さんに伺いたい。 

○安念委員長 

 では、電力会社から。 

○佐竹副社長（東北電力） 

 それでは、燃料費の削減努力について申し上げます。時間の関係がありますので、消費量の大

きなＬＮＧと石炭に絞ってお話し申し上げます。 

 まずＬＮＧですけれども、原価算定期間におきましては、長期契約がおおむね年間400万トン、

スポットで 40万トン、大体そのような比率で調達をいたします。このうちスポットの 40万トン

については、全日本ＣＩＦに購入価格を全て合わせました。この価格で買えるということではあ

りません。この価格に合わせて原価を落とすという努力を織り込んでおります。それから、長期
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契約につきましては、原価算定期間の 25年度から 27年度の間に価格の更改を迎えるプロジェク

トが４本ございます。この４本につきましては、直近で契約更改したもののうち、最も低い価格

のものを一律に適用して原価に織り込んでおります。ですので、それで買えるかどうかわからな

いけれども、その価格まで下げて更新をしているということでございます。 

 それから、石炭でございますけれども、石炭の場合には、１つには、これは最もコストの低い

燃料でありますので、運用側で、メリットオーダーという言葉が難しいかもしれませんが、最も

価格の低い石炭火力発電所の稼働率を上げること、そして、熱効率を上げること、これがまず１

つございます。それから、石炭の調達面におきましては、産炭地の分散等ということを通じて効

率化を図っておりますけれども、さらに価格の低いインドネシアの亜瀝青炭、瀝青炭よりももう

少し質が落ちますけれども、これの比率を 11％織り込んでおります。 

 また、石炭の場合、当社の場合、ボリュームが年間平均的に 770万トンあるものですから、こ

れの輸送コストがばかになりません。このため、当社では、当社専用の船を３艘用意しておりま

す。それから、当社専用とほぼ言える船も８艘用意しております。これを有効に活用して、輸送

コストを大幅に下げるということがございます。 

 最後になりますけれども、原油についてもＬＮＧについても石炭につきましても、全日本ＣＩ

Ｆとは別に諸経費というものがかかります。これは発電所に上げるときの荷役料とか、石炭であ

れば貯炭場の管理とか、ＬＮＧの気化とか、こういうものでございますけれども、こういったも

のにつきましては、相当程度の効率化を一律に織り込む等を行いまして、燃料価格の原価の織り

込みの低減に努めているところでございます。 

 なお、今後の話としては、他電力との共同調達とか、それから、シェールガス、それから、東

アフリカの新しいプロジェクト等、これは、いずれもＬＮＧの話でございますが、そういったと

ころにも今積極的に話を進めているところでございます。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。工藤さんに意見の陳述をいただきました。 

 それでは、次の 16番の長崎清一さんにお願いをいたします。 

○長崎陳述人 

 新潟から参りました長崎と申します。よろしくお願いします。 

 私のほうは、事前に意見の詳細ということでお送りさせていただいたんですが、持ち時間が 15

分という予想外の長い時間をいただきましたので、これを最初に申し上げた上で、その後に１点

少し掘り下げた意見を申し上げさせていただきたいと思います。 

 まず、ここの資料にある中身でございますが、消費者の権利の観点から意見を申し上げたいと
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思います。 

 皆様方、既にご承知のとおり、家庭用電気料金は電気事業法第 19 条に基づいていわゆる総括

原価方式によって算出されています。この条件に適合していれば、経済産業大臣はそれを認可し

なければならないという規定になっているわけです。総括原価方式は適正な原価に適正な利潤を

加えたものとされておりますが、原価算出の根拠は複雑多岐にわたっておりまして、一般消費者

にとってその妥当性を検証することは極めて困難だろうと考えています。本来、電気も食料品な

どと同様に生活必需品でございます。一般的に消費者は食料品などを購入する場合には、その価

格を吟味して、１円でも安いところということで意思決定するわけですが、電気という商品に関

しては、消費者は意見を述べることはできても、価格の妥当性を吟味して選択できるという仕組

みにはなっていません。 

 一方、消費者には、安全である権利、知らされる権利、選択できる権利、意見を反映させる権

利があるとされており、消費者基本法にも反映をされております。消費者基本法では、第２条の

基本理念におきまして、「商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保さ

れ」、消費者の意見が消費者政策に反映されることが消費者の権利であることを尊重すると定めら

れており、第３条の国の責務におきましては、「国は、経済社会の発展に即応して、前条の消費者

の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念に則り、消費者政策を推進する責務を有する」

と定められています。この条文自体は直接的には消費者政策に関するものですが、法の趣旨を考

えれば、消費者政策のみならず、その他の消費活動に関連する政策全般にわたって尊重されなけ

ればならないと考えています。しかし、電気に関しましては、とりわけ選択できる権利と意見を

反映させる権利が十分に保障されるものとなっていないのではないかということです。 

 現状では、電気事業法は消費者の権利尊重を定めた消費者基本法に対して齟齬があると私は考

えております。そのような制度のもとで電気料金の値上げが行われることについては納得できま

せん。2004年の消費者基本法の抜本改正から８年以上経過していますが、その間、電力の分野に

おいては消費者基本法の理念に基づいた見直しが行われてこなかったということで、その不作為

について、国、とりわけ今日の主催者であります経済産業省の責任は大きいと私は考えます。し

たがって、まずは電気事業法及び関連諸制度について、消費者の権利尊重を念頭に置いた仕組み

に変えていくことを早急に進めていただきたい。 

 よく電力自由化と言われていますが、ちょっと補足しますと、私は電力自由化を求めているわ

けではなくて、電力自由化も一つの手段として、消費者の権利尊重を念頭に置いた電力制度改革

を進めていただきたいと改めて申し上げておきたいと思います。 

 あわせて現行法制度においては、その審査過程及び事後的な検証において消費者の意見を最大



 73 

限反映させるよう、より踏み込んだ対応をお願いいたしますというのを一応事前にお送りしたん

ですが、より踏み込んだ中身として、１点だけ事業報酬について申し上げさせていただきたいと

思います。 

 事業報酬というのは、電力会社の資料によれば、資金調達コスト（支払利息や配当金等）とさ

れています。この事業報酬の計算は国の算定規則に定められており、固定資産など電気事業に必

要な資産の価値、レートベースと言うそうですが、これに事業報酬率を掛けて算出されています。

今回の値上げでは、レートベースは２兆 9,426億円に事業報酬率３％を掛けて 883億円と試算さ

れており、2008年の改定時が 861億円でしたので 22億円の増加と資料にはなっています。 

 しかし、この資金調達コスト、事業報酬率３％というのは現在の金利情勢においては過大だと

考えます。実態を反映していないのではないか。簡単に言えば、私どもの身近な金額で言えば、

100 万円の資金を調達するのに３万円のコストをかけるということになるわけですが、一般的に

そんな経営は今どき考えられません。そこで、事業報酬率の算定式を詳細に見ていきますと、借

入利息に当たる他人資本報酬率は 1.49％と実態に近い数値ですが、資本配当、出資配当などに当

たる自己資本報酬率は 6.41％とかなり高い数値となっています。さらに自己資本と他人資本の割

合を３対７で計算して約３％という計算になっているわけです。 

 しかしながら、１つは、東北電力は過去３年間無配であり、それなのに新料金算出のための原

価に 6.41％の実質的な配当率を見込むというのは過大であり、実態と乖離し過ぎているのではな

いか。それから、東北電力の平成 24 年度決算がつい最近出ましたが、そこにおける自己資本比

率は 11.3％ですので、自己資本比率を 30％というのも過大ではないのか。自己資本と他人資本

の割合は３対７というのもちょっと違うのではないか。 

 そもそもこれらの過大な数値を料金値上げの根拠に入れることは妥当性を欠いており、消費者

の感覚と相入れないのではないか。仮に自己資本報酬率を他人資本報酬率と同じ 1.49％に設定す

れば、資金調達コストである事業報酬は約 438 億円、要するに半分ぐらいに減るわけです。450

億円分値上げを抑制できると考えられます。資料では、1,980 億円原価が超過しているというこ

とですが、その中で 450億円というのは４分の１のウエートを占めておりますので、これは非常

に大きな数字ではないのかなと思います。 

 国の算定規則で事業報酬率を決めているわけですが、この仕組みについては、以前高金利の借

入利息が原価算定に反映されることを防ぐために導入されたと聞き及んでおります。ということ

は、もともとの導入の趣旨は、要するに高過ぎる事業報酬率の歯どめをかけるということがもと

もとの趣旨であったということでありますので、その趣旨からすれば、この算定規則における計

算式は、３％というのは上限と捉えるべきではないのか。したがって、今回の審査過程におきま
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してはぜひお願いしたいのは、算定式ができておりますので、この事業報酬率３％を上限と捉え

ていただいて、さらにその具体的な経営実態に合わせて極力引き下げるということをぜひご検討

いただきたい。私自身は、先ほど申し上げましたように、反映させることも不可能ではないと考

えています。 

 電気料金の値上げは、それ自体がいろいろな方がおっしゃっておりますように生活に直結する

ということでありますし、同時に電気が上がれば水道も上がる。ほかの公共料金も上がる。影響

を及ぼすという大きな問題であります。審査過程におきましては、徹底した値上げ抑制に向けて

十分審査するということでございますが、その中に今ほど申し上げた中身もぜひ取り入れていた

だきたいということとあわせまして、事後的な検証もしっかりと行っていただきますようここに

要望いたしたいと思います。ぜひよろしくお願いします。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。事業報酬についての法令の解釈については、なるほど、そのような

ご見解もあるかと承りました。 

 経産省と東北電力に何かご質問になることはございますか。 

○長崎陳述人 

 特に質問ということではありませんので、むしろ今後の審査の中でぜひ反映していただければ

大変ありがたいと思います。 

○安念委員長 

 ありがとうございます。長崎さんにお願いをいたしました。 

 それでは次に、17番の田上みね子さんにお願いをいたします。 

○田上陳述人 

 岩手県消団連の田上と申します。 

 個人の電気料金の値上げを 11.41％、法人を 17.74％としておりますが、もともと個人の電気料

金は法人に比べて高いので、見せかけのような気がします。特に被災地では、個人、法人ともに

今回の値上げ申請に関しては到底納得できるものではありません。仮設に入っている方などは、

夏は暑いし冬は寒い、前のうちに住んでいたときより狭い中でも電気料金に苦慮しているところ

です。 

 以前に説明を伺ったときに、ピークシフトという制度が今回できるということですが、これに

関しては、たくさんの電気を使用する家庭でなければメリットがないと聞きました。みんなが利

用できるメニューというものを考えてほしいです。これを利用する場合は、何か特別の機器をつ

けたり、また、そういうものを取りつけにきたりする人件費などもかかると思いますので、そん
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なことをするよりは、むしろ一般の電気料金を少し下げたほうがいいのではないでしょうか。 

 人件費に関しても、20％削減とありますが、もともと東北電力の方は高収入なのですから、会

社が赤字なら仕方がないとも思います。赤字の会社ではボーナスなど出ないのが普通ではないで

しょうか。知っている人でも、ボーナスが下がったとか言っていますけれども、小さい会社、本

当に中小のところなどは、ボーナスどころか、給料も今月は出なかったとか、そういうところも

あります。給料を電気料金で支払っているわけですから、こんなときは我慢してほしいです。知

事の意見陳述のときにもありましたけれども、徹底した削減をしたうえでの値上げ提案をしたと

ありました。経営合理化ですか、そう言われればそうなのかなと思いますが、実際どういう合理

化なのかというのは私たちには見えないので、はいそうですかと納得するわけにはいきません。

どこの会社も徹底した経営合理化というのをやりながらも頑張っているところだと思います。 

 特に役員の方やＯＢは、今までの事業に責任をとる意味でも削減は当然と考えます。ＯＢの方

なんかは年金も一般の方々に比べたらとても考えられないような額をいただいていると聞いてい

ます。そちらの企業年金のほうはもらっているから、もう今さら既得権、そういうものがあるか

ら仕方ないのかもしれないけれども、どうにかならないのでしょうか。そういうとことも手をつ

けないで、一般の電気料金にすぐはね返るというようなやり方はちょっと納得できないと思いま

す。 

 原発に関して、国の方針もあると思いますが、安全神話が完全に崩壊した今でも、東北電力さ

んは、国の言うとおりにしなきゃならないのでしょうか。経済産業省の方もいらっしゃるみたい

ですので、これを稼働するとか稼働しないとかというのは一体誰が決めるのかというのをちょっ

と聞きたいと思ってきました。電力会社の皆さんが一番危険性についてはご存じだと思います。

原発再稼働云々については、福島の後始末が完全に終了してからのことだと思います。原発が安

い電力を供給するという考えも今では詭弁としか思えません。 

 以上です。 

○安念委員長 

 まだ時間が残っておりますが、何かご質問になる事項はございませんか。 

○田上陳述人 

 経済産業省の方がきておられますので、安全が確認されたらという言い方について伺いたいと

思います。ちゃんと確認されたら、活断層とかありますけれども、それもみんなクリアした時に

は、やはり原発は再稼働したいと考えているのでしょうか。お聞きしたいです。 

○滝澤調整官（経済産業省） 

 原子力発電所の安全性というのは、経済産業省ですとか資源エネルギー庁が判断することでも
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なくなっておりまして、別の組織で独立性を持った専門性のある原子力規制委員会というところ

がございます。こちらが判断をいたします。私どもは、その判断を尊重するということになって

おります。 

○田上陳述人 

 原子力安全委員会も、その中にいる人たち、その人たちは本当にわかってやっているのか。安

全委員会と言いつつも、国のほうで圧力をかけたりしているのではと疑うところもあるのですが、

完全にその人たちに任せているのですか。 

○安念委員長 

 任せているというか、法律が去年変わりまして、それまでは原子炉等規制法という法律と、電

気事業法によって原子炉の設置についての監督権限は経済産業大臣が持っていたんですが、その

権限が全て原子力規制委員会という新しい組織に全て移りました。原子力規制委員会が何を考え

ているのかというのは完全に私もわかっているわけではありませんが、現在原子力規制委員会規

則という形で、原発に関する安全基準というものを策定中でございまして、それを７月に施行し

て、それに従って安全であるということが確認されれば再稼働を認めるというのが原子力規制委

員会の態度であると承知しております。ですから、安全性が認められれば動かしてもいいという

つもりなのかというのがもしご質問のご趣旨であるならば、私が決める立場ではございませんけ

れども、この中には決める立場の人間は誰もいないんですが、恐らくそうだろうとお答えするし

かないのではないかと思います。 

○田上陳述人 

 以前の安全委員会、規制委員会は新しくできたわけですが、それよりは厳しい判断をするのか

もしれませんけれども、幾らそこが安全とは言っても、福島の現状、あれを何とかしないと、そ

れこそ補償問題もあります。核のごみ（セシュームによる汚染は広範囲にわたっています）。そう

いう始末をしてから、原発再稼動云々の話をしていただけるようにお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。田上さんにお願いをいたしました。 

 それでは、18番の伊藤慶子さんにお願いをいたします。 

○伊藤陳述人 

 同じく岩手県消費者団体連絡協議会から来ました伊藤です。 

 私のほうからは、まず、ここにたどり着くまで感じたことからお話しさせていただきます。 

 公聴会とは何ぞやと私は思ってここに座っております。まず最初に、身分証明書の提示を求め
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られました。それから、荷物検査をされました。私のかばんはいろいろ入っていてごちゃごちゃ

しているんですけれども、特別見られて悪いものもないので、どうぞとは言いましたけれども、

何の権利があってそこまでやるかと私は質問しました。そうしたら、人がいっぱい集まるからと

言われました。人がいっぱい集まるのだと、私たちは年に数回、何百人も集まるような催しをし

ております。そのときにそんなことは一切しません。だから、公聴会というのは一般的な国民が

意見を言う立場で申し込むと思うんです。それに対して被告席にいるような気分で私は今いるん

ですけれども、そういうふうなチェックを受けなければ意見も言えないのかと、そういうことで

非常に情けない思いをしております。 

 それと、あとは公聴会にかかわる公的な人数があまりにも大きくてびっくりしました。こんな

に恵まれた仕事を私も１度してみたいものだと思ったりもしました。半ボランティアで消費者団

体で消費者にかかわる活動をしておりますけれども、とにかく間に合わなくて寝る時間も惜しん

でやっているような状況の中で、こういう恵まれた仕事もあるということも学びました。そうい

うことで、本当に公聴会のあり方というのは根本から皆さんで考えていただきたいし、私たちも

意見を言っていきたいというのが最初に思ったことです。 

 それとあと、審査専門委員の皆さんも今日来ていただいておりますけれども、全員そろわなく

ても、もっと小さい単位で公聴会をやっていただけないかと思います。東北は、ご存じのように、

非常に広いです。それに今回は新潟も入っております。岩手県１県だけでも四国４県分の広さが

あるんです。そういう広いところで１カ所に集めて意見を聞くといったら、旅費を出せるところ

しか来られません。そして、１カ所だけだと、そのときに都合の悪い人は来られないというのも

あります。そういうので、本当に生活にかかわるようなこういう電気料金についての公聴会であ

れば、もうちょっときめ細やかに、国民一人一人の意見を聞くようなつもりでの設定をお願いし

たいものだと、それは最初に感じました。 

 それで、私のほうは、意見の概要として書かせていただいておりますけれども、皆さんが今ま

でずっと言ってこられたのとそんなに変わらないのですが、ただ、私が一番言いたいのは、被災

地にある公的な企業としての企業努力の足りなさというんでしょうか、それがやはり端的にあら

われているのが役員報酬であり、人件費であると思っております。そういう意味で皆さんが必ず

触れられる部分だと感じております。それは全体の金額からすると非常に少ないものではあるん

ですけれども、それは姿勢として非常に大事なものだろうと思います。 

 私は、消費者庁との意見交換会でもこういうことを申し上げたら、その後、どういうふうにし

て電話を調べられたかわかりませんが、消団連の事務所のほうに電話がありました。それで、経

営責任とはどういうことですか、どういうふうに捉えられているんですかという質問で、その後
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るるしゃべったら、とても内容に詳しい方なので、もしかすると関係者かなとちょっと疑ったり

もしましたけれども、そういうふうなことで、公的な場所で言ったことに対してそういう電話も

あるんだなということを皆さんに報告しておきたいと思います。 

 それで、人件費の役員報酬については、今まで関西電力と九州電力のところで上限を 1,800万

円にすると、参考にした公務員との関係でそういう数値が出てきたようなんですけれども、そう

いうことも出てきておりますので、そこに合わせるか、むしろ被災地の公的な企業としてはそれ

以下にする努力というのをもう一度していただきたいと思います。 

 あとは社員の方の給料というのは、私たちの立場とすれば、必ずしも下げるのには賛成ではな

いんですけれども、ただ、今般に限り、被災地の公的企業としてはもうちょっと社員の方にも身

を削っていただくことをしてほしいと思います。 

 あと岩手県は知事自らが来て陳述をしましたので、私も別に打ち合わせたわけでもないし、び

っくりして大変応援する気分になったところなんですけれども、そういう意味では、被災地の中

小企業というのは、やっと何とか再開したけれども、カツカツの状態で、いつやめてもおかしく

ない人たちがいっぱいいます。私たちも被災地回りをしていて、弁護士の方と仮設に行って相談

活動をずっと続けてきたんです。その中では、今の生活、何ぼ収入があって支出はこうしている

という本当に具体的な話をしてくれるんですけれども、10万円ぐらいで暮らしている人がいっぱ

いいます。 

 そういう中で、まず個人の生活が成り立たないということと、それから、あとは中小企業の法

人の部分が、もともとが安かったので、割合として 17％でもそれほどの金額ではないと思うんで

す。それでもその金額でさえも上がることによって、北上の企業の方が言っていらっしゃいまし

たけれども、もう黒字は見込めないと。いつやめるか悩んでいるというような話をしている方も

いました。そういうことで被災地の公的な企業としての努力をいま一歩踏み込んでやっていただ

きたいと思います。 

 それと、あとは原発関連、皆さんもおっしゃいましたけれども、私たち消費者にとっては、今

でも毎日ファックスが入ってきます。山菜はストップです、放射能値が上がっていますので、山

菜は出荷しないように○○市にお願いしましたというファックスが毎日のように入ってきます。

それで、岩手県でさえも、今でもそういう状況です。一たび事故が起きて放射能がばらまかれた

場合、そういうことが起きるということを全国民的なところで論議しなければいけない時期だと

思います。 

 そういうことで私も事故の後女川原発を見せていただきましたが、残念ながら、事前申し込み

していなかったので中というわけにはいきませんので、ＰＲセンターに行ってきました。上から
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下を見おろすような形で全容がわかるところなので、非常に納得して見てきましたけれども、そ

のＰＲセンターも、女川原発は再稼働の見込みがないにもかかわらずそのまま据え置くというこ

とで、原発のＰＲセンターとして機能させるというお話を岩手県の支店のほうからいただいてお

ります。 

 そういうことで、原発に対しては、被災地にある電力会社ということもあって、もっと慎重に

やってほしいということと、あとは東通原発については２年後の稼働を目指していて、先ほどの

話にもありましたけれども、規制委員会で活断層の調査をしております。それなのに東北電力と

しても別の形で調査するという費用も含まれております。それで、私としては、規制委員会に託

すという国の姿勢であれば、それを電力会社がまた調査を別の形でやるというのは、電気料を払

っている者としては納得できない気持ちで聞いておりました。 

 次に、燃料費については皆さんがおっしゃいましたので割愛します。本当に安く仕入れる努力

というのは先ほども答弁いただきましたので、割愛します。ただ、全体として家庭から持ち出す

お金は、値上げによって大したことはないという説明を必ず受けるんですけれども、でも、今も

燃料調整費で毎月上がっております。それプラス電気料金値上げなので、家計費にとっては持ち

出し分としてカツカツの生活の中では大変な状況になるということをわかっていただきたいと思

います。 

 あとは、新潟の長崎さんのほうからもお話がありましたけれども、経産省に対して、総括原価

方式というのは今の時代に合わないのではないかと思う。それに対する見直しを専門委員の方々

にもぜひやっていただきたいと思うんですけれども、３％の報酬の基礎数値が水増しされる要因

にもなっているのではないかと感じておりまして、そういう意味では電気料金が総括原価方式で

いいのかどうかというのは今後の課題としてぜひお願いしたいと思います。 

 それとあと、質問として、東北電力の方に、役員報酬を公表しないのはなぜなのか。別に氏名

までは要りませんけれども、役職に対して幾ら払っているかというのは公表していただいてもい

いのではないかと思うんですけれども、その辺はどうなのでしょうか。 

 以上です。 

○安念委員長 

 最後の役員報酬についての開示の点ですが、これはいかがでしょうか。 

○海輪社長（東北電力） 

 総額なり社内取締役、それから社外という形で平均で出させていただいております。できる限

り開示したつもりでございます。削減率も、先ほどの午前中でもありましたとおり、社長が 40％

とか、こういうものも出しております。それ以上になりますと個人のプライバシーということで
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すので、控えさせていただきたいというのが私どもの考え方であります。個人別にということで

はないとおっしゃるんですけれども、ほぼ個人別に等しくなるということですので、控えさせて

いただきたいということでございます。 

 それで、今お尋ねがなかったんですけれども、東通の原発の調査の話が、規制委員会で調査し

ているのになぜ別な調査をするのかというお話でしたので、これは誤解かなと思います。規制委

員会の方々は、昨年の 12 月に２日間調査にお見えになりました。それは私どもが進めていた調

査箇所を現地の確認においでになったということであります。それから、事業者が進めた調査を

規制委員会の方がデータをチェックし現地を確認するというのが規制委員会の調査方法でござい

ます。調査の評価会合の中で、委員会の先生方から、このデータが足りない、これがないと判断

できないというようないろいろなご質問とかがありましたので、それに対して私どもとしてはさ

らに追加調査をして、データを提供して、科学的に議論をしていただこうと、こういうことにし

ておりますので、私のほうとしてはダブっているという意識はございません。念のため申し上げ

ます。 

○伊藤陳述人 

 では、プライバシーというなら、私のかばんを調査されたのはどうなるのでしょうか。非常に

疑問です。 

○安念委員長 

 それは東北電力がした調査ではございません。確かに公聴会と言いながら、意見を拝聴すると

言いながら、かばんの中をのぞくというのはよい趣味ではございません。これは今後、確かに考

えなければいけないことだなと思います。私が設営している会合ではございませんけれども、私

個人としてはまことにごもっともだなと拝聴いたしました。どうもありがとうございます。 

 それでは、伊藤さんにお願いをいたしました。 

 次に、19番の立石由美さんにお願いをいたします。 

○立石陳述人 

 私は、新日本婦人の会新潟県本部の立石と申します。よろしくお願いします。 

 今の方とちょっと同じなんですけれども、仙台までやってこなければならないということで、

きのうの夕方、高速バスに乗りまして、ホテルをとりましてやってきました。こうするのが一番

安い方法で来られるのです。 

 それは前置きになりましたが、私たちの新潟の新日本婦人の会の県本部では、東北電力から各

家に入ってきましたこの値上げの冊子をもとに検討させていただきました。電気というのは東北

電力から買うという意識も実は会員さんたちにはありません。東北電力から来るものだというこ
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とが当たり前だったので、その仕組みの１からの学習でした。冊子の値上げの理由は納得いかな

いので、新潟支店に申し入れに行きました。そうしたら、冊子ではわからなかったことがわかっ

てきました。値上げが困るというだけではない理由でこのたびの値上げには反対です。会員さん

から寄せられた生活直撃の点、冊子の中の疑問点、原発の再稼働前提の点から反対意見を述べた

いと思います。 

 １番、生活直撃という面です。生活必需品、このところの値上げの攻勢はすごいものがありま

す。それなのに給料や年金は減額されています。ご存じだと思いますが、新潟県も小さな営業を

なさっている方、小さな会社、小さな工場で働いている人が会員さんの中にもたくさんいます。

そこで、このところの給料の減額、営業の大変さは本当にすごいものがあります。それでも節約

して何とか生活してきたんです。これで電気料金が上がったらろうそくをともすしかないと、こ

れは冗談ではなくそう言っている人たちがいます。電気は全ての生産のもとになります。これか

らの物価の値上がりというのは、これから本当に目に見えます。切り詰めてもこれ以上は生活が

成り立たないところまで本当は来ています。そこに自主避難の方、福島からの自主避難の方は私

たちの回りにたくさんいらっしゃいます。二重生活で今でもとても大変なのに、この苦しさに追

い打ちをかけるものではないでしょうか。 

 ２つ目です。冊子の中の疑問です。電気が売れないからという理由がありました。私たちの会

は環境家計簿という運動もしていまして、原発事故以来、節電の呼びかけに会を挙げて応じてき

ました。私の例ですが、2010 年と比較して、１月で 14％、８月、これは 2012 年との比較です

が、53％の節電をいたしました。みんなぎりぎりの節電をして応えてきました。それなのに、売

れないからという理由と、節電をあざ笑うような値上げではありませんか。これは納得いきませ

ん。これは売れないということは、電気は足りているということではありませんか。 

 また、そこに燃料費の増大が大きい理由になっているんですけれども、無理をして高い電力を

起こして売れない電気をつくろうとしているのではないかと見えました。そんな必要はあるので

しょうか。 

 その次です。３番目ですが、原発の再稼働が前提であるということです。新潟支店に申し入れ

に行ったときに、他の電力会社との値上げ幅の違いというのは何でしょうかと聞いたら、原発を

再稼働させる時期の違いということを言われました。私たちは、福島事故以来ですが、その恐ろ

しさを身をもって知りました。あの爆発したときの恐ろしさ、そして、次々と福島ナンバーの車

が新潟県に入ってこられる。私たち自身もこれで大丈夫なんだろうかと、この恐ろしさは本当に

大変なものがあります。 

 命を何よりも大切にする立場から、原発の稼働は絶対に反対です。また、原発を再稼働しての
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料金設定ということは、動かしても電気料金は下がらないということです。女川原発も、午前中

の陳述で大変優秀な原発だったと述べられましたけれども、これは幸運だったと言う人もいます。

今後、何十年も放射能との戦いをしなければならないような事態をしっかりと見ると、原発はと

てつもなく高くつき、恐ろしいものと認識してほしいと思います。原発の再稼働前提であるとい

うことはこの冊子では読み取れませんでした。仮に原発を動かしても電気料金は下がらないとい

うのもこの冊子では読み取れませんでした。原発が動いたら電気は安くなると思っている人もい

ます。大変不十分な冊子だと思います。 

 私は、自分のうちのお便所に電気がついた日のうれしさをもう 60 年以上前になりますが、忘

れることができません。そして、何度か災害に遭っているんですけれども、最初に復旧するのは

電気です。この復旧の早さで電気に対する安心感というのは今も大変に持っています。身にしみ

てわかっています。これは東北電力で働く方々のたゆまぬ努力だと思いますし、仕事に対する非

常な誇りを持っていらっしゃるからこうなんだということもよくわかります。でも、以上のよう

な理由で値上げは納得がいきませんし、やめていただきたいと思っています。また、家庭の電気

料金にツケが回ってくる国のエネルギー政策というのは何かよくわかりません。 

 今いろいろ言いましたけれども、こういう理由で私は値上げに反対です。 

 もし答えていただけるならなんですけれども、この冊子で原発の再稼働ということなどをどこ

をどう読み取ればよかったのかということを教えていただきたいと思います。 

○安念委員長 

 そのパンフレットの中のどこに原発再稼働に関する言及があるのかというご質問と思います。 

○海輪社長（東北電力） 

 いろいろな情報を全てここに書くのは非常に困難だということなので、一部の情報しか入って

いないということですけれども、この値上げに至った理由というところでお読み取りいただきた

いと思っておりまして、要は、当社は震災に遭ったということ、それから、原子力が長期間停止

している、これからも長くかかるということが今回の理由ですということがまず表題の原因のと

ころに書いてございます。この辺からお読み取りいただくということになろうかと思います。収

支悪化の要因の中で、設備の甚大な被害に加えまして、原子力発電所の長期停止ということが記

載されてございます。ですから、ここが解消されれば、その部分は化石燃料の節約につながると

いうことでございますので、そのとき、ほかの要因もありますので本当に値下げにつながるかど

うかはわかりませんけれども、少なくともその分のコスト負担は節減されると思います。 

 私どもの新潟支店においでいただいてありがとうございました。説明が私どもは不十分だった

のかもしれませんので、今後ともその辺はよく説明させていただきたいと思います。 
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○立石陳述人 

 それでもあまりよくわからないんですけれども、多くの人は家に入ってくるこれで情報を得る

わけです。今おっしゃったようなことでは、今でもまだ納得いかないんですけれども、そのこと

で再稼働が前提であるということ、再稼働することを前提の電力料金の設定であるということ、

そして、稼働されても値下げはないんだということ、それもこれだけではわかりません。ですか

ら、読み取れません。多くの人が目にするこれについては、ぜひよくわかるように、誰が見ても

わかるようにということをお願いしたいと思います。 

○海輪社長（東北電力） 

 わかりました。実は、これは非常に薄いペラなパンフレットでございますので、情報量に限り

があるということで、当社のホームページに詳細が記載されております。それから、コールセン

ターというところにお問い合わせをいただいて解説をする。それから、消費者団体の皆様とか商

工団体の皆様に、私どもはこちらから訪問をさせていただいてご説明の機会を得させていただい

ておりまして、これまでに消費者団体でいいますと 310団体訪問させていただいております。そ

れから、勉強会、説明会をさらに延べ 260回ほどやってございます。こういう中で一つ一つのご

疑問にお答えしていきたいと思います。 

 パンフレットの件につきましては、今後作成の仕方の中で、コミュニケーションツールをどう

つくるかというときに参考にさせていただいて、よりよいものをつくっていきたいと思います。

どうもありがとうございました。 

○立石陳述人 

 もう一言つけ加えさせてください。よくホームページで資料を出して見なさいと言われます。

それは私は、今なら少しはできます。ですけれども、私たちの会の会員さんなどを初め多くの人

は、子供の面倒を見ながら、介護をしながら、病人の看病をしながら、毎日の家事をしながら、

ご飯をつくりながら、それに田んぼや畑で働きながら生活をしているわけです。ネットで見なさ

い、ホームページで見なさい、コールセンターに電話しなさいというのはとても不親切な言い方

です。そのこともよく考えていただきたいと思いますし、そういう暮らしの中にあるということ

を頭の中に入れてこれからもやっていっていただきたいと思います。 

 以上です。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。立石さんにお願いをいたしました。 

 それでは、20番の藤原真帆さんにお願いをいたします。 

○藤原陳述人 
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 岩手県盛岡市から来ました藤原です。よろしくお願いします。 

 先ほど同じ岩手県の伊藤さんが公聴会の運営というか、開催方法について申し上げたんですけ

れども、私はこの公聴会にメールで申し込んだんですけれども、そこのメールで申し込むところ

にたどり着くまでがものすごく大変で、電気料金値上げ公聴会申し込みとグーグルとかで検索を

かけると、経済産業省ではなくて、ほかの市町村のこういうものがありますというお知らせのホ

ームページが引っかかったり、やっと見つけたと思っても、メールアドレスはあるんですけれど

も、この様式に概要を書いて申し込んでくださいと書いてある概要がＰＤＦファイルなんです。

どうやってこれに書き込めと……。 

 ＰＤＦファイルはコピーもペーストもできないので、もっとパソコンの技術がある人だったら

どうにかできたかもしれないんですけれども、そういう技術はないので、ワードで似たようなも

のをつくってメール添付して送ったんですけれども、せっかくインターネットとかメールとかで、

多分何十年か前よりは気軽に公聴会というものに申し込めるようにはなったとは思うんですけれ

ども、それでもちょっとしんどいかなという部分が多々あったので、ぜひ経産省のほうにはご一

考いただきたいかなと思いました。 

 同じように仙台に来るのはちょっと大変です。うちは小学生がいるんですけれども、今日、習

い事を休ませて、ごめん、お母さんはちょっと帰りは遅くなるからと言って、ここに来ました。

なので、東北の電気料金の値上げであれば６県回るぐらいでもいいのではないかと思います。す

みません。前置きで余計なことを話しましたけれども、本題に入らせていただきます。 

 電気料金の値上げには反対です。国民は実質的に電力会社を選ぶことはできません。携帯電話

の会社だったらプランを比べて、車検だったら見積もりを取って、あちこち選ぶことはできます

けれども、電気会社は選ぶことはできません。そういった独占企業の値上げ要請は断固反対です。

根本的な値上げではなくて、燃料調整費での調整だけではだめなのかと思います。電力というの

はものすごく公共性が高いので、民間企業のことと一緒にはできないんですけれども、多くの企

業が、原材料費とかこういった電気料金の値上げの中でも、製品価格を上げたくても上げられな

くて、何とか据え置きで頑張って苦しんでいる企業が多いかと思います。また、家庭でも節電に

励んでいる中で、こういった国民の状況がある中でなおかつ値上げをするというのは、独占企業

のおごりなのではないかと思います。 

 値上げの原因は主に燃料費の高騰ということなんですけれども、たくさんの方がこの公聴会で

おっしゃられていますけれども、安く調達する工夫というのをしているのかなと思います。主力

の燃料であるＬＮＧは、シェールガスとかそういった近年のエネルギー革命で価格が下落傾向と

伺っております。2011年のＬＮＧ価格は、アメリカでは４ドル前後なのに、日本では 15ドル前
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後にもなっていると聞きました。燃料をわざわざ他国より高い価格で買ったりするのではなくて、

価格協定を見直して、１円でも安く調達する工夫をしてほしいと思います。 

 また、コンバインドサイクル発電ですとか、ＬＮＧより価格が安い石炭を使った効率のよい石

炭ガス化複合発電とか、そういった新しい火力発電を導入する予定はないのでしょうか。調達し

た燃料をより効率よく使うためにこういった設備を導入するなど、値上げをする前にもっと見え

る形での企業努力をしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○安念委員長 

 だいぶ時間がありますけれども、何かご質問になることはございませんか。石炭火力をつくる

気はあるのかというのを聞いてみましょうか。 

○藤原陳述人 

 前に岩手県でも意見交換会をしたときに、そういった設備を導入する予定もないし、金もない

みたいな話をされたんですけれども、それだったら、例えば経産省とか、そういったお役所とい

いますか、国のほうが補助を出すとか、何かいい方法はないのかなと思うんです。どういうふう

にお考えなのかなというのを両方にお聞きしたいです。 

○海輪社長（東北電力） 

 恐らく石炭火力の活用を今以上に図れということだと思うんですけれども、私どもの電源の中

の構成比で、今石炭火力は約４割、37％使っております。これは今藤原さんがおっしゃられた石

炭ガス化のほうではなくて、普通の石炭火力です。石炭火力について今後の新設はどうだという

ことですけれども、私どもは今後の地点を考えるときに当然選択肢に入るんですが、ＣＯ２、炭

酸ガスの排出の問題がありまして、新設については非常に高い技術力でＣＯ２を減らすとか、そ

れから、排出権的なものを取ってくるとか、そういうような条件が今後つくということを聞いて

おりますので、そういうものを勘案して考えていきたいと思います。 

 ちなみに申し上げますと、私どもは今震災前には原子力の発電量が大体４分の１ございました。

26％、そして、石炭が 34％、つまり３分の１です。それから、おっしゃいましたＬＮＧのコンバ

インドサイクルとかのガス発電、これが約２割ございます。そういうことで、原子力、ガス、石

炭が主力でございます。水力が１割ぐらい、それに新エネルギーなどが２、３％。そういう中で

は私どもとしてはある程度バランスがとれていたものかなと思います。その中で一気に原子力が

今ゼロになりました。そうした結果、化石燃料で９割近く賄わなければいけなくなったというこ

とでございます。 

 石炭、ガスにつきましても、先ほど佐竹のほうから申し上げたとおり、調達努力というのは私
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どもとしてはしているつもりでございますけれども、なお足りないということでございますので、

そのご叱声を受けて一層努力をしたいと思いますし、今回の料金審査の中で、その効率化分につ

いて先取りして料金原価の中に入れなさいということでございます。ですから、これを私どもは

実現していきたいと思います。 

 以上です。 

○安念委員長 

 最新最先端機の火力発電所導入をする場合に、国からの補助という制度はあるんですか。 

○滝澤調整官（経済産業省） 

 設備投資の補助のスキームというのは実はないですけれども、ただ、火力発電所への依存度は

高まらざるを得ないというのは避けられない状態なのかなと思っておりまして、燃料調達の多角

化でございますとか、そういったことが非常に大事だと考えております。したがいまして、研究

開発のスキームでＲ＆Ｄをサポートするだとかということを当然やらせていただいています。 

 それからさらに、先ほど申し上げたんですけれども、燃料調達コスト引き下げ関係閣僚会合と

いうのがありまして、燃料調達コスト引き下げに向けた当面のアクションプランというのは決定

されたので、その中で例えば既存の火力発電所をリプレースといって新しく建てかえるときの環

境アセスメントの期間を当初３年ぐらいかかっていたのを１年に短くしましょうですとか、それ

から、さっき社長からもお話がありました二酸化炭素が石炭火力発電はたくさん出てしまうので、

環境省さんとの関係でなかなか難しいところがあるんですが、今まで基準が非常に不明確であっ

たので、どういうものを建てればいいのかというのがなかなかわからなかったところを両省でお

話をさせていただいて、こういったものであれば建ててもいいですという基準を明確化するとい

うこと、こういった石炭火力の整備に向けて政府としても一生懸命サポートしていくということ

をやっているということでございます。 

○藤原陳述人 

 いいです。 

○安念委員長 

 わかったようなわからないような説明がありました。 

○藤原陳述人 

 言葉が難しくて、なかなか……。 

○安念委員長 

 ただ、確かに最後にあった環境アセスメントですけれども、これはあえて言えば、今まではほ

とんど新たな石炭火力の建設はできないような仕掛けになっていたんですが、それは、少なくと
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も一定の条件を満たせばできるという方向に変わったということは言えるのではないかと思いま

す。 

 どうもありがとうございました。藤原さんにお願いをいたしました。 

 ここで午後の部の前半のご意見を頂戴するセッションは終わりました。それでは、先ほどと同

じように、委員からそれぞれ短くコメントをいただきたいと存じます。 

○梶川委員 

 専門委員の梶川でございます。先ほど傍聴の皆様にご挨拶もせずに失礼いたしました。 

 今回は意見を皆様のほうにお話をさせていただくということでございますので、少しそちらを

向いてお話をさせていただきます。 

 午前中に陳述の方のご意見、非常に参考になったということですが、また、午後の皆様のお話

も私どもが専門委員を務めさせていただく上で非常に真摯に受けとめて、今後努力していきたい

という点でございます。 

 午前中と重複してもなんでございますので、特に今回印象に残ったのは、購入先を選べない。

東浦さんは庶民とおっしゃられましたけれども、購入先を選べない消費者ということで、この点

に関しましては、その次、皆さん、藤原さんも長崎さんも消費者の権利というところで侵害され

ているであろうという点で、もちろん、これがあるからこそ、実際に総括原価等々の価格の決め

方になっているんですけれども、まさに購入先を選べない消費者の目線に立って我々はどう考え

ていくかということを改めて、当たり前と言えば当たり前ですが、改めて感じさせられた陳述の

ご意見であったという気がいたします。 

 そんな中で、達増知事がおっしゃられるように、本当に納得できる厳正な審査をやってほしい

というのは専門委員として非常に心しなければいけないし、では、厳正な審査とは何なんだと。

これは経営が徹底的に合理化されるということなんですけれども、この徹底した合理化というこ

とを考えてみますと、これは多くの消費者であられる企業さんなんかもそうなんですが、非常に

厳しい競争条件にある企業行動の水準と、そこから見てどのような経営行動をされているか、そ

ういったメルクマールで少し物を考えてみれたらなと。 

 極めて厳しい競争状況にある。ここが経営を判断する場合、そういう前提の企業がどのように

行動されるかということと、同一の水準で経営行動していただくということが、まさに公益事業

たる電力さんの行動の指針にしていただければと。ここで公益というのも、まさに今までもほか

の専門委員の先生からもお話が出た、選べない消費者に最も安い価格でサービスを提供していた

だく。ここがまさに公益の公益たるゆえんだと思いますので、そういったことになっていけるよ

うに、我々は審査させていただく上でもできる限りの努力をさせていただければと思った次第で
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ございます。 

○辰巳委員 

 審査委員をさせていただいております辰巳と申します。よろしくお願いいたします。 

 皆様のお話を伺って、少し感想ですけれども、まず、こういう料金の値上げという機会が今ま

でなかった。最初のときに東北電力さんもおっしゃったように、今までずっと値下げばかりして

きたとおっしゃっていた。だから、こういう審査をするということも、たしか本当に初めてです

よね。だから、こういう公聴会も開催するということも初めてのことで、公聴会開催に関しての

ご意見、開催の仕方に関してとか申し込みの仕方に関してご意見があったりしたんですけれども、

それは本当にそのとおりだったんだろうと思うんです。私は別に事務局の肩を持つわけではあり

ませんけれども、皆さん手探りの中で最善の方法と思ってやっておられるのだとよく理解してほ

しいという気も少しいたしました。 

 それはそれで、でも、広い東北ですから、今日もお見えになっている方たち皆様、新潟とか、

それから岩手とか、遠いところから一晩かけて来たというお話もありまして、そういう意味では、

もしも機会があれば、もっとあちこちでやってほしかったとおっしゃったのも本当にもっともだ

ろうと。そうすると、もっと皆様のお声を聞くことができたのではないかというふうにも私も思

いました。コストの関係とかいろいろあるかもしれませんけれども、それはおっしゃるとおりだ

なというふうにも思いました。 

 でも、料金値上げの機会がなかったら、今まで電気というのはスイッチを入れれば勝手に届い

ているものだと思っていたところに、改めて電気はこんなお金の積み重ねで料金ができ上がって

いるのかということを知る機会にもなったのかもしれないと思っております。だから、本当に消

費者目線でおっしゃったように、人件費はこんなに、燃料費はこんなにと言ったので、多くの人

たちは皆さんそういうわかりやすいところから目についてきますし、だから、それを素直に皆さ

んおっしゃっております。それに対して、私たちもきちんとこうこう、こういう理由だからこの

ぐらいの値段でできるのではないですかという意見を出したり、そういうふうなこともさせても

らっております。 

 そういう意味では、審査委員の先生方だけが大変なのではなくて、事務局も、私が事務局の弁

護をすることはないけれども、本当に大変な資料なんです。積み上げたら何センチになるだろう

というぐらいの資料をみんな１枚ずつ丁寧に見ていただいております。そんな中で、いろいろ明

らかになってきたこともあって、本当によかったんだろうと、いいように捉えたほうがいいので

はないかと思っております。 

 だから、逆に言うと、電力会社さんは値上げを言わなきゃよかったと、きっとお腹の中では思
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っていらっしゃるかもしれないぐらい情報を開示しなきゃいけない状況になっておりますもので、

そんな中で慎重に審査させていただいております。そういう経過を見てくださることが、先ほど

もそんなお話があったと思うんですけれども、情報開示にもなると思いますもので、そういう過

程をきちんと見ていっていただきたいという気がします。 

 以上、私たちも一生懸命やりますので、よろしくお願いいたします。温かく見守ってください。 

○永田委員 

 委員の永田でございます。よろしくお願いします。 

 貴重な意見をいただきまして、先ほども幾つかのポイントで重複しないように、私は事業報酬

のところ、長崎さんがおっしゃられた、要は自己資本報酬率が高いのではないか。確かに借入金

の利子率に相当する部分は適正であろうけれども、自己資本に報酬率が高いのではないか、これ

は実態に合っていないのではないかというご指摘で、現状そこをきちんと精査すべきではないか

というご見解だったということで、私もそのご見解は非常に尊重すべきご意見だと深く感じてお

ります。 

 そこで、では、何でこんな事業報酬の考え方になったのかということは、１つは、電気事業法

の中でも、いろいろなところでこの精神は、料金を算定するときには能率的な経営のもとにおけ

る適正な原価をベースにしなさいと。その中に適正な事業報酬も入るという考え方がありまして、

適正なというのはどういったものなのか、能率的な経営というのはどういったものかということ

で、１つは、先ほど自己資本比率が現状は東北電力さんは 11％と非常に低い。私は公認会計士で

ございますけれども、事業会社と比較してみたら、上場会社であれば３割以上はなければ非常に

安定した会社と言えないし、もしかしたら、５割とか６割とか、そういった企業も上場会社でも

あると思っておりまして、そうすると、ある程度適正な内部留保を担保するということも一つ事

業を経営するにおいては必要な見方ではないか。 

 それから逆に、そういった自己資本が棄損しているいわば脆弱な企業は経営の安定が担保でき

ない。したがって、そういった担保ができるようなレベルまで持っていく必要もあるのではない

かとも、逆側の考え方でこの事業報酬の考え方が過去においてはあったと思っていまして、それ

ともう１つは、ある程度自己資本を高めるためのインセンティブも事業者側に与えないといけな

い。もちろん、コストを安くして、安くした努力を何らかの形で事業者もメリットをある程度享

受できるような仕組みも必要ではないかというのが過去の事業報酬の考え方の歴史の中であった

と思っていまして、したがって、適正かどうかというのは、最終的には消費者の方が納得できる

かどうか。 

 その裏返しは、事業者の方がきちんとご理解いただけるだけの説明責任を果たせるかどうかと
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いうことだと思っていまして、それがまさしく今回の公聴会を初めとしたこういった場で、事業

者の方がきちんとその合理性、もしくはそのご理解を求める努力をしていくということが一番大

事なことではないかと思っておりますので、今日もそのご指摘をもとにしまして、私どもは審査

委員の立場としては真摯にこの料金審査を継続させていただきたいと思っていますので、今後と

もよろしくお願いいたします。 

○八田委員 

 八田でございます。 

 今も午前中とまた異なるいろいろな新しい論点が出たと思うんですが、１つ私の理解を申し上

げれば、ある方が、今回燃料費が上がったんだから燃料費を上げるだけに済ませればどうだろう、

それ以上の値上げは必要ないのではないかとおっしゃったんですが、私の理解では、そんなこと

をしたらとてつもなく上がっちゃうんです。それだから、要するに原発が使えなくなって、先ほ

どの午前中のお話にあったように、非常に仮想的に安く推定していたということもあるかもしれ

ないけれども、現実に原発が使えなくなって火力を使わざるを得なくなった。そうすると、その

ことによって、そもそも前の想定のもとでは原発は安かったから、今度はとてつもなく高くなる。

それをこの機会に抑えるべく、役員報酬も下げるし、入札も上げるし、何もかにもやって、なる

べく値上げ幅を抑えましょうというのが今回の仕組みだということをまずご理解いただきたいと

思います。だから、燃料費は本当に高くなったんです。これは、もちろん自然に燃料費がどこか

で上がったのではなくて、原発をやめて別なものにシフトしたということから起きた。 

 それから、こんなに優雅な働き方を私もしてみたいというお話があったけれども、この事務局

というのは、すごいです。メールはいつも朝３時４時に来ますけれども、こんなに働いている人

たちは世の中にいない。そして、いろいろな電力会社の人たちを相手に、１つの部門に対してた

った１人の人が、電力会社は当たり前の仕事ですから隠そうとしますから、そこの中に踏み入っ

ていって、これはどうなんだ、ここの矛盾はどうなんだというのを突いて攻め立てて、あらゆる

情報を探してくる。その努力たるやすさまじいものがあると思います。私なんかは普通の大学の

先生ですから、そういう状況は、要するにお役人はいろいろ悪口も言われるけれども、こういう

ことになるとほかの動機はないと思います。ただ公益のため、ここできちんとやって仕事をする

と、後々の日本の電力料金のために役に立つと思ってやっている。それは非常に頭が下がる思い

がします。 

 それからもう１つは、電力会社を選ぶということについてですが、自由化をすることによって、

将来は家庭も全部選べるようにしようということは皆様ご存じのとおりですが、そこでは本当は

いろいろな会社の原料調達をどういうふうにして選ぶか。それから、リスクヘッジをする工夫を
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する会社が勝つ。それとか、ガスと電気と両方とも出して請求書が一発で済む。コールセンター

も１つで済むから安くする。そんなようなことが自由化の元来の目的です。ところが、自然エネ

ルギーだけを選びたいというのは、これも自由化してもできますが、極端なことを言って、自由

化しなくてもこれはできる。自然エネルギーをやっているところに寄附をすればいい。自分の使

用量に応じて寄附をすればいいので、それがもっと自動的に易しくできるように、電力料金でで

きるようにすれば、今のシステムでもできるはずです。 

 それから、原子力については、原子力を使う電気については普通の料金だけれども、原子力を

使わなかったらその部分高く払ってもいいというのがあってもいいと思います。今のは前提とし

て、仮に原子力が安いとすればです。そうすれば、結果的には、物には、あちらを立てればこち

らが立たずがあって、自然エネルギーをやろうと思えば値段は高くなる。何でそんなに促進して

いるかというと、将来、もっと安くなるかもしれないということのために今お金をかけましょう

ということですから、そこは個人で選べるようにしましょうという考え方はあると思いますが、

自由化の元来の目的のほんの一部のところであって、それは自由化でなくてもできるかもしれな

いということだけお伝えしたいと思います。 

 以上です。 

○山内委員 

 山内でございます。 

 今日の午後の陳述を伺っていて感じたことを簡単に少し述べさせていただきます。これも言う

までもないことなんですけれども、皆さんのご意見を伺って何が重要だったかというと、電気と

いうものが経済とか生活とかのインフラとしてどれだけ重要かということです。これを再度確認

したということなんです。 

 実は、東北電力さんの料金の審査に当たっては、私は個人的な感情なんですけれども、被災さ

れた企業ということがあって、それなりに努力されて、今日も陳述の中にありましたけれども、

復旧に当たっては最大限努力されて、本当にご苦労されたということがあって、そういったとこ

ろを私は自分の中で重要だなと考えてきたんですけれども、今申し上げたように、電気が経済の

インフラだということを考えると、被災した地域でそれをいかに、ありていに言うと安く、皆さ

んの疑問に沿うような形で提供していくことの重要さというのはもっと大きい目的かなと感じた

わけです。 

 先ほどの知事のご発言がありましたように、この地域の産業、これを復興させるには、いかに

低廉な電気が必要かということをおっしゃいました。それから、伊藤さんも、被災地の公的企業

としての認識ということをおっしゃったと思うんですけれども、そういったところを考えると、
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東北電力さんに申し訳ないんだけれども、東北電力さんも気の毒だけれども、もっと大変な方々

がいるのでそのために努力しなきゃいけない、こんなようなことを思った次第です。 

 それから、これは東浦さんのご発言の中にありましたけれども、燃料費の問題について、国も

何とかできないのかとありました。エネルギー政策というのは、大きく言えば１企業だけで関係

するものではないと思うんです。もちろん、国はこれまでもエネルギーの安定的な調達とか、低

廉な調達をやってきましたけれども、こういった電源構成が大きく変わる中で、例えばＬＮＧの

安価な購入、あるいは契約の問題、こういうところにも国の力として何かやることがあるのかな

と、そんなことを考えてみなきゃいけないと思いました。ただ、これは別に料金審査委員会の役

割ということではないかもしれません。 

 それから、先ほど事務局からもお話がありましたように、アクションプランをつくって、いか

に効率的にして燃料費を下げるかということもされるし、もっと大きく言うと、ＬＮＧの先物を

今度経産省のほうでつくられる、先物市場を創設させるというような動きがあって、これなんか

は、まさに大きな意味で価格を下げていくことなんだけれども、具体的にこれはもう少し支援で

きるところがあるのかなという感じを持った感想です。 

 それから、最後の立石さんと藤原さんの陳述ですごく印象的だったのは、反対ですというのを

はっきりおっしゃったんです。恐らく午前中の方もみんなそうだと思うんですけれども、賛成は

していない。だけれども、何が問題かというところで、ある程度コストの問題、人件費の問題だ

とか、燃料費の問題だとか、こういう議論だったんだけれども、反対だとおっしゃったのが非常

に印象的だったです。ただ、我々の権限としては、我々が決めるわけではないので、これは経済

産業大臣が最終的に決めることだと思いますので、我々の権限ではないんだけれども、そういっ

た声があったということも肝に銘じたいと思っております。 

 それから、細かい話ですが、自己資本報酬率の話も出ました。今永田先生が解説になったこと

は、まさにそのとおりでありまして、考え方はそういうことです。これは午前中にもちょっと申

し上げたんだけれども、そういったやり方自体がそろそろ限界かな。そのためにシステムの改革

をして、競争を入れて、料金の問題もあわせて考えようと、こういう時期になっています。総括

原価主義というのは、実は私は学校の授業でそれを教えている立場なんですけれども、総括原価

主義というのは、さっき永田さんがおっしゃったように、ある意味で事業報酬というものを入れ

てコストを計算するという矛盾みたいなものなんです。これは独占だからやってきた。独占が崩

れれば、またそれが変わっていくということです。だけれども、非常に難しいのは、株式会社な

ので、株式会社としての意思決定、自由度というのも与えなきゃいけないです。その中での最適

な自己資本報酬率、これが難しいところだと思いました。 
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 以上が私のコメントです。どうも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。 

 以上をもちまして、午後の部の前半を終わらせていただきます。午後の部の後半は 16時 10分

から開始いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、繰り返しでございますが、この会場内では飲食をご遠慮いただいておりますので、会場

外でお願いいたします。一時退出される方はカードホルダー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。このままお帰りになる方は出口の箱の中にカードホルダーをご返却くだ

さい。 

（休  憩） 

○安念委員長 

 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後半の意見陳述を始めます。 

 何度も同じことをお願いしてくどいようでまことに申しわけございませんが、意見陳述人の方

の持ち時間はお一方 15 分でございます。意見陳述以外にも、経産省あるいは東北電力にご質問

をいただいても結構でございますが、意見陳述と質疑応答を全部合わせてお一人 15 分という設

定になっておりますので、ご協力をいただきたいと存じます。 

 意見陳述が始まりましてから 10分でベルが１回、14分で２回、15分たったところで３回鳴り

ますので、それに合わせてご自分のご発言をコントロールしていただければと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 それでは、21番の佐藤一則さんからお願いをいたします。 

○佐藤（一）陳述人 

 21番の佐藤一則といいます。 

 最初に結論から申し上げたいと思います。今回の値上げ申請は認可すべきではありませんし、

値上げすべきではないという結論を私は持っています。その理由を３つ簡単に述べたいと思いま

す。 

 １つは、日本国内に 10 の電力会社があるとお伺いしております。そのうち６社が値上げ実施

または申請中だと。家庭向け料金で言えば、東京電力が昨年９月から平均 8.46％、関西電力は５

月から平均 9.75％、九州電力は５月から 6.23％、他の３社の審査事務を含めて、東北電力さんの

値上げの申請の率を見ますと 11.41％、いわゆる断トツ、ナンバーワンということでありまして、

国から援助を受けているとはいえ、東電より上げ幅が大きい。被災地、東北の状況からして、一

体何を考えているのかと、この陳述に出ていて、また、１庶民として、東北電力のそういう上げ
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幅一つ見ても、到底理解できないというのがまず１つです。 

 ２つ目には、原発再稼働前提で計算されているというふうにお伺いしております。いろいろな

各種マスコミの世論でも、それは望んでいないということが出ています。もちろん、上がり下が

りもありますし、調査機関によって違うようですが、きょうの陳述人の方も多くの方がお話をし

ているようですが、東北の地でこれだけの被害を出して、福島はもちろんのこと、私が住んでい

る岩手を含めて、地域を崩壊させて、家族のきずなを引き裂いている中で再稼働前提というのは、

以前の問題であって、私たちから言えば論外だと言わざるを得ません。 

 ３つ目には、資料が多くて全て目を通せたということ、そういうことではありませんが、今回

の値上げに当たってあれこれ理由をつけていますけれども、これは今回の原発事故にも、それ以

外にもあるわけですが、電力会社の信用が全くなくなっている中で、かつ多くの国民からの信頼

が回復されていないもとで、少なくても現行料金で据え置くべきである。そもそも総括原価方式

を含め、体系を含めて、今の料金が適正なのかも私自身は疑わしい、そういうふうに思っていま

す。 

 時間の範囲内でさらにつけ加えたいと思っています。１番目についてですが、被災地では、今

なお 30 万人を超える人が仮設住宅を初めとして避難生活を余儀なくされているわけです。前の

どなたかがお話しされているかもわかりませんが、仮設住宅をお訪ねすると、光熱水費が一番の

大変な状況になっておりまして、これ以上の値上げは到底これは生活できない、圧迫している。

東北電力は被災地の復興の妨げにならないよう一日でも長くあとにした、そういうふうな値上げ

申請理由に当たって冒頭に書いています。 

 また、被災地への配慮はないのですかと、電力さんのＱアンドＡにあるようですが、答えはこ

うです。「電気料金は全てのお客様に公平にご負担いただくという観点から、被災地のお客様も被

災地以外のお客様も等しくご負担をお願いしたいと考えています」という非常に冷たい表現にな

っていますし、さらには、つけ足しで、年平均 800億円の効率化を見込んで可能な限り値上げ幅

を圧縮しておりますと言いわけまでしている。私は岩手の地でかなりの数、被災地にもお訪ねを

しているわけですが、あしたの生活も、また先の見通しも今立たないという中で、この手前みそ

言いわけは非常に残酷だと思います。被災者に死ねと言っているのと同じだと私は感じています。 

 ２つ目の原発事故の問題は、3.11の原発事故は今を生きている私たち一人一人に今後原発をど

うするのかを厳しく問いかけたのではないか。将来を見据えた回答を迫っている、そういうふう

に私は思います。私自身は、原発に依存しないこと、原発即時ゼロ、再稼働をやめて廃炉に、そ

して、多様な再生可能エネルギーを軸としたエネルギーへの転換がその答えだと思っています。

以前の新聞報道によると、2012年７月 15日の公聴会で、東北電力の企画部長さんが、20％から
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25％のシナリオ、いわゆる原発の依存度が当社の考えに最も近い。今電力さんの発電量の割合が

そのぐらいに達しているそうですが、これが電力さんの答えだと思うわけですが、いずれ被災し

た現場に、経済産業省の皆さんにも東北電力の皆さんにも、あるいは審査専門委員の皆さんにも、

ぜひ現場に足を運んで歩んでいただいて、じかに聞いていただきたい。再稼働前提はあり得ない。 

 最近福島で起きたこととして、ネズミ１匹に四苦八苦して翻弄されて、しかも、事故の原因も

わからないで、汚染水の処理についても、ある報道機関のマスコミの資料によると、すでに１月

から無理だとわかっていたのにもかかわらず外部に出していなかったということも報道されてい

ます。実態はどうかわかりませんが、こういう最近の情勢だけでも、原発安全神話以前の問題と

なっている。言われている再稼働前提はあり得ないのではないか。したがって、値上げ申請内容

そのものも全面的にゼロから見直すべきだと私は思います。 

 ３つ目に、そういうことで庶民感覚として、こういう状況のときに、前半までの陳述の部分で

も専門委員の方がいろいろお話をされました。どう理解していただけるかというコメントを出し

た専門委員の方もいらっしゃいましたが、消費する、使う人、買っていただく人の理解がなけれ

ば商品というのはあり得ないのではないか。ましてや、今回のような値上げとなれば、殊さらし

っかり吟味をして、その路線が正しい路線かどうかもみずから判断しなければならないと思うわ

けです。値上げ理由も、信頼関係のもとで納得するか仕方ないかという判断ができるので、原発

事故対応などでも含めて、今の電力業界、東北電力も含めての信頼がゼロのもとでは、とても真

剣に今回の値上げ申請の検討はできないというのが実情ではないでしょうか。 

 いろいろ並べれば切りがないのですが、東北電力さんに限って言えば、東通りでの活断層の問

題や、先ほど申し上げましたような東京電力の福島原発での改めての事故隠しや言いわけ、原発

は安いのうそ、細かいことで言えば、きのう、我が家にも５月分の電気使用料のお知らせが入っ

たわけですが、これで言えば、ある方から聞いたのですが、情報隠し、世論操作があるのではな

いか。といいますのは、ここには再エネ発電賦課金等が載っていますが、そのほかにも、電源開

発促進税や使用済核燃料再処理引当金などがあるのではないか。 

 電力さんもしくは経産省のお役人の方にお伺いしたいと思います。なぜその２つが記述されて

いないのか伺いたいと思います。私から言わせれば、一方的な、国と電力の意図的な記載の仕方

ではないのか。全くフェアではないと思います。今も原発事故によって基準値を超える放射性セ

シウムによる出荷自粛などがされていて、私も岩手の山奥の小さな集落で、たった 28 戸のとこ

ろで 100人足らず、高齢化率 40%超えるところで暮らしています。山間部なので、多くのところ

で何十年にわたってシイタケを生産してきました。ほとんどの方が展望をなくしてやめざるを得

ない。つまり、生活の糧がなくなる。産地が１つ消えるということになっています。これは、県
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内でも、東北各県でもあちこちでこんなことはたくさん起きていると思います。今回の値上げ申

請に当たって、東京電力を初め電力業界全体が加害者という立場で、国とともに、電力業界全体

で事に当たるとともに、信頼回復にまずみずから努める、それが先ではないでしょうか。そうし

た意味で、今回の値上げ申請には賛成できない、反対する。 

 最後になります。電力さんの今回の説明資料によりますと、公聴会及び国民の声を踏まえて経

済産業省の大臣のもとで認可を受ける、そういうふうになっています。きょうもそのようですが、

国民の声を真摯に受けとめていただくならば、値上げ認可、原発再稼働はあり得ないということ

を最後に申し述べたいと思います。 

 １つだけご質問いたしましたので、よろしくお願いします。 

○安念委員長 

 質問の趣旨は……。 

○佐藤（一）陳述人 

 まず料金になぜ電源開発促進税とか入っているのでしょうか。入っていなければ、いずれこれ

しかないというのであればそれでよろしいと思うのですが。 

○安念委員長 

 電源開発促進税が原価、したがって、料金の中に含まれているはずなのに、それが一切明示さ

れていないということですか。 

○佐藤（一）陳述人 

 記載になっていないというのはなぜなんでしょうか。 

○安念委員長 

 どうでしょうか。お答えいただけるかな。 

○佐竹副社長（東北電力） 

 電源開発促進税は原価を構成する一部でありますので、電気料金の単価の一部を構成いたしま

す。これに対しまして、再生可能エネルギーの賦課金はこの原価に基づく電気料金単価にプラス

アルファで乗ってくる分でございますので、法律に基づいて乗せる分でございますので、別途外

に出して、お客様にわかっていただくような記載をしている、こういう理由に基づくものでござ

います。 

○佐藤（一）陳述人 

 今法律に基づいてとお話をいただきました。要するに全国全ての電気業界が同じ様式になって

いるということですか。 

○佐竹副社長（東北電力） 
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 そのように理解しております。 

○佐藤（一）陳述人 

 私は、全て明示すべきだと思います。どうしても世論操作だと私たちは思います。時間が余り

ましたけれども、以上で終わりたいと思います。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。佐藤一則さんにお願いをいたしました。 

 それでは続きまして、22番の加藤房子さんにお願いをいたします。 

○加藤陳述人 

 宮城県仙台市から参りました加藤房子です。 

 電気料金審査専門委員会では、消費者団体事務局長としてオブザーバー参加させていただいて

おります。その場でいろいろ意見も出しておりますが、本日は１消費者として意見を述べにまい

りました。 

 まず、私が電気料金審査専門委員会でもたびたび言っておりますが、値上げの 11.41％の値上

げ率は、被災地にとっては非常に高いということを消費者としては感じております。理由の中に

は、震災による需要の減少ということも理由の１つになっていたんですけれども、震災によって

被害を受けたのは皆同じ立場でありますので、値上げ率の 11.41％は何とか査定の中で圧縮の方

向でお願いをしたいと思っております。 

 あとは、値上げの時期なんですが、７月からということで、前回電気料金審査専門委員会の場

でもなぜ７月になったかということはご説明をいただきましたが、毎年夏は、東北、仙台、宮城

においても猛暑が続き、暑い中、普通の家に住んでいても暑いんですが、仮設住宅は宮城が非常

に多いということもありますので、それでご高齢や障害者の方は住宅再建や復興住宅に移られて

も、そういうことでエアコンを使うということにはなかなかならないと思うので、４月に行おう

としたのを７月からというお話でしたが、夏場に向けてというのは非常に厳しいものがあると思

います。健康や体調不良に影響を及ぼしかねないという観点で、何らかこちらもご検討いただけ

ればと思います。 

 あとは、何人かの意見陳述人の方からもお話がありましたが、東北電力特別ニュースが東北電

力管内の一般家庭に配られました。検針日に合わせて配られましたので、早い人だと２月末とか

３月の早い時期ですが、遅い人だと４月、３月下旬とか、すごく差がありまして、あとは新聞報

道とか、経産省のホームページを見て電気料金審査専門委員会をやっているという情報をわかっ

て知っている方は、11.41％がそのまま７月から上がるというふうには理解しないんですが、そう

いう情報源を持たない人たちはあのニュースを見た時点で、７月から 11.41％になるんだという
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認識で捉えておりました。 

 だから、それを見て、中にはホームページ、検索というコーナーがあって、自分は 11.41％に

なったらどのぐらい上がるかというのをそれでシミュレーションして、あたかも自分たちは７月

からこれだけ上がるんだという覚悟を決めたというような感じで、ですから、もうちょっとニュ

ースもそんなにたくさん掲載できないとは思うんですが、トップの表紙から、既にあたかもこれ

が決まって、７月からやりますというような内容としかとれないような感じがしましたので、被

災地を抱えるという観点からすると、もうちょっと丁寧な書き方にしていただきたかった。 

 あとは、これからもそういった情報、経費削減ということで宣伝ツールとかをだいぶ削減され

ていると思いますが、重要な事項については、ホームページ等を見るという人は増えております

が、まだまだ見られない方もいらっしゃるので、何とか丁寧な広報の方法をお願いしたいと思い

ます。 

 前提計画の中で、東通原発が平成 27 年度稼働ということになっておりますが、私、宮城に住

む者としましては、東日本大震災での女川原発が福島原発のようにならずに本当によかったと思

っておりますが、今福島、あと宮城でも風評被害が全く減らないということもありますので、一

たび何かあると、原発というのは大変なことになるということで、何とか東通原発１号機は稼働

しない方法で計画はできないものかと思います。 

 再稼働を見込んでそのまま稼働されれば、値上げの計画どおりいくと思うんですが、もし東通

１号機が稼働しないということになったときに、消費者として思うのは、そのときに原発が稼働

できなかったからまた火力発電を動かさなくちゃいけないということで、また料金がそこで上げ

られるのかという不安もありますので、そういった危うい電源構成の原発維持でいくということ

が消費者としてはそこに疑問を持っております。 

 あと火力燃料費はさまざま調達コスト等を削減しているといろいろ説明を受けておりますが、

一番火力燃料費が増大しているということが今回の値上げ理由になっております。１企業だけで

は難しいと思いますので、今のような円安で原油価格等が高騰すると、東北に住む私たちは、灯

油もだいぶ影響してくる上に電気料もそういったことで影響するということになりますので、今

回の電気料金には関係ないと思いますが、国としても、原油価格のＬＮＧ価格協定についても、

何とか国と電力会社とで何か共同で価格協定を見直すなどはできないのかなと。今後、これは長

期にわたってのことだと思いますのでこの３年間の計画の中では難しいとは思いますが、希望と

して述べておきます。 

 あとは皆様から人件費の問題が出されておりますが、報道等では、職員の夏季賞与削減という

お話もありますので、職員を削減するからには役員報酬も今の削減率でいいのかというのも、こ
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れは人件費についてはそんなに大幅削減して大きくなるというものではないと思いますが、職員

が身を切っているのであれば役員もそれなりにということで、私としては意見として述べたいと

思います。 

 あと質問としては、７月に値上げをするに至った理由をもう一度ご説明いただければと思いま

す。 

○海輪社長（東北電力） 

 審査専門委員会の場でもご説明したとおりの繰り返しになってしまいますが、被災地の皆様、

経済環境が非常に苦しい状況の中でご負担をお願いする、大変申し訳ないという思いでございま

す。そういうことで、私どもが申請するに当たって、検討するに当たっては２つの点を留意した

ということでございます。その１つは、今ご指摘のありました値上げ時期の問題であります。 

 実は昨年に検討を始めるときには、４月からということも頭にあったわけでございます。それ

は、年度の収支の見通しというものを想定した場合に、財務状況が極端に悪化するということが

見えておりましたので、何とか早い回復をということでございましたけれども、そこを１カ月で

も１日でも、長く現行料金で据え置きたいということで、もう少し頑張れないかということを社

内で検討した。その結果として、私どもの実施期を７月１日ということでございました。ですの

で、高需要期に当たってしまうということで大変申し訳なく存じますけれども、そういう私ども

の趣旨についてご理解をいただきたいと思っております。 

 それと、効率化についてもありましたので申し上げますけれども、今回の値上げ幅、効率化相

当でいきますと６％ぐらいの圧縮に努めたということでございます。そのうち、実は私どもはま

だ本当に施策として実現できているものというのは４割程度、６割程度はこれからいろいろな協

議をしたり取引先とやったり、いろいろなことをやって実現していくものでございます。ですか

ら、私どもとしては非常に厳しい目標ということでチャレンジしてまいりたいと思いますけれど

も、なおそれでも不足というご意見だと思いますので、心して効率化をさらに進めてまいりたい

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。加藤さんにお願いをいたしました。 

 続きまして、23番の佐藤久美子さんにお願いをいたします。 

○佐藤（久）陳述人 

 岩手県から参りました佐藤と申します。１主婦の立場から意見を述べさせていただきたいと思

います。 



 100 

 まず、電気料金の値上げには私は反対です。値上げの主な理由の１つである燃料費の高騰とあ

りましたが、原発を持っていなかったり、稼働が少なかったりしたほかの電力会社で、値上げ申

請をしていなかったり、または値上げ率も低いところがある。これはおかしいのではないかと思

いました。火力発電の燃料である液化天然ガスは、現在シェールガスの件なんかで、アメリカの

ほうでは大きく値を下げていると聞きました。もっと安く原料を仕入れることができると思いま

す。 

 また、高効率の石炭火力発電もできるということですので、原発によるＣＯ２の削減ではなく

て、日本の高度な技術による高効率の火力発電、または再生可能エネルギー発電なんかでＣＯ２

の削減を目指してほしいと思います。 

 また、東北電力ニュースのほうに、自己資本比率がどんどん下がってきて、今 11％まで下がっ

てきているとありましたけれども、これはほかの企業のほうからすると、まだまだ優良企業にな

るのではないでしょうか。経営を効率化してもまだ 2,000億円ほど不足ということでしたが、ま

だまだ自力で努力することができるのではないのかと思います。 

 あと東北電力さんは被災地を抱える、会社自体も被災した会社さんですけれども、だからこそ、

被災地も一律値上げというのは納得がいきません。やっと復興を始めた沿岸の企業、そして、仮

設住宅で暮らして今後の生活に不安を感じている地域の皆さんのことを考えて、値上げは避けて

ほしいです。沿岸地域の設備も直しても、そこに暮らす人たちがいなくなっては、せっかくつく

った設備も無駄になって、これから先の経営上も損失になるのではないかと思います。 

 私たちは電力会社を選ぶことはできません。この２年間、夏の電力の需要期、そして、厳冬期

には、お願いされるままに必死に節電に努めました。私たちは原発なしでも電力が間に合うこと

を実感して、原発はもう要らないんだと考えました。でも、値上げ申請には、女川や東通原発を

稼働させることも含みということであれば、なおさら値上げ分の料金のほうは支払いたくありま

せん。再度いろいろな部分を見直しして、拙速な値上げはやめていただきたいと思います。 

 以上です。 

○安念委員長 

 何かご質問になることはございませんか。 

○佐藤（久）陳述人 

 質問しても、答えていただいても、あまりうれしくないので……。 

○安念委員長 

 そういうことはあるかもしれませんね。どうもありがとうございます。佐藤久美子さんにお願

いをいたしました。 
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 続きまして、24番の安田延壽さんにお願いをいたします。 

○安田陳述人 

 泉区寺岡から来ました安田延壽です。私は、どこに属しているかというと、町内会だけです。

個人の意見です。 

 お手元に意見陳述書がありますように、私は、エネルギーの運搬、電力ですから送電、これは、

直流送電網が全国に配備されるとか、全体として整備されるならば、電力エネルギーの直流送電

はロスが少ないので、電力を直接ジュール熱の供給源として使う以外は多様な利用形態が考えら

れます。カルノーサイクルや逆カルノーサイクルを用いる場合、冷房のみならず暖房であっても、

断熱膨張、断熱圧縮の技術革新によって熱機関をつくることができ、電力はその利用いかんでよ

り社会の発展の基礎となり得ると考えております。そのような視点に立って電力料金について考

えてみたいと思います。 

 今回は、値上げ許可申請にかかわる公聴会ですので、直接の数字については今多々出ておりま

したので、若干それについては省略しながら話します。２月 24 日に東北電力から発表されまし

たものはホームページに載っております。本年７月１日より、規制部門のお客様については平均

11.41％の電気料金値上げ、自由化部門のお客様についても平均 17.74％の値上げと書いてありま

す。規制部門というのはよくわからないんですが、これは政府の認可が必要という意味で一般家

庭用というふうに理解していいんだろうと思うんですが、間違っていたら規制部門と思ってくだ

さい。自由化部門というのは、届け出だけでよいということで、大口利用者ということです。 

 このパーセンテージの比率を見ますと、簡単に電卓で出てきます。1.55倍です。随分民生用は

安いではないか、上げていないではないかと言いますけれども、実際はそうでもないんです。一

般家庭用の例として、30アンペア契約、１カ月 280キロワット・アワーの場合が出ております。

これは我が家の電力料金に適用されるものですが、１キロワット・アワー1.93円の例です。一方、

自由化部門については、2.51 と 2.61 となっていますが、2.6 円キロワット・アワーです。この

2.6円を 1.93円で割りますと 1.347倍でありまして、この 11.41と 17.74の比ではありません。 

 東日本大震災で多くの被災者が出ております。これについて今まで議論が出てきました。この

ようなときに電力料金の値上げというのは復興の妨げであり、せめてこの事故を反省する立場で

の方針が出てほしかった。値上げしてほしいということではありません。ところが、今回の値上

げの原価算定の概要を見ますと、12億円の核燃料費が入っています。それから、原子力バックエ

ンド費、これは使用済核燃料の再処理費用などのことでしょう。これが 51億円、合わせて 63億

円が原価算定に威風堂々と入っています。全体の中では小さいかもしれません。女川原発は平成

27年度以降に再稼働、東通原発は平成 27年７月から稼働すると書かれています。要するに、料
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金算定の前提に原発の費用がなっているということです。 

  福島第一の事故では、なかなかいろいろ議論がありますが、どういう状態になっているか詳

細が分からないようですが、女川原発の場合については、大事に至らなかった事故を挙げますと、

こういうものがあります。大事に至らなかったものは原因がよくわかるので述べます。減速材、

冷却材である水があふれたことがあります。水位計の計測ができなかったんです。水位はそのと

きの回答は、水位計ではかっている。それは水位は水位計ではかるんでしょう。よく聞きました

ら、東北電力の若い人がちゃんと説明してくれました。ペルチェ効果、日本語のほうがわかりや

すいです。圧電効果で水位を測定していました。 

 この圧電効果というのは、100 円ライター、加湿器、私のうちの電子レンジもお風呂もそうで

ございます。非常に多用されております。加湿器の場合の事故は、もう 10 年近くになります。

私の町内で事故、火事がありました。この加湿器は、水がなくなると自動的にストップしている

ということなんですが、誤動作がありまして、過電流になります。最初はどんと流れるんです。

そうしますと、コンセントのところが接触抵抗が大きいものですから、発火しました。これは警

察の現場検証においてそこから発火ということがわかっております。そういうふうになってしま

います。 

 もう１つは、原子炉内の温度のシミュレーションです。シミュレーションですから、これは間

違っていいのではないか、そういうことはありません。このシミュレーションはFortranという

言語で書かれたものです。極めて基礎的な科学技術上の言語です。ソフトはなかなか売っていま

せん。高いです。30万円ぐらいします。使う人がいないからです。こういった誤動作は文字どお

り本当に完璧に防ぐということはできないと思っています。 

 私は、40年以上、Fortranやペルチェ効果だけでなくて、ほかのものと格闘して悩んできまし

た。最初にFortranプログラムをつくったときには、カンマが１個多かったために、致命的なエ

ラーというのが返ってきました。それだけです。ですから、こういう誤りがあるということは仕

方がないのですが、この過ちをそのままにしておけば、もし水位の誤動作で、水位が下がったに

もかかわらず十分な水があると計測されれば、女川の場合にはあふれただけなんですけれども、

水位が下がっているにもかかわらず十分に水があると計測されてしまうと、その町内会の火事ど

ころではないんです。非常に怖いことです。こういった誤りや誤動作がありますと、原発の場合

は非常に深刻な事態になるんです。ですから、こういうことについては、きちっと水があるかな

いかは見ればわかるんですが、この場合は、大事故にならなかっただけでしたので原因がよくわ

かったということなんです。 

 ところが、原発の場合はそれが大事故につながりやすい。それを大事故にならないようにする
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のは一番簡単です。原発がなければいいんです。非常に簡単です。今でも女川原発の原子炉のそ

ばには使用済核燃料があります。青森にもそれをため込んであります。まさか核兵器の準備をし

ているとは、とても思いません。私は東北電力を信頼しております。ですから、これが原価算定

の根拠になっているということについては非常にがっかりしております。もっと先行きを見通し

たものを出してほしかったということです。 

 電気料金がどう決まるのかについては、地域独占と総括原価方式ということは今までのお話で

多々出ております。１つだけ私からも申し上げますと、報酬率、これは３％とされています。し

かし、一方、ホームページをよく読みますと、実際の自己資本率は 11％と明記されています。こ

れで計算しますと、報酬率は 2.31％なんです。ほかにもいっぱいあるんですが、これだけ申し上

げておきます。 

 今後どうするか。もう１つが、重要な問題であります。今原発をとめたとしても、使用済核燃

料をどうするのかということです。これが非常に厄介な問題です。福島の場合はもっと大変なん

ですが、本当に放射性物質が消えるまで再処理が行われるのかどうかということです。核燃料サ

イクル、これは後で時間があったらぜひ東北電力の方に意見を伺いたいと思います。どこかに任

せてあるからではなくて、当事者がこれについて説明できるようでなければ安全には運転できな

い、そういうふうに思っているからです。 

 また、ガラス固化体で使用済燃料を覆い、さらにコンクリートで包み、埋める、そういう案が

出ています。どこに埋葬するのか。高萩というところが出ました。それでいいのかどうか。これ

は原子力安全保安院に聞きましたら、そんな危険なところには埋めない。危険のないところはど

こなんでしょうかということについても、また聞きたい。要するに、どこに使用済燃料をガラス

固化体で包んでそれをコンクリートで包んで、どこに埋葬するのかということです。放射能は出

ないのかということです。 

 それから、使用済核燃料を真に処分する方法が見つかったとして、膨大な費用がかかります。

今回の値上げどころではないだろうと思います。これからどんどん原発を使えば費用がかさんで

きます。これはどうなるんでしょうか。この点についてもお伺いしたいと思います。 

 チンと鳴りましたが、最初に提出しました意見書の中には、ＣＣ型、複合型火力発電所、それ

からＬＮＧの問題が書いてあります。これについては、二酸化炭素の排出量が少ないだけなんで

す。これにはさまざまな手法がありと書いてありますが、加えておきます。二酸化炭素による影

響については、いろいろと間違った報道がなされています。あんなのは流言だと。１つは、2007

年２月１日の第４次科学報告です。これについては、経済産業省と環境省が白書を出しておりま

す。報告については、非常に正確に書いてあります。私もそれを買って読みました。少々の字の
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間違いは別としまして、本質は間違っておりません。 

 白書では本質は間違っていないんですが、いろいろな問題が他方面から出されました。私の尊

敬してきた研究者でも、あれは数値シミュレーションだから信用できないと言う。そうではあり

ません。地球表面上の気温あるいは水温を平均したものです。シミュレーションではありません。

それから、1945年がピークになって、気温はいろいろ変化しているんです。要するに二酸化炭素

の増加量と、それに並行というか、並んで上昇しているわけではないんです。これは、二酸化炭

素、要するに放射過程だけで気温が決まるのではなくて、対流が関係するからです。対流は流体

力学の非線形効果を持つので、今のところ解がわかっておりません。天気予報がなかなか当たら

ないのもそのせいなのでありますが、そういった問題があります。そういうふうに二酸化炭素の

増加に対してこういうふうに変化しているから、それはインチキだと言う間違った批判がありま

す。 

 もう１つは、温室効果ガスの研究者は、暴走温室効果が起こると言っているという批判があり

ます。暴走温室効果は起こっておりません。かつて数十気圧の二酸化炭素がありましたが、温室

効果が暴走すれば海がないはずなんです。暴走したのは金星だけです。太陽と金星、太陽と地球

との距離の違いだけです。それによって熱量を金星が多く受けているために暴走したんです。実

際に地球では暴走はしません。間違いでも何でもないんです。こういった非難がなされておりま

す。 

 二酸化炭素の問題についてはそういうことで、陳述書にはその例を書きましたけれども、これ

は過渡的なものでありまして、二酸化炭素の増加によって、地上付近の気温は年々変化しながら

上昇しているんです。ですが、二酸化炭素による温室効果は地表面の温度を上げる効果があり、

上空では下げる効果があるんです。ですから、成層圏の温度が下がっているという報告が出てお

ります。成層圏では上の方が温度が高いんです。だから、対流を抑える効果があります。これが

なくなりますと、特異な気象現象が発達できる可能性がある。非常に怖い問題です。ですから、

別な方法を考えていただきたい、こういうことです。 

○安念委員長 

 使用済み核燃料の最終処理の方法とその費用についてどう考えているのかというご質問です。 

○安田陳述人 

 ３つありました。 

○安念委員長 

 どちらに……。 

○安田陳述人 
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 東北電力の方に。東北電力の若い方は非常に学力がありますから信頼しております。 

○佐竹副社長（東北電力） 

 質問は３点ございますか。 

○安念委員長 

 まず第１点が、使用済み核燃料の最終処理の方法及びその費用をどう考えているのかというこ

とであったと認識しております。 

○佐竹副社長（東北電力） 

 まず、全量を再処理した場合、これは国のモデルで出ております。キロワット・アワー当たり

1.98円のコスト増になるということです。それから、再処理ではなくて直接処分した場合、この

場合には１円から 1.02円ということでございます。現状の国のモデル──電力会社が国のモデル

を申し上げるのは申し訳ないんですが、半分を再処理して、残り半分を中間貯蔵する、こういう

モデルの場合で 1.39円キロワット・アワー、こういうデータを私どもは持っております。 

○安田陳述人 

 再処理というのは、再処理されたものからは放射線は出ないんですか。出ないようになり得ま

すか。その道筋は立っているということですか。 

○佐竹副社長（東北電力） 

 再処理したものから放射線が出るかとの質問ですか。 

○安田陳述人 

 再処理をされた物質は放射線を出さないかどうかです。出しているなら、再処理したことにな

らないです。 

○安念委員長 

 それは、当然出ますでしょう。 

○安田陳述人 

 埋葬する場合には、どこにするのかということです。 

○安念委員長 

 最終処分の場合の埋葬をおっしゃっているわけですか。 

○安田陳述人 

 再処理して放射線が出なければ、あまり問題はないんです。埋葬する良い場所があれば、それ

もまた、方法の１つです。 

○金澤原子力部部長（東北電力） 

 東北電力の金澤と申します。 
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 最終処分につきましては、今、国のほうと、それからNUMOという機関がどういった場所を

選定するか、それを今検討中で、埋設する場所についてはまだ決まっていないというのが現状で

すが、その埋設に向けたいろいろな調査、あるいはそういったものの選定を応募しているという

状況でございます。 

○安田陳述人 

 これについては、その方針が出てから原発の稼働の問題を考えるべきだと私は思っています。

それから、再処理して放射性物質がなくなれば、また、それもいいんですが、それはいかがです

か。 

○金澤原子力部部長（東北電力） 

 いろいろなお考えはあるかと思いますが、今そういった努力もしながらやっているというとこ

ろが現状だと我々は考えてございます。 

○安田陳述人 

 努力というのは、どの程度放射線がなくなりますか。 

○金澤原子力部部長（東北電力） 

 それは、今いろいろなところの自治体とそういうところに公募を行っているようなことも今や

っていますが、現実としては、どこの自治体のほうからもまだ応募は来ていないというのが現状

でございますが、そういった活動はしている、理解活動はしているという状況でございます。 

○安田陳述人 

 こういった状態で原発を動かしていきますと、ますます再処理しなきゃいけない使用済み核燃

料が増えちゃうんです。莫大な電気料になるのではないか。それを心配しているわけです。 

○安念委員長 

 ご見解はご見解としてよくわかりますが、ご承知のように、本日は電気料金の値上げの問題で

ございますので、それを超えたまさに天下国家の問題をここで扱うのはなかなか難しかろうと思

います。 

○安田陳述人 

 私は天下国家をどうこうする者ではないんですけれども。 

○安念委員長 

 その種のご質問だと、なかなか適切に答えられる者がいないのではないかと思いますので、大

体この辺でまとめていただけないかなと思います。 

○安田陳述人 

 私はまとまっていませんけれども、しょうがありません。 
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○安念委員長 

 どうもありがとうございました。安田さんにお願いをいたしました。 

 それでは、25番の磯田朋子さんにお願いをいたします。 

○磯田陳述人 

 岩手県盛岡市から参りました磯田と申します。よろしくお願いします。 

 まず、今回の値上げ申請についてなんですけれども、被災地の現状を本当に知っていれば、値

上げはできないのではないかと私は思っています。被災地では、生活への不安が増してきていま

す。いまだ先が見えない中での仮設暮らしは切り詰められるだけ切り詰めた生活で、少しでも蓄

えようとしています。私の両親も釜石で、津波で家が壊されて、今仮設暮らしをしているので、

以前の家があったときの暮らしと仮設での生活の違いというのを目の当たりにして、本当に節約

しているなというのを感じています。エアコンも使わないような状態で、なので、生活に直結す

る電気料金の値上げは暮らしを本当に厳しくするということがありますので、考えてもらいたい

と思います。 

 また、個人だけではなく、被災した事業者とか漁業者もまだまだ復興の途中の状態で、電気料

金が値上げされれば復興に追い打ちをかける状態です。そんな中で、人件費については、役員報

酬で２億円、給与手当等で 249億円削減するとしています。役員の責任、それから、東北の給与

水準からすれば、まだまだ自分たちの給与をしっかり確保しての削減額ではないかと思われます。

新聞等では、夏のボーナスは支給しないというふうなことを言われましたけれども、被災地に住

む者にとっては、まだまだ納得できないという声が多く聞かれます。被災地の電力会社として、

被災地の現状と、それから東北の水準をきちんと反映させるべきではないかと思います。 

 次に、福島の事故で原子力発電所を停止せざるを得なくなって火力電力に移行したのが、電力

供給を原子力発電所中心にしていたことによる東北電力の経営方針の失敗だと私は思います。そ

の失敗による燃料費の増加を利用者に負担させるというのは違うのではないかと思います。原発

は国の方針だというようなことをよく言われるんですけれども、全ての電力会社が原発中心とは

なっていないです。原発を保有しない沖縄とか、水力発電の割合が多い北陸電力は小幅ながらも

黒字になって、値上げ申請はしていません。原発事故が起こった東北にある電力会社として、原

発再稼働の中止を切に望みます。 

 今回の計画の中に、東通原発の再稼働が見込まれていますけれども、原発を維持しようとする

から二重に費用がかかってしまうのではないでしょうか。原発の廃止を決定すれば、さらなる削

減ができ、値上げをしないで済むのではないかと考えます。 

 それから、燃料費の調達についてですが、もっと企業努力ができるのではないかと思います。
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地域独占の甘えが感じられます。私は、値上げ申請が出されてからの学習で、電力の方からすれ

ば本当ににわか勉強で素人の考えだと思うし、３年間の中では実現できないこともあると思うん

ですけれども、私の考えを述べさせていただきたいと思います。 

 石炭の購入価格については、専門委員会からも指摘が出されていたようですけれども、電力向

け石炭はシェールガスの影響で価格が低下しているので、もっと下げた価格で計算ができるので

はないでしょうか。 

 それから、ＬＮＧの日本の輸入価格は石油価格連動方式がとられているので、アメリカなどに

比べ高い価格で購入していると言われています。こういう協定だから仕方がないというのではな

く、このＬＮＧ輸入価格の決定に天然ガス自体の需給が反映される仕組みに見直すことを国と一

緒にやってもらいたいと思います。言い値で買っているということをよく聞きますけれども、燃

料費調整制度で自動的に電気料金を上げ下げできるので、今までこの協定を見直そうと思ってこ

なかったのではないかと思います。この協定を早期に見直せば、安い価格での輸入が可能になる

のではないでしょうか。 

 また、日本のＬＮＧ輸入量は増えていますけれども、世界的にはＬＮＧの需要は減少してきて

いる傾向にあります。その上、シェールガスの増産、普及により、ＬＮＧ価格が下がるのは明ら

かと言われています。そのことがどこまで削減に反映されているのか見えません。今ほかの電力

会社はアメリカのガス価格と連動する価格にシフトしてきています。電力会社も、長期は無理だ

としても、短期とかスポット契約を安い価格協定に変更することで少しでも安く買ってもらいた

いと思います。 

 共同調達についても、今後検討していくというふうなお答えをもらっていたんですけれども、

これも早期に取り組んで、安い価格を実現してもらいたい。韓国では、電力会社、ガス会社も含

め、共同調達をすることで安い価格での輸入が実現しています。ですので、日本でもやれないこ

とはないと思いますので、電力会社 10 社も共同で調達をすることを考えてもらいたいと思いま

す。 

 火力発電所の燃料転換について、八戸火力５号機は震災後に建設されていますけれども、なぜ

初めから価格の高い石油を燃料とする発電所をつくったのかも疑問です。初めからＬＮＧ火力と

していたならば燃料費を削減できたと思いますし、燃料転換にかかる費用もかからなかったので

はないかと思います。秋田５号機も同様で、また、秋田５号機もＬＮＧに燃料転換すれば、さら

なるコスト削減ができるのではないでしょうか。ほかに選択できるものならばほかの電力会社に

移っているんですけれども、そういうこともできません。ぜひ企業努力を一番わかりやすい燃料

費で見せてもらいたいと思います。 
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 あと最後になりますけれども、この公聴会についてなんです。もっと多くの人の意見を聞きた

いと思うのならば、仙台１カ所で朝の９時からというふうな開催ではなくて、各県で開催をして

もらいたいと思います。私は１主婦なんですけれども、今終わって帰ると、夕飯の支度に間に合

わないような状態ですし、朝、９時からというふうな指定をされれば、本当に早く起きて直接来

なければいけないような状態ですので、開催の仕方を検討はしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。何かご質問になる事項はよろしいですか。 

○海輪社長（東北電力） 

 １点、政策的な面ももちろんございましたけれども、八戸５号機と秋田５号機の話がありまし

たので、これだけお話しさせていただきたいんです。 

 八戸の５号機とか秋田の５号機、それから、東新潟にもつけているんですけれども、これは大

震災後、電源が足りなくなりまして、計画停電をせざるを得ないとか、そういうような状況にな

ったときに、緊急電源として、環境アセスも省略をさせていただいて、緊急輸入したりしてつく

った電源でございます。そうした観点なので、とりあえずそこにある油を使う。それから、東新

潟ですとガスがありましたので、ガスでやっております。 

 これを八戸５号機については、今度コンバインドサイクル化して環境規制をもっとよくクリア

しようという観点もありましたのと、それから、コストを安くしようという観点、後からコンバ

インドサイクル化、それで当面軽油で使っているんですけれども、あそこに今度ＪＸさんがＬＮ

Ｇの基地をつくられるんです。そこができるのがちょっと遅いものですから、そのときに私ども

はガスに転換する。こういうことでございますので、最初からやればよかったというお話があり

ましたが、こういう事情だったということをご理解いただきたいと思います。 

 秋田の５号機のほうは、これはどちらかというと、ＬＮＧのインフラがございません。あそこ

は石油火力で石油の基地しかございませんので、とりあえず緊急設置電源としてつくったときに

油を利用する。今後の活用については、今検討中でございます。こんなことをご理解いただきた

いと思います。 

○安念委員長 

 磯田朋子さんにお願いをいたしました。ありがとうございます。 

 次の 26 番は五島平さんでいらっしゃいますが、あらかじめご欠席というご連絡をいただきま

した。ご欠席の場合の措置はどうなるかと申しますと、お手元の議事次第がございますが、表紙

を１枚めくっていただきまして、資料２の下半分に、電気事業法施行規則という法令が出ており
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まして、その 134条第７項で「第四項の規定による指定を受けた者又は第五項の規定により公聴

会に出席を求められた者は、病気その他の事故により公聴会に出席することができないときは、

意見を記載した書類を議長に提出することができる」と規定されております。五島様からは、ま

さにこの 134条７項に基づく書類を議長に提出していただいておりますので、それを議長に読み

上げていただきます。 

○片岡課長 

 五島平様からの意見書を読み上げさせていただきます。 

１、今回の値上げ申請は、長期の避難生活を余儀なくされている被災者はもとより、被災地の

復興にとって深刻な足かせになるものです。仮設住宅に避難している被災者は、石油ストーブが

使えないため、エアコンでの冷暖房に頼らざるを得ません。また、事業再開に向け必死の努力を

している水産加工業者やハウス栽培のいちご農家など農林水産業、中小企業にとっても深刻な影

響を及ぼすものです。復興途上にある被災地の立場から、大幅値上げはやめていただきたいとい

うことを最初に申しあげます。 

２、東北電力の申請理由には、財務状況の悪化を示す数字が並んでいますが、利用者・国民に

とって十分な情報開示がされているとは思えません。たとえば、すでに「燃料費調整制度」にも

とづいて、電気料金は値上げされています。５月からさらに上がりました。これに、７月からの

基本料金値上げが重なればダブルパンチとなります。「燃料費調整制度」にもとづく値上げの前、

一年前でも結構ですが、実際にはどれだけの値上げになるのでしょうか。また、この値上げによ

って、地域経済にはどれだけの影響が出るのでしょうか。新潟を含むエリア全体で利用者の負担

はどれだけ増えるのでしょうか。家庭向けだけでなく、企業向けの値上げも含めてどれだけ増え

るのか。また、各県ごとの数字も示すべきだと考えます。 

３、電力９社の中で、６社が次々に値上げ申請している反面、中部電力、北陸電力、中国電力

は値上げ申請をしていません。違いはどこにあるのか、説明がされていません。東北電力は財務

指標の悪化の度合いを比較して、値上げ申請の理由にしているようですが、それでは納得できま

せん。燃料費の増加などで言えば、同じ経済環境の下で経営をしているのに、どこが違うのか。

利用者にとっても不公平が生じます。原発依存度が低い中部、中国両者との違いも含め、経営努

力が足りないのではないかと思わざるを得ません。その他にも、燃料費の調達価格の問題、停止

中の原発の維持費や再稼働を前提とした電力購入費用を「原価」に計上している問題、役員報酬

や事業報酬率の問題など、利用者・国民に分かるような説明がされているとは思えません。すべ

ての情報開示と納得のいく説明を求めるものです。 

４、３３年ぶりの値上げということですが、値上げによってどういう影響が出るのか、電気料
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金の仕組みはどうなっているのか、利用者にはよくわからないのが実態です。５月９日の公聴会

開催や「国民の声」募集も経済産業省のホームページを開かなければわかりません。私は、利用

者にもっと周知を図ること、公聴会を仙台１か所だけでなく、他の地方・地域でも開くこと、「国

民の声」募集も期間を延長することを強く求めます。また、専門委員会で審査が行われています

が、経済産業省の身内での審査ではなく、独立した第三者機関での公正な審査が必要だと考える

ものです。そうでなければ結局、若干の値上げ幅圧縮というシナリオで、事が運ばれるのではな

いかと危惧しています。申請者である東北電力は望んでいないかもしれませんが、政府・経済産

業者、マスコミ関係にも改善を求めるものです。 

５、最後になりますが、電力をめぐっては、原発事故の問題とともに、電力会社による「地域

独占」と「総括原価方式」の問題が指摘されています。「総括原価方式」のもとで、過大な電力需

要計画やそれにもとづく設備投資計画、高すぎる燃料購入費、原発の再稼働を前提とした原発維

持費や他会社からの電力購入費、高すぎる役員報酬などが原価に計上され、そのうえ３％の「報

酬率」＝利益が上乗せされています。今回の値上げ申請は、こうした料金体系のもとで行われて

います。値上げの前に、問題の多い「総括原価方式」などにメスを入れる改革こそが求められて

いると思います。 

以上、述べた諸問題とともに、何よりも被災地の復興の足かせとなる料金値上げはや寝ていた

だくよう重ねて強く求めて、意見陳述とします。 

○安念委員長 

 以上、26番の五島さんの意見書を読んでいただきました。五島さん、どうもありがとうござい

ました。 

 それでは次に、お待たせをいたしました。27番の大内三紀さんにお願いをいたします。 

○大内陳述人 

 27番の大内です。岩手県のほうから参りました。専業主婦ですので、皆様のような難しいこと

はなかなか言えないんですが、１主婦としてお話をしたいと思って参りました。 

 先ほどの方も言っていらっしゃったんですが、こちらのほうの公聴会、やはりとてもハードル

が高かったです。岩手からここに来るのにも新幹線に乗ってまいりますので、費用もそうなんで

すが、時間もかかります。なので、私は現在、子供はだいぶ大きくなりましたが、もしこのよう

な会にもっと小さなお子さんがいらっしゃる方が意見を述べたいと思われたときには、とてもハ

ードルの高い会だなと思いました。 

 先ほど言っていらっしゃった方もいましたが、値上げの申請書のほうには、公聴会の声と、そ

れから国民の声を聞いて、それから審議をしてということだったんですが、本当に国民の声の聞
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き方、これは質問というか、お願いなんですが、出向いていって、逆に聞いてはいただけないで

しょうか。幼稚園であったり、小学校であったり、中学校でも構いませんが、そういった一般の

方のいらっしゃる、一般のお母さんがいらっしゃるようなところ、お父さんでもいいんですけれ

ども、そちらのほうにぜひ出向いていかれて、何も全国民に聞いてくださいというわけではない

んですが、そういった方たちの本当の一般の方のご意見を聞いていただけたらと思います。 

 今日、こうやって会場を見渡してみても、どちらかといえば、年齢層が割と高い方たちが多い

と思います。もちろん、高齢の方たちの生活も大変ですが、今、若い方たちの生活も本当に大変

です。そういったことをぜひお願いしたいと思います。前段が長くなってしまいまして、すみま

せん。 

 私が意見陳述のほうをホームページから送らせていただいたときは、岩手県は寒くて、４月も

後半なのに毎日ストーブを使っております。昨日、今日あたりは、やっと使わなくてもいいかな

ぐらいでしたけれども、でも、朝はやはり使います。そうしますと、灯油ももちろん高いですが、

電気代も気になります。 

 意見陳述のほうにも書いたんですが、知っている方で、ヘルパーさんなんですが、介護に行っ

ているところの方がこういうふうに言うそうなんです。今日は、あなたたちが来たからストーブ

をつけたんだと。あなたたちというのは、ヘルパーさんです。今日はヘルパーさんが来る日だか

ら、あなたたちが寒くないように部屋を暖めるためにストーブをつけていますというようなこと

をおっしゃる方がいらっしゃるそうです。もちろん灯油代も節約ということもありますが、あと

は電気代もそうです。 

 ここにお客様の例の中にありました。これもうちと大体似たようなものだなと思いながら見ま

したが、一月大体 6,000幾らだったのが 7,000幾らということで、500円ちょっと値上がりする

というようなことが書いてありました。うちなんかは、生活は苦しいと言っている私たちだった

ら、本当にお菓子を我慢したりチョコレートを我慢したり、ビールを発泡酒にしようみたいなも

ので済む金額です。これは月間 500円ぐらいでしたら、本当にそうです。 

 だけど、本当に生活に困っていらっしゃる方、もちろん私は岩手県から来ておりますので、被

災された方のこともお話を伺ったこともありますし、あとは被災はされていないけれども、年金

だけで暮らしていらっしゃる方、または年金もほとんどないような方、それはさまざまその方の

ご事情によっては違いますが、こういった方のお話も聞いたことがあります。そういう方たちは、

本当に削るところは全て削っていらっしゃるんです。食費もそうです。あとは大きいところでは

光熱費です。先ほど言ったヘルパーさんが来たからストーブをつけたという方も、あとは布団に

入って寝ているということなんですけれども、それは別に電気代だけが上がったからそうなると
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いうことではないんですが、また、そういった生活を余計加速させるのではないかと本当に心配

しております。 

 被災地の方、先ほども言っていましたけれども、仮設住宅は本当にエアコンだけが頼りです。

エアコンだけが頼りなんですが、湿気もすごいです。カビも生えます。カビのせいで気管支ぜん

そくを発症なさるとか、あるいはアレルギーですからいろいろな皮膚とかそういったところも悪

くなるということで、今度は医療費もかかるというようなことも伺っております。 

 確かに被災地ですから、いろいろな支援もございます。ですから、一概に電気料金が上がって

もと言われるかもしれませんが、本当にエアコンしかなければ、電気を使って自分の身を守るこ

としかできないと思います。夏場、１度仮設住宅に行ってみてください。暑いです。本当に暑い

です。福島も暑いと思います。岩手も暑いです。沿岸だって、暑い日は暑いです。風が吹いて涼

しい日も、それはありますが、構造上、多分ほとんど暑いと思います。寒いときは寒いです。結

露もすごいです。 

 そういった方たち、本当に身を切りながら、それでも東北の人は皆さん我慢強いんです。何と

かしのいでいるから、そうおっしゃっている方はたくさんいらっしゃいます。でも、そういうの

を聞くたびに申し訳なくなるんです。私は内陸に住んでおりますので、こういってはなんですけ

れども、最初に３日ほど停電いたしました。それが一番大変でした。でも、ついたときには、本

当に電気はありがたいと思いました。 

 あと電力会社の方から直接お話を聞いたときに、一般の社員の方なんですけれども、今年の夏

のボーナスはないんだと。そうした場合に、住宅ローンであったり、車のローンをボーナス払い

にしている方はたくさんいらっしゃるので、どうするのと聞くと、どうしようかと思ってと言っ

ていらっしゃいますから、別に東北電力の社員の方だからといって、給料も減らせ、ボーナスも

なくせとか、そういうことは全然思わないです。その方たちも生活者なので、そういった意味で

は抱えているものもたくさんあると思います。でも、そうは言っても、今たくさんの方がご意見

を述べられた中で、もっと何か努力をして、あとは何かできないんだろうかというのが私の中で

あります。 

 あと東北電力さんだけではなくて政府のほうなんですけれども、そういった被災した方だけで

はなく、生活に困っていらっしゃる方、こういった方に対しての支援策というのを２本立てでや

っていくならまだ納得ができます。先ほどおっしゃったように、電気は等しく皆さんにご負担い

ただくものだということがありました。それも本当だと思います。だって、私たちは本当に電気

のおかげでとても恵まれた生活を今送っていると思います。一昔前では考えられなかった生活だ

と私の祖父母たちは言っておりますので、本当にそれもわかります。なので、電力さんも努力を
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して、そして、一番は国に対して本当に支援をお願いいたします。取れるところからは取ってく

ださっても結構です。でも、零細企業であったり、生活者の方からは、お願いします。どうか助

けてあげてください。 

 私は難しいことは何もわからなくて、なかなかなんですけれども、１生活者として自分が見聞

きしたことに関してぜひわかっていただけたらと思いまして、今日は意見を述べさせていただき

ました。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。何かご質問になることなどはございますか。 

○大内陳述人 

 さっきも言っていらっしゃったので、公聴会、私にとっては本当にハードルが高かったです。

今後、国民の声を聞くのは、ホームページとか何かでご意見をとるだけではなくて、私が言った

みたいに、逆に出向いていって、町内会でも構いませんし、そういったところ、一般の生活をし

ていらっしゃる方たちにぜひご意見を聞き取りにいっていただくような機会はないのかなと思い

ます。質問というか、お願いというか、よろしくお願いします。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、これで全ての意見陳述人の方の陳述をしていただきました。最後に、今日出席の電

気料金審査専門委員会の委員の各位にコメントをいただきたいと思います。 

○八田委員 

 八田でございます。 

 まず、岩手の佐藤（一）さんが、税のことが、いろいろ理由はあるんだろうけれども、再エネ

については外出しされていて、電源開発促進税については内側になる、これはおかしいではない

か。私も全くそのとおりだと思います。東北電力さんがそれをごまかしているというわけではな

いと思いますけれども、制度としておかしい。多くの自由化されている国では、電気料金の請求

書が、送電料金が幾らだ、発電料金が幾らだ、税金が幾らだ、そして、税金についても細目が記

載されているということになっています。今国会に提出されている法律が通れば、そういう形で

の家庭の自由化が起きますから、そうなると、そういうことが非常に明快になると思います。 

 ただし、その場合、関連して言えば、発電はいろいろなところが競争しますから、発電料金と

いうのは自分の契約しているところで違うわけですが、税金は基本的には各戸一緒です。それか

ら、送電料金はこういう規制料金になるわけです。送電線は独占ですから、でも、今よりは独占

の弊害が少ないだろうということです。それで、税は外出ししていく方向になっていくと思いま
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すが、ぜひともそれは、そういうことが確実になるようにすべきだと思います。 

 それから、磯田さんが、ＬＮＧ価格がアメリカでは日本の何分の１というようなことなんだか

ら、これを安く買うべきではないかということをおっしゃった。そして、先ほどこのことに関し

ては東北電力の方が、でも、アメリカは天然ガスをそのまま買っているわけだから、取ったらす

ぐガスになるわけだけれども、日本はそれを零下 100 度以下に冷却して気体にして運んできて、

それをまた液化するのだから、随分お金がかかりますとおっしゃった。それはそうなんだけれど

も、それ以上にかかっているわけです。 

 これは２つ問題があって、１つはタイミングの問題があって、向こうもそういうシェールガス

が出だしたのはごく最近だから、まだ日本にまで来るような体制ができていないということが１

つある。 

 それからもう１つは、そこが磯田さんがご指摘になろうと思ったところではないかと思います

けれども、本当に競争すればちょっとでも早く持ってくるとか、アメリカではなくて、どこかほ

かのところからもっと安くとってくるとか、そういうことができるはずではないか。これは、根

本的には自由化によって競争させるという仕組みが効いてくると思います。それは、できること

になるわけです。これにまた抵抗勢力が出てくるかもしれません。法律をつくったって、幾らで

もひっくり返すことになるかもしれないけれども、少なくともその方向であれば、そういう可能

性が出てくるような仕組みに今移っていると思います。 

 それから、これは磯田さんも大内さんも、被災者に特別な配慮ということだったんですが、こ

れは私はさっき申し上げたことをもう一度繰り返すことになると思うんですけれども、例えば電

力が完全に自由化されていろいろなところが安く提供するということになったら、今だって民間

企業ですけれども、そのときは本当の民間企業ですから、工夫したところはその分報酬がある。

役員もたくさんもらえるし、非常に少数の人間でやっているけれども、従業員はみんないい給料

をもらっている。ひょっとしたら、アメリカや中国から世界で最も優秀な人を雇って安く提供す

るということがあるようになってほしい。 

 そうすると、例えばユニクロがものすごく安く物を提供してくれるけれども、ユニクロの社長

は本当にお金を取っている。それから、iPhoneも非常に便利だけれども、それは iPhoneの会社

も、それからマイクロソフトの会社もそれなりに取っている。だからこそ、ああいうものは我々

のところに比較的安く提供される。とすると、被災者や生活保護を受けている方に対して、特に

東北で電力にお金がかかるということならば、そこは特段の配慮を生活保護の設計や被災地の救

済のところでやるべきで、例えば生活保護の物価の指数のところでほかの沖縄や九州とは全然違

った考慮、電気料金が上がったらその支給が上がるような仕組みをつくる。そこに注力すべきで
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あると思います。 

 繰り返し申し上げますけれども、東北電力にそれを要求する、民間会社に社会政策を要求する

というのは、一旦それをやり出すととんでもないところに行ってしまうから、これは民間企業だ

と割り切っちゃって、むしろ政府にやるべきことをやってくれと言うことのほうが、長い目で見

ていい結果をもたらすのではないかと思います。 

 以上です。 

○永田委員 

 永田でございます。よろしくお願いいたします。 

 いろいろな意見をいただきまして、１つは、東北電力さんは被災をされたという背景もあった

わけですけれども、本日、こちらにお邪魔しまして、生活者の方の厳しい状況を鑑みれば、同じ

ような厳しい審査を改めて実施することが我々の役割を果たすことだということを再認識いたし

ました。 

 その中で１つ、磯田さんのほうからご指摘いただきました結局火力発電を炊き増しして原発を

同時に維持するから二重コストになって料金が上がるのではないかというご指摘をいただきまし

て、それは一つの意味では確かに正しいご指摘でございまして、それを前提として、そもそも二

重コストになっているというのは、もちろん、原子力設備に過去に投資した分については、耐用

年数がまだ途中になっていて、その投資したお金というのは減価償却、難しい言葉ですけれども、

例えば耐用年数が 20年だったら、設備を取得したときから将来 20年にわたって料金原価に分割

して料金の中に徴収させていただくという仕組みでございまして、ということは、過去に投資し

た原発等の設備については、減価償却にわたって投資回収をするのが前提だったわけです。 

 例えば稼働させない。それでも維持管理コストはかかります。これも利用者の方から見るとお

かしな、負担する必要もないお金かもしれませんし、その一方で、過去に投資したお金について

は、これはお金が将来にわたって出ていなくても、先ほど言った取得した原価を将来にわたって

費用配分というんですか、分割して計上しなくちゃいけないので、そうすると、そのコストが料

金にかかってくる。 

 これはなかなかわかりにくいかもしれませんけれども、そういう構造がありまして、結局過去

に投資した原子力の場合は、耐用年数を例えば 40年としたら、以前の考え方で言うと、40年を

越しても 60 年ぐらいまで稼働させれば、逆にものすごく安いコストで燃料を供給できて、それ

が利用者の方にとってもプラスだった。それが結局こういった状態になりますと、原発がある意

味では危険であるとか、そういった利用者の方にとっては非常にネガティブなことになって、本

来だったら耐用年数を長く使えばコストが安くなるはずのものが逆になってしまうという非常に



 117 

複雑な構造があるというのが１つございます。 

 もう一方で、将来、今後新設する分については、専門委員の方がコストを検証されていると思

いますけれども、これについては果たして原発のコストが安いのか高いのか、それから、火力の

ほうが安いのか高いのか、ここは新設については基本的には、もし原発が高いのであれば当然原

発の新設はやめたほうがコスト的にはより安くなるんだろうと、理論的にはそういうことになる

と思います。 

 そういう意味でいきますと、料金の問題は非常に難しいわけですけれども、最終的に過去に投

資した原発のコストを要は利用者の方に負担させるということに対して、それは利用者の方から

すると、過去の経営者の経営判断の失敗ではないのかという見方もあることは事実だと思います。

一方で、企業側の方からすると、ある意味では、そのときはベストな経営判断だった。それによ

って安いコストの電力を供給できたはずだったけれども、これが逆になってしまった。それもあ

る意味では経営判断のミスと言われればそうかもしれませんけれども、白黒はっきりさせられる

ような簡単な判断ではなかったかもしれないということで、そういう意味で言うと、今回のコス

トの中で、原子力の問題をきちんと消費者の方、利用者の方にご理解いただけるように、簡便に、

なおかつ、わかりやすく説明するということが今回の電気料金の審査の中でも必要、もしくは一

番大事な部分ではないかと個人的には考えております。 

 あとは、仮設住宅の方とか、これから夏場になって非常に厳しい環境の中で生活をしなくちゃ

いけないという方のことを鑑みれば、電力料金の安定的な供給以前に、そういう方たちに対して

別途のいろいろな助成金的なものも含めて検討することも大事なことではないかと感じた次第で

ございます。 

 以上でございます。 

○辰巳委員 

 皆様、お疲れさまです。辰巳でございます。 

 今日、いろいろお話を伺いながら、被災地の電力会社であるという特有の状況があるんだとい

うことを非常に強く感じておりまして、だからといって、特別にほかの電力会社さんと違う査定

をするというか、例えばこの費用は高過ぎるとか安過ぎるというのが、被災地であるがゆえにと

いうことを私たちが判断するのはなかなか難しいと思っております。 

 だから、まずは１つは、今の時間帯ではないですけれども、別の時間帯のところで、別の手当

ての方法があるのではないかというご意見があったりしたのは私は非常に印象に残っておりまし

て、そういう意味では、電力会社は電力会社としての査定をして料金を決めていくという話と、

それから、被災地でお困りになっている方たちというのは本当にそうだと思う。これは私も何度
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か伺わせていただいておりまして実感しておりますもので、この電力料金の話とは別の話で何か

できるほうがすっきりするのではないかと私は考えております。 

 あと五島さんでしたか、他社で値上げを申請していない電力会社があって、それは原子力との

関係だというお話があったり、あと、もうお一方、佐藤（一）さんでしたか、電源開発促進税が

内部化されていて見えないというお話があったり、そのあたりのことは、例えば再生可能エネル

ギーの買い取りの賦課金というのは外出しにしておりますもので、この費用は再エネのためにお

金を私たちは払っているんだというのが明確にわかるけれども、原子力に対してのお金というの

は全然見えない状況になっているというのはまさにそのとおりで、これは料金の値上げの話とは

別かもしれないんですけれども、声にしていって、見えるようにしていって、私たちが本当に納

得して、どういうものに対して電気料金を払っているのかというところ辺が明確になっていくと

いいなと思っております。 

 それから、もう一つは全然違う話なんですけれども、公聴会の形式というのか、それに対して、

最後に大内さんでしたか、ご意見があって、小さな子供がいれば参加できないとおっしゃって、

まさに家計のことを必死で考えている若いお母さんたち、新しい家庭をつくって、そういう人た

ちが意見を言いたいと思っていても、全くそういう場に出てくることができないというお話は身

にしみて感じております。 

 よく言われるのは、こういうところに小さな子供を連れてきてもちゃんと保育をしてくださる

ような場面をつくるとか、そういうところまでは国の公聴会というのはまだまだ進んでいないと

いうのを改めて感じました。地方自治体等で開催されるような勉強会とかだったら、今や必ずそ

ういうのは付属しているのが当たり前で、若いお母さんも参加できるのは当たり前みたいな形に

なってきている中でかなりおくれているなと、それは私も今日これを聞いて、そうだと思って、

今までは何度か公聴会に参加させていただいて、まさにそんなことが頭になかったんですけれど

も、本当にありがとうございました。そういうお声は生かしていけるといいなと思っております。 

 以上です。 

○梶川委員 

 梶川でございます。 

 今日１日陳述人の皆様、ご苦労さまでした。非常に勉強になるご意見を聞かせていただきまし

て、これからの審査の私自身の仕事として生かしていきたいと思っております。 

 その中で、午前中、また午後一番にお話もさせていただき、また各委員の先生、いろいろお話

しいただいたので、ほとんど重複する部分なのでございますが、今回お聞きした中で一番印象に

残った部分というのは、佐藤様でしたか、値上げするだけの信頼感がないんだというようなご趣
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旨のお話をいただいたと思うんです。これは、ほかの方もかなりそれに近いようなお話というか、

情報を開示してほしいとか、この内容を開示してほしいと、この辺はある意味ではご趣旨は皆同

じだと思います。 

 私が考えまするに、料金の算定方法の総括原価という話に結びつくんですけれども、総括原価

というある意味では普通の営業の取引ではない原価の算定、価格の決め方というのは、第一の前

提が供給者と消費者の信頼感というか、コミュニケーションが十分あるということが大前提でこ

の料金算定方法が成り立つのだなという気が、以前からもそうなんですけれども、今回、私自身

はそういう意識がはっきりしてきたなという気がいたしました。 

 まさに午前中、砂子さんですか、消費者の参加というお話があったんですけれども、本当に料

金の算定に消費者がどのように参加したという実感を持って、供給者のお話に対して信頼感を持

てていけるか。これは考えてみると、普通の商品というのは、ある意味では、まさに選択する自

由があるわけですから、競争して価格があって、その価格で買った人、売った人、合意している

わけです。しかし、これはそういう合意が成立する、しないというのが、非常に人為的な方法で

決められるわけですから、翻ってみれば当たり前のことなんですが、この信頼感をどうつくるか

ということが、算定方法の厳密さ、厳正さもさることながら、それは内容として当たり前なんで

すけれども、その前提として、どれだけ丁寧に説明をしていけるかという話なんだということを

つくづく実感し、また、この審査の専門委員会で私どもがやらせていただいている仕事というの

が、少しでもコミュニケーションの一助になればということで、これは両者にとって、供給者の

電力会社の皆さんにとっても、それから、消費者の皆さんにとっても、それがどれだけスムーズ

にいけるかというような感じのことだとつくづく実感した次第でございます。 

 そういった意味で、この公聴会の方法論とか、幾つか私は気づきもしなかったお話が出たんで

すが、気づかないほうが愚かなんですけれども、それは、もちろん人的工数、いろいろ難しさは

ありますけれども、いろいろな場所で開催するとか、これは全部どうやって信頼感をつくってい

けるかということで、方法論以前に信頼感ができませんと、このネットでの募集の仕方自身もい

ろいろな意味で問題が出るでしょうし、結局はそうやって一つ一つ供給者と消費者の間で信頼感

が出た上で、多分この総括原価方式というのが本当の意味で適正な価格にたどり着けるのだろう

という気がした次第でございます。 

 その中で１つ、これは今審査の枠組みでは既定のこととなっているんですけれども、今回もつ

くづく感じたのは、事業報酬のような内容というのも、今後よりわかりやすい説明にどう考えて

いくかというのも、この審査委員会ではないんだと思いますけれども、課題ではあるなという気

がいたしました。これは、事業の継続維持に必要なある種のモデル事業だと、そのための財務の
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内容なんだということは、私も会計等を専門にする立場で、モデル事業だというのはわかるんで

すが、これが消費者の皆さんにとってどういう意味を持つのかということもより丁寧な説明をし

ていく必要があるのかなという気がいたしました。 

 そういう意味では、テクニカルに言えば、資金調達のコスト、ある意味では、これ以上財務の

情勢が悪くなると、借りてくる資金に利息が上がっちゃうから、結局は皆さんの支払われる電気

料金が高くなってしまいますと、こんな現実があるのではないかという要素から、こういうある

種のモデルがあるのだと思います。さらに健全に事業が継続されなければ、電気が突然供給でき

ないということもあるんですが、その辺も実際に金利がどのように上がる可能性があるんだろう

かとか、いろいろな意味で消費者のお立場からわかる事業モデルみたいなものも少し説明を考え

ていければと、私が考えるという筋ではないかもしれませんけれども、そんなことを感じた次第

でございます。 

 ただ、午前中も感じたんですが、被災をされたという、また、原発事故を身近に感じられた上

での原発政策の今後のあり方、エネルギー政策の今後のあり方というものはコミュニケーション

の前提としては存在されるなということで、これも料金審査そのものの議論とは違う枠組みだと

は思うんですが、ぜひ続けていくことが必要だろうということを実感した次第でございます。 

 長くなりましたけれども、最後にご挨拶させていただきました。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。これで全ての意見陳述人の方のご意見を拝聴いたしました。

陳述人の方々には、貴重な時間を使っていただき、旅費を使っていただき、中には宿泊費まで使

っていただき、この場に参加していただいたことに心から御礼を申し上げます。そうした費用も

さることながら、今日拝聴いたしましたご意見、大変に密度といいましょうか、中身の濃いもの

だったと思いますが、そのためには非常な準備、物事を調べたり、文章を練ったり、頭で考えた

りという大変なコストを払って来てくださったんだということを痛感いたしました。本当に何と

も御礼の申しようがないことでございます。 

 しかし、また同時に、最後の大内様初め何人かの方々からご指摘のあったことでございますが、

意見を述べようと思ってもなかなか述べられない。とりわけ仮設住宅の中で、夏は暑い、冬は寒

い、湿気も多い。そして、そういう中で電気を命綱として生活を必死に送っておられる方々が現

にいらっしゃるということを我々は忘れてはいけないということを改めて痛感をさせられました。

今日、いろいろお教えをいただきましたことを教訓といたしまして、今後の審査に生かしていき

たいと思っております。 

 それからまた、終始真摯に答弁に当たっていただきました海輪社長以下東北電力の皆様にも心



 121 

から御礼を申し上げます。 

 また、同様に膨大な勉強をして臨まれたに違いない経産省の諸君にもお礼を申し上げます。 

 さらに、この公聴会の会場を設営していただき、円滑な管理に務めていただきました山田局長

以下東北経産局の職員の皆様、さらには関係の行政機関の皆様にも心から御礼を申し上げます。 

 傍聴の方々には、そんなに環境のいい会場とも思いませんが、長時間にわたりまして熱心にご

参加をいただき、円滑な進行にご協力をいただいたことに心から感謝をいたします。 

 全ての皆様に心から感謝をいたしまして、今日のご意見の陳述は終わりたいと思います。 

 ここで、議事進行を議長にお返しいたします。 

 

６．閉会 

○片岡課長 

 それでは、本日はご多忙のところお越しいただきまして大変ありがとうございました。これを

もちまして公聴会を終了させていただきます。 

 なお、お帰りの際には、カードホルダーをゲート前で回収いたしますのでよろしくお願いしま

す。 

 どうもありがとうございました。 

──了── 


