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陳述人から提出された意見の概要 

 

意見陳述１番：村上 太 様 

（意見の概要） 

四国電力とグループ会社の四電工では新ビルの計画をしています。双方とも現在のビル

と比べると、はるかに広大な土地に建てる形となっています。建てる場所も互いに5分もか

からない場所に建てる予定です。また、建設目的として以下のように説明しています。 

・四国電力 

香川県内における電力安定供給のための現場第一線事業場として、また、東南海・南海地

震など大規模災害時等には、香川県内の防災拠点としてはもとより、四国内他支店の復旧

活動も支援する役割を果たせるよう、耐震性能の向上や防災機能の充実を図ることとして

おります。 

・四電工 

本社機能が入る事務所棟のほか、南海大地震など大規模災害時に四国の復旧支援拠点とす

るため、災害対策棟を設け、発電車などを導入する。 

同じ時期に、同じ地域に、同じような目的で建てられるビルは、正直これから経営を効

率化して、電力料金を値上げさせてもらおうと考えている会社がやることでしょうか。広

大な土地に建築予定なので効率化を考えると、同じ土地に建てたらと思います。同じ場所

に建てれば２重に設備がいらないように思うのですが。 

四電工の建設予定地は、栗林小学校の建替えの仮校舎建設候補地でもありました。四電

工に売却が決まり、現在では現有地での仮設建替えの案ですすんでいます。栗林小学校は

県下1 番のマンモス校ですが、敷地が狭いので、現在の案は非常に子供たちに負担をかけ

る方法となっています。県が売却先を決めたので四電工が悪いというわけではないですが、

正直地元の人間は、いい感情を持っていません。そういった中、同じ地域に四国電力も新

ビルを建てるとのことで、四国電力の経営が苦しいという現状が見えてきません。地元小

学校を犠牲にしてまで立てないといけない建物なんでしょうか。今回、値上げを申請して

いるということですが、こういった無駄を省こうとはしていない四国電力の姿勢は疑問が

残ります。どうしても２か所に必要であるということでしたら、その根拠をしっかり説明

していただきたいと思います。 

 

意見陳述２番： 西岡 雅行 様 

（意見の概要） 

1.電気料金値上げは、国民の理解と納得が十分にされたうえで設定されるべきものである

と考えます。 

2.事業者は、利用者に対して、さらに情報公開やコミュニケ―ションを進めたうえで、理

解と納得を得ることが必要であると考えます。 

3.事業者の資産の評価については関連企業の総体で、また、人件費やコスト削減の評価に
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ついては全国の平均との比較ではなく四国での平均水準と比較して妥当であるか等を評価

する必要があると考えます。 

4. 申請では、伊方原発3 号機の再稼働を前提としたものとなっていますが、原子力発電に

依存しないものに転換することが必要であると考えます。 

 

1. 前提として 

電気料金値上げは、家庭で使用する電気の料金の負担増だけでなく、商品や製品の価格に

反映される形で最終的に消費者の負担となっていくと考えられます。消費税率の引き上げ

が決まった今、さらに電気料金が値上げされることは家計を一層圧迫するものとなります。

また、自由化部門での値上げは四国の中小企業の経営に大きな打撃となり、地域経済全体

に影響を与えることが予想されます。しかし、電気エネルギーは現代の暮らしにとって不

可欠のものであり、かつ、国民は電力会社を選択することはできません。このような公共

性を考えると、電気料金は、電力事業者による経営の効率化とコスト削減および将来の事

業の方向性について、国民の理解と納得が十分にされたうえで設定されるべきものである

と考えます。 

2. 消費者への情報公開やコミュニケーションについて 

消費者が電気料金制度について情報を得、意見を反映させるのは、消費により健全な社会

の発展を支えていくうえで大切な権利です。しかし、複雑な電気料金の仕組みを理解する

のは消費者にとって簡単ではありませんし、今回の申請に当たって、四国電力から一般家

庭に配布されたリーフレットや、公表されている資料から、四国電力による経営効率化と

コスト削減の努力が十分であるかを正確に評価することは多くの消費者にとって困難だと

思われます。利用者に対して、さらに情報公開やコミュニケ―ションを進め、理解と納得

を得ることが必要であると考えます。 

3. 資産やコストの評価について 

電気料金の値上げの必要性の根拠とされる四国電力の資産状況を査定するに当たっては、

四国電力株式会社単体ではなくその子会社および役員を派遣している関連企業の総体で見

て、企業としての体力を査定することが必要と考えます。また、原価算定におけるコスト

の面では、競争入札率の向上による調達コスト削減努力は十分であるか、役員報酬や人件

費は全国の平均との比較ではなく四国での平均水準と比較して妥当であるか等を評価する

必要があると考えます。 

4. 原子力発電への依存について 

申請では、伊方原発3 号機の再稼働を前提としたものとなっていますが、福島の原発事故

の検証が完了していないこと、使用済み核燃料の処分方法が確立されていないことなどか

ら、原子力発電について消費者が安心して暮らすことのできる「安全の確保」はまだ十分

ではないと考えます。これらのためのコストを考慮すると原子力エネルギーは莫大なコス

トをはらんでいます。また、エネルギー資源としても有限なものであり、日本のエネルギ

ー政策全体が原子力発電に依存しないものに転換することが必要であると考えます。 
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意見陳述３番： 本銅 貴重 様 

今回の四国電力株式会社の電気料金値上げ認可申請ついて消費者の立場から、以下意見 

を申し述べます。 

1.今回の値上げ申請は家庭向け平均10.94%、企業向け平均17.50%の大幅な値上げとなり消

費者のくらしと経済活動に大きな支障を及ぼすことが予測されます。 

2.総括原価方式による減価算定は、コスト削減の努力が行われにくく、不足部分が安易に

電気料金に転嫁されるのではないかとの疑念がもたれます。 

3.原子力発電の安全性の検証と住民合意が得られないなかでの、伊方原発3号機の7月再稼

働を前提とした原価算定は納得できません。 

4.中長期の電力供給の将来像を示すとともに、原子力発電に依存しないエネルギー政策の

転換を求めます。 

 

意見陳述４番： 松尾 浩子 様 

電気料金の値上げは認められない。 

独占である四国電力が今回のような大幅な値上げをすると、社会生活に大きな影響を及

ぼす。とりわけ、経済的弱者である高齢者や乳幼児を抱える家庭への影響が大きすぎる。 

国民の多くが原発再稼動に反対している中で、再稼動ありきで伊方原発の維持費や新安

全基準にむけた予算を経費に盛り込むことは許されない。 

役員報酬を減額したと宣伝しているが、いくらのものをいくらにしたのかも公表されて

おらず、真摯な姿勢とは到底思えない。 

 

意見陳述５番： 和田 宰 様 

○四国電力は、今後３年間に２８１億円のコスト削減を織り込む一方、原発の追加安全対

策府に今後３年間で７３０億円を投じようとしている。 

○福島では制御棒は入ったが、運転時の約７％と言われる崩壊熱のために炉心が溶融し爆

発まで起きた。運転時と停止時では、膨大な熱量の差がある。伊方は停止を維持し廃炉を

めざすべきである。 

○７３０億円のうち、「使用済み燃料ピットの冷却・注水対策」にかかる２５億円などは、

安全対策上必要な部分があると思われる。しかし、「格納容器の損傷防止対策」１０５億

円のかなりは、廃炉に向かうならば不要と思われる。「その他」の３１５億円のかなりも

抑制できるはずである。 

○沖縄電力は、海水を使った揚水発電所などでピーク電力に対策し、原発なしで安定した

経営を確立していると見られる。四国もこのような方向をめざすべきである。 

○原発路線から脱却することこそ、真の経営改善につながるものであるし、何よりも住民

とともに安心で安定した電力環境を築くものである。 
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意見陳述６番： 草薙 順一 様 

はじめに 

原発を直ちに廃炉にすべきである。稼働を前提とするから、稼働を前提とした無駄な費

用が事業者の赤字幅を増大させ、電気料金の大幅な値上げになっている。 

 

第1 原発を稼働させるが為に無駄な費用。 

今回の値上げ申請は、原発の再稼働を前提に見込んでいるものである。しかし、廃炉に

することによって、赤字額は大幅に減少できる。 

1 原発を廃炉にすれば、原発の維持費用などが不要となる。 

原発の通常の維持費の外、原子力関係法定保険料(平成25年3億2,756万8,000円)、原子

力支援賠償機構一般負担金(平成25年65億2,000万円)などは、原発を廃炉とすれば不要

である。 

2 原発を廃炉にすれば、追加安全対策費用が不要となる。 

平成24年から平成27年までで、832億円の追加安全対策費を必要としている(平成25年か

ら27年までで730億円)。これらの金員は原発を廃炉にすれば不要である。 

3 原発を廃炉にすれば、バックエンド費用が減額できる 

使用済核燃料再処理の費用などで89億円(但し平成25～27。平成20は170億円)を盛り込

んでいるがこの金額は不要である。更に、再処理等(140億0,141万円)、再処理等引当金

(25億0468万円)、原子力廃棄物処理費(平成25年19億7,708万1,000円)などが減額できる。 

 

第2 四国電力の値上げ申請について、下記の点を考慮すべきである。 

1 燃料費について更に検討すべきである。 

低価格の為の努力が充分なされているか洗いなおすべきである。 

2 MOX燃料はやめるべきである。 

MOX燃料はウラン燃料と比較して、加工賃があるだけ高いはずである。従って、費用の

点からも3号機のMOX燃料を直ちにやめるべきである。また、危険性の点からも、MOX燃

料はやめなければならない。 

3 役員の人数の削減と報酬の減額 

18名の役員を減員すべきである。また、平成25年度で金4億9,944万円は多額である。 

4 積立金の取り崩しをすべきである。 

積立金についての詳細が申請書からは明確でないが、企業全体から今回の値上げが正当

化か否かを考えるべきである。積立会の取り崩しができないのか検討すべきである。 

5 従業員の健康保険料の事業者負担を50%にすべきである。 

64%の会社負担を56%にするとのことであるが、事業者負担は50%が妥当である。 

6 競争入札の比率を70%以上にすべきである。 

四国電力が外部に発注ものは、原則競争入札にすべきである。随意契約では納得できる

ものではない。 
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終わりに 

原発の稼働は、計り知れない不安と、天井知らずのコストと、将来に負の遺産を残すこ

とを考えると廃炉の道しか選択肢はない。原発稼働は決して安いコストではない。廃炉に

よって節約できるのであるから、赤字幅も縮小できる。 

四国電力は平成25年度の原子力発電設備原価を、6,906億6,976万4,000円としている。また、

核燃料資産を1,381億8,137万2,000円と計上している(合計金8,288億5,113万6,000円)。四

国電力はこの資産を守るためだけに原発稼働を推進しているとしか考えられない。今こそ

事業者として、四国電力の決断と覚悟が必要である。 

以上 

(なお、訂正箇所があると思料するので、実際の陳述は少し異なることをご了解ください) 

 

意見陳述７番： 阿部 和代 様 

今回の値上げ申請は平均１０.９４％であり、平均的な世帯で年間約７,０００円の負担

増となります。産業用などの自由化部門はそれ以上の１７.５０％ですから、やがて物価の

上昇につながることも予想されます。消費税の増税も予定されているなかで、消費者には

ますます大きな負担増となります。 

電気は生活に欠かせないエネルギーです。しかし電力会社はその地域で１社独占状態で

あり、消費者には選択の自由がありません。 

電力料金の値上げをするのであれば、内部のコスト構造が合理的で無駄のないものにな

っているのか、経営効率アップの努力がされているのかなどが前提となります。さらにそ

のことが消費者に十分説明され理解を得られていることが重要です。 

民間企業は厳しい競争にさらされて、不断にあらゆる経費の見直しを行い、コスト削減

を行い、販路の拡大に努力しています。 

電力会社は必要な原価を積み上げ、その上に３％の利益を上乗せして料金設定を行って

いるのですから、経営効率化努力が十分できているのかきちんと説明されることが必要で

す。 

日本の電力会社は世界で一番高いＬＮＧを買っているとよく聞きます。石炭、石油など

の他の燃料も含めて燃料費を下げる努力はどの程度されているのでしょうか。 

４月１７日のマスコミ報道で、競争入札の比率を４％から１５％に引き上げて８６億円

の経費を削減するとありましたが、なぜわずか１５％なのでしょうか。関連子会社間で仕

事を回しているのではコストは下がらないのではありませんか。あわせて出向社員９８８

人の人件費が原価に入っているのはなぜですか。 

先日参加した四国電力の説明会では役員報酬は３,３００万円、社員の平均給与は６４５

万円とお聞きしましたが、地域水準からみれば高すぎるのではありませんか。競争のない

会社の役員報酬は国家公務員の幹部並みでいいのではありませんか。 

慰労金や退職金についても公表が必要ではないでしょうか。また、子会社・関連会社の

役員報酬・慰労金などの水準はどうなっているでしょうか。 

寄付金、交際費、広告宣伝費などの実態はどうなっているのでしょうか。 

消費者に値上げを強いるのであれば、これらの疑問について説明がされることが大切だ
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と考えますが、消費者の理解を得るために説明会の開催や広報宣伝などまだまだ不足して

いるのではないでしょうか。 

最大限の努力と説明責任を果たした上で、電力料金の値上げ幅を少しでも圧縮すること

を強く要望いたします。 

 

意見陳述８番： 安田 孝子 様 

１ 値上げ幅が大きすぎる 

   電気料金値上げ幅が他電力会社に比べて大きい。 

   通常の経営努力不足を値上げに添加すべきだない。 

２ 値上げに至った経営努力が分からない 

一般企業では、競争もあり料金あるいは製品価格の値上げは企業の経営努力の最終

手段である。燃料価格の負担増と言う通り一遍の説明では、どうゆう経営努力をす

るかでなく、してきたか努力が見えない、伝わらない。 

３ 思い切った経営努力を 

原子力発電所の事故で始まった異常事態での経費増、料金値上げである。経営増は

異常時の臨時的であると考えられる。短期の思い切った経費節減、財務運営で乗り

切るべきである。 

４  原子力発電所の稼働について 

安全性が確保されない状況で、原子力発電所稼働での料金値上げは時期尚早 

５ 生活弱者に配慮を 

四国は高齢者比率が高く、中小下請け企業が多く所得も低い。年金生活者とか子育

て世代にとって電気料金値上げは少しでも生活に影響が大きい。さらに電気料金の

値上げは製品価格・サービス価格への転嫁で生活費への負担増が考えられる。高齢

者、子育て世代へ配慮した料金体系が必要 

 

以上５項目を意見陳述したい。 

 

 

意見陳述９番： 近石 美智子 様 

反対です。 

消費者の生活実態を踏まえ、電気料金の値上げを見合わせるべきです。 

年金生活者です。年金の内訳は大半が国民年金です。一人暮らしでも最低必要な電気料

金はかかります。 

 亡母の家の管理もしています。 

電気供給事業は公的性格のため電気の供給（送電事業等）の半ば独占的地位を保障され

ているなかでの値上げは四国電力の電気を利用せざるを得ない消費者の家計を直撃します。 

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が 13年 3月６日にとりまと

めた査定方針案によると交際費等に加え、広告宣伝費、寄付、団体費を原価算入からはず

し、人件費では従業員や役員給与を削減し、顧問の報酬や電力会社の役員増員分の原価算
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入を認めないとなっていますが、四国電力についてはどうなのでしょう。 

今回の値上げの理由が一貫して伊方原発停止にある、というのも納得がいきません。 

私は原発ほど危険で（原発から出るごみの処理費用の経費一つをとっても）コストのか

かる発電原料はない、と思っています。 

今こそ再生可能エネルギーへの転換をめざすべきです。 

 以上の理由から値上げには、絶対反対です。 

 

意見陳述１０番： 饗場 和彦 様 

一般的に、競争的な環境にある企業の場合は、値上げをすれば同業他社に顧客が逃げる可

能性が出ますから、最大限のコスト削減の努力をして、また最大限の顧客サービスを果た

して、ギリギリのところで値上げに踏み切るわけです。ところが電力会社は独占企業です

から、競争原理が働かず「甘さ」があるように思えます。たとえば、私は自宅にソーラー

パネルを設置し、四国電力に売電しています。ところが四国電力の電柱などの工事によっ

て停電になる際、売電ができず、したがってその間、数時間分の売電収入が減少します。

この損害の原因は四国電力側にありますが、賠償なり補填なりの制度は現状有りません。

停電の際、電気を受ける面の不便さはある程度、甘受できますし、自己防衛は可能です（た

とえば冷蔵庫が止まっても大丈夫なように保冷剤を詰める）。しかし電気を送る面での損害

（売電収入が得られない）はどうしようもありません。顧客の側に非はなく、かつ顧客の

側で対抗措置がとれない損害については四国電力の側で何らかの対応をすべきでないでし

ょうか。この点、現行制度では約款などで「四国電力側は免責される」としています。最

大限の顧客サービスを果たした上での値上げなら理解できえますが、現行の太陽光発電の

買い取り制度を見る限り、この点で不満を感じざるを得ません。したがって、これでは値

上げを納得するわけにはいかないと感じます。 

 

意見陳述１１番： 塩見 修身 様 

今回の規制部門の料金値上げ案の内使用料300KWの家庭8.5%,400KW の家庭9.6%となってい

ます。また使用料ごとの口数比率は0～400KW までの合計が75.8%を占めています。 

結論として、400KW までの値上げ率は少なくても8%以下に抑えるほうが家計への負担が少

なくてすむのではないでしょうか。 

 

意見陳述１２番： 安岡 冨士子 様 

①3年前の自然災害に伴う、原子力事故への波及、影響が、今現実に私達国民に示されまし

た。電力料金値上げで、国の消費に伴う全ての価格は一つの中心になる対象があることは

ご存知かと思います。江戸時代からも勿論ですが、近代史に於いて、明治、大正、昭和の

20年以前までは、米の価格が中心に、消費価格にまつわる全ての価格は決定していました。 

戦後、米が中心に受け止められなくなってからは、電力料金がそれに取って代わってき

た事は明白です。 

電気料金は、それ位大切な位置にある現代、値上げに踏み切れが、他の消費材価格は全

て高騰化致します。日本が世界的にみて、全ての分析で低迷傾向にある中、アベノミクス
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が世を騒がせていますが、デフレからの脱却から努力している現実は、価格の値上げは安

定成長、努力している日本社会に水を差す形になることは明白です。 

その意味から、しばらくは据え置いて欲しいと思います。 

 

②四国電力の経済状況を見てみますと、もう少し出費の分野を押さえて今は耐えて下さい。

給与水準を他企業、公務員、他と比べるとかなり高い事は判明しています。 

・公務員年収 ４００万 ・日本人平均年収 ３３０万 ・高知年収 ３００万 

・四国電力 ６００万 

概略数値ですが、こんな違いが出ています。苦しい時は、お互いに辛抱してほしい。日本

全体が安定した社会に戻るまで。 

 

③原子力発電稼働が問われていますが、電力は足りないと発表について、現実の数字が出

されていません。代替エネルギー利用の際の、電力料金は？ 

他、私達国民は、安心・安全なエネルギーを求めていますので、原子力発電ありきの資産

発表には、発表不足を感じます。ぜひ自然エネルギー、代替エネルギーへの現実のコスト

提案をお願いします。 

 

意見陳述１３番：工藤 芳郎 様 

（意見の概要） 

Ⅰ.意見の概要 

今回の電気料金値上げの意味 

・ 1970年～80年の2次にわたる「オイルショック」から30数年を経過するが、わが国のエ

ネルギー事情は一次エネルギーの90%以上を外国に依存するという点では基本的に変

わっていない。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

い情勢となっている。 

・ この間におけるエネルギー政策は電源構成でみると、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。これにより、電力の安定供給は実現され、わが国の成長、文明力の高揚は推進

されてきた。 

・ 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

った。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いる。火力発電の増加は燃料費の増嵩(13年度原発停止分だけで

3.8兆円増 経産省試算)を惹起し、原価の見直しを余儀なくしている。 

 

以上の点から今回の電気料金値上げの意味するところは「原発稼働停止に因るわが国エ

ネルギー政策の試行的見直し、電力事業にとっては電源構成の変更に伴う原価の洗い直し」

といえる。 
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電気料金値上げについての各界の課題 

1. 政府に求められること 

（１）エネルギー・原発に関する政策責任 

・ エネルギー資源外交、並に国内開発を積極的に推進すること 

・ エネルギー政策の早期確立 

（２）原発政策 

・ 原発稼働停止に因る代替エネルギーとして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。 

・ 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、パックエンド

万般につき責任をもつこと。 

・ 「進化論」を礎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

英知を結集すること。 

・ 東京電力福島の原発は2011年3月11日の東日本大震災により稼働停止となった。 

この原因は基本的に未曽有の大津波によるものと考える。 

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した。その後、2年以上を経過するが関西の一部

を除いて再稼働に至らず、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ている。従って、原発稼働停止に因る燃料

費増嵩の負担責任は政府が負うべきではないだろうか。 

 

2. 電力事業の課題 

（１）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 

この際、電力各社はこれまでの実績に確信をもち、改むべき点は改めると共に将来

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

実現するために料金値上げが必要であることをアピールすることが求められる 

（２）需要家・消費者に対する十分な説明 

・ 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

について無関心な向きも多い。従って、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る。 

・ 総原価の内容 

① 原発稼働停止に代わる燃料費確保に関すること 

② 事業報酬の算定根拠と内容(「事業報酬」という概念は一般企業会計にはな

い) 

③ 人件費の抑制についてはマスコミ等の扇動がみられるが、専門性の高い技術

者の社外流出(特に海外)を抑止することの必要性 

（３）電力事業の地域共同体に果たす役割 

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。 
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3. 世論(マスコミ)の役割 

・ 「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、電力事業と消

費者との相互不信増幅を扇動すべきではない。「お互いさま」という日本の美学を

忘れないでほしい。 

・ 原発批判は自由だが、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

学的ではない。「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。 

 

Ⅱ．主要な問題点について 

１．値上げの背景・理由について 

申請は概ね次のとおりと解される 

平成23年3月に発生した福島第1原子力発電所の事故以降、伊方発電所は定期検査に入っ

た後、運転再開できない状況となり、平成24年1月13日以降は3基すべてが停止している。

これに伴い、需給関連費(燃料費+購入電力量)が増加するとともに、融通送電の縮小により、

収入も減少するなど、収支状況は急激に悪化しており、平成24年度は前年度(約90億円の経

常赤字)を大きく上回る760億円程度の経常赤字となる見通し。 

 

「意見の概要」 

（１）料金値上げは東日本大震災 自然災害に因るもので申請者に過失・社会的責任は認

められず、むしろ被害者といえる。 

（２）原発稼働停止は政府の「大局的判断」により断行されたもので、その責任は本来政

府に求められるべきところではあるが、申請者としては燃料料増嵩費を電気料金値

上げという手法により消費者に負担を求めるというものである。現行制度のもとで

はやむを得ざるものと思われる。 

 

２．原価の算定について 

申請書にみる今回－前回原価との比較 
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「意見の概要」 

 各項目とも原価の圧縮がされているが、燃料費は増嵩している。（総原価の 25.3％） 

申請者としては燃料費増嵩抑止のためどのような対策をとられているか伺いたい。 

 

３．今後の見通しについて 

原価算定の前提諸元 

 
「意見の概要」 

（１）原油価格・為替レートについては流動的であり、不確定要素が大きい。 

現状からすれば、特に為替レートは円安傾向にあり、原価上の想定値では厳しいと

みられる。 

（２）原子力利用率については、一定の基準をクリアしたものについての再稼動如何にか

かわることで政府の適正な判断が求められる。 


