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北海道電力株式会社による料金値上げ申請に係る公聴会 

 

 

日時 平成２５年６月２０日（木） ９：００～１７：３０ 

場所 札幌第一合同庁舎 ２階 講堂 

 

１．開  会 

○片岡電力市場整備課長 

 それでは、定刻になりましたので、ただいまから北海道電力株式会社による電気料金値

上げ申請に係る公聴会を開催いたします。 

 

２．北海道経済産業局挨拶 

○片岡電力市場整備課長 

公聴会の開催に当たりまして、北海道経済産業局長の増山壽一よりご挨拶申し上げます。 

○増山北海道経済産業局長 

皆様、おはようございます。 

 本日は、北海道電力株式会社による電気料金の値上げ認可申請に係る公聴会にご出席い

ただきまして、ありがとうございます。 

 皆様ご承知のとおり、４月２４日に規制分野について平均１０．２０％の値上げ申請が

政府になされたところでございます。 

 現在、政府の中において、客観的、中立的な立場から、総合エネルギー調査会の中で、

専門部会を築き、その委員長として安念委員長にお願いし、各委員の方に、厳正な審査を

していただいているところでございます。 

 今日の公聴会は、電気事業法に基づきまして、皆様から広く意見をお伺いするというこ

とでございます。今日は、２５名の方が意見を陳述することになっております。 

 皆様の時間の中で、皆様のご意見をぜひお伺いしたいということと、その中で、必要に

応じて、経済産業省、あるいは北海道電力の方との質疑応答もしていただくということを

考えております。 

 皆様からいただいたご意見は、ホームページ等でオープンにし、その回答についてもオ

ープンにし、今後の審議会での議論等に生かされることとなっております。 

 本日は、本当にお忙しいところ、朝早くありがとうございます。 

 ぜひ、皆様の忌憚のないご意見をお伺いしたいと思っております。どうもありがとうご

ざいます。 

○片岡電力市場整備課長 

ありがとうございました。 
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３．議事進行について 

○片岡電力市場整備課長 

私は、今回の公聴会を主催する議長として、経済産業大臣から指名されました、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、北海道電力の電気料金値上げ申請に係る審査の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。 

 関係する規定につきましては、資料２がございますので、ご覧下さい。 

 今回の公聴会開催にあたりましては、経済産業省に対し、２６名の方から意見陳述の届

け出をいただき、うち２５名の方を陳述人として指定しております。 

 なお、１名の方につきましては、メールで名字と意見の概要のみお送りいただいたので

すけれども、期日までに連絡がとれなかったことから、陳述人としては指定できなかった

ものであります。 

 申請内容の精査にあたりまして、本公聴会を通じて、皆様方の忌憚のないご意見を賜り

たいと考えております。 

 また、本日は、申請者である北海道電力から川合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にもご出席をいただいております。ご紹介しま

す。 

 梶川委員、永田委員、南委員であります。 

 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。 

 本日のスケジュールについては資料４に、陳述人の方々の名簿等については資料５に、

陳述人の方から事前にご提出いただいた意見の概要については資料６に記載しております

ので、ご参照ください。 

 これから、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、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あげます。 
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４．公聴会についての注意事項 

○安念委員長 

皆様、おはようございます。 

 本日の議事進行人に指名されました安念と申します。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 それでは、お手元の議事次第に従って進めてまいります。 

 まず、資料３の公聴会についての注意事項というのをごらんください。 

 非常に大切な事項ですので、読み上げることにいたします。 

 まず、意見陳述人の皆様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、大臣から指定された方以外の方による陳述はで

きません。 

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

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

 本日は、北海道電力株式会社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、お１人当たり１５分となっております。持ち時間の中で、意

見陳述後、経済産業省または北海道電力にご質問をいただくことが可能です。可能ですが、

これも１５分以内、つまり、意見の陳述と質疑応答を合わせて１５分ということになって

おりますので、その点、よろしくご協力をいただきたいと存じます。 

 陳述開始後、意見陳述時間の残り５分前にベルを１回、１分前にベルを２回、陳述終了

時にベルを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

ようにお願いいたします。 

 つまり、１５分の持ち時間の中で、１０分たちますとベルが１回、１４分で２回、１５

分で３回鳴ると、こういう仕組みになっております。 

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

の陳述人の陳述が全て終わっても席におられない場合には、意見を述べないものとみなさ

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、控え席にてお待ちくださ

い。 

 次は、傍聴人の皆様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にご注意ください。ビ

ラを配るなどの行為も認めておりません。 

 会場内は、禁煙です。飲食もご遠慮いただいております。 

 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、受け付けの際に渡されたカ
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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。 

 そのほか、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。 

 以上がお願いでございます。 

 

５．陳述人による意見陳述 

○安念委員長 

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

がございましたら、まことに申しわけございませんが、その場でご訂正をいただければ幸

いでございます。 

 初に、１番のマシオン恵美香さんに陳述をお願いいたします。 

○マシオン陳述人 

おはようございます。 

 釧路市から参りました北電株主のマシオン恵美香と申します。 

 限られた時間のうちに意見の伝達と質問の両方をするため、書いてきたものを読み上げ

ます。 

 株主の中には、配当金がまともにいただけるならという理由で、私とは違う意見の方も

いらっしゃるでしょうが、私は、今回の電気料金の値上げ申請の中身を拝見して、その理

由づけに多くの疑問を持ちました。 

 今月初め、株主総会への招集通知とともに送られてきた会計事業報告を拝見しました。 

 大きな支出と思われる項目、例えば、原子力関連施設への固定費、廃棄物処理施設への

巨額な投資、燃油代のコスト計算の仕方、必要な物資の買い入れの際に競争入札をしてい

るのか、あるいは、経営陣、役員への報酬の見直しが妥当かどうかなど、経営に関し自社

で工夫すべき支出削減内容については、詳しく説明を求めたいと考え、本日、ここへ参り

ました。 

 質問１、消費者である道民にいきなり電気料金の値上げを強いる前に、自社事業の見直

しやコスト削減努力をはっきりと見える形でされているでしょうか。 

 例えば、申請書に計上された役員報酬を含む人件費予算案は増加、役員報酬は５６％も

カットしても、今年度予算案では平均２，０００万円以上を超える高額な申請内容。しか

し、６月３日に消費者庁が主催した意見交換会に出席して、この役員報酬について質問し

ましたら、申請書提出後に数回持たれました政府関係機関との話し合いの席で、支出の部

に幾つかの改善箇所を指導、指摘され、申請書に計上されている役員報酬額についても、

今年は電気料金の値上げ申請をしない黒字経営の北陸電力並みの１，８００万円程度には

するようにと指導され、おおむねそのような額で折り合いをつけることになりそうだとい

う新しい数字と、その理由が浮上しました。 

 ただ、この数字の理由について、私は納得できません。 
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 北電の経営不振を招いた責任が問われるべき役員の報酬額について、優良企業の他社並

みにすること自体、その良識が疑われます。 

 私たち株主は、昨年、十分な配当金をいただいておりませんし、その理由を掌握しても

おりませんのに、経営陣が思慮深い判断でみずからも痛みを感じるほどに報酬額を遠慮す

るという判断をしなかったことは、批判されてしかるべきでしょう。 

 長年の原子力関連の巨大な、巨額な支出により、経営が傾いていることが指摘されてい

るのですから、過去にさかのぼって経営陣の責任を追及したいくらいで、ことしはゼロ配

当案が出されても仕方ないと感じています。まじめに働いている一般事務職並みの報酬に

するという良識的な案が出されてもよさそうなものです。 

 このような事業案、事業内容について、会社外部の第三者の検証を受けることが必要と

思われます。 

 質問２、電気料金の値上げ申請の 大の理由が、火力発電所の燃油代というのは本当で

しょうか。 

 今回の申請内容を拝見して、燃油代や節電が原発の支出よりも大きな理由には見えませ

んでした。 

 原子力関連施設にかかわる修繕費、安全対策費、原子炉などの減価償却費、広告費、核

廃棄物処理施設への投資など、支出の部の大きな数字を追っていくと、原子力関連項目が

その多くを占めています。 

 また、仮の報酬案が３９３億円と大きな増加を計上しています。 

 火力発電の燃油の総量や購入金額の実績値との比較は、 低でも北海道電力が 後の値

下げ申請、電気料金の価格訂正を実施した５年前までさかのぼるべきであり、同時に、燃

油代の推移を明らかにしたほうが、消費者には理解されやすいはずです。 

 見積もりの燃油代については、原発が１基から３基それぞれ稼働する場合、原発なしの

場合、廃炉後の電気料金がどうなるかという算定もしてみるべきで、その算定方法につい

て、広く外部の意見や指導を受け、内容を公表して比較するべきです。 

 さらに、これまでの電気代の原価を試算する方法には、大きな疑問を感じています。 

 そもそも泊原発さえつくらなければ、会社が健全に運営できたのではないかと読めるよ

うな支出の内容だからです。燃油代コスト計算などについては、きっと、この後に陳述さ

れる多くの方々が詳しく数値を示してくださると思いますので、私はそっくり割愛します。 

 質問３、より安価で安定的な電力を確実に供給する見通しを消費者に示すべきです。 

 昨年１１月に、室蘭、伊達地方では、暴風雪によって、鉄塔が倒れ、送電が遮断されま

した。幾らモダンな発電システムで電力をたくさんつくることができても、送電されない

のでは意味がありません。早急に、不経済で危険な原子力事業から永遠に撤退し、それ以

外のインフラ整備を先に進めるというのなら、３２年ぶりの１０．２％程度の電気料金の

値上げには、賛成とまでは言いませんが、原発ゼロが私たちにとっては渋々でも理解する

ことが可能な値上げの理由となり得たでしょう。 
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 後に、質問を二つ追加します。 

 ５月に、電気料金のご使用量のお知らせと一緒に、電気料金の値上げ申請についてとい

うリーフレットが届きました。 

 燃油代調整制度についての説明は、非常にわかりにくいものでした。また、毎月の電気

料金計算金額の下に記されているうち、再エネ発電賦課金等のところに金額が記されてい

ますが、燃油費調整単価と太陽光発電促進賦課金価格については、単価だけの記載で、金

額は自分で計算しろという不親切な記し方です。 

 ４、どうして、これを全部、書かないのでしょうか。 

 実は、燃油料金調整費でももうけているのだと消費者に気づかせないためでしょうか。

再エネのほうだけ書くのは、自然再生エネルギーは原発に比べて原価が高くつくものだと

思わせるためでしょうか。 

 また、６月には、「あなたのでんき」が配られ、「あなたのでんき」です。再び節電を

求める、勧める、アンペア数の引き下げやブレーカーを切るよう、素直で従順な消費者の

エコ心をくすぐる節電努力をうたう内容です。しかし、道民がこうしたエコキャンペーン

に乗ってせっせと節電すると、また電気料金は値上げになるのではないですか？ 

 こうなると、何もかも、不信感でいっぱいです。 

 質問したいことを盛り込んで、意見をお話ししました。 

 以上です。 

 参考までに、これをお見せします。 

 この二つのリーフレットについてと、この電気料金のお知らせのところの数字について、

お話ししました。これに関しては、北電さんに五つまとめて、今、質問したのですけれど

も、それぞれについてお答えください。 

○安念委員長 

どうもありがとうございました。 

 それでは、マシオンさんのご質問に対して、北海道電力さんからご答弁をいただくこと

になりますが、 初ですので、北海道電力から、今回の値上げ申請の概要につきまして、

今後の議論の見通しをよくするという意味もございますので、５分程度でご説明をいだた

きますでしょうか。 

 その時間は、全体の、１人の枠の１５分からは外すという扱いにさせていただきたいと

思います。よろしゅうございましょうか。 

○川合取締役社長 

北海道電力の川合でございます。 

 きょうは、この場に皆様に来ていただきまして、大変ありがとうございます。 

 こういう機会を設けていただいたことに、感謝いたしております。 

 ご承知のとおり、昨年の５月５日に泊発電所の３号機が停止いたしましてから、いまだ

に泊の発電所は３基ともとまった状態が続いておりまして、日々、赤字がふえていると。
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そして自己資本の毀損も進んでいる状況でございます。 

 当社といたしましては、できる限り皆様の生活への影響、また、北海道経済への影響等

が大きいということで、判断の時期を先送りしてまいりました。しかしながら、昨年の決

算で、自己資本のレベルというものが資本金のところに係る、資本金の次に重要といいま

すか、準備金のレベルまで来たというところがありまして、これ以上、値上げを待つこと

は許されない状況になったという判断のもとに、今回、申請を行った次第でございます。 

 皆様方には、需給の面で、節電ですとか、いろんなお願いをしてまいりましたし、さら

に、その上にこの値上げということで、大変なご負担をおかけするということで、まこと

に申しわけないと思っておりますが、どうか事情をご理解お願いしたいというふうに思っ

てございます。 

 それでは、 初に、座長さんのほうからお話のありましたまとめといいますか、非常に、

泊３号機の運開があってわかりにくいという面がございますけれども、ちょっと着席させ

ていただいて、簡単に触れて、それから個々のご質問への回答ということで進めたいと思

います。 

 料金の専門委員会、審査委員会で安念座長さんがお出になっているところで、 初のご

説明があってわかりにくい、次に、もう一回資料をつくり直してご説明をしても、まだわ

かりにくいというご質問が出たところでございます。 

 それで、泊３号機が入ったということでございますけれども、前回、きょうちょっと資

料が手元にございませんので、何と言いますか、大まかな言い方になるのをお許しいただ

きたいと思いますけれども、前回の料金改定が２００８年でございました。 

 そして、その後、２００９年１２月に泊の３号機が運開をいたしております。そして、

現在、２０１２年、平成２４年度の決算は、１，２００億程度の赤字ということになりま

した。 

 その中では、今回、泊３号機が、２００８年の料金改定のときには、まだ影も形もとい

いますか、書類上入っていない、計算上は入っていないということでございまして、その

後に入って、そして今回の料金の値上げ申請ということでございます。 

 その分で、泊３号機が入りましたので、修繕費ですとか、減価償却費ですとか、燃料費

以外のところについても確かに触れてございます。 

 ただ、ここについて申し上げたいのは、２０１０年、平成２２年になりますけれども、

これは、泊３号機が２００９年に入っておりますから、１・２号とあわせて３基とも稼働

しております。そのときの燃料費というのが１，２００億円でございました。 

 そして、経常収支のところについては、２００億超の黒字ということになってございま

す。 

 そして、それと比較すべく申し上げますと、平成２４年、今回のときの燃料費、購入電

力料をあわせました数字が３，１００億円ということになっておりまして、１，２００億

が１，９００億ふえまして、３，１００億になったというところで、要は、この金額が多
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過ぎて、効率化努力ですとか、いろいろなものを積んできてやってきたつもりでございま

すけれども、吸収できずに、１，２００億円の赤字になったというところでございます。 

 ですから、泊３号機は、修繕費ですとか、減価償却費ですとか、確かに燃料費以外のも

のもふえてはいるのですけれども、それを補って、さらに黒字を生み出すだけのものを備

えているということでございます。 

 特に、減価償却費につきましては、定率法ということで、運開後の三、四年につきまし

ては３００億程度のレベルでございますけれども、今は、多分、その半分ぐらいで、１０

０億代の後半といったようなことになっておりますので、これから燃料費のメリットが多

く出てくるのではないかというふうに考えているところでございます。 

 簡単に申し上げますと、こういったところでご理解をいただきたいと思います。 

 泊３号機が入っておりますけれども、基本的には、その力として、燃料費を１，２００

億円ぐらいにする力があるというところでございますが、今回、前提ですね。５月５日に

３号機がとまっていますから、実質的には３号機は４月に１カ月動いておりますけれども、

ほぼフルに３基が全停した状態でいきますと、１，９００億円の影響があったというとこ

ろでございます。 

 今回、原価期間が３年でございます。そして、再稼働を前提としておりまして、利用率

につきましては、原子力は後半に動いてまいりますので、６０％の利用率ということでご

ざいます。 

 残り４０％は、前半の部分がとまっておりますので、この分の効きが今回の６４４億に

なってあらわれてきているというのが大まかなメカニズムというところでございますので、

ご理解をいただければというふうに思っております。 

 続きまして、何点か、私のほうからお答えいたします。 

○安念委員長 

では、これから、また時計を戻してください。 

 じゃ、ご質問に具体的にお答えをいただきたいと思います。 

○川合取締役社長 

まず 初に、コスト削減努力、それから役員報酬についてのご質問でございました。 

 今回の原価には、電気料金の値上げをできるだけ抑えるということで、３５６億の効率

化、これは人件費も含めましてやってきております。 

 これまでも、効率化については、いろいろな取り組みを行っておりますが、今回も、こ

ういったことで、この分を積み上げてきております。 

 これで終わりということではなくて、これからも継続的に続けていくつもりでおります。 

 今回は、特に、人件費、これまでやったことのない部分にも手をつけて行ってきました。

それから、地域経済活動、こういったものへの寄附とか、そういったものについても今回

は減らす努力をしてきております。 

 また、設備の運転ですとか、保守に係る費用について、これも安全確保を大前提として
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おりますけれども、ぎりぎりの水準まで切りこんできたというふうな自負は持っていると

ころでございます。 

 それから、役員報酬につきましてですが、基本は、役員報酬、それから人件費等もそう

なのですけれども、平均的なレベルを目指すというのを基本的な考え方としております。

そして、その際に、やはり、でき得れば、規模というのがやはりそこの中で影響するので

はないかというふうに思っております。 

 ですから、役員報酬につきましても、基本としては、例えば、１，０００人以上のレベ

ルで、審査専門委員会でも議論になりました３，２００万といったような数字が基準にな

るのではないかと思っております。ただ、今回は、先ほどちょっと申し上げましたように、

この値上げだけに限らず、需給面でもいろいろ皆様にご負担をおかけするということも加

味いたしまして、５０％超の引き下げになりますが、２，０００万円程度のレベルに役員

報酬はしたというところでございます。 

 それから、再生可能エネルギーの活用というところで、１点申し上げます。 

 私ども、ＦＩＴ制度が入りまして、その後、昨年の１２月には、メガソーラーですとか、

それから、風力ですとか、そういったものについても制限をするようなイメージといいま

すか、これ以上はなかなか入りませんということを残念ながら申し上げざるを得なかった

というところでございます。 

 ただ、再生可能エネルギー、これは我々も入れていかなければいけないというふうに思

っておりますし、これからのベストミックスの中には、やはり、再生可能エネルギーもそ

の一角を占めるものだというふうに思っております。 

 ただ、 大電力が６００万弱という当社におきまして、やっぱり、少しずつ検証しなが

らふやしていくということ、それから、流通設備につきましては、できるだけ、やっぱり、

今まで、必要 低限と言ったらちょっと語弊がありますけれども、必要なレベルの流通設

備をつくっておりまして、その中には、なかなか新エネを運ぶというのが今までの中には

入っていなかったというところがございます。 

 ですから、道北のほうで風力の非常に適地があるといっても、やっぱり、そこのところ

の系統部分というのは、大量のものを運ぶには、まだ準備ができていないという状況もご

ざいます。 

 それから、調整力につきましても、新エネルギーを入れるための調整力という形で電源

をそろえてきたわけではございません。あくまで、予備率は１０から２０の範囲で動いて

おりますけれども、それは、あくまで、北海道の中の電力需要を賄うための予備率と、そ

れを確保するための電源でございましたので、新エネを調整するための予備率ではなかっ

たということでございます。 

 ただ、これからは、そういったことも必要になってくるかもしれません。ただ、どうい

った形で負担をしていくのかといったようなことも含めまして、これから、できる範囲で

やっていきたいと思っております。 
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 ただ、今回…… 

○安念委員長 

すみません、途中で遮って申しわけありませんが、ほかにも相当ご質問事項があります

ので、ＦＩＴのほうは、また追々深めていただくとして、第２番目の値上げの 大理由は、

燃油代なのかというのが重要なご質問でしたので、簡潔にお答えいただけますでしょうか。 

 ２番以降のご質問。 

○酒井取締役副社長 

それでは、副社長をしております酒井でございます。 

 まず、今回の値上げの理由は、本当に火力の燃料代の上昇なのかということでございま

すけれども、冒頭、社長がお話ししましたとおり、泊３号機の導入によりまして、いろい

ろな固定費がふえております。ただ、正常に３台動いていれば下がったであろう燃料費が

今回停止をしているという影響によりまして、６００億円程度、残念ながら燃料費が増大

していると。それを吸収することが非常に難しくて、今回の値上げに至ったということで

ございます。 

 それと、原子力を撤退してインフラ整備に回すべきではないかということでございます。 

 昨年の冬、登別及び室蘭で長時間にわたる停電を起こしてしまったということにつきま

しては、申しわけないというふうにおわびを申し上げるところでございます。 

 インフラにつきましては、順次、できる範囲で、計画的に整備をしてまいりたいという

ふうに考えております。 

 それともう一つ、節電すると値上げにならないのかというご質問でございますけれども、

こちらにつきましては、中長期的に見ますと、節電によりまして設備投資が減少してくる

ということで、メリットが出てきます。 

 ただ、短期的には、ある設備を使うといった中では、節電によりますと、固定的な費用

が減るわけではございませんので、残念ながら、節電がそのまま電気料金の値下げになる

かというと、そういうふうにはなりません。ただ、節電に伴いまして、それに供給するに

必要な燃料代も下がりますので、差し引きしますと、大きな影響はそんなに出てこないか

なというふうに思っております。 

○石井取締役副社長 

後に、５月分の検針時に全道の皆さんにお配りしたリーフレットのお話がございまし

た。燃料費調整制度の説明がわかりにくいということでございます。 

 その辺については、真摯に受けとめて、これからのＰＲの中ではいろいろ工夫していき

たいと思いますし、また、検針票のサーチャージの表示につきましても、基本的には、私

どもは、やはりお客様にわかりやすくというのが基本的な考え方でございますので、そこ

ら辺は、これからも改善に向けて努力させていただこうと思います。 

 また、６月の「あなたのでんき」での節電のいろいろＰＲでございますけれども、今回

は、電気料金の値上げをいろいろお願いしている中で、お客様のほうへのご負担を少しで
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も少なくしていただくためには、やはり節電しかないのかなという形で、そういういろい

ろな方法を、今回、「あなたのでんき」の中でご紹介させていただいたという趣旨でござ

います。 

 以上でございます。 

○安念委員長 

 これからも恐らくご指摘をいただくことになると思いますので、私の理解ですけれども、

燃料費が大変上がったと。それは、数字的に、象徴的に言えば、２０１０年度の燃料費が

１，２００億であったものが、２０１２年度には３，１００億になったと。これが、北電

さんのおっしゃりたいことをいわば象徴的に示しているというふうに理解してよろしゅう

ございますか。 

○マシオン陳述人 

短くだけ聞かせてください。 

○安念委員長 

 ええ。 

○マシオン陳述人 

後のところだけ、一般の、私は株主でもありますけれども、一般の消費者ですから、

先ほどのお話ですけどね、この電力料金のお知らせのところに、一つの項目だけの計算金

額しか書いていないのを、三つ並べて書くのは簡単だと思うので、できるだけ早目にそれ

に対応していただけたら、もっと消費者にわかりやすいと思います。 

○安念委員長 

この点、いかがですか。 

 ほかの公聴会でも出たご意見だったのですけれども、ご対応は可能ですかね。もちろん

法令に基づいて、ＦＩＴの分だけは書かなければいけないというのは、それははっきりし

ているわけだけど。 

○マシオン陳述人 

何でほかのを書かないのか、三つ単価が書いてあるのに、一つだけを計算してあるとい

うのは、ちょっと変な感じがします。 

○石井取締役副社長 

申しわけありません。 

 今回、申請の段階では、ちょっと紙面の都合がありまして、一つしか載せておりません

けれども、今後、認可だとか、そういう形のＰＲの段階では、いろいろ幅広くおわかりい

ただけるような工夫はさせていただこうと思います。 

○安念委員長 

よろしくお願いいたします。 

○マシオン陳述人 

こんなにスペースがあるので、早目にお願いします。 
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○安念委員長 

どうもありがとうございました。 

 これからも、折に触れて、北電さんや経済産業省からご答弁をいただかなければならな

いと思いますが、何しろ、全体の枠が１５分と決められておりまして、会の趣旨からして

当然のことですが、意見陳述人の方のご発言をできるだけ確保したいと思いますので、ご

答弁、ご説明は、まことに難しいこととはよく承知しておりますけれども、簡潔にお願い

をしたいと存じます。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、第２番の深町ひろみさんにお願いいたします。どうぞ。 

○深町陳述人 

皆さん、おはようございます。深町と申します。 

 まず、意見を述べさせていただき、その後、皆さんに質問させていただきたいと存じま

す。よろしくお願いいたします。 

 今回の申請に基づく電気料金値上げには反対です。 

 理由は、まず第１に、原発を稼働させながらの事業が前提となっていること、次に、不

適切な経営の問題があります。 

 まず、原発についてですけれども、一つには、原発を稼働させながらの事業が前提とな

っていることに二重の意味で納得がいきません。 

 一つには、原発は、稼働させれば、必ず核廃棄物がふえ、それは安全に無毒化する方法

もなく、１０万年以上という途方もない長期の管理を必要とします。未来の世代への一方

的な迷惑と危険の押しつけであるばかりではなく、その安全管理に係る費用は、莫大なも

のであろうことは想像できても、正確には現時点では予測することも不可能です。 

 また、そのような不確定なコストを考えなくとも、現在においても経営を圧迫している

のは、繰り返させていただきますけれども、火力の燃料費ではなく、原発にかかっている

莫大な固定費です。 

 先ほど、稼働させれば減価償却費の増大を上回ってあり余る利益を出せるとのことでし

たけれども、ひとたび動かせなくなったところで、固定費が全く変わらず、莫大にかかる

という、こういう発電方法であるということが、一つ本質的な問題としてあると思ってお

ります。 

 次に、不適切な経営についてですが、北電の経営状態、見直しは、十分とは申せません。

そうした経営における決定を担ってきた歴代役員の方々も責任を負っているとは見えませ

ん。その不利益を一方的に消費者に押しつけています。 

 先ほどの方がお話しされたところは割愛させていただきますけれども、そもそも、減価

償却費の巨大な増大のもとになった泊発電所３号機を建設したこと自体が経営上の大きな

誤りではなかったでしょうか。 

 その決定にかかわったころからの歴代役員の方々は一体何名で、累積で報酬及び退職金
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はお幾ら出ているのでしょうか。これら歴代役員の方々は、報酬を返上すべきと申し上げ

たいです。 

 このほか、ことし３月に道議会に真下議員が明らかにしたところによれば、北電の社外

監査役は、月に数回の会議に出席するだけで、年７００から８００万円の報酬を受け取り、

また、年を追うごとに北電の株式を大量に取得していました。このような体制で、北電の

経営が真に公正な立場からチェックされているのか、我々庶民として非常に疑問を感じま

す。 

 もう一つ、日本原燃への出資の問題があります。北電の川合社長は、日本原燃の非常勤

取締役になっており、北電は、同社の株を６％保有する大株主だと伺いました。しかも、

青森県六ヶ所村で日本原燃が手がけている核燃料サイクル事業は、故障による延期が続き、

本格操業のめどが全く立っていないと伺っております。 

 私も、前の方同様、小口ながら北電の株主なのですけれども、ことし送られてきた２４

年度会計報告における連結貸借対照表、資産の部、加工中等核燃料の部門は、１，０３７

億３，３００万円という巨額でした。このうち、相当部分が日本原燃への出資と思われま

す。赤字、赤字と言いながら、そのような優良とは言えない企業に多額の出資を続け、し

かも、この公聴会の資料として開示されているレートベースの内訳を見ますと、ことしの

値上げ申請において、今回の値上げ申請において、原燃への増資の計画もなされているこ

とがわかります。 

 全く常識では考えられず、株主として申し上げれば背任行為とも言うべき許しがたいこ

とです。その責任を電力料金値上げという形で消費者に一方的に負わせることは、無責任、

不道徳であり、公益企業として姿勢を改めていただきたいと強く願います。 

 毎月行われている燃料代調整は、単価の変化には対応できても、使用量増加には対応で

きないとのことですが、そもそも、経営コストにおいて、燃料費の占める割合を含め、総

括原価方式による電力料金の査定方法そのものが実際の経営状況と合っているのかどうか、

我々には十分示されておりません。 

 以上のことから、値上げを申請する前に、先ほどの方もおっしゃっておられましたが、

原子力に係る発電方法を見直し、それから、不適切な経営を根本から改め、各発電方法に

おけるコストを我々の前に明確に明らかにすること、それから、そういった計算をモデル

ではなく実績に基づいて行うこと、その上で、各発電方法で１キロワット当たり幾らのコ

ストがかかっているのか、それから、経営の上で、どこにどういった投資をしているのか、

そうしたことを我々の前に透明化することを要請いたします。 

 続いて質問をさせていただきたいのですけれども、先ほども、私、株主総会の招待書類

をいただいて、連結貸借対照表を拝見したのですけれども、恐らく、加工中等核燃料１，

０３７億３，３００万円というところに、ウラン採掘権に係る費用ですとか、日本原燃へ

の出資のことが含まれていると思うのですけれども、一体、この中のお幾らぐらいが今ま

でに日本原燃に出資なさった総額であるのかということをまず一つ伺いたいということ。 
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 それから、経営の資料を拝見すると、いろいろ名前はわかるのですけれども、それが一

体具体的にどのように使われているものなのか、私たちには明確にわかりにくい名前の費

用がいっぱいありまして、例えば、原子力損害賠償支援機構負担金、それから、原子力安

全対策委託費、これは、安全対策に使われるのだろうなということはわかるのですけれど

も、それを委託するというのは、どこにどのように何を委託しているのか、そういったわ

かりにくい費用がたくさんございますので、なるべく素人にわかりやすいようにご説明い

ただくようにお願いいたします。 

 また、何かありましたら質問させていただきます。 

○安念委員長 

ご質問は２点であったと思います。 

 まずは、原燃への出資の総額と、それから費目でございますね。支援機構への一般負担

金等のお尋ねだったと思います。よろしくお願いいたします。 

○酒井取締役副社長 

私からお答えいたします。 

 まず、日本原燃への出資でございますけれども、これは、整理する科目としては、加工

中等核燃料という科目ではございませんで、長期投資のほうに含まれております。 

 平成２２年度に日本原燃のほうに増資をいたしまして、現時点での増資、出資総額は２

２０億円となっております。こちらは、平成２０年の前回の料金と今回の比較でそこがふ

えているということでございまして、２５年以降、出資する、あるいは増資するという計

画があるということではございません。前回と今回との間の平成２２年に増資をいたしま

して、トータル２２０億円になっているということでございます。 

 それと、もう一点目の科目の中身でございますけれども、原子力の賠償の関係の費用で

ございますが、これは、原子力損害賠償支援機構法というのが、福島の事故後できてござ

いまして、これは、一般負担金を原子力事業者から、それと特別負担金を当該の電力会社

でございます東京電力からそれぞれ基金を支出していくという法律ができてございます。

今回の料金原価上は、６３億円をその引き当て分として計上しております。 

 それともう一つ、原子力委託費、原子力安全の委託費でございますけれども、原子力、

いろいろな安全対策を行うときに、設計とか、いろいろな調査、場合によっては必要な解

析、そういったものをしてまいります。そういったものは、科目上、委託費という形で整

理をしております。 

 以上でございます。 

○深町陳述人 

今の時点での内容としてはわかったんですけれども、非常に疑問に思うのは、今回、福

島の事故があって、そういう法律ができて、損害賠償支援機構というものに対してお金を

拠出することになったと。でも、少なくとも、そういう法律が今まではなかったせいかも

しれませんけれども、現時点を見ると、福島で事故に遭われた方たちへの賠償は決して十
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分になされていない、そして、そのお金を、拠出なさっているお金を集めたとしても、そ

れがどのように使われるのか、十分であるのか、今後ふえずに済むのかというのは、全く

我々には予想もつかないことなんです。 

 そういったことを含めまして、原子力については、今後どこまで膨らんでいくのかわか

らない費用がたくさんあるということが非常に問題だと思っております。その予測不可能

さを考えますと、やはり、経営に、繰り返させていただきますけれども、経営を大きく圧

迫しているのは原子力ではないかということを、我々としては、繰り返し申し上げざるを

得ない状況になっていると思います。よろしくお願いいたします。 

○安念委員長 

 実は、原発は、経営を助けているんではなくて、苦しめているんじゃないかというご指

摘ですが。 

○川合取締役社長 

 原子力については、私は、これからも必要なエネルギーだと思っておりますし、これま

でいろいろプレスの場とか何かでも申し上げたのですけれども、あくまで、安全が大前提

にあるというのは、これは言うまでもないことで、今、そのことについて、これから規制

委員会、規制庁のほうでチェックをされるのだというふうに認識しております。 

 ですから、そこで安全だということが示されれば、やっていけるのではないかというふ

うに思っております。 

○安念委員長 

 ちょっと、済みませんけども、化石燃料については、やはり、ただ買い続けるというこ

とでは、国富が流出するということもありますし、とにかく、バーゲニングパワーが全然

なくなってしまうというのは、やはり、日本にとって非常にマイナス面が大きいのではな

いかというふうに思っております。 

○深町陳述人 

 確かに、化石燃料を買うことによって、外にお金を流失させるという問題は、少なくと

も一時的にはあるかと思うんですけれども、そうおっしゃる割には、自然エネルギーなど

を買い取るための設備を整える努力というのが、御社にはまだ十分とは言えないと存じま

すので、ぜひ、この点、ご努力をお願いいたします。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した。 

 先ほど、第１番目のマシオンさんのときに申し上げればよかったのですが、意見陳述の

方、わずかな時間でございますので、いろいろ言い残されたこと、まだお尋ねになりたい

こともおありだろうと思います。そうした質問されたい事項が残っております場合には、

６月２４日月曜日まで、大変短いスパンで恐縮でございますが、６月２４日までに事務局

へご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、公表します。 
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 これは、メールでよろしいのですね。メールでお送りいただければ、そのように処理を

させていただきます。 

 これは、マシオンさんだけではなくて、全ての意見陳述人の方に申し上げていることで

ございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、第３番の嶋山亮二さんにお願いいたします。 

○嶋山陳述人 

北海道消費者協会副会長の嶋山と申します。 

 全道に７４の消費者協会がありますし、会員数１万４，０００人を代表して、意見陳述

をさせていただきます。 

 私は、大きく次の３点について発言をさせていただきたいと思います。 

 まず、第１点目は、北海道電力に対しての意見であります。 

 今回の電気料金値上げ率は、規制部門では１０％を超える大幅なものであり、勤労者の

年収が年々減っている一方で、灯油価格が高騰し、また、ＴＰＰによって、雇用の悪化が

懸念される状況下、しかも、消費税も上がる厳しい経済状況の中での電気料金の値上げで

あります。 

 これは、家庭で使用する電気料金の負担増のみならず、自由化部門の１３．４６％の値

上げは、購入する商品やサービスにも影響されることであり、結果的に、物価に転嫁され、

これは全て 終的に消費者の負担増となり、家計を一層圧迫するものなので、到底容認で

きるものではありません。 

 しかも、北電が大宣伝のもと進めてきたオール電化の電気料金は、燃料費調整制度も含

めると、２７．３％もアップするという試算がある中で、消費者の存在を無視した余りに

も大幅な値上げに驚きを禁じ得ず、決して許されることではありません。 

 全社一丸となって、創意工夫を凝らし、激変緩和などの誘導策を立て、大切な顧客を守

ることこそが道内唯一の電力会社の使命であると思います。 

 また、北海道電力の合理化努力は不十分であり、値上げ申請は容認できることではあり

ません。特に、役職員の人件費の高さであります。役員報酬は、４，２００万から２，０

００万に下げるとはいえ、月額換算では従前の３５０万円から１６７万円の月額報酬にす

るということであります。今までの報酬が高額であり、我々が支払っていた電気料金から

暴利をむさぼっていると言われても仕方がない報酬額であり、庶民感覚では到底理解でき

かねる水準であります。しかも、ネットで公表されている北海道のトップ、高橋はるみ知

事の年収は１，５５０万円と報じられております。それよりも４００万円以上も高い２，

０００万円の報酬というのは、電気料金の値上げをさせてもらおうという会社のやること

なのか。先ほど、社長から、３，２００万円が基準であるというような説明がありました

けれども、道民感覚を全く無視したものであり、経営努力とはほど遠いものであり、容認

することはできない大きな理由の一つであります。 

 そして、社員の年収も、約１４０万円減額して、６４３万円としておりますけれども、
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厚生労働省の調査によりますと、北海道における５人以上の事業所の平均賃金は、年々減

少し、この１０年間で９．５％も下がり、月額で約２８万円、賞与も入れた年収は約４０

０万円少々であり、北電社員はそれよりも２００万円以上も高い実態にあります。 

 こうしたことを見ると、まだまだ経営努力、合理化の余地が残されており、一層の創意

工夫をもって、この事態を打開してもらわなければならないと考えております。 

 また、公平な競争を促す競争入札は、１４％という低さであります。それはなぜかと推

測するに、本社の現役役員が傘下のグループ会社である取引先企業の役員も兼ねており、

その人数は１１社中１７人もおり、また、天下りとおぼしき報酬支給のある役員も１１社

中９人もいるためか、随意契約にならざるを得ない側面があることを邪推せざるを得ない

ということであります。 

 今後の競争入札を３０％にしたいとの説明がありましたけれども、公共性の強い独占企

業の電気事業者がこんなことでよいのでしょうか。もっとオープンにした競争入札の経営

をすることにより、多くの企業の参入を招き、競争力を高め、コストの削減につながると

思います。 

 去る５月７日、北海道消費者協会主催で実施した北海道電力との値上げ説明を求める緊

急学習会において、これらのことが明らかになりました。 

 そして、５月２８日、十勝の帯広支店による説明会においては、役員から、原子力発電

を主に考え、再稼働ありきの説明がなされました。 

 しかし、この原発ありきの考え方は、北海道が平成１３年１月１日に施行した北海道省

エネルギー・新エネルギー促進条例に反するものであると思います。この条例によります

と、原子力発電は、放射性廃棄物の処理及び処分の方法が確立されていないことなどの問

題があることから、過渡的エネルギーと位置づけており、また、脱原発の視点に立って、

限りある資源を可能な限り将来に引き継ぐとともに、北海道で自立的に確保できる新しい

エネルギーの利用を拡大する責務を有しているとあります。 

 このことからしても、明らかに、北海道電力は、このことを無視しており、この北海道

条例に対する違反行為であり、許されることではありません。 

 この条例のとおり、再生可能エネルギーの利用をもっと拡大し、電源構成を分散してさ

えいれば、電気料金の値上げや節電など、北海道民に負担をしてもらわなくても済んだこ

とであり、歴代経営陣を初めとした役職員の責任はまことに重大であります。 

 電気エネルギーは、現代の生活にとって不可欠なものでありながら、道民は、電力会社

を選ぶことはできません。このような公共性を考えると、電気料金は、電力会社による経

営の合理化とコスト削減、圧縮、そして、今後の事業の将来性について、道民の理解と納

得を十分に得た上で設定されるべきでありますが、今回の値上げ説明は、理解を得られる

内容ではありません。 

 次に、２点目は、国及び北海道電力に対する意見であります。 

 国及び北海道電力は、再生可能エネルギーの拡大による電源構成の多様化や、脱原発の
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工程表を早期に明らかにすべきであります。 

 今回の値上げ要因の多くが、関西電力と北海道電力のように原発依存が高い４４％とい

う電源構成にあるため、古くて効率の悪い火力を使用している会社ほど赤字が大きくなっ

ております。この２社を除いた８社の原発比率は平均で２２．５％というような分散があ

れば、業績悪化と電力不足を招かず、値上げの必要がないのではないかと思います。 

 ただし、私たちにも確かにこの原発に対する責任の一端があることは認めます。それは、

電力会社や政治家、官僚、学者、報道関係者の言う安全神話をうのみにして、原発の建設

を我々自身が暗黙の内に認め、電力を好きなだけ使ってきた生活が、地震国日本に５４基

もの原子力発電所を立地させてきたことであります。 

 そのつけとして、震災による原発事故につながった人災と意識し、人間の手には負えな

い原発をこれ以上ふやさず、廃炉にしていかなければ、これからの人類の道はないと思い

ます。 

 また、原発の電力は、後世末代まで、生命、生態学、環境にリスクをもたらす危険なエ

ネルギーであります。さらに、使用済核燃料の処理の方法は、まだ確立もせず、見通しも

立っておりません。 

 もし、北海道に原発の事故が発生して、放射能汚染が広がった場合、クリーンな北海道

を壊し、農業も漁業も成り立たないほどの甚大な被害をもたらし、ＴＰＰの問題どころで

はなくなってしまいます。そして、数十年後、数百年後の将来世代に負の遺産を引き継ぐ

わけにはいかないのであります。 

 原発を廃炉にすれば、原発の維持費用や追加安全費用、バックエンド費用が不要または

減額できるのです。 

 原子力発電は、人間の手で解決できない、はかり知れない不安と、天文学的な高いコス

トと、そして将来にわたって、負の遺産を考えると廃炉の道しか選択肢はありません。 

 今回の値上げ申請に関し、北海道電力は、泊原発の再稼働を前提としておりますけれど

も、脱原発を願う道民の声を全く無視しております。安全性が確保されない状況下で、原

発稼働を前提としての料金値上げは、決して容認するわけにはいきません。 

 福島原発の汚染水処理、今後の廃炉問題等、莫大な負の遺産のつけが現実化しておりま

す。したがって、国は、国民が本当に安心できる再生可能エネルギーの拡大と脱原発を柱

とした工程表を速やかに示してもらいたいことであります。 

 次に、３点目は、国に対しての意見であります。 

 電気料金値上げ認可審査は、厳格な査定を行い、値上げ幅の圧縮に努めてもらいたいこ

とであります。 

 私たち消費者にとって、複雑な電気料金の仕組みを理解するのは、大変難しいことであ

ります。前段でも意見を申し上げましたけれども、人件費や競争入札など、まだまだ合理

化できる面がある中で、他の費目についても推して知るべしであり、徹底した削減をする

ことが重要であります。 
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 したがいまして、厳格な査定をお願いしたいと思います。 

 現在、経済産業省の電気料金審査専門委員会で、値上げ審査を行っておりますが、北電

には十分な情報公開を求めるとともに、厳格な査定を行い、道民に与える影響等を考慮し、

値上げ幅の圧縮に努めてもらうとともに、査定内容については具体的に公表してもらい、

道民に対し納得のいく説明をしていただきたいと思います。 

 また、現行の総括原価方式は、事業者の営業費、事業報酬等をそのまま電気料金の算定

根拠に積み上げ、転嫁できる仕組みとなっているため、事業者の徹底した合理化努力を阻

害する大きな要因になっております。 

 したがいまして、この方式を速やかに見直し、透明性のある電気料金制度としていただ

くことをお願いいたします。 

 後に、何度もお話しいたしておりますけれども、この危険な原子力発電に対し、国は、

再生可能なクリーンエネルギーのさらなる開発に向けて、一層の指導力を発揮していただ

き、東日本大震災を経験した日本が世界に向けて胸を張ることができるエネルギー政策を

進めていただくことをお願いし、私からの意見陳述とさせていただきます。 

 よろしくお願いします。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

 何か答弁をお求めになるような事項はございますか。 

○嶋山陳述人 

 いや、結構です。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、第４番の川原敬伸さんにお願いをいたします。 

○川原陳述人 

 おはようございます。 

 私は、北海道生活協同組合連合会に勤務する団体職員です。川原と申します。よろしく

お願いいたします。 

 今回の電気料金値上げ申請に対して、道民、消費者の一人として、意見陳述をいたした

いと思います。 

 多くの方がおっしゃっていますが、電気事業は、地域独占、消費者に選択肢のない極め

て公共性の強い事業であり、電気料金の大幅な値上げは、消費者にとって、直接、家計に

影響するとともに、前の方もおっしゃっていたように、企業の電気料金が上がることで、

サービスや製品への影響が出て、それが間接的には全て消費者にかぶってくる、こういう

性格を持っていると思います。 

 近年、世帯収入が減り続けて、来年度以降、消費税のアップも計画されており、消費者

の生活が苦しさを増していて、将来への不安を感じるというアンケート調査でも、高い率、
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８０％を超える率で将来への生活の不安を感じるという状況になっています。 

 原発再稼働を前提として、経営危機に至った責任を曖昧にしたまま、消費者への料金値

上げ押しつけで、経営危機を打開しようとする今回の値上げ申請には、私は反対の立場で

意見陳述をさせていただきたいと思います。 

 大きくは３点あります。 

 私たちのインフラとしての電力に対して、消費者、道民が望むことは、安全で、安定し

て、安価な電力の確保をしてほしいということが一番の望みかと思います。その意味にお

いて、この間、北電さんがどういう努力をしてきたのかということであります。 

 先ほどの方もおっしゃっていましたけれども、道条例１０８条というのがあります。そ

の内容は、北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例というものなのですけども、その

中で、業者に対しても責務があるという形でうたっています。 

 業者は、その事業活動を行うに当たっては、省エネルギーの推進並びに新エネルギーの

開発及び導入にみずから積極的に努めるとともに、道が実施する省エネルギーの促進並び

に新エネルギーの開発及び導入の促進に関与する施策に協力する責務を有するというふう

に規定しています。 

 このことを制定されてから、これは平成１３年に制定されているわけですから、もう１

０年以上たっているわけです。この間、北電さんは、どういう努力をしてきたのかという

ことが問われるかなというふうに思います。 

 道民として、この条例は、とても誇りに思える条例だというふうに思っています。私た

ちが住む北海道は、自然エネルギーに対していろいろな可能性を秘めています。しかし、

自然エネルギーや再生可能エネルギーに対して、一生懸命やっているところは、ベンチャ

ー企業であったり、ＮＰＯだということで、まだ規模としては極めて小さいものなのです。

それを、北海道を代表する大企業としての北電さんが、この１０年間、もっと力を入れて

くれていたら、今度の泊がとまることで、一気に電力の料金が上がるようなことにはなら

なかったのではないかという後悔の念があります。 

 ぜひ、この条例の精神に沿った形で、北電さんは、公共事業の企業責任として、電力の

安全、安定、安価の実現に向けて努力していただくとともに、条例の精神に沿った形で、

社会貢献として、新しいエネルギー開発に努力し、道民にエネルギー政策の展望を指し示

していただきたいということで要請をしたいと思います。 

 ２点目は、これまでの方もおっしゃっていましたが、社長は、原発は安全が大前提とお

っしゃっていますけども、福島の事故以降、原発再稼働を前提とする今度の料金値上げで

は、道民や消費者の共感を得ることはできないというふうに思います。 

 私の周りの多くの人たちに聞いてみても、”原発前提じゃねえ”という意見が大いに聞か

れる中身です。その声には率直に耳を傾けていただきたいというふうに思います。 

 北電が発表している説明書の中では、ことしの１２月から、泊の原発を続けて三つ再稼

働するということが前提になっていると。この姿勢は、福島事故を経験した国民感情や科
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学的な検証、それから、先ほどの道条例１０８号にも反し、国際的な流れとも逆行するの

ではないかと、こんなふうに感じます。 

 長年にわたって、地球規模の安全に影響を与えかねない重大なことを、足元の、見せか

けの、私は見せかけだと思うのですけども、利益優先で判断しようとする容認できない、

ある意味では人類に対して不遜な姿勢と思われます。 

 福島の事故以来、もう既に２年以上たっているのですけども、まだ１５万とも１６万と

も言われる人たちが、避難生活を送っているという現実があります。 

 事故原因もまだ確定できず、放射能も出し続け、除染も進まず、汚染水もたまる一方と

いうのが毎週のようにテレビの中で報道されていて、国民は不安を感じているのだと思い

ます。これに、やっぱり応える必要があるかなというふうに思います。 

 私たちの住む地球は、とても美しい星なんですけども、その構造上、何枚かの岩盤のプ

レートが、年間、本を読みますと、１センチとか何ミリかが動いて、それが１，０００年

たまると大変な量になって、それが一気にずれて、それが大地震やそれに影響しての津波

の原因だというふうに言われています。 

 このことは正しいと思います。 

 それで、地震がいつ起こるかは確定できません。今の科学の力では、確定できないけど

も、間違いなく起こることがわかっていますし、それを、今の、２０００年代の私たち人

類の知恵と力ではコントロールできません。これは、誰もが認めなきゃならない事実だと

思います。 

 それから、まだ処理方法が確立していない、使用済核燃料をふやし続けることについて、

北電さんは、遠い将来の私たちの子孫や人類に対して責任が持てるのでしょうか。持てな

いと私は思います。 

 そういうことを、私たちが、今、決めてはだめなのだと思います。 

 福島の事故を私たちは真摯に受けとめて、大きな犠牲で得た教訓を子孫に引き継がなけ

ればならないと思います。現代人の稚拙な判断で、遠い将来の子孫たちにリスクを負わせ

てはならないというふうに思います。 

 自然の力に対して、現時点の人間の力の限界を自覚して、謙虚に、これまでの政策の見

直しが必要です。原発稼働を前提とした電気料金値上げではなく、道民合意の形成に沿っ

た対応になるよう、スタンスを見直していただきたいというふうに思います。 

 三つ目は、経営責任が曖昧だというふうに思います。 

 北電さんは、今度の申請の資料の中で、泊原発の長期停止に伴い、先ほど議長さんから

も確認いただいたように、燃料費が上がったということが 大の原因だというふうにおっ

しゃっています。 

 今回の経営危機と電気料金値上げの根本原因は、電源の多様化を北電さん自身もその経

営方針の中でうたっていました。だけども、先ほど、道条例が出てきて十数年間たってい

るんだけども、実際には手をつけてこなかったという経営陣のかじ取りが大きな要因だっ
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たんではないかというふうに思います。 

 その根拠として、今回の電気料金値上げの全国を見ますと、原発依存度の高い関西電力、

依存度４８％、九州電力依存度４６％、北海道電力依存度４４％、四国電力依存度４２％

が値上げ申請を、もちろん事故を起こした東京電力もそうなんですけども、申請し、一方、

原発ゼロの沖縄、それから、低い中部の１５％、中国の電力１４％は値上げ申請をしてい

ないという現実があります。 

 まさに、今回の電気料金の値上げは、安定、安価というふうにうたってきた原発のかじ

取りですね、原発の依存度をどのぐらい高めるかが多かったか低かったによって、電気料

金の値上げを分けているというふうに見られますので、当然、経営陣としてはそういう判

断をしてきたわけですから、責任があるかなというふうに思いますので、その点を明らか

にしていただきたいというふうに思います。 

 それから、経産省の方にお願いがあります。諸説、まだあるのかと思いますけども、原

発の発電コストの問題です。 

 先日行われた北電の説明会の中で、原発を前提とすれば１０．何％で済み、もし原発を

前提としなければ３０％の値上げになるとこというふうに説明がありました。ある意味で

は、原発をやらないと３割も上がるのだよと、何となく圧力をかけられたというか、脅さ

れたような感覚になったのですけれども、諸説いっぱいある中でありますが、今の時点で、

事故が起こらない場合でも、建設費用や発電費用、立命館大学の大島先生が言っている揚

水発電費用、それから、使用済燃料の再処理費用や廃棄費用、稼働年限を超えた、４０年

の稼働年限を超えた原子炉の廃炉費用等を足し、また、今回の福島の中で、先ほどの陳述

の方は、まだ確定できないぐらいの大きな規模だとおっしゃっていましたけれども、地震

や津波の対策リスク、防潮堤をつくったり、いろいろなことにかかるわけですけれども、

そういうことを足した場合に、本当に原発の費用というのは安いのでしょうかと。 

 これを、経産省は指導としてどういうふうに進められているのかということを、諸説が

あって、どれが信用できる数字かがわかりませんので、ぜひ、このことを明らかにしてい

ただきたいと思います。 

 後に、公共性の強い電力事業の推進に当たっては、役割を自覚した企業の不断の努力

と行政のサポート、消費者の努力が必要と思います。この間の節電要請に応えて、北海道

でも、消費者も企業も行政も努力、協力して電力不足を乗り越えてきました。また、納得

できる提案があるときには、値上げに協力しなければならない場合もあるかとは思います。

しかし、今回の電力値上げ申請は、これまで指摘した幾つかの点で納得がいきません。 

 北電は、より一層の経営努力と徹底した情報公開を進めるように要請して、意見陳述と

させていただきます。ありがとうございます。 

○安念委員長 

何か答弁をお求めになるような事項はございますか。 
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○川原陳述人 

 先ほどの発電コストについてです。経産省は指導としてどういうふうにお考えになって

いるのかということが、現時点で言えるものがありましたら。 

○安念委員長 

何かお考えがありますか。 

○滝澤電力・ガス市場監視調整官 

資源エネルギー庁の滝澤と申します。本日は、お忙しいところを、どうもありがとうござ

いました。 

 座って答弁をさせていただきます。 

 今お尋ねがございました原子力のコストでございますけれども、東日本大震災の後、２

０１１年１２月に、経済産業省ではございませんが、エネルギー環境会議において、政府

としての試算を行っております。この試算に当たっては、先ほどご言及されました大島先

生も委員として入っていらっしゃるのですが、設備ですとか燃料、維持費、発電単価のみ

ならず、損害賠償の費用等事故対応の費用、それから、二酸化炭素の対策費用、政策経費、

こういった社会的費用も加味して、原子力が８．９円／キロワットアワー以上というふう

に試算をされてございます。この以上と申しますのは、今、福島第一原発事故の事故対応

費用を約５．８兆円ということで見積もっているんですけれども…… 

○川原陳述人 

 その資料を私も読ませてもらったんですけども、揚水発電の費用が入ってないっていう

ふうに見えるのと、それから、耐用年数が４０年過ぎたときの原子炉の廃炉費用が入って

ないように読みました。その点も含めて、いくらと認識いるのかだけお聞かせください。 

○滝澤電力・ガス市場監視調整官 

 申しわけございません。私、そこまで詳細を存じ上げていないので、改めてお答え申し

上げたいと思いますが、先ほども申し上げたように、事故対応費用を１兆円ふやすと約０．

１円／キロアットアワー上昇するということでございますので、８．９円でフィックスと

いうことはございません。揚水の話等々については、改めて回答させていただきます。 

○川原陳述人 

 ぜひ、発電コストが盛んに安いということを宣伝されていますので、それが確かなもの

かどうかは、値上げ申請等々の指導をする経産省としても、幅があってもしょうがないと

は思うのですけども、下限と上限ぐらいは示していただいたほうが判断しやすいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 今後のご発言にも関連しますので、ちょっと今の点は私からも一言申し上げたいところ

がございます。 

 私どもがやっておりますのは、法令に基づいた電気料金の算定でございまして、この法
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令に基づいた電気料金の算定は、例えば、大島氏がしておられるような社会的総コストを

算定しているものではございません。もちろん、社会的総コストの相当部分をユーザーが

負担する仕組みになっている。というか、もちろん、理想的な制度としては、社会的な総

コストの全てをユーザーが負担するのが理想的でございますが、そういうふうにはなって

おりません。つまり、社会的総コストが幾らであるかということと、電気料金の水準が、

つまり、原発が稼働している場合の電気料金とそうでない場合の電気料金の水準がどうな

るかということは、必ずしも１対１で対応しているわけではないということはご理解をい

ただきたいと存じます。これは別に、大島氏の試算がいいとか、悪いとか、そういうこと

を申し上げていることとは全然別の問題でございます。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、第５番の熊木大仁さんにお願いをいたします。 

○熊木陳述人 

札幌の熊木と申します。 

 ３点に分けて説明いたしたいと思います。 

 経営悪化の原因を正しく捉えて、中長期的な判断により、適正に対処し、現行の電気料

金の仕組みの不平等を同時に見直さなければならないと思います。 

 三つに分けまして、 初に原因と、経営悪化の原因、それから、対策、そして、幾つか

の課題、この三つに分けてお話をしたいと思います。 

 まず、経営悪化の原因は、原子力発電所にあります。火力燃料費の増加は原因ではなく、

危険性によって発電できないでいる原子力発電所への膨大な投資、維持費の負担、それか

ら、過度に節電要請をして電気料金収入が大幅に減少した、これが主因であると思います。 

 火力燃料費が増加しましても、いろいろ、燃料費調整制度などによって利益が出るよう

に、そういうシステムになっております。あたかも火力燃料費増大を注目させるような、

意図的なネガティブアプローチというような、そういう商業戦略を感ずるわけでございま

すけれども。 

 まず、それで、補足をいたします。 

 ちょっと電力系統の運用に関する問題が絡んでまいりますけれども、経営悪化の原因は、

原子力発電所に起因する総合的コスト高も大きく影響しております。原子力発電所緊急停

止事故対策、これは運転予備力として。これは設備予備力と運転予備力と大ざっぱにやは

り分けて考えないと、一緒にすると理解が難しくなってきます。ここでは、運転予備力と

しての電源、そして、深夜の原子力余剰電力対策としての揚水発電所、北本連系線。それ

から、単機容量が大きいために必要な設備予備力、これは当然大きくなってしまいます。

つまり、発電所の定期点検及び事故停止に対する余裕というものを持たなければならない。

こういうものを、原発に関連してコストに含めなければならないということであります。 

 北海道電力は、深夜の原子力余剰電力対策であることを従来から認めてきておりません。

否定しておりますけれども、極端な原価割れ電気料金で販売してきた深夜電気料金、つま
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り、ドリーム８、あるいは、オール電化住宅などを含めて、これは、深夜に１日の 大電

力が発生するほど大量で、経営を悪化させております。使用済核燃料の処分、保管の膨大

な費用に至っては、これはコスト計算が不可能だと思います。後世の人々に対する重大な

犯罪行為であると。例えば、プルトニウムの半減期は、三万数千年という途方もない期間

で半分しか放射能が減らないと。 

 それから、本文に入りまして、圧倒的寡占状態にある独占企業は、ずさんな経営をした

り、経費を湯水のように浪費しても倒産しない。電気料金の値上げによってかえって利益

が上がるとすれば、これは非常に恐ろしいシステムであって、こういうものは終えさせね

ばならないと。 

 それから、２番目に、対策として、発送電分離を早急に進め、原子力発電所は国が買い

取ること。電力会社は、圧倒的寡占状態にあり、独占禁止法の状態にあります。ただし、

従来、電気事業法の規制があるので、独占禁止法の適用は除外されておりますけれども、

ですから、企業分割はどうしても必要になってくるということであります。原子力発電所

を国が買い取るならば、経営が改善して、電気料金値上げの必要はなくなると思います。

これは一時的に過渡的な苦しさというものが出てくるとは思いますが。 

 また、廃炉の費用も、国の責任で、経費で実施すべきであると思います。 

 これに対してちょっと補足説明をいたしますと、買い取りの中には、揚水発電所、北本

連系線も含めるべきであると思います。また、買い取り方法については、会計、財務の専

門の方が考えればよいと思いますが、例えば、交付国債などの発行という手段もあります。 

 本文に戻りまして、発送電分離による広域系統運用機関は、ちょっと時間が少し迫って

まいりましたけれども、早口になって申しわけありません。広域系統運用機関は、公的な

管理、運用を行うための新たな法律により、送配電線路を道路と同じように誰でも自由に

利用できるようにする。 

 ことしの４月２日の閣議決定においては、送配電事業者というのは残るようになってい

て、この中にどうも既存の発電所も含んでいるようですけども、こういう形は、過渡的に

はあり得るかもしれませんが、これでは、とても送配電分離の利益は出てきません。これ

では、今までとあんまり変わらんということになります。そういう形になったら、これは

もう電力会社としてはもうもたないし、将来もたないと思います。コストがかかり過ぎて

もたないと思います。 

 また、その運用管理は公正・公平かつ情報公開による透明性を確保しなければなりませ

ん。補足説明をいたします。広域系統運用機関には、当面は、電力会社の中央給電指令所、

あるいは地方給電所を含めてですが、これのほか、特別高圧送電線路、高・低圧配電線路、

あるいは、一部の電気料金徴収部門、こういうもので構成して、発電部門は完全に切り離

さなければならない、自由競争下に置かなければならないと思います。 

 発送電分離が行われると、大停電の危険性があると主張する一部の方がいらっしゃいま

すけれども、そういう懸念は、私の経験上はありません。今以上に危険になるなんてこと
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があるとすれば、それは無作為です。何もしない無作為を条件にしては起こり得るかもし

れませんが、そういうのは議論にならない。 

 それから、発電事業者への電気料金支払いは、デカップリング方式というものがありま

して、これを検討していただきたい。これは、アメリカの各州でかなり行われているもの

であります。例えば、周波数調整用発電所、北電で５万キロワットぐらいの水力発電所を

使って周波数調整をやるときに、大体、中間の出力に置いといて調整するので、効率の悪

い運転になります。ですから、発電量に対して電気料金を払うという方法では非常に不利

益をこうむる。それを、発電量と支払い料金を切り離すというのがデカップリング方式で、

例えば、そのほかに、効率の悪い火力発電所をとめて設備予備力として待機させておくと

いう、これらに発電量と切り離して固定料金を支払ってというやり方ですね。こういうの

をデカップリング方式と。いろいろな方式がありますので、ぜひ研究、検討をされていた

だきたいと思います。 

 本文に入りまして、これらによって自家発電システム、コジェネレーションといったも

の、あるいは、地域分散型電源システム、これらのコストが下がって、自然再生エネルギ

ー産業が飛躍的に発展するだろうと、日本は新たな繁栄に向かうであろうと私は期待して

おります。 

 補足をいたしますと、現体制での電力会社の経営は、地域分散型電源がいっぱいふえて

くれば、需要を食われてしまいますので、収入はがたがた減ってくる、コストの高いもの

を抱えているという形になりますから、経営が成り立たなくなる。当然、将来的には、も

う企業分割必至。それは、電力会社のプライド、あるいは、モラル、そういったもので克

服をしていただきたいと思います。協力をしていっていただきたいと思います。反対しな

いでいただきたい。 

 それから、３番目の、課題としまして、電気料金制度の不平等を是正し、電気の利用者

の利益を守ること。これは、大幅な原価割れで販売している深夜電気料金制度を是正して、

ただし、一遍に是正すると大変なことになるので、経過措置が必要だと思います。一般家

庭の電気料金をそのかわり値下げをすると。基本的にはそういう方向に行くべきであると

思います。 

 補足しますと、一般家庭の電力需要パターンというのは、事業用電力需要と比較すると、

非常によく平準化している。変動が大きいという方はいらっしゃいますけれども、これが

１００件、１，０００件と合わさると非常に平準化する。ですから、コストが安い。地域

分散型電源システムに一般家庭を接続できれば、これは、非常に設備利用率が高まって、

負荷率が向上し、大幅なコストダウンで、大きくこのシステムが普及すると思います。 

 それから、北海道電力の宣伝では、昼間の電気料金の５分の１ですといって、オール電

化住宅を、深夜電力を販売してきましたけれども、今は３分の１ぐらいでしょうか。始め

たころは５分の１とパンフレットに書いてありましたね、北電さんの。その計算根拠は公

表しようとしない。企業の利益を損なうおそれがあるとして公表しようとしていませんが、
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ここに至っては、これはもうきちっと公表すると。正直に公表して、国民の信を問うとい

う形にしてほしいと。火力発電所の深夜の発電コストは、増分燃料費でいきますと、昼間

と比較してもせいぜい５から１０％、１０％前後ぐらいしか安くならない。５分の１、３

分の１、そんなべらぼうに安くならない。ですから、深夜電気料金が著しく不公正であり、

是正してほしい。 

 補足説明しますと、原子力余剰電力の経済融通電力というものがあります。そのメリッ

ト計算では、１キロワットアワー３円、こういう電力各社間での取り決めがあって運用し

ております。すごく安い。これを否定したんでは、原価割れの深夜電力料金の説明がつか

ないと思います。 

 それから、原子力発電所を導入するために、つまり、導入するために大量の炭酸ガスを

放出する、つまり、電気を熱源として使用するオール電化住宅を販売してきた。今は抑え

ているそうですが、販売してきたのは、ＣＯ₂抑制政策に対する著しい矛盾であります。片

方では、原発は炭酸ガスを出さない、あるいは運転中は出さないと言っている。しかし、

その反面、その原子力発電所を運用するために、余剰電力対策で電気を熱源として使用す

るようなものを大量に販売しているというこの著しい矛盾。これは、よく考えていただき

たい。 

 それからまた、産業用電気料金につきましても、政策的に一般家庭より安くしています

ね。日本の電気料金は高いっていうんで、政策的に産業用は安くしている。しかし、今、

自由化部門になってはおりますが、圧倒的寡占状態にある、独占禁止法違反の状態である。

ですから、制約があるということは念頭に置いて検討をしていただきたい。まったくの自

由ではない。 

 それから、このほか、複雑で、簡単に比較検討のできない電気料金システム、制度にな

っておりますので、これをわかりやすいものにしてほしいということが一つ。 

 それから、全ての電気料金メニューとその詳細な単価をホームページなどに公開してい

ただきたい。数年前、ある事業者から相談を受けまして……。 

 あと、３０秒ぐらい。 

 相談受けまして、検討しようとしましたけれども、ホームページで単価の載っていない

メニューがありまして、これはぜひ全部公開をしていただきたい。そのようにお願いした

いと思います。 

 時間になりましたので。 

 ご清聴、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、第６番の坂本忠幸さんにお願いをいたします。 

○坂本陳述人 

美唄消費者協会の坂本忠幸でございます。 
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 前の方がトータルで発言されておりますので、なるべくダブらない範囲で、意見を短く、

質問を多くして討論に参加したいと思います。 

 三つほどありますけども、第１番目は、総括原価方式の疑問です。 

 一般の会社ですと、利益を出すためには、コストを削減するわけです。削減すればする

ほど利益が出るってことになると思いますけども、皆さんが言っております北電さんの原

価方式ですと、資産が多ければ多くなるほど利益が出ると。経費を含めて資産の３％を見

込んでいますから、そういうふうになると思うんですね。設備投資をすればするほどもう

かる仕組みになると。核のごみまで資産扱いになっていると思います。再処理もうまくい

っておりませんので、それがいいかどうかは別として、ごみも資産になっているというこ

とで、疑問を感じます。 

 その結果、需要見込みをオーバーする設備投資を今までしてきていたのではないでしょ

うか。昨年、夏と冬、２回にわたって節電をいたしましたけども、私どもは、原発を望ん

でいませんので、進んで節電に協力しましたけども、電力供給に余裕があった証拠ではな

いかなというふうに思います。 

 二つ目は、原子力のバックエンド費用が泊原発３号機の稼働で１９億円ふえているって

いうふうに聞いてますけども、しかし、過剰な設備投資とは裏腹に、皆さんが言われてお

りますように、高レベルな放射性廃棄物の 終処分場の問題だとか、あるいは、原発の施

設の解体費用だとか、そういうふうに考えたときに、これらの費用はむしろ安過ぎはしな

いかというふうに思います。 

 さっき原発のコストの話が出ましたけども、国の電源別支出は、新聞報道によりますと、

石炭火力では１７３億円、ＬＮＧ火力では４８３億円、原子力では際立って高く３，５７

０億円というふうに報道されております。このように、交付金を含め、国が支出する政策

経費、安全コスト、あるいは、原発事故対応コストを加えれば、原発は、北電さんがおっ

しゃってるように、決して安くないのではないかと思います。原発云々っていうか、廃炉

とかってこともありますけども、経営コスト、純然たる経営コストからも、原発から脱却

する必要があるんでないかっていうふうに思います。 

 第３番目は、日本の原発は国策民営ではないかなと思いますけども、すなわち、原発は、

北電さんの各社の資産になるわけです。廃炉も使用済燃料も電力会社が負担を負っている

と思います。それで、３０年、４０年稼働させれば、その間に減価償却するわけですけれ

ども、１年で、私ども廃炉とかっていうふうに今申しているわけですけども、１年で減価

償却したら赤字になるわけです。特別損失ということになろうかと思いますけども、新聞

報道によりますと、１基当たり廃炉にした場合に１，０００億円前後かかると。そうする

と、債務超過ってことになって、簡単に廃炉ってことにもなんないわけですけども。 

 新聞報道によると、泊３基全体で、原発の資産価値は２，３２２億円。核燃料の資産価

値は４９９億円、廃炉費用の積み立て不足は８２８億円と。全て廃炉にした場合の損失が

３，６５１億円とかっていうふうに報道されておりますけども、廃炉に向けて、ぜひ突っ
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込んだ論議をしてほしいと思います。 

 新聞報道によりますと、経産省は、費用の積み立て不足や廃炉の費用を今後検討するっ

てことですけども、一般の会計ルールと同時に経産省でもそのルールをこれからつくるっ

ていうふうに聞いておりますけども、ぜひその話を進めてほしいと思います。 

 後に、僕は、役員報酬だとか社員給料は、確かに問題はあると思いますけども、高く

ても、将来、安全な電気供給をやってくれれば安い、高いってことは余り問題にしない意

見の一人なんですけども、ぜひそういう意味で安全な電気供給の方法を、ぜひ国あるいは

経産省で、北電も含めてつくってほしいというふうに思っております。 

 質問ですけども、この場で言うのはどうかと思いますけれども、使用済核燃料、だから、

なぜ原発にこだわるかというと、使用済燃料がたまっていると、我々庶民は不安なわけで

すね。ですから、北電さんにお聞きしたいことは何かっていいますと、それはこうやるん

だと、国に任せてるっていうんでなくて、こういうふうに処理するんだと。世界のどこを

見ても使用済の 終処分場はノルウェーですか、スウェーデンですか、しかないわけです

から、国に任せず、あるいは、国ともどもこうやってやってくんだと、そういう方向が見

えれば我々も安心すると思うんですね。 

 私どもは、福島の事故前から危ういんでないかなっていう危惧を持っておりましたけれ

ども、事故後、なおさら、原発については不安いっぱいなわけです。ですから、そういう

庶民の不安に対して、第一義的には、やっぱり、北電さんが、各原発を持ってる電力会社

ですけども、こうやるんだと、そういうのをぜひ示してっていうか、意見を伺いたいと思

うのが一つ。 

 もう一つ、会計ルールについて、新聞報道では経産省も廃炉に向けてこうやっていくん

だっていうことは報道されていますけども、その辺もきょうのあれには関係あるのか、な

いのかわかりませんけど、ぜひ、その辺もちょっとお聞きしたいと思っております。ここ

は、文学を語る場でもないし、政治を語る場でもないけども、やはり、純然たるコストっ

てことは経済ですから、今がよければいいっていうんでなくて、将来にわたって今の電気

のコストが、批判に耐えられる、そういう審議会になってほしいってことを心から望みま

す。 

 質問の一つは、使用済核燃料、 終処分について、意見はいただけないと思いますけど

ね。それと、経産省のルールに関してコメントをいただければありがたいと思います。 

 以上でございます。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、 終処分からお願いします。 

○酒井取締役副社長 

 それでは、私のほうからお話しさせていただきます。 

 使用済燃料につきましては、全量再処理をするというのがこれまで国の方針として進め
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られてきております。当社におきましても、六ヶ所における日本原燃の再処理工場、こち

らで再処理をするという予定にしております。現在、こちらの工事は、ガラス固化のとこ

ろでトラブルがあってとまっておりましたけれども、試験が順調に進んでいるところとい

うふうに聞いております。 

 なぜガラスに固化するかと言いますと、そうしたほうが安定的であって、長期的な 終

処分に適しているということでございます。 終処分につきましては、日本におきまして

は、深い地層、こちらのほうに穴を掘りましてガラス固化体―これを単独ではなくてキ

ャニスターに入れ、さらに人工バリア、天然バリアを組み合わせる形で、放射性物質が外

に漏れ出てこない、環境に影響を与えないという技術的な評価がなされているところでご

ざいます。 

 残念ながら、地点のほうにつきましては、日本の場合は、まだ地点が、今、公募方式等々、

いろいろな方針でやられておりますけれども、地点についてはまだめどが立っていないと

いう状況でございますけれども、当社も、国と協力して、今後とも 終処分の実施に向け

て頑張ってまいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○滝澤電力・ガス市場監視調整官 

 原子力発電所の廃炉につきましては、事業者が解体引当費を積み立てるということにな

っておりまして、自らの負担で行うということが基本になっております。 

 しなしながら、廃炉にかかる費用につきましては、例えば、現行の解体引当制度につい

て、原発の運転をすることができなければ引き当てが進まないとか、また、早期に運転が

終了になった場合に必要な廃炉費用が確保できない、こういった課題が生じているという

ことは承知をしてございます。したがいまして、原子力発電施設解体引当金制度のあり方

でございますとか、原子力発電設備の減価償却制度のあり方、電気料金との関係などにつ

きまして、設備の利用のあり方を踏まえた検証が必要だというふうに考えてございます。

今お話がございました廃炉に係る会計制度、検証ワーキンググループというものを設置い

たしまして、これから議論をしていただくということにしてございます。 

○坂本陳述人 

 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。 

 それでは、続きまして、７番の相原正義さんにお願いをいたします。 

○相原陳述人 

 こんにちは。相原正義と言います。 

 意見陳述書に述べられていることを中心として、少しつけ加えながら述べたいと思いま

す。 

 まず、今回の北電さんの電気料金値上げ申請に当たって、まず、何を考えるべきかとい
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うと、電力のコストが今はどういう状態にあるので値上げ申請がされたのか、何にコスト

がかさむので料金を上げようとしているのかを、消費者、私たちに見えるようにしていた

だくことがまず先決だと思います。 

 北電さんの資料を、通年じゃなくて、５年前の泊原発３号機が導入されたころ、つまり、

前の料金改定時、そのときは値下げだったんですけど、今回、何十年かぶりで値上げにな

ったんで、５年前のと比べると、燃料費がむしろ減っているんです。ふえているのは事業

報酬分、もうけですね。それと人件費、それと、原発施設のもろもろの維持費、安全対策

費等が増加しているんです。つまり、今回の値上げ申請の前回と違うところは、原発が稼

働していない状態で火力が、燃料費がかさむと、北電さんは、この短期間の年度を見て言

っておりますけれども、全体の北電の営業年度を通して見ると、むしろ、事故以来、道民

が節電等で努力したんで、電力使用量が落ちて、電気が売れなくなって、販売電力量が減

って、もうけが落ちたんで、電気代を上げたい。それが第１。第２には、原発発電を、短

期的にもうかるので続けたいと。今回の電力値上げ申請の中には、泊３号機までの原発再

稼働方針が入っているのは、こういうもろもろの、原発の今までの維持費、動かなくても、

動かさなくてもかかるし、動くともっと原発の稼働経費がかかるんです。 

 以上のように、電力が売れなくなってきたことと、原発をまた動かしたい、この二つが

理由で、北電さんは電気料金の値上げを申請したんだと思います。この第１の点、つまり、

節電を要請したら、いわば売り上げが減ることを私たちにお願いして、売り上げが落ちた

んです。これは、自分のほうで売らないから、あなたたち買わないから売り上げが減った

よという、こういう混乱したような営業方針をしてた北電さんが値上げをするのは筋が通

らないと思います。これが第１の点に関してです。 

 第２の点に関しては、先ほど来、皆さんがおっしゃられていますように、原発を動かす

と料金が下がると。これは、確かに、燃料のウラン代だけで言うと、ウラン代は安いわけ

です。だけども、よく言われるように、いろいろな計算の仕方がありますけども、立命館

の先生の有名な計算の仕方だと、まず、発電コスト、これは普通に営業費用と事業費用を

発電量で割って、１キロワットで発電コストは８．５３円だそうです。それに、さっきこ

ちらの方もおっしゃられた社会的コスト、これは立地対策費と技術開発費を合わせて１０．

２５円にまずなるそうです。８．５３円プラス２円ぐらいで１０．２５円。これに、原発

と必ず対になっている揚水発電所を加えると１２円になるそうです。ここまでは、帳簿か

ら見えるんです。 

 でも、ここからは、北電さんの帳簿を見てもわからないのは、事故の補償分、それと廃

炉のコスト、それと使用済核燃料再処理コスト、それと積み立てている廃炉の費用が不足

しているなら、その不足分をどこから補うのかっていうコスト、これを全部合わせると１

２．２３円プラスアルファで、このアルファ分が、北電さんは、技術的に、あるいは、会

社の営業的に確定できないんですよ。こういう無責任な、幾らかかっているかわからない

コストで、今回、原発を動かすんで値上げ申請するっていうのは、普通の感覚ではないと
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僕は思います。 

 こういうコストの問題もありますけども、コストは計算不可能だけど、本当は事実が確

定すればできる部分もあるけれども、事故で死んじゃった人、けがになった人、甲状腺が

んで生まれてきている今後の子どもとか今の若い女性、これは回復不能なんですよ。幾ら

お金があっても回復できないような健康の被害であるとか、自然環境の破壊は、原発を三

つまた動かすということでは、どういう理屈になっているのか、経済コストで置きかえら

れない部分は、今回、燃料申請、電気燃料の申請なんで関係ないとおっしゃられるかもし

れませんけれども、これは決して見逃してはいけないと思います。 

 こういう高騰した燃料費を抑えるために原発を再稼働させたい、一言で言うと、僕はそ

う思うんですけども、これは、何度も言うように、燃料費の問題ではないし、原発を再稼

働させるとコストが上がるんです。だから、旧態依然の事故以前の電源構成とか、北電さ

んの組織のあり方、原価総括計算のまま、また今後３年間やっていきたい。つまり、事故

になったことを、なかったものとして、もとのままやりたいと。単にもとに戻ること、事

故をなかったことにすること、忘れること、学ばないこと、もう事故から２年たったんだ

から、大体こんなもんだから、まあ、事故はなかったことにしたほうが北電さんは経営が

安定するんだ、それが本音だと思います。 

 あと、いろいろ細かく書いてありますけれども、代案としては、皆さんおっしゃられた

ように、自然エネルギーをうまく使えるように北電さんのほうで考えていただきたいと。

今のままでは、せっかく、北海道はたくさん自然エネルギーがとれるのに、北電さんの短

期の営業成績を上げるためにそういう自然エネルギーの発送配電とか小売の分離、会社分

割が難しいと言うんなら、消費者のために、ぜひ北電さんたちは、一回、長期の見通しを

出していただきたい。長期の見通しの中には、廃炉が一番だと思います。その後、北海道

はたくさん自然エネルギーがあるんだから、電気を使わない形での熱供給なども含めて、

全般的な国の中で１０年、２０年、もっと先を見据えた政策を立てないと、消費者から支

持を得られないと思うんです。 

 質問することは、僕は特にありません。 

 ただ、僕は今、月に大体４，０００円くらいの電気料金を払ってるんですけど、一体自

分がどれだけの電気を使って、どれだけのコストを北電さんに支払っているのか、４，０

００円分がどうなっているのか、全く見えないんですよ。北電さんの帳簿と僕の４，００

０円の電気の支払い書を見ても、４，０００円って、僕、すごく高い値段だと思うんで、

ぜひ考えていただきたいと、これはお願いです。 

 以上です。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、第８番の藤原秀俊さんにお願いいたします。 
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○藤原陳述人 

 北海道医師会の副会長の藤原と申します。 

 北海道の医療機関を代表して意見陳述をしたいと思います。 

 北海道医師会は、昨冬、北海道地域電力需給連絡会及び電力確保対策に関する連絡会議

の構成団体の一員として、各種対策を検討してまいりました。計画停電回避のための国か

らの平成２２年度比マイナス７％以上の節電要請につきましては、道民と同様に、私たち

北海道医師会も、道内各地域の医師会に対し、会員が所属する各医療機関の医療機能に支

障が生じない範囲で、自主的な目標による節電について協力要請を行っております。 

 北海道民には節電に対する意識の高さや責任感があり、その結果として計画停電は回避

され、大きな混乱もなく経過することができました。これは、ひとえに道民の協力による

ものであります。 

 私たち医療機関は、昨年、照明設備のＬＥＤ交換、電球、蛍光灯の清掃、施設内暖房の

設定温度を下げる、エレベーター使用は 小限にする、ロードヒーティングの設定温度を

下げる、あるいは、休止し、院内節電パトロール等を実施しました。それにかかわる職員

は、院長を初め、看護職員もかなりの時間を要しました。これは、我々医療人にとって本

来業務である患者さんを診るという時間を削減し、患者さんの安全や治療を危うくしかね

ない状況を生ずることになります。しかし、人の生命と健康を預かる業種としては、企業

努力におのずと限界があります。施設内が暗い、寒いなどの苦情もあり、無理を通そうと

すると医療事故につながりかねない場面が容易に想定される状況でありました。 

 また、ご承知のとおり、医療は診療報酬という公定価格で成り立っており、一般事業者

と違い、価格転嫁ができないため、新たな対策を実施することについては、経営上、非常

に厳しいものがあります。今後、電気料金の値上げが実施されますと、人的問題のほか、

経営的にも多大な影響を生じます。 

 医療機関の例を示します。 

 札幌市内の内科ビル診療所の場合、年間電気料金の負担が５万円程度上昇します。病院

の場合は、さらに膨大に負担が増加します。札幌市内中規模病院、これは私の病院ですけ

れども、年間２３２万円上昇します。また、地方の中核大病院では、融雪用電力は年間２

１６万円上昇し、業務用電力は年間１，４５６万円上昇します。合計１，６７２万円の負

担増になります。さらに、札幌市内大規模病院の場合、融雪用電力は、年間１２５万円上

昇し、業務用電力は年間２，４７３万円も上昇します。合計、年間２，６００万円負担が

増加します。このように、規模が大きくなればなるほど、救急医療を担うほど、さらに、

医療が高度化すればするほど電力を消費します。つまり、電気料金値上げの影響は、地域

の中核病院を直撃し、特に、救急病院に大きなダメージを与えることが必至であります。

昨今言われている医師不足、医師の偏在によって、地域中核病院の経営が大変危うくなり、

地域住民の健康が脅かされている現在、追い打ちをかけるように電気料金の値上げが行わ

れますと、北海道民の健康は重大な危機に瀕します。 



- 34 - 

 

 さらに、医療機関における消費税は、 終消費者であります患者さんのかわりに医療機

関が支払っております。今後、予定どおり、来年４月に８％、再来年１０月に１０％とい

うことになってまいりますと、電気料の負担と相まって、施設の存続自体が危ぶまれ、地

域医療の確保は困難になります。 

 ６月１３日、全国公私病院連盟と日本病院会が病院運営実態分析調査の２０１２年度版

を公表しております。それによると、純損益差額による黒字病院は３２．４％で、内訳は

自治体病院１３．９％、その他公的病院５０．９％、私的病院５２．５％という状態です。

電気料金の値上げによってほぼ全ての自治体病院は赤字になります。そのために存続が危

うくなります。また、公的病院や私的病院も、消費税の増加により、ほとんどが赤字にな

るのではないかと言われております。さらに加えて、電気料金の値上げが追い打ちをかけ

ることになり、道民の非難は北海道電力にも集中しかねません。 

 医療機関では、利益率は黒字の医療機関でもせいぜい１％から５％になってます。すな

わち、年間１，５００万円の支出増加を取り戻すためには、さらに３億から５億、１５億

の収入増が必要になります。また、電気料金負担増が２，５００万円を超える医療機関は

５億から２５億円の収入を増加させる必要があります。果たして、そのようなことが可能

でしょうか。可能なはずはありません。医療機関は小泉内閣のときの医療費抑制政策の対

策として、既に、職員給与を下げる、ボーナスは減額するということをしてきております。

やっとこの２回の診療報酬改定で大規模病院のみが一息ついたところです。中小病院はい

まだに立ち直っておりません。 

 北海道電力様が発表した９月からの社員の給与を平均５％削減する。今夏のボーナスも

平均５０％カットする。管理職も同様にカットする等は、我々、医療機関や民間経営者は

既に行ってきたことです。また、役員報酬を５２％削減し、平均２，０００万円とすると

いう新聞記事がありましたが、医療機関の役員には報酬はありません。通常の給与だけで

す。しかも、半額で２，０００万円という数字は信じられません。私は、北海道電力様の

給与について意見を申し上げるつもりはありません。ただ、余りにも世間からずれている

ということを申し上げたいと思います。 

 長々と申し上げましたが、以上のことを総合的に勘案しましても、電気料金値上げの医

療への影響は非常に大きく、この影響は、医療機関だけではなく、自宅で在宅医療を受け

ている難病患者さん、障がい者や高齢者などへも重大な結果を招くことは必定です。 

 今後とも、北海道電力株式会社様においては、徹底的なコスト管理を行い、企業のプラ

イドをかけて、また、ライフラインを独占しているという強い責任感と使命感を持って、

今後に対応、対処していただきたいと思います。 

 また、このたびの公聴会が、ガス抜きや単なるアリバイ公聴会でないことを切に願いま

す。北海道電力株式会社の電気料金値上げには断固反対したいと思います。 

 もし、質問の時間があれば質問したいと思います。 

 よろしいですか。 
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 一つ、資源が少ない日本において、電力を確保することは非常に大事な事業と思われま

す。しかし、日本にも、諸外国と同様、水力、風力、太陽光は利用できます。エネルギー

の自給を目指す方向は果たして将来的に見て高コストなのでしょうか。２０１２年度は火

力発電が全発電量の９割を占めているということですが、ＬＮＧ、石油、石炭を輸入して

いる日本では、当然、高コストになり、さらに円安になると負担が増大します。このあた

りで、経済産業省は、エネルギー政策を考え直すよい機会ではないでしょうか。 

 平成２１年度版エネルギー白書によれば、１キロワット当たりの発電コストは、原子力、

５円から６円、火力、７円から８円、水力、８円から１３円、風力、１０円から１４円、

地熱、８円から２２円、太陽光、４９円となっておるそうです。しかし、原子力の技術開

発コスト、立地対策コストを加えると、原子力は１０．２５円、火力は９．９円、水力は

７．１円になるという試算もあるそうです。 

 また、原子力発電には、先ほどから申し上げているとおり、賠償金の問題もあるという

ことであります。 も安く、輸入に依存しない電力の確保を目指す考えはありませんでし

ょうか。これは、経産省に対する質問です。 

 北海道電力様に質問します。 

 北海道電力様自体の電気料金の体系はどのようになっておりますでしょうか。 

 これは、道民の皆さんと同じ体系でやられていらっしゃるのでしょうか。 

○安念委員長 

 後の質問は、自社で消費する電気についてどうなのかというお尋ねでございますね。 

○藤原陳述人 

 そうです。自社と、職員といいますか。 

○滝澤電力・ガス市場監視調整官 

 ご指摘の今後のエネルギー政策でございますけれども、いかなる事態においても、国民

生活や経済活動に支障がないように、エネルギー需給の安定に万全を期す、責任あるエネ

ルギー政策を構築していくというのは、総理、それから大臣からしっかりとご指示をいた

だいておりまして、現在、まさしく総合エネルギー調査会総合部会において、中長期のエ

ネルギー政策を考えるエネルギー基本計画というものの検討を開始してございます。年内

をめどに取りまとめを行うことになっておりますし、それから、国民の皆様から広く意見

をいただくということで、随時、意見を募集させていただいておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○川合取締役社長 

 当社で使います事業用の電力については、必要分ということで、自社で消費して整理し

ております。事業用電力でこれだけ使いましたということで整理しております。 

 それから、社員は、別に皆さんと変わりなく、うちの電気料金メニューといいますか、

それに基づいて料金が適用されますので、これは一切変わりはございません。 
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○藤原陳述人 

 くだらないことなんですけれども、本社でどのぐらい負担がふえるものでしょうか。我々

と同じくらい何千万もふえるんでしょうか。 

○石井取締役副社長 

 本社というか、電気事業に直接必要な電気については、特段、電気料金として払ってい

るわけじゃなくて、別勘定で分けていて、当然、発電とか何かに必要なお金になりますか

ら、それについては、結局、電気料金で集めようが、 初から控除しようが、同じような

話になりますんで、それについては、特段、電気料金として集めてるわけではございませ

ん。 

 社員については、当然、一般のお客様と同じような扱いでございます。 

○藤原陳述人 

 そうすると、本体は電気料金を払っていないってことですね。 

○川合取締役社長 

 おっしゃっている意味は、多分、うちの事業をするときに、金銭で換算していれば幾ら

になるかというようなことだと思います。それは、確かにおっしゃるように、医療とか企

業とかでお使いの場合に、その分のコストが上がりますから、私どものほうでも、高く評

価すれば、同じ事業用電力の量であっても、それだけきいてきているっていうのは事実で

ございます。それは事実でございます。ただ、使うときに、自社分で同じような量を使っ

ていますと、確かに、そこら辺の感覚っていうのは、足りない部分もあるのかもしれませ

ん。 

○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、９番の前濱喜代美さんにお願いいたします。 

○前濱陳述人 

 消費者支援ネット北海道というＮＰＯ法人で事務を手伝っています前濱です。 

 今回、北海道に住む一消費者として意見を言わせていただきます。 

 今回の値上げ申請で、原発は稼働しても稼働していなくても費用がかかることがわかり

ました。コストが安いと言っていたのもまやかしでした。原発をやめれば、値上げの必要

はないと思います。一般家庭では、まだ電力が自由化されていませんので、電力会社を選

べない状態です。もし放漫経営をしていたとしても、電気料金を値上げすればよいという

ような仕組み自体を変えていくべきだと思います。今後、発送電分離と、２０１６年には

電力が完全自由化されるということですので、新しい電力会社が参入しやすいように、経

産省は環境を整えていただきたいと思います。 

 今回の値上げ申請の概要を見たところ、人件費を１９％減らしても一般社員の平均年収

は６４３万円ということで、道内平均年収の四百数十万円と比べてもまだ大幅に高いです。

何個か前の方も言ってらっしゃいましたけれども、あと、電気は公共料金と言えるので、
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人件費も公務員より高いのでは理解が得られないと思います。 

 また、家庭に配られたパンフには、人件費を減らしていると書かれていますけれども、

退職給与金を６５億円算入して、結局、人件費は１０億円の増額となっています。ここに

引き当てるものなのか、これについての説明が欲しいと思います。値上げ申請しているほ

かの電力会社で人件費がふえているところはないと思いますので、ここの説明をいただき

たいです。 

 それから、原価に織り込んでいない相談役、顧問の給与について、４人で５，７００万

円という新聞報道がありました。法外な報酬は別会計から出せるということなんでしょう

か。ここもちょっと疑問に思うところです。 

 また、域内独占企業なものですから、広告費は不要と思います。きっちり削減してくだ

さい。 

 さまざまな企業が北海道で風力や太陽光、バイオマスなど、再生可能エネルギーの取り

組みを進めています。何回か言及がありましたけれども、平成１２年北海道条例第１０８

号で言う脱原発の視点に立って、北海道内で自立的に確保できる新しいエネルギーの利用

を拡大するチャンスでもありますが、北電さんは、北海道の企業として道条例を尊重した

経営をすべきと思うんですけれども、再生可能エネルギー、３７２万キロワットのうち、

９６万キロワットしか買わないと買い取り制限をしています。送電線の容量の問題もある

とは言いますけれども、そういう部分にこそお金をかけるべきだと思います。 

 また、風力や太陽光は安定しないと言いますが、であれば、調整もできて、エネルギー

効率もよいガスコンバインドサイクル発電所を早くつくるべきです。石狩湾新港発電所新

設費用は、原発の１０分の１の１２２億円です。先ほど、原発は燃料費が安いという話を

していましたが、再生可能エネルギーは燃料費ゼロです。原発が動かないから電気料金を

値上げすると言っていますけれども、原価申請の概要を見ると、必要な経費は原発関連ば

かりで、原発があるから値上げが必要と思われます。原発関連と思われる経費を見ると、

泊３号機運転開始に伴う定検基数で７６億円、泊安全対策で４４億円、京極の揚水発電新

設に５１億円、原子力損害賠償支援機構一般負担金６５億円、３号機減価償却費として１

７６億円、経済産業省の「経理・財務サービス・スキルスタンダード」というこの本に書

いてありましたが、減価償却費は、費用であると同時に、資金の回収で、法人税法の規定

に従って計上する限り、税金の支払い対象になりません。費用を計上してもお金が出ない

ので、会社の中に資金がたまりますと書いてあります。泊原発１、２、３号機を建ててか

ら着実に資金を積み立ててきているはずです。 

 また、北電の内部留保が４，０００億円以上あるという情報もあります。今回の経費増

を補って余りある金額で、これを取り崩せば、値上げは不要と考えます。 

 内部留保については、よく調べていただきたいと思います。内部留保は、廃炉費用に回

して、コストのかかる原発をやめるということであれば賢明な使い方と考えます。どんな

に安全対策を打ってもヒューマンエラーはあります。放射能漏れ事故があれば北海道の基
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幹産業の農林水産業も観光業も壊滅します。損害賠償額ははかり知れない金額になります。

いずれ廃炉にするものなのですから、とまっている今、このまま廃炉にすれば、活断層調

査などの経費もかかりませんし、いつ起きるともわからない地震や津波の心配をしなくて

済みます。長い目で見れば、費用も節約できます。そもそも、国の政策として原子力発電

を進めてきたのですから、廃炉や放射性廃棄物処理についても国が責任を持つべきと思い

ます。原発を全て廃炉にして自然エネルギーとガス火力発電とで電力を賄うとしたら、電

気代が幾らになるのか試算して示していただきたいです。その場合に、もし電気料金が値

上げになったとしても、道民の理解は得られると思います。 

 今回の値上げは、オール電化に重い負担となります。オール電化でなくても、高齢者世

帯で安くて安全・安心をうたったＩＨクッキングヒーターが普及していますが、アンペア

数がとても高いので、値上げ率が大きいです。年金減額が言われているのに、電気料金が

値上げとなれば、かなりの打撃になります。勧めておいて大幅値上げは詐欺的商法と言っ

ていいと思います。値上げ申請をしても、きっと減額されるだろうからとあらゆる費用を

盛り込んで値上げ幅を膨らませているのではないかと勘ぐってしまいます。経産省では、

今回の値上げ申請について、しっかり精査していただきたいし、効率的な経営を考えれば、

原発が足を引っ張っていることが明らかです。 

 福島は、まだ終息していません。先日も、１６テラベクレルの放射性セシウムが阿武隈

川から海へ流出した、また、地下水が高濃度に汚染されたと報道がありました。東海村の

Ｊ－ＰＡＲＣでは、日常的に施設内の放射線量が上がると、フィルターのない換気扇を回

し、放射性物質を外に出していたと新聞報道にありました。放射性物質が透明で無味無臭

なことをいいことに、管理区域内で想定される汚染の範囲と言っては外に放射性物質を放

出していたということに驚き、核を扱う人の安全意識に大いに疑問を持ちます。泊や岩内

でがん患者が多いのは原発のせいなのかしらと思ってしまいます。 

 原発再稼働議論は、福島が解決してから、原因究明とその対処方法を確立してからすべ

きと思います。夏も冬も原発なしで問題ないとわかった道民は、原発の再稼働を望んでい

ません。消費者の支持しない経営方針をとりながら、その費用を消費者に支払わせるなど、

競争のある市場ではあり得ません。道民の意思に反して原発を再稼働するつもりなら、値

上げ申請を取り下げるべきです。 

 先ほど、経産省の方にちょっと言わせていただきますが、国民から意見をいただいてと

いう話を、エネルギー政策についてということをおっしゃっていましたが、昨年、エネル

ギー比率で原発ゼロか１５か２５かという３択に関して、国民の意見を広く全国で聴取し

て歩いたと思います。そのときに、原発ゼロを望む人が多かったという結果、圧倒的に多

かったという結果があります。そのことがエネルギー白書に盛り込まれていないというの

はどういうことなんでしょうか。あれだけ経費をかけて、全国の国民の声を聞いていなが

ら、なぜそれを無視するのでしょうか。 

 以上です。 
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 質問、お答えください。 

○安念委員長 

 経産省から聞きましょうか。 

○前濱陳述人 

 はい。 

○滝澤電力・ガス市場監視調整官 

 エネルギー白書におっしゃる原発ゼロの話が入っていないというご指摘ですけれども、

それのもとになった革新的エネルギー・環境戦略のご紹介はきちんとさせていただいてお

りまして、その大きな三本の柱についてもご紹介させていただいております。きちんと、

もとになっている戦略について記述しているということだと思っております。 

○前濱陳述人 

 国民の意思を聞いていて、国民の意思はもうおわかりだと思うんですけれども、また新

たに聞く機会を設けるんですか。 

○滝澤電力・ガス市場監視調整官 

 はい。改めて検討を進めるということでご指示を頂戴しておりまして、先ほど申し上げ

たように、総合エネルギー調査会の場で総合部会というものを開催させていただいて、そ

の場で検討させていただいているということでございますので、そこの場に改めて皆様方

からのご意見を頂戴できればなということでございます。 

○前濱陳述人 

 昨年、この会場で行われてたんですよね。とっても経費がかかったと思うんですけれど

も、それって、私たちの税金です。それをまた繰り返すということなんでしょうか。昨年、

わかったと思うんですけれども。 

○滝澤電力・ガス市場監視調整官 

 はい。改めてご意見を伺うということになってございます。 

○前濱陳述人 

 北電さんの……。 

○安念委員長 

 私の認識しているところでは、人件費の問題、増額してるじゃないか、値上げ申請して

いながら増額しているのはおかしんじゃないかというのと、それと、ＯＢの給与というの

はどこの財布から出てるんだという、そういうのは私は認識しておりますが、その２点を

とりあえず伺いますか。 

○前濱陳述人 

 その２点をお願いします。 

○酒井取締役副社長 

 まず、退職給与金が前回よりふえているんじゃないかということだと思います。これは、

前回、平成２０年度の段階、料金をつくった段階では、年金資産の運用が非常によくて、



- 40 - 

 

運用益というのが発生しています。いわゆる、いろいろ資産運用すれば利益が出ると、そ

れは退職給与金に充当しているということで、実は、退職金は、本来、払わなければ、費

用計上しなきゃいけないところが、むしろマイナスになっているぐらい、非常に運用益が

出たというのが平成２０年度の原価の状況です。 

 今回は、そういった運用環境というのを見た結果、そんなに運用益が出ないだろうとい

う想定をしておりまして、その差し引きで退職金がふえていると、退職金として計上して

いる費用がふえているということでございまして、個々人に払う退職金がふえているとい

うことではございません。これが１点目でございます。 

○川合取締役社長 

 何点かちょっと申し上げます。 

 まず、顧問相談役に対しての費用ということでございますが、これまでは、雑給という

ところで支払っておりまして、４件、５，７００万円ということで回答したところでござ

います。今の顧問相談役については、ちょっと制度というか、見直しをしておりまして、

期間を短くすることと、それから、限定していこうということにしております。ですから、

大幅に減ることになると思います。ちょっと、まだ、 終的な形については申し上げられ

ませんけれども、原価には入れる考えはございません、これは。そして、この前に申し上

げたような額からは大幅に減ると思いますが、その分については、吸収していくつもりで

おります。 

 それから、先ほど、内部留保のお話で４，０００億ということをおっしゃいましたけれ

ども、一時期、自己資本比率を３０％に上げるということで、１回、瞬間風速で３０％に

行ったんですけれども、そのときは、１兆５，０００億ぐらいで、４，５００億の自己資

本がございまして、このとき、３０％に瞬間的になりまして、その後、また、今、いろい

ろお金のかかる案件も多いものですから減ってきておりまして、自己資本比率は、この前、

１０を切ったということで、２４年度末の自己資本は１，５００億台ということで、これ

が、先ほど 初に申し上げましたところの資本金プラス利益準備金、資本準備金というと

ころがもう既に棄損し始めているというところでございまして、今、内部留保４，０００

億はとってもございません。１，５００億に減ってきているというところでございます。 

 それから、再生可能エネルギーのお話がありまして、これもちょっと 初に申し上げた

んですけれども、私ども、再生可能エネルギー、極力、今、入れられるだけのものは入れ

ているということで考えています。そして、 初にちょっと申し上げたんですけど、これ

からは、やっぱりベストミックスの中に再生可能エネルギーも入れていくべきだと思って

おりますし、例えば、今ですと、大体、石油が２００万を切るぐらいですか、１９０万ぐ

らい、それから、石炭が２２０万ぐらい、原子力２００万ということで、大体１００万か

ら２００万ぐらいあります。水力も百四、五十万のところ。今回、まだ４０万キロワット

ぐらいしかないんですけれども、太陽光と、それから、風力を足しまして、大体、１３０

万ぐらいにコミットはしてきております。ただ、うちの 大電力が５７０万ぐらいですの
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で、やっぱり、その中での１３０万というのは、影響が大きいことも考えられますので、

そこはよく検証した上で、次にふやすという措置をとっていきたいなというのが本音のと

ころでございます。 

○安念委員長 

 大体、そんなところですね。 

○前濱陳述人 

 先ほどの退職給与金、計上しているということは、ここで計上しなくてもいいんじゃな

いでしょうか。実際に費用が発生するわけではないですよね。 

○酒井取締役副社長 

 退職給与金につきましては、将来の退職金を積み立てるということでございます。逆に

言いますと、もう既に払っている分も当然あるわけですけれども。 

○前濱陳述人 

 わかりました。時間ですので。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、よろしゅうございますか。 

 第１０番の井上正己さんにお願いいたします。 

○井上陳述人 

 清田区に在住しております井上でございます。よろしくお願いいたします。 

 きょうは、このように、貴重な公聴会に参加させていただく機会をいただきましたこと

につきまして、まずはお礼申し上げたいと思います。ありがとうございます。 

 それでは、時間が限られておりますので、簡潔に申し上げたいと思います。 

 私は、前任者の方々から既に大所高所からお話がありましたので、日常生活に即関係し

ていることについてご質問をしたいと思います。 

 それでは、参ります。 

 私は、三つに絞ってお聞きをしたいと思いますが、まず、一つ目です。 

 北電さんが、今回の値上げは、公平性を基本に算出したと言われて、これは新聞で何回

も報道されております。公平性に関して、明快に、理解のできるような説明をお願いした

いと思います。 

 二つ目。 

 電気の使用料が多いほどアップ率が上がってくる、これは社会通念等に照らしてもわか

らないようなアップ率になります。具体的には、後でお聞きしますけれども、アップ率に

ついても、明快にお答えをいただきたいと思います。 

 三つ目。 

 原発の稼働停止によって、６４４億円の収入不足になるので、平均で１０．２％の値上

げ率で上げるべく、北電さんは政府に申請をした、ということでございますが、何でそん
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なに足りなくなるのか。これが３年間続くと１，９３２億円になるわけですね。この事に

ついても説明をお願いしたいと思います。 

私は、２０年前から、オール電化で今日に至っておりますが、北電が４月に料金の値上

げを政府に申請されることを知りましたので、北電に、値上げの申請料金アップ率で試算

をしてもらいました。何と、２６．９％になってしまいます。年間、これは、金額に直す

と８万５，０００円ほどの増額となって、これは、常識では本当に考えられない数字でご

ざいまして、全く恐ろしいばかりです。今後、毎月７，０００円も上がるんですよ。とい

うことは、現行料金に換算しますと、毎月５００キロワット時、節約しないと、今の代金

と同額にはなりません。 

 そういうことですが、北電は、二十数年前からオール電化の優位性を強調して、私らに

宣伝して、使えと、こういうふうに言われたわけです。それは、安全性、経済性、耐久性、

ここで一番大事なのが料金の安定性なんですよ。ガスが上がっても灯油が上がっても電気

は上がらないし、例え上がっても１０銭台でしか上がらないよ、１円まで行かないんだと。

こんな優秀な、将来性に富んだ商品はないんですよ、こういうふうに北電さんに私は説得

されたんです。それで、私は、２０年前にオール電化にしました。そして、セントラルヒ

ーティングに比較しますと、設備費だけでも５０、１００万、もっとかかったかもしれま

せん。その分は、五、六年でもとを取って余ると、言われました。それは、夜間電力を使

用するから平均単価が下がるんだと。そのことはどうなりますか。ドリーム８、夢を買う

ということでないでしょうか。これだと悪夢を買うことになってしまいますよ。 

 それで、三つ目に、未曽有の１００年に１回あるか、ないかのような大地震と、福島の

原発が停止になりました。そして、５１基も日本にある原発が全部停止となり、それはそ

れでいいと思います。しなきゃだめだと思います。それなりに受ける北電さんの内情の窮

状はわかります。わかりますけれども、その６４４億円の収入不足をオール電化の１９万

世帯に２１％の百四十数億円、私が間違っていたらごめんしてください。百四十数億円の

負担を強いるってことは、消費者の一人として、全く納得いかないし、理不尽だし、承服

できません。再考をお願いします。 

 それで、追加で、補足させていただくために、お手元に、大変乱筆で恐縮でございます

が、数字で申し上げたほうがご理解いただけると思いまして、出してみました。別紙２の

値上げ申請料金との比較を見て下さい。 

 これは、１番が３０アンペアの電灯の契約です。これは、普通の家庭の標準だと思いま

す。これでいきますと、使用電気量が３，１２０キロ、現行料金で７万９，５１２円を払

っているようです。これは、単価に直しますと２５円４８銭、これは年間平均です。次に、

申請料金、８万４，９２４円になります。これで、２７円２２銭、１円７４銭上がるわけ

ですね。ところが、この場合は、平均化しますと、アップ率で６．８１％、これで、北電

さんが言っているように、６．８１％から９％に上がるケースがある。さらに、オール電

化は２７％上がる。電気には２通りあるようですね。規制部門が、１０．２０％に上げさ
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せてください、自由化部門で１３．４６％に上げるわけです。１０．２０なのに、何でオ

ール電化は２７％にもなるんですか。その辺も明快に後で聞きます。 

 次に、オール電化のＡタイプ、１２６平米、床面積、時間は大丈夫ですか、時間ありま

すか。 

 それで、契約容量８キロＶＡ、この場合は容量になるわけですね。蓄熱暖房器、それか

ら電気温水器、この電気使用量は２万３，０００キロワット時、年間。それで、現行は２

６万８，４１５円、これは１１円６７銭になります、平均単価。昼と夜がありますから、

昼間は、先ほどもお話が出たように３倍、４倍と。それと、夜の分と平均化すると１１円

６７銭になります。 

 それから次に、申請料金でやりますと、何と３２万７，６３０円になります、この方は。

１４円２７銭、キロワット時。この差が２円６０銭。それから、その差額は５万９，２１

５円、約６万、年間で上がるということです。１カ月では４，９３５円、このアップ率が

２２．６％です。 

 次に、これは も多いほうだと思います。これは、私です。はっきり申し上げます。床

面積１６４平米。電気容量８キロＶＡ。これも蓄熱暖房器、電気温水器。使用電気量、２

万７，８２８キロ。今の電気代３１万８，２７４円、１１円４４銭。これがいいところで

すが、申請料金で計算しますと、４０万３，９０３円になります。１４円５１銭、単価。

この差は３円０７銭になります。これは、先ほどの２６．９％になるわけですよ。道新に

も出ていたように、２７％です。これは、高いほうになると思います。蓄熱式電気暖房器

が２階にもついていますので、使用量がふえるほど上がるのではなくて、僕は、率が下が

るんだと思うんですよ。それでも、支払う額は多くなるわけですから、逆行していません

か。 

 そこで、次の項目としまして、締めです。まとめます。 

 公平性を、１キロワット時当たり単価２円１１銭から２円２２銭に設定してという説明

です。ところが、モデルケースで試算しますと、オール電化の場合、大幅に、３円０７銭、

これが先ほど言った２６．９％になるわけです。これは何でかということです。これにつ

いて、明快にお答えください。 

 ２番目、北電さんの顧客数は、口数が、全道で４００万口ありますね。４００万口。そ

の中で、どうしてオール電化の家庭が突出して、超重い負担になるような値上げ内容にな

ったのか、これも説明願いたいと思います。 

 終わりになりますが、現状のままでは、平成２５年から２７年の収入が平均で６４４億

円不足になる、こう言われますけど、じゃ、値上げ後、北電さんの経営が安定した場合に

は、即刻、期中でも、料金の内容の改定または値下げをされるのか、そういうお考えがあ

るのかということもお聞きしたいと思います。 

 いずれにいたしましても、今回の値上げは、まことに理不尽で、不公平で、公平性を欠

き、不合理な内容なので、強く再考をお願いしたいし、政府に今出している申請書を願い
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下げしてでもやり直していただきたい、こういうふうに思います。強く要請します。 

以上、簡単でございますが、締めさせていただきます。 

 ご清聴、ありがとうございました。以上３項目について、ご答弁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、別紙にしていただきましたので、質疑項目の３項目について、北電さんから

お答えをいただきたいと存じます。 

○石井取締役副社長 

 お答えいたします。 

 おっしゃられているとおり、電化のお客様には、多大なご負担になるということで、大

変申しわけなく思ってございます。 

 電化のお客様につきましては、これまでも、供給力に比較的余力のある夜間帯に電気を

お使いいただくということで、昼間よりも安い夜間料金を適用してございました。ただ、

今回の値上げにおきまして、電気料金を算定したところ、ここにも書いてございますけれ

ども、夜間の単価につきましては、昼間と同じような値上げの、約２円程度の値上げとな

ってございます。その結果、電化のお客様が、結果的に、昼と夜のお客様と比べますと、

値上げ率は多くなった、また、夜間にたくさん電気をお使いになるお客様が結果的に多額

のご負担になるような結果になってございます。 

 それで、ご質問の一つでございますけれども、夜間の単価としては２円ほどを申請させ

ていただいてございますけれども、それ以外には、電化のお客様については、各種、いろ

いろ、割引制度も設けてございますけれども、一部、そういうところの見直しもさせてい

ただきましたので、詳しい中身については、まだ、チェック、詳細に分析してございませ

んけれども、そういうところの影響もお客様の場合にはあったのかなと思ってございます。 

 また、オール電化のお客様だけが突出ということでございますけれども、今回の値上げ

につきましては、平均しますと、電灯のお客様全てが一律で約２円程度の値上げという形

で、そういう面では、公平にご負担いただいているのかなという形で、私どもは、今回、

そういう申請をさせていただいたところでございます。 

○川合取締役社長 

 今回は、本当に、オール電化のお客さんには非常に大きなご負担をかけることになって、

申しわけないと思っております。 

 それで、先ほどおっしゃられた今後のお話でございます。 

 今回、再稼働を前提にということで今回の料金の値上げでございますが、一応、原価算

定期間が３年間になっておりまして、そして、この間の再稼働というのが、これから、規

制委員会、規制庁のほうに私どもの原子力も申請をいたしまして、審査をしてもらうこと

になると思いますけれども、もし、再稼働できると、できないということになれば、また、

それはそれで、今の形というのが十分かどうかということになりましょうし、それから、
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もし再稼働が３基ともできるというようなことになった場合には、原価算定期間終了後に

は、やはり、その場合に、今度、料金をどうしていくのか、実績と実態との比較といいま

すか、そういったものを当然やるということになると思います。 

 ですから、はっきり、ここで、今、値下げしますとか、そういう約束はできませんけれ

ども、少なくとも、３年間の原価算定期間が終わるときには、見直すことにはなると思い

ます。そこだけはお約束できると思います。 

○井上陳述人 

 オール電化の人には大変申しわけないと。それ、今、政府で決まってくるアップ率で、

何ぼに決まってくるかわかりませんけれど、決まってくるでしょう、申請してあるわけで

すから。そのときに、申しわけないじゃなくて、もうちょっと下がるように見直しをして

いただけるんですか、このままですか。 

 同じ一般電灯が２円１１銭、そして、オール電化が２円２２銭、ここでまた１１銭違う

んですよ。それで、公平性、公平性って。北電さん、何をもとに公平なんですか。私、そ

こが聞きたいのです。 

 それから、今おっしゃいました割引だって、よろしいですか、電気温水器で６３円も下

げているんですよ。 

 蓄熱式電気暖房器が４２円下げ、更に昼間の電気では、とんでもなく上がっております

ね。３円１６銭から４円９３銭も上げて試算されております。このことは北電さんの社長

さんが挨拶を添えて配布されている、この本に書かれているので間違いありません。私3

回ほど勉強しましたので、とてもでないけれどこの単価、料金アップ率は私は全く納得い

きませんので、再考願います。 

○安念委員長 

 その点は、審査委員会で厳正に審査をいたします。 

○井上陳述人 

 よろしいですか。絶対に承服できませんので、このことは、強く要請しておきます。 

 終わります。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。 

 それでは、井上さん、ありがとうございました。 

 １１番の蓼内深雪さんにお願いいたします。 

○蓼内陳述人 

 こんにちは。 

 千歳消費者協会副会長をしております蓼内深雪と申します。よろしくお願いいたします。 

 先日、意見の陳述書を提出いたしましたが、そこに書きました停止中の原発の維持管理

費の金額を、先日、ある市町村で行われました値上げの説明会でお聞きしたところ、後ほ

どお返事をしますと言われましたが、いまだに連絡がないので、誠意が感じられないと書
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きましたが、１４日の日にお返事をしに来てくださいました。 

 それで、お返事の内容なんですけども、そのような数字は出していませんというお答え

だったんですよね。それで、数字を出していないというのはどういうことですかとお聞き

しましたら、稼働しているときも稼働していないときも同じ金額なのでというお答えだっ

たんです。 

 私、紙に書いた後にお返事に来てくださったので、誠意を感じないと書いて申しわけな

かったなと思ったんですけど、お返事をお聞きしまして、何か、もっと誠意が感じられな

いというところでして、例えば、私もオール電化の家に住んでいるんですけども、普通、

値上げというのは何％というものだと思っていたんですけれども、一律約２円ということ

だったのでお聞きしましたら、北電さんのお答えが、深夜電力の設定をしたときから見た

ら、現在、深夜電力を使っている人が、そのときから見たらかなりふえたというお答えだ

ったんですよ。それで、私は、独断なんですけれども、北電さんは、今までの金額も、安

い電気を使わせてあげていたって言ってるように聞こえまして、ちょっと違うなって。も

ちろん、オール電化にしたら、いいことってたくさんあると思いまして、メリット、デメ

リットはあるのはわかるんですけども、お答えに本当に誠実さが感じられないところなん

ですよね。そうしまして、今、前の方もおっしゃっていましたけど、申請書についても質

問いたしました。 

 持っている方は見ていただきたいと思うんですけど、５ページ、６ページのところなん

ですけど、本当に、何十年も専業主婦をしてきましたので、専業主婦、消費者、主婦、母

という立場できょうお話しさせていただいていますけれども、５ページに、人件費のとこ

ろで、５３０億円が５３９億円となっておりまして、６ページの経費対象人員というとこ

ろがプラス９９名となっておりました。それで、プラス９９名なんですね、プラス９億円

なんですねというお話をしましたら、一概には言えないんですというお答えで、主婦が考

えても、預貯金の金利が下がったりということもありますから、わかるんですけど、もし、

これを消費者が見たときに、何を書いてあるのかわからないというか、たまたま回答いた

だけるところにいましたけれども、これを見ただけでは、何を説明したいのかわからない

説明書だなって思いました。 

 私の周りの方々も、皆さん認識が、原発をとめたので電気料が値上がりというふうに思

っているみたいで、北電さんの赤字がふえたのは、節電で電気の使用量が減ったことで収

入も減ったということだと思っているんですけど、私たちが節電に協力すればするほど電

気料金が値上がりしてしまうのかなって思っているところです。 

 電気料金の決め方の不透明さ、オール電化を進めるコマーシャル、ファミリーコンサー

トなどのイベント料なども私たちの電気料から支払わなくてはいけないのかなと思いまし

た。 

 どうしてこのような料金設定になっているかということを具体的に明らかにしなくても

いい仕組みというのはなぜなのかなとも思っております。 
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 北海道のきれいな空気を当たり前のように感じている私ですが、３．１１、予想もしな

い東日本大震災が起き、その後、福島第一原発の津波による事故が起きました。私ごとで

はございますが、福島第一原発から３５キロの大学でうちの息子は学んでおりました。地

震にも驚きましたが、その後、電車もバスも交通機関がなく、避難することもできず、い

つ原発が爆発するのかという思いでした。そのとき、テレビから、福島県民へ、外出しな

いでください、換気扇を回さないでくださいと言っていた言葉が今も耳に残っております。

電話もメールもつながらなくて、つながったときには、息子からの絶望という言葉でした。

大学の寮の１１階に住んでいた息子は、地震は大丈夫だけど、原発がと言っておりました。

おかげさまで、山形へ避難する教授の車で秋田空港まで送っていただいて、北海道へ戻っ

てくることができましたが、そのころ、テレビでは、除染、除染という言葉で、友人が地

元に帰ったら、皆さん除染すると言っていたというので、もし、誰か、そういう放射能と

かという言葉が出たらと思いまして、万が一のために、市役所のほうに、除染というのは

どこでできますかとお聞きしましたところ、夜、道庁のほうからお電話をいただきまして、

北大の衛生研究所にあした何時までに来てくださいということでした。鉄の扉の、ふだん

使っていないようなところで、息子に、北海道まで帰ってきた経路、どのように、何に乗

って帰ってきたかと、まるで放射能に汚染されているような調べでした。 

 誰も予想しなかったことが起き、曖昧な情報、原発は安全という神話は、私は崩れたと

思っております。北電さんは、絶対と言えない安全―先ほど安全とおっしゃっていまし

たが、もし、事故が起きたときに背負うのは大きいリスクですよね。それでも原発を動か

すのかなと。これは、原発は、国策ということで、北電さんだけじゃなくて、国のほうに

もお聞きしたいと思っております。 

 私が質問したいことは、代替エネルギーを開発するための値上げでしたら、それはいた

し方ないと思っておりますが、原発が稼働していないための、火力発電の燃料費がかさむ

のでの値上げは納得できないです。国も、北電さんのほうも、代替エネルギーの開発は進

んでいるのでしょうか。また、未来に負の遺産を残していいのでしょうか。 

 以上でございます。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 今のどの点について答弁をお求めになりますか。 

○蓼内陳述人 

 私たちは、代替のエネルギーの開発のためにお金がかかるので値上げをしなくてはいけ

ないというのだったら、それはいたし方ないと思っておるんですけども、どのように、今、

風力だとかソーラーだとか水力は存じておりますけれども、そのほかに、どのぐらい代替

のエネルギーを開発するということが進んでいるのかと思いまして。 

○安念委員長 

 北電さんから答えていただくのがいいでしょう。 



- 48 - 

 

○酒井取締役副社長 

 私のほうからお話しさせていただきます。 

 エネルギーに関しましては、原子力に限らず、火力発電、水力発電、新エネルギー、そ

ういったものをいろいろ組み合わせて、選択肢をたくさん持っておくということが大事だ

と思っております。 

 そういった中で、代替エネルギーという形になりますと、北海道におきましては、これ

まで、天然ガスがなかったということで、現在、石狩のほうに天然ガスの発電所の建設に

向けて、現在、環境調査等を行っているところであります。 

 また、水力につきましては、なかなか大きな開発地点がもうなくなってきているという

ことで、中小水力になりますけれども、なかなか大きな水力発電所の開発は難しいですけ

れども、小さな水力発電の開発を鋭意進めています。 

 それと、新エネルギーに関しましては、現在、自社で行うということで、メガソーラー

につきましては１，０００キロワットの導入をしましたし、グループ会社のほうで、今、

３，０００キロワットのメガソーラーを入れる予定としております。それ以外については、

事業者さんがつくっていただいたのを購入させていただくという取り組みで、量につきま

しては、先ほど社長が述べましたとおり、風力と太陽光を合わせて１２０万キロワット以

上になっているところでございます。 

○蓼内陳述人 

 それから、私が質問したことに対してお答えしてくださった北電の方たちなんですけど

も、どのようなお勉強をされて、説明の会場に出向いているのかということですね。専業

主婦でもわかるようなお答えしかいただけていないので、はっきり申しまして、ちょっと

わからないのかなと。曖昧なイメージが強いんですけども、そこをお答えいただきたいと

思います。 

○安念委員長 

 一番 初におっしゃった停止中の原発の維持管理に関する費用というのはどうなってい

るんだということに対して。 

○蓼内陳述人 

 それから、今までよりも、深夜電力を設定したときよりも深夜電力を使う人がふえてい

るのでというお言葉だとか、この説明書のぱっと見てもわからない、一律には言えません

とかというお答えです。その部分です。 

○安念委員長 

 どうですか。 

○石井取締役副社長 

 ご説明に伺いながら、きちんと誠意を持った形の対応ができなかったことについてはお

わび申し上げます。 

 私どもは、今回、値上げの申請に当たりましては、当然、全道でいろんな説明会もやり
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ますし、お客さんからのお問い合わせ、また、フリーダイヤルなんか、いろんな用意もさ

せていただくということで、今回申請した中身については、何回も勉強会という形で、社

員全体で、これをきちんと理解して、お客様にご説明できるようにという形のいろんな対

応をしてまいりましたけれども、結果的に、なかなか誠意が感じられないというお話も受

けましたので、そこら辺はしかと受けとめて、これからの反省にしていきたいと思います。 

 失礼いたしました。 

○安念委員長 

 一番 初の停止中の原発の維持管理費については、停止していようが、動かしていよう

が、同じだから、答えはないという答えだったとおっしゃっていましたよね。それなら、

動かしているときの原発の維持管理費を念のため書いてこいと、それくらいは当たり前だ

ろうと言い返されたらいかがですか。 

○蓼内陳述人 

 言いましたけれども、もちろん言いましたけれども、そういう数字は出しておりません

というのが北電さんのお答えでした。 

○安念委員長 

 それはないでしょう。逆に言えば、維持管理費という費目があるわけではないんですけ

ども、大体においては、減価償却費、それから、修繕費その他、委託費といろいろありま

すけども、常識的に考えて、維持管理費という、何度も申しますが、維持管理費という法

令上の費目があるわけじゃないけど、大体こんなものっていうのはありますので、それは、

社員の方に徹底しておいてください。で、それは法律上ないから出せないって、そうおっ

しゃったのかどうかはわからないけど、幾ら何でも不親切ですよ、それは。現場のことだ

から、トップマネジメントで一々把握してくださいとは申しませんが、それくらいの親切

心があってもよかろうなと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 どうもありがとうございました。 

○蓼内陳述人 

 ありがとうございました。 

○安念委員長 

 お待たせいたしました。 

 それでは、１２番の米谷道保さんにお願いいたします。 

○米谷陳述人 

 札幌市北区に住んでいる米谷と申します。 

 全くの素人でありまして、北電の認可申請資料は、手に入れたんですけども、いろいろ

と誤解して理解する場合もあるかもしれませんで、その辺はご容赦いただきたいと思いま

す。 

 意見陳述の概要を提出しましたけども、ほぼそれに沿う形で意見を述べたいと思います。 
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 今回の北電の値上げ申請は、他の電力５社の申請と異なって、１３年度から１５年度の

燃料費が前回２００８年度の料金改定時より１１．８％、１９５億円も下がるというふう

になっています。燃料費アップが値上げの理由にはならないとこの申請書では言わざるを

得ないと思います。 

 北電の資料で、３号機などを導入すれば設備関連費用が６５０億円程度増えるが、燃料

費の低減効果が６４０億円で、設備関連費用増をほぼ吸収できるが、泊原発の稼働停止に

よる火発の焚き増しなどの費用増が８４０億円程度見込まれ、効率化で３５０億円削減を

織り込んでも全部は吸収できず、前回原価と比較して５０３億円原価が増加する見通しだ

というふうに資料を読み取っているわけですけれども、この場合、原発を廃止、廃炉にす

るということで、かからなくなる費用が出てくるはずだと思うんですけど、そういうもの

を計算に入れていないのではないかと。一方的に原発を動かせば燃料費が安くなる、だか

ら吸収できるんだ、これでは私は納得できないわけです。 

 やはり、燃料費が下がるのになぜ値上げするのかということは、別のところに要因があ

るのではないかというふうに思うわけです。北電の資料を見まして、一つは、販売電力量

が２００８年と比べて１０億減ると。２０１２年度の売り上げ（販売額）は１１年度の売

り上げ（販売額）と比べて５１４億円、８％も減っている。これは、福島の事故が起きて、

節電、節約、省エネというようなことが盛んに強調されまして、半ば脅しのようなことも

たくさんあったわけでありますが、多くの道民は、協力して電気を節約した。その結果、

売れ行き(販売量)が減ったと。この傾向というのは、これからも続くと思います。省エネ

や節電というのは当たり前のことでありますから。そういうことでいえば、収入減という

のが、今回値上げをしようとする一つの大きな要因になっているのではないかと思われま

す。ちょうど、この部分が１０％値上げすればカバーされるというふうに計算上はなって

いるのではないかというふうに思います。 

 それから、もう一つは、原発関連の経費が押し上げているというふうにこの資料を見ま

すと読み取れるわけであります。多くの方も言われましたけども、資本費の増のうち、減

価償却費の増加分は２４６億円、これが８９％を占めているわけです。それから、京極の

揚水発電所の１号機、２号機の新設の増分が５１億円です。この原発関連の経費で資本費

増のほとんど全てを占めている。修繕費もかなりの部分を原発関連が占めている。確かに、

修繕費は火発も大きな部分を占めているんですけども、火発は老朽化しているというのを

皆さんご存じでやってきたわけでしょ。更新しなきゃなんないというのをわかっていて、

原発依存で、原発に金をかけるからそっちには金をかけられないと思ったかどうかはわか

りませんけども。ところが、京極の揚水発電所は、２０１０年に道議会議員が視察に行っ

たときに聞いたら、総工事費は１，３５０億円だという説明をされたんですね。こんなに

かかる、２０万キロワットの出力のものを３基つくるのに、こんなに多額の工事費がかか

るものをなぜつくらなければならないのか。しかも、この揚水発電所というのは、電力が

ピーク時のカットのために大体動かすのが中心だというふうに聞いているわけです。それ



- 51 - 

 

で、揚水発電所の稼働率、設備の利用率というのはどれくらいなのか。私がたまたま目に

した資料は、大変古い２０年前の資料です。これは、資源エネルギー庁が出している総合

エネルギー統計というものです。経産省だと思うんですね。これでは、設備利用率は７．

１１％です。北電の京極揚水発電所はまだ全然ない時期の話ですけれども、全国的にはす

でに原発がかなり普及していて、揚水発電も全国的にかなり広がっていた時期なんです。

ほとんどピーク時なんていうのは一年のうち何日もないし、カットしなきゃならない、動

かさなきゃならない時間は一日のうちでも何時間もないんですよ。だから、ほとんど動か

ないんですよ。動かさなくても電力は供給できるわけですよ。そういうものに多額の工事

費をかけて、それが総資産の中に算入されて、電気料金になってはね返ってくる、こんな

理不尽なことはないと思います。 

 資源エネルギー庁のこの総合エネルギー統計、こういう資料をいまもつくっておられる

んであれば、 新の揚水発電所の設備の利用率はどうなっているのか、明らかにしていた

だきたいと思います。 

 しかも、その１９９３年の資料によれば、揚水発電の年間総発電量は、当時、５４億キ

ロワットアワーです。一方、そのために、水を夜に（上の池に）押し上げるのに１６４億

キロワットアワーかかっている。生産する電力量の３倍の電力を使って押し上げている。

こんな非効率な無駄なものをなぜ原発とセットでつくるのか。全く納得いきません。しか

も、この２年間、道民の努力で、原発が動かなくても北海道の電力は足りたわけです。原

発がなくったっていいんです。まして、揚水発電なんて要らないじゃないですか。なぜ、

今回、揚水発電所の減価償却費などを当たり前のような顔をして総資産の中に算入される

のか。これは除外すべきだという意見を申し上げたい。これについて意見を伺いたいと思

います。 

 結局、昔から言われてきて、私もそのように思っているわけですけど、原発は、泊１号

機をつくるときに５，０００億の工事費がかかったと聞いております。２号機に３，００

０億か４，０００億かはわかりませんけども、３号機も３，０００億円ぐらいかかってい

ると聞いている。物すごく巨額の工事費がかかるわけです。総括原価方式というのは、ご

存じのとおり、レートベースというのは余り意味がわからないんですけど、総資産、営業

費というのですか、コストに利潤率３％ですか、昔は８％ですが、掛けるわけだから、資

産が大きくなればなるほど、利潤額が大きくなると。だから、金のかかる、工事費のかか

る施設をつくりたがると。こんな金があったら、原発をやめて、安全な再生可能な自然エ

ネルギーに転換するということに、こういうお金をもっと使うべきではなかったのか。こ

れは北電に言っても、国策でやらされていると、国に言えば、あれは電力会社がやってい

ることですと、なすり合いをして、無責任なこと極まりないというのがこれまでの実態だ

と思うわけです。これについて、国と北電の考えを伺いたい。 

 結局、そのとおりに資産をふやして、もうけをふやすというやり方がとられてきている

と言わざるを得ないわけであります。だから、慶應大学の金子勝さんという先生も、５月
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５日の道新で、電力が足りないから再稼働すると言っているんじゃないんだと。北電の経

営問題なんだと。経営が危ないからだと。道民の暮らしじゃないんですね、電気料金値上

げは。北電の経営が危ないからとはっきり言っておられますよ。そのとおりじゃないです

か。どう思いますか。 

 次に、私の意見の意見陳述概要の二つ目は、泊原発を、順次、再稼働することを前提に

試算している、今回の値上げ申請書は―という問題についてです。福島の事故を体験した

人たちは、原発はやめてほしいと。福島の県民は今も原発ゼロを願っている。国民の多数

も原発ゼロを願っています。昨年、２０３０年代に稼働ゼロにするというこの前の政権の

戦略を、新しく復活した自公政権はこれを棚上げにして、ゼロベースで見直しをすると先

ほど経産省の担当者が他の陳述人の質問に答えて言われたようなエネルギー戦略を考えて

いるようだけど、とんでもない話じゃないですか。難しい、わかりにくいパブリックコメ

ントをいっぱいやって、（昨年の前政権がやった）あの３択式のはわかりやすくて、国民

の多数が応募したじゃないですか。あれで決着すべきじゃないですかと言いたいわけであ

ります。 

 しかも、先ほどから立命館大学の大島(堅一)先生のお名前が時々出ていますが、私の手

にした資料でも、大島先生は、関西電力の値上げ申請の際に新聞社のインタビューに答え

て、次のように語っておられます。 

考え方の基本は、原発をなくせば、火力用の燃料費がふえる反面、原発にかかってい

た費用が浮いてきます。これを正当に評価しないといけないと思います。化石燃料のた

き増しがふえ、結果的に電気代が上がるというのは一面的な議論です。２０１１年７、

８月の実績のように、電力需要を節電で１５％削減でき、電源に占める再生可能エネル

ギーの割合を１５年かけて２０％まで上げていくと仮定して、脱原発のための費用と脱

原発による便益、これを試算し、比べてみるとどうなるか。 

初年度の化石燃料のたき増しは多額になるけれども、１５年間の年平均をすると、１

年間で約５，３００億円、再生可能エネルギー普及のための費用は、年間１兆４，７０

０億円、合計すると、脱原発のための費用は、差し当たり１５年間で年平均約２兆円と

考えられる。 

一方、原発を動かすための費用は、使用済核燃料の再処理費、高レベル放射線廃棄物

の処理費、原発推進のための財政支出などが節約できて、１５年間で見ると、脱原発の

便益は、年平均２兆６，４００億円となり、便益のほうが６，４００億円多くなるーと。 

これは、この先生の試算です。この先生は、 後に「いろんな試算が出され、国民的な

議論が広がればいいと思います」と締めくくっておられます。 

 北電にお願いしたいのは、原発を廃止、廃炉にする、そういうためにこういう試算を明

らかにして、出直してほしいと。まず、今回の値上げ申請案を撤回して、試算をし直して、

本当にどうなるのか。やり直して、その上で道民に意見を聞いてもらいたいということを

言いたいわけであります。 
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 以上であります。 

○安念委員長 

 ご意見として承っておいてよろしゅうございますか。 

 率直に申しまして、時間もなくなったのと、恐らく、電力会社と経産省のレベルではお

答えできないだろうと思うのです。 

○米谷陳述人 

 一生懸命仕事をされているから、専門家だから、簡単に答えられると思いますが、違い

ますか。 

○安念委員長 

 専門家こそ、答えられないと思います。率直に申しまして。 

 どうもありがとうございます。 

 ここで、午前の部の意見陳述を終わりたいと思います。 

 全て１２名の方からのご意見を拝聴いたしました。 

 本日ご出席いただいております審査専門委員会の委員より、それぞれコメントをいただ

きたいと思います。 

 それでは、梶川委員から二、三分でお願いいたします。 

○梶川オブザーバー 

 専門委員をさせていただいています梶川でございます。 

 本日は、陳述人の皆様、貴重なご意見をいただきまして、本当にありがとうございます。 

 私ども審査委員も、非常に厳粛に受けとめ、参考にさせていただき、今後、今までもそ

のつもりで行ってまいりましたが、厳格かつ、非常に大切なことは、理解しやすい議論の

過程を持った審査を行うという点だと思っております。その観点で、他電力さんもそうな

んですが、本当に、この公聴会でお話をお聞きしますと、新しい見方、観点を非常に学ば

せていただくということになると思います。 

 今回は、今、何人かの、マシオンさんを初め、深町さん、相原さん、前濱さん、米谷さ

ん、ほかの方もおっしゃっていただいたんですが、前回の申請以降、泊３号機の増設、稼

働という前提があったために、ある意味では、燃料費の変動というものと値上げの関係が

どういう話なんだろうかと。これも、重々ご議論になっているところで、本当に値上げの

要因が火力燃料の増加なのかという点だと思います。 

 この点は、きょう、社長が冒頭にご説明いただき、審査委員会でも２度、３度にわたっ

て補足の資料を出していただいて、何とか理解を進めていきたいと。これは、皆様から見

ても理解しやすい形をとっていきたいということもありまして、もちろん、私自身の理解

も進めていくと。 

 そんな議論の過程をまた見ていただければと思いますけれども、そういう中で、私は、

会計を専門にする立場で出させていただいていて、なかなか、この見にくい、わかりにく

い部分には、ちょっと技術論的に、既にお金を出してしまったものに対する費用、コスト
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というものをどう考えるか。また、これから少し改善できる費用、コストをどう考えるか。

さらに、そういったものをどのような形で料金というものに、今後の料金に査定していく

か。その辺は非常に、これは会計技術的に言えば簡単な話にもなってしまうのですが、き

ょうのご議論を聞いていますと、本当に、その前提として、審査委員会のアジェンダにな

り切れないところもあるんですが、その設備投資の本質的な戦略性みたいなものについて、

やっぱり、消費者の皆様はどうしてもご疑問を覚えられるというところなんだろうなとい

う気がいたしました。まさに、会社の設備投資の戦略、計画であったり、これがもとにな

れば、もちろん国のエネルギー戦略が前提となられていて、それが前提だからもう議論し

ないでいいとは到底言っているつもりではないんですけれども、そこの部分は、非常に、

この審査作業にどう盛り込むかは難しいところなんでございますが、きょうお聞きしたご

意見を非常に参考にさせていただきながら、とにもかくにも、ご理解をいただける形の、

プロセスがわかりやすい形で審査を厳格に進めていければというふうに思っていることで、

後段申したことは、本当に国民的な非常に関心事であると。北海道では、条例等である考

え方も出ている中で、今まで以上に電力供給者のご理解が道民の皆様にも必要に、お互い

のご理解を進めていく必要があるんだろうなと。 

 ただ、これがきょうの査定作業にどういうふうに生かさせていただくかは、いずれにし

ろ、皆様の目線で厳格かつ厳粛に審査作業に努めさせていただければと思っております。

確たる具体性のあるコメントではないんですけども、非常に勉強させられたところでござ

います。 

 ありがとうございました。 

○永田オブザーバー 

 永田でございます。ありがとうございました。 

 いろんな貴重な意見をいただきまして、やはり、事業者の方と消費者の方の距離がある

ということを改めて感じております。特に、消費者の方は、まず、知る権利がありますし、

また、選択する権利があって、そして、意見を述べる権利がもともとあると理解していま

す。その権利がなかなか地域独占で電力会社を選択できないという環境の中で消費者の意

思が反映されにくいというのが、今回を含めて、公共料金の制度において難しい問題であ

ると理解しております。 

 したがいまして、一番大事なことは、わかりやすく、丁寧に、透明性を担保して事業者

の方が利用者に説明を継続していくということが一番大事なことだと思っております。ま

た、具体的に、きょうも議論、ご指摘がございました値上げの原因をよりわかりやすく話

をし、また、説明資料をきちんとつくって、皆さんに納得いただけるようなものにしてい

くことが大事です。やはり、事業者の立場の判断と消費者の立場の判断というのは、どう

しても判断の立ち位置が違いますので、ここは、なかなか溝が埋まらない部分は 終的に

は残ってくると思いますけれども、しかしながら、例えば中長期的な問題である総括原価

方式の問題も、やはり少しばかり制度疲労のところもございますので、ここは中長期的に
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きちんと改正していくということが必要ではないかと思っております。 

 また、北海道におかれましては、冬の厳しい寒さであったり、また、医師会の代表の方

からもお話がございましたが、まさしく電力というのは生命を守る社会インフラであると、

そういうことが非常に重要なことだと感じました。これは、北海道独特の地域性に根差す

問題だと思っていますので、そういったことも、私ども審査員の立場としては心の中に刻

んで、今後の専門審査の場で意見を十分に練り直しまして、また、東京でも審査を継続し

ていきますけれども、きちんとした議論に基づいて、 低限のコストで消費者の方に負担

いただけるような、説得できるような、ご理解をいただけるような審査を継続してまいり

たいと思います。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

○南オブザーバー 

 委員の南でございます。 

 本日は、闊達な議論を聞かせていただきまして、大変参考になりました。午後も同席い

たしますので、非常に貴重な意見をさらにいただけることを期待しております。 

 大きく分けて三つぐらいに頭の中で議論を整理しているんですけれども、原発を前提に

した値上げ申請に対する漠とした怒りと不安というところが一つと、実際に値上げになっ

てしまうことに対する経済的なインパクトに対する不安と不満、特に、井上さんのご家庭

の具体的なご事情を前提としたアップ率に対する公平感の欠如に対するご意見等々も非常

に参考になりました。 

 それと、永田先生もちょっと触れられておられましたけれども、総括原価方式を前提と

した料金値上げシステムに対する疑問というのがあるように思われました。残念ながら、

我々委員は、総括原価方式を前提とした法令に基づく審査を行うための委員でございます

ので、それを前提に厳密にやっていくほかないのですけれども、個人的には、永田先生が

おっしゃるとおり、中長期的にはといいますか、総括原価方式そのものを見直さなきゃい

けない時期が近いうちに来るのではないかというふうに期待しているところです。 

 料金値上げについては、いただいたご意見を踏まえながら、透明性、公平性、それから、

これは、直接、総括原価には関係ないんですけれども、北海道電力さん、つまり、値上げ

申請者の値上げに理解を得るための真摯な姿勢が不可欠なんでしょうねと整理していると

ころです。 

 午後も、貴重なご意見を伺えることを期待しております。 

 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。 

 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陳

述を開始いたしますので、よろしくお願いいたします。 
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 この会場内では飲食をご遠慮いただいておりますので、お食事は、会場外でおとりくだ

さいますようお願いいたします。 

 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。そのままお帰りになる方は出口の箱の中にご返却をお願いいたします。 

 

〔  休    憩  〕 

 

○安念委員長 

 午後１時半になりましたので、ただいまから、午後の部の前半を始めたいと存じます。 

 先ほどもお願いしたことでございますが、本公聴会についてのお願いというものが、お

手元の資料３というところにございます。特に、意見陳述人の皆様にお願いでございます

が、資料３の意見陳述人の方への４というところをごらんいただきますと、持ち時間は、

議事進行上、１５分ということになっております。意見陳述人の方は、意見の陳述をして

いただくばかりでなく、北海道電力や経産省に対してご質問いただくことも自由ですが、

意見陳述と質疑応答を合わせて１５分ということになっておりますので、時間管理をお願

したいと存じます。 

 時間をはかる便宜上ですが、５のところ、意見陳述時間の残り５分前にベルを１回、１

分前にベルを２回、陳述終了時にベルを３回鳴らしますので、これを目安としてください。

つまり、意見陳述が始まってから１０分で１回、１４分で２回、１５分たったところで３

回鳴る、そういう仕組みになっておりますので、それをご利用いただきまして、時間の管

理をしていただきたいと存じます。 

 それでは、お待たせをいたしました。 

 １３番の芹澤幹子さんにお願いいたします。よろしくお願いします。 

○芹澤陳述人 

 芹澤です。よろしくお願いいたします。 

 きょうは、一消費者で、主婦の立場で意見を述べさせていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 私は、原発ありきの値上げ申請は容認できません。 

 これまで、国策として進められてきた原子力利用の普及啓発により、一部の人を除く多

くの人が原子力による発電は、地球温暖化の原因になるＣＯ₂を排出しない、安全、クリー

ン、エコなエネルギー、国のすることだから大丈夫と、危機感が全くありませんでした。

ですが、福島の事故により、原発の安全神話は完全に崩れています。人間の英知など、自

然の威力に比べたら本当にちっちゃなものだと、まざまざと見せつけられました。 

 そして、小さな人為的ミスからも取り返しがつかない過酷事故が起こるということも事

実です。 

 再稼働によって、再び使用済核燃料や高レベルの核廃棄物はふえるのです。使用済の核
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燃料の処理は海外に、放射性廃棄物の処理や処分は後々の世にという責任と倫理観の欠い

た未知の危険をつくり続ける再稼働に断固反対します。 

 経産省の方にもお願いがあります。 

 北海道は、フード特区の認定を受けています。豊かな食は、豊かな自然から、陸上と洋

上の風、波と潮、太陽、バイオガス、地熱や太陽熱、木質バイオ、火力発電の放射熱によ

るエコジェネレーションなど、豊かな大地と自然を生かし、持続可能なエネルギーの先進

的取り組みを推進していただきたいと思います。 

 電気をつくる手段は、原発ばかりではありません。方法はいろいろあるのです。ひとた

び深刻な事故が起これば、補償はとても一企業で賄えるものではありません。国策として

原発強化を進めてきた国の責任として、原発稼働のための予算や補償費は、冷温停止から

廃炉への予算に回し、廃炉への管理と運営は北電から分割して国が管理する体制を考えて

いただきたいと思います。可能な限り、全ての視点から責任を負え得るようなエネルギー

の供給をお願いします。 

 今回の値上げは、原発が停止していることで燃料費がかさみ、原発稼働を見込んだ申請

で、新聞には原発ゼロでは３５％の値上げとありました。コスト面で原発が本当にすぐれ

ているのか、本当に疑問です。かかったコストを全て料金に転嫁できる総括原価方式では、

発電所の建設費や燃料の調達、人件費や社員の福利厚生まで使い放題で、コスト削減の意

識が薄くなるのではないでしょうか。経営効率化の後の健康保険料の会社負担割合が５５％

と５割を超え、合理化後の社員の平均年収が６４３万円という数字も聞かれます。 

 一般企業なら、状況変化に俊敏に対応して、速やかに軌道修正をしなければ生き残れま

せんが、１地域１社独占の体制で、いざというときには料金値上げということでは、私た

ちは納得いきません。電気料金値上げの前に、事業内容の見直しとさらなるコスト削減を

望みます。 

 以上です。 

○安念委員長 

 まだ大分時間を残しておられますが、経産省や北電にご質問になりたいことは何かおあ

りではございませんか。 

○芹澤陳情人 

 意見ということで、意見の準備はしてきたんですけれども、午前の部でいろいろと質疑

応答を聞いて、同じ質問を繰り返して同じ答えをもらっても、意味がないと思いました。 

○安念委員長 

 わかりました。 

 では、ご意見として承っておきます。 

○芹澤陳述人 

 よろしくお願いします。 
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○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、第１４番の東川允さんにお願いいたします。 

○東川陳述人 

皆様、こんにちは。 

 私は、東川允と申します。今、３０歳です。 

 登別市から参りました。 

 登別市といえば、昨年の１１月、大停電が起きました。私は、登別市長とこの件でも話

をしてるんですけれども、本日、北海道電力株式会社代表取締役の方、社長が見えている

ということで、謝罪一つなかったということで頭に来てるところがあったんで、登別市民

をちょっと代表と言ったら大げさかもしれないですけども、何で謝んないんだという、そ

ういう横柄な態度を含めて、ちょっと会社の体質を指摘したいのと、この会社のあり方を、

全部、抜本的に変えれば、値上げしなくても、現行維持でも大丈夫であるということを証

明したいと思います。 

 私自身は、原子力発電は容認派です。容認派です、私は。この北海道電力の会計上の観

点から、ちょっとここら辺をお話ししたいなと思います。 

 まず、北海道電力が登別の今回の鉄塔を落ちたというところとかを見て、一連の対応を

見ていて、だらしない会社だなというのが、まず、私の思ったところです。 

 そこで、こういうだらしない会社に泊発電所、私、実は行きました。とまった日に、昨

年。昨年も、私は、枝野さん、昔、直ちに問題がないと発言した枝野さんがこの場所に来

たときに、来ました。１５％シナリオで話しましたけれども、案の定、上野千鶴子さんと

いう人が、登別で、冬の大停電をびびっているんですかみたいなことを実は発言して、そ

れから、彼女の発言にも怒ったんですけども、事実、登別で大停電が起きました。そうい

ったところから、もし、これが北海道全部で起きたらどうするんだというところで、原子

力発電所はいつでも動かせるということは、昨年、お話ししたんですけれども、そういっ

た意味で、危機管理という観点で、国営、会社を分割して、発送電分離って、今、国会で

議論されていますけれども、会社を分割し、泊発電会社、合同会社でも株式会社でも何で

もいいですけれども、それが、国務大臣が１００％出資で政府の責任で運転、売電その他

熱源の販売等をする会社にすべきだと考えます。そのことによって、泊村に会社、本店が

あればいい、住民税とかもそこら辺もあると思いますが、長くなるので割愛します。 

 ちょっと、北海道電力の無駄な事業ということで、きょうお話しさせていただきたいの

が、ほくでんファミリーコンサート、札幌交響楽団への支出というのがあるんですよ。こ

れ、ちょっとお気づきじゃないと思うんですが、私自身、ちょっと音楽愛好家というか、

音楽をちょっと勉強してきた身からすると、これだけ拠出してくれていることは、音楽振

興の観点からはありがたい。だが、もうかってない会社が何でファミリーコンサートを今

も継続しているのか、札幌交響楽団へ支出、広告を出しているのか。 
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 あと、プロ野球の日本ハムファイターズですね。こちらにお金を出しているそうなんで

すけども、これもおかしなことです。 

 あと、上場していますね。私も、東京電力株式会社の株主です。株価が下がるというこ

とは、会社の経営責任というものがあって、株価が変動するというのはしょうがないこと

です。そこら辺で、コスト管理するという観点から、上場を、札幌やめる、大阪やめる、

東京一部上場だけとか、札幌のアンビシャス市場だけにする、札幌の新興市場だけにする

だとか、大阪のジャスダックにするだとか、そういったようなことまでやって、上場コス

トを下げるという努力ないんですよね。そこら辺がちょっと、考え方がちょっと保守的、

役所以上に役所なのかなというところが私としては感じます。 

 次に、収益を生み出す努力がないというところで、ちょっとお話しさせていただきます。 

 結構、休眠不動産あるので、例えば、北海道電力で持っている不動産なんかを使ってＪ

－ＲＥＩＴに上場させて、それで不動産を売却したらどうかというところもありますし、

例えば、北海道電力の各支店、苫小牧だとか室蘭支店なんかを見ていると立派な建物です

けれども、この中にコンビニの一つでも立ち上げるだとか、あいている駐車場があるんだ

から、そこを、お金を取って月決め駐車場にするだとか、そういったこともないんですよ。 

 ホームページをちょっと見ると、お料理コンテンツがあります。それって、毎月、毎月

来る料金明細の中に入っているんですけれども、これ、利益を生み出してないんですよ、

結局。例えば、ホームページ上に広告、例えば、グーグル・アドワーズでもヤフーでも何

でもいいんですけども、そういったもの一つも貼ってない。それで、もうけよう、会社と

して利益を出そうということもないんです。 

 あと、電柱なんか見ていると、 近、実は、電柱広告が減っているように思いますけれ

ども、電柱で利益出そうって従業員たちが歩いて広告とっているのかなと。おかしなこと

に、道南バス、私は登別なんで道南バスなんですけども、道南バスにラッピング広告で、

苫小牧旧市営バスのときから貼って、おかしなのは、電気温水器の車内バス広告を貼って

たりとかってことで、私は、コールセンターにそのこと一回指摘したことがあるんですけ

ども、それもおかしいでしょうと。そういう無駄なことをやって、矛盾したことをやって

いる。電気が足りないので節電してくれってときに電気温水器を売るっていうばかなこと

を会社としてやっていることもおかしいですよねということです。 

 あとは、サッカー場の事業会社が何かあるそうなんですけども、ちょっと会社名を忘れ

ました。ちょっと検索すれば、すぐわかると思うんですが、そのサッカーの運営会社、こ

れ必要ですか、会社の経営に。こんなもの、どこかの会社に売ってしまって、例えば、ど

こか会社で買ってくれるようなところがあれば、不動産ごと売ってしまうだとか、先ほど

Ｊ－ＲＥＩＴを使うという方法もありましたけれども、そういった方法で、要らない不動

産を売るというようなこともないんですよ。 

 あと、まとめますと、これは無駄な子会社と、収益を生み出していないということが、

貸借対照表だとか損益計算書を見てる限りでいくと、そういうふうに私としては思えます。
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次に、株主総会あるってことなんで、そこら辺のちょっと資料を見て、私はそう思いまし

た。 

 それで、私として提案したいのが持ち株会社制です。先ほど言いましたように、私は、

東京電力の株主総会で言うつもりですけれども、東京都知事の猪瀬さんが、今、社内カン

パニー制にさせていますけれども、私としては、持ち株にさせるべきだと。北海道電力ホ

ールディングスにして、明瞭会計にするという意味で、例えば、ここの発電事業会社、泊

発電を売却するというのもあると思いますし、あと、新日鐵住金から電気を買ったりだと

か、王子ホールディングスから電気を買っていますけども、例えば、そういったところで

会社を分割したりというところも、ひとつ、ほかから買ってくるっていうのもあると思い

ます。 

 あと、送電事業ということで、送電を二つに分けるべきだと。東日本の広域送電網会社、

Ｊ－ＰＯＷＥＲ、東京電力と共同出資して、本州と北海道をつないで６０万キロワットの

送電線網を含めて、５０ヘルツ、広域で運転する送電網会社と、電柱を管轄する地域送電

網会社に分割すると。配電事業会社です。戦前の北海道電力の前は、日本発送電と北海道

発電という会社だった。室蘭配電とかってあったと思いますけれども、そういうような会

社みたくして、要するに、プロバイダを好き勝手に選べるように、配電会社を選べると、

プロパガスを選べる、ガソリンスタンドを選べるというようなところで、配電会社、後で

詳しく説明しますけれども、あと、ＨＯＴｎｅｔのほうが、通信事業をやっているＨＯＴ

ｎｅｔは結構収益を上げているっていうことなんで、これはこれで収益を上げられるだろ

うと。 

 そういったところで、その他、収益を生み出す会社に出資するっていうことはいいと思

います。工事する会社だとか、コンビニに出資して利益を出すとかっていうことは、私、

賛成です。Ｊ－ＲＥＩＴも含めてということです。 

 次に、発送電分離、明瞭会計ということで、先ほどのところで指摘させていただきます。 

 総括原価方式は、明瞭会計ではないということで、発送電、配電分離を私は提言します。 

 というのも、分割することによって、送電コスト幾らなのか、発電所会社、私は王子か

ら買いたい、新日鐵から買いたいというように、好き勝手選べるほうがいいですよね。そ

して、配電会社がそれを組み立てていろんな料金体制をつくればいいと思っています。も

ちろん、それは、北電さんが、北海道電力さんが配電事業をやるというのも一つありきだ

と思います。 

 先ほど言いましたように、ＮＴＴのように持ち株化して、プロバイダ、ＯＣＮを選べる、

ぷららを選べる、ソニーのＳｏ－ｎｅｔを選べるというように、好き勝手選べるように、

プロバイダを好き勝手選べるような感覚で、配電会社を選べる、プロパン会社を好き勝手

選べるというような形でやっていくべきじゃないのかなというところをちょっと指摘させ

ていただきます。 

 競争原理がないということで、ちょっと先ほどお話をしたところで、登別の鉄塔を含め
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て大停電になったところもあります。ということで、コスト管理だとか安全対策の欠如が

あるよということですね。ちょっと、後でちょっと補足的になるんですけれども、質問を

兼ねてなんですけれども、安倍総理が湯煙発電をやってきたということで、地元の堀井学

議員にもちょっとその点をお話ししているんですけれども、登別市長の小笠原さんにもお

話ししてるんですが、これは、経済特区できるようなことも経済産業省にちょっと、登別

市長には話していますんで、ちょっとそこら辺をお願いしたいかなと思っております。 

 ということで、登別市民に対して釈明ということで、北海道電力と経済産業省にお願い

ということで、よろしくお願いできますでしょうか。 

 本日は、ご清聴をいただき、ありがとうございます。 

 私、登別から来ました東川允、３０歳と申します。 

 ご清聴、ありがとうございました。 

○安念委員長 

 経産省へのご質問というのは、具体的にはどういうことですか。 

○東川陳述人 

 アベノミクスによって、安倍さんが大分県のほうで湯煙発電を始めるということで視察

に行ったのがフェイスブックのほうに載っていまして、私も、経済特区の申請をすべきだ

とフェイスブックに書き込んだんですけれども、要するに、経済特区として、登別、こう

いう事業会社、発電事業会社の創設ということで、ちょっと提案といいますか、お願いし

たいということで、堀井学議員には、その点、お話ししているんですけども、一応、そう

いったところで経済産業省にちょっとお願いしたいかなというふうに……。 

○安念委員長 

 すみません、何をお願いしたいのですか。 

○東川陳述人 

 経済特区として、湯煙発電ができるような法律の規制突破だとか、何でしょう、特区に

できるように……。 

○安念委員長 

 地熱の発電を容易にするような特区という仕組みがつくれないかという、そういうご趣

旨ですね。 

○東川陳述人 

 そうです。そういうことです。 

○安念委員長 

 はい、わかりました。 

○東川陳述人 

 ありがとうございます。 

○安念委員長 

 どうだろう。経産省サイドで答えられるかどうか、ちょっとわかりませんけれども、何
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かご見解ありますか。 

○滝澤電力・ガス市場監視調整官 

 特区の話は、実は、私どもで担当させていただいているものではありませんので、この

場では、お話を承るということにさせていただきたいと思います。 

○東川陳述人 

 あとは、登別の大停電の……。 

○安念委員長 

 大停電については、どういうご質問でいらっしゃいますか。 

○東川陳述人 

 これは、謝ってないっていうところが、まず、登別市民に対して謝っていないですよね

というところがありまして、登別市役所に、まず来て、社長みずから小笠原市長に謝りす

らしてないんですよ、これ。これっておかしいと思いませんか、マスコミの皆さん含めて。

してないんですよ。小笠原さんから聞くと、支店長しか来てないと、そういう会社のトッ

プの姿勢が私としては許せないってところなんですよ。 

○川合取締役社長 

 それは、誤解かと思います。私は、支店長と一緒に小笠原市長のところに伺って、謝罪

してまいりました。 

○東川陳述人 

 それを、ちょっとマスコミが報道してないんですよ、どうも。 

○川合取締役社長 

 報道するかどうかは別にして、それは、私、行ってまいりましたので。ただ、個々のお

客様全体にはなかなか難しいと思っていますけれども、今回は、市長さん、それから、町

村長さんのほうにつきましては、支店長が行った場合もあると思いますけれども、登別は、

特にひどかったので、市長さんのところには行って、おわびしてまいりました。 

○安念委員長 

 という事実関係だそうでございます。 

 よろしゅうございますか。 

○東川陳述人 

 はい。わかりました。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

○東川陳述人 

 じゃ、どうもありがとうございました。 

○安念委員長 

 東川允さんに意見の陳述をしていただきました。 

 それでは、１５番の工藤芳郎さんにお願いをいたします。 



- 63 - 

 

○工藤陳述人 

 私は、くらしのリサーチセンターの副会長・専務理事を２５年間務めてまいりました。 

 私どもの事業の趣旨を紹介しますと、生起する社会経済問題について、行政、企業、国

民生活者間で相互理解を深めるために、調査研究活動、セミナーなどを推進することにあ

ります。 

 基本的な視点といたしましては、これは、プリントミスで、生活者になっていますが、

生産者です。生産者、供給者は、国民生活者の視点に立った事業活動を展開する。国民生

活者は、生産の原点を正しく理解することにあると考えております。 

 この間、経験したことを一つだけ申し上げますと、それは、行政や企業と一般の国民生

活者との間には、大きな情報格差があるということです。このことは、今回の料金値上げ

に関しても言えることであります。行政や企業は、以上の情報格差を是正するための努力

をしていただきたい。また、国民生活者は、正確な情報を得るための努力をしなければな

りません。 

 さて、電気料金値上げについての各界の課題を申し上げたいと思います。 

 私は、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、電力事業にとっては、電源構成の変更に伴う原価の洗い直しと

理解しております。以下、この理解に基づいて、意見を述べます。 

 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、一貫して

政府にあります。具体的には、エネルギー資源外交並びに国内開発を積極的に推進するこ

と、現政府は、かなり努力をしておりますが、これらが求められます。 

 エネルギー政策の早期確立が求められます。これなくしては、事業者は、前提計画を策

定することはできない、非常に困難だと思いますので、これを急がなければならない。 

 原発政策でありますが、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、国難であるというように私は

認識しておりますが、こういうことをぜひ政府も認識してもらいたい。原発政策は、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政府の政策責

任はあると思います。 

 また、この放射性物質の問題でありますが、これは、私は、進化論の上に立って、これ

を、人類がコントールできるかどうかということが大事でありまして、その戦略を立てる

ために、世界の英知を結集することを求めたいと思います。 

 東京電力の原発の事故が２０１１年３月１１日にありましたが、これによって、大震災

によって稼働停止となったのでありますが、この原因は、基本的は未曽有の大津波にある

というふうに私は考えます。ところで、時の政府は、福島原発とは、型式、建設年度、立

地状況も異にする各地の原子力発電の稼働停止を断行しました。その後、２年以上経過い

たしますが、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わけであります。 
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 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、政府にもあるというよ

うに考えます。 

 円安傾向と輸入資源の値上がりでありますが、 近における輸入資源の高騰の影響は、

イカ釣り船の操業停止、長距離トラック運行減少に見られるところでありまして、電力事

業の経営も打撃を受けております。為替レートの動向については、日本政府だけでなく、

主要国は野放しの状態であります。政府は、かつてのトービンＴＡＸ―これは為替取引

に課税するということでありますが、このような名案をかつて経済学者やカナダの外務大

臣なんかが提案したことがありますが、わが国としても為替レート安定について提唱すべ

きではないかと考えます。 

 日本経済を一部のヘッジファンドなどによるマネーゲームに操られる事態を放置してい

てはならないと思います。きのう終わりました今回のＧ８においても、このテーマがはっ

きり論じられなかったことは、非常に残念に思っております。 

 四つ目は、北海道電力の地域特性というものがあります。これは、広いということと、

積雪寒冷という問題は、特性といいますか、非常に厳しい条件であるわけでありますが、

これは、政府は重視しなければならんと思います。 

 次に、電力事業の課題でありますが、公益事業としての電力事業の地域社会に果たす役

割、使命を改めて確認しなければなりません。この際、電力会社は、これまでの地域社会

への社会貢献などについての実績に確信を持って、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電力料金を値上げするん

だというふうに積極的な対応が求められるわけであります。ただ、安定供給のためという

だけではなくて、これは、消極的な 低限の要求でありますが、もっと積極的に理念を掲

げた改定であってほしかったのであります。 

 需要家、消費者に対する十分な説明。これは、先ほども申し上げましたように、情報格

差があります。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

などについて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

なくて、エネルギー事情、その歴史などについても十分説明しなければなりません。 

 総原価の内容でありますが、原発稼働停止にかわる燃料費確保に関すること、これは、

当然であります。それから、事業報酬の算定根拠の内容、事業報酬という概念は、一般企

業会計にはない概念でありますだけに、十分な説明をしていただきたい。 

 人件費の抑制については、マスコミ等の扇動が見られるわけでありますが、専門性の高

い技術者の社会流出を抑止することが必要であります。また、社員の士気やモチベーショ

ンを低下させるような人件費の圧縮は賛成できません。 

 総じて申し上げれば、原価については、かなり圧縮されておりますが、燃料費の問題に

ついては、さらなる努力が求められます。将来的には、地政学的にも、ロシアの天然ガス

やサハリンの原油輸入も検討されなければならぬと思います。その際、北海道を初め、道

内の主要自治体、北海道ガスなど、地域ぐるみの協力体制をとることが望まれるわけであ
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ります。 

 １９５０年代に、旧ソ連からのビートの輸入例があります。これは、私もかかわったこ

とでありますが、やはり、道民を挙げて、道議会が超党派で視察団を送り込み、そして、

調査をし、北海道にビート産業を定着化させたという歴史があるわけでありまして、これ

を参考例として、エネルギーも北海道の特性を生かした活動を願いたいと思います。 

 次に、エネルギー事業の地域共同体に果たす役割でありますが、少子高齢社会、過疎化

の進行を抑制するためにも、電力事業が果たす役割は大きいのであります。電力事業は、

地域独占という批判もありますけれども、独占的に利益を追求しているわけではありませ

ん。また、そうあってはならない。エネルギーの安定供給を目的とした地域社会における

総合的な公益事業としてＣＳＲ活動を展開しており、さらに努力してほしいと思います。 

 後に、マスコミに対するお願いでありますが、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。大自然災害によって、今日、こういう事態が起き

たのでありますが、電力事業と消費者との相互不信を増幅するようなことを煽動すべきで

はありません。日本には、お互いさまという非常にすぐれた美学がありますが、これを大

事にしてほしい、忘れないでほしい。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、一口に原発云々ということは科学的ではないと思います。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。マスコミの皆さんにお願いして

おきます。 

 後に、まとめでありますが、私の意見といたしましては、今回の料金値上げは、東日

本大震災、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ません。むしろ、

被害者という一面も持っているというふうに考えるべきであります。 

 それから、原発停止は、政府の大局的判断により実行されたと言われておりますが、そ

の責任は、本来は政府に求められることでありますから、申請者としては、燃料費増嵩分

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、転嫁するということが今回

の値上げであり、現行法制度上ではやむを得ないと思っております。 

 後に、規制当局に申し上げますが、この電気事業法という法の精神に基づいて、再値

上げとなることのないよう、また、しなくて済むような厳正な査定をお願い申し上げます。 

 以上です。 

○安念委員長 

 大分時間が残っておりますが、よろしゅうございますか。 

○工藤陳述人 

 皆さん、ご苦労さまでございます。もう一つ、査定当局も大変ですけれども、やはり、

今、地域ごとに電気事業が分かれておりますけれども、それぞれの特性がありますから、

これをひとつ十分生かして、そして、共通点で、やっぱり日本としてのエネルギー政策を

早期に確立して、国民が安心できるような政策を、きょうのメンバーに申し上げるのは大

変失礼でありますが、政府ですね、これは。これをやってもらいたいと願っております。 
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 きょうは、皆さん、ご苦労さまです。 

○安念委員長 

 しかと承りました。ありがとうございました。 

 それでは、第１６番の打矢美和さんにお願いいたします。 

○打矢陳述人 

 本日は、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。 

 一主婦目線というか、消費者目線で、事前に送らせていただいた文章に少し付加して、

足して、発言させていただきます。 

 北海道電力は、道民の約半数になるまで、オール電化の使用を勧めてまいりました。寡

占企業でありながら、宣伝をして、クリーンで安全、エコエネルギー、上手に使って経済

的と広報を進めてきたことと思います。 

 この春、私ごとですが、子どもがひとり暮らしを始めるときに、オール電化の住宅であ

るということを選択肢の一つとして考えて住宅選びをしたぐらいです。それは、やっぱり、

１人で暮らすときに、いろいろなことを考えて、安全な環境で暮らしたいという本人の思

いもあって、そういう選びをしたくらいです。 

 そのような中で、今回の値上げの発表です。経済的なことを考えて、子どもに２０％以

上の値上げがあるということを伝えたところ、子どもは、まだそのことを知らず、とても

不安に思っていました。そのときに、電気料金表が手元にある、資料を見てごらんと言っ

たら、まだ、そのパーセンテージのことまで書いてないと、そのように言っておりました。

やはり、不安は募ったようでございます。 

 北海道電力は、北海道電力を信頼してオール電化を選択した消費者の皆様にとって、納

得できる料金設定、改定にしていただかなくては困ります。平等な料金の改定、そして、

そのことを理解、納得できるまでの説明を求めます。 

 私、午前中も傍聴させていただいておりましたが、わからない、資料が足りないという

意見がたくさん出ていたと思います。一消費者、年代層を幅広く、誰にでもわかるような

お知らせを電気料金のお知らせのときに、ともに入れていただきたいと思います。 

 原発に対しては、絶対的な安全神話が崩れてしまいました。今、福島は、私たちは、福

島の方々の犠牲とも言える今日の状況を教訓として、泊のことを考え、原発は稼働するべ

きではないと考えています。原発稼働に伴うような値上げについて、先日の別な説明会で

も伺いましたが、私たちは、原発ありきで値上げが少なくなる、料金値上げが少なくなる

のでは、そこを希望してはおりません。泊が動くことによっての値上げの解消に近づくと

いう表現は、原発を稼働させ、稼働させ続けることによる費用、廃棄物に係る費用を客観

的に考慮すると、決して、そこには経済性はないというふうに思われます。これも、午前

中、傍聴させていただいたところで、皆さんと共通する意見です。 

 現段階で、私たちは、電気については、選択がありません。北海道電力さんから電気を

買って使用することしかできない状況です。北海道電力さんは、自社の収益を考えること
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もさることながら、北海道全体のことを考えていただきたいと思います。私たちの住むこ

の広大な大地北海道は、カロリーベース２００％の自給率を誇る一大食料基地であり、日

本の食を担っている自慢の大地だと思っております。その北海道のリーダー的企業として、

北海道電力さんは、安全を確保できない状況で泊原発を稼働させるということは、決して

行っていただきたくないと思います。 

 安心・安全なエネルギーの確保を、私たち消費者は求めております。 

 以上です。 

○安念委員長 

 まだ、大分、時間がございますが、何かご質問になることはありませんか。 

○打矢陳述人 

 質問といいますか、先日の説明会でも、たくさんの方が、私も含めて、その場で、なぜ

泊ありきでそうなんですかって、泊にかかる費用、午前中の方もおっしゃっておられまし

たが、いわゆる目に見えてくる費用じゃなくて、揚水発電その他もろもろ、とまっている

ことのお金もかかりますが、動かすことによって核燃料の廃棄するものの処理費、どんど

ん使い続けていくことによって、その費用は膨大化していきます。そして、危険と隣合わ

せの状況、その価格ではかれないところのことまでも含めて、算出できるものでもかなり

膨大な金額であるのに、いわゆるプライスレスと言うんですか、福島であれば、これだけ

の状況を生んだ、そういうことに対して、どのようにお考えで泊を、３号機を今にも稼働

させようと思っていらっしゃるのかということが、ちょっと難しいかもしれませんが、現

段階での今のこの意見に対してのご回答というか、ご意見を頂戴したいと思います。 

○安念委員長 

 じゃ、その現段階でのご意見がありましたら、どうぞ。 

○川合取締役社長 

 泊発電所につきましては、今、おっしゃられましたように、事故が起きて危険だという

お考えの方もいらっしゃると思います。 

 まず、私どもの考えとしましては、今、午前中もたくさん、泊の再稼働前提としない料

金の改定とかというお話が出たんですが、少なくとも、泊発電所につきましては、２１０

万キロワットの規模で、安全が確認されれば、スタンバイができているという状況だとい

うふうに思っております。もし、これをなくすということですと、午前中の方の発言の中

にもありましたが、冬、夏を含めて乗り切れたんだというご発言があったんですけれども、

私どもとしては、決していい形で乗り切れたというふうには思っておりません。ご努力、

節電のご協力のお願いにお応えいただいたり、大口のお客さんにシフトしていただいたり

と、いろんなご努力をしていただいて、ようやくしのげたと。ですから、新しい新増設の

ようなお話、北海道にこれから工場を建てたいとか、増加したいとか、そういったお話に

は、依然として全然応えられていないという状況の中で、やっぱり、もし泊を閉鎖すると

いうふうなことを考えれば、それにかわる電源を持っていかなければいけないと思ってお
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ります。 

 そういうことを考えたときに、今、泊をなくしてということよりも、やっぱり、これを、

安全が確認されれば使っていくのが一番現実的な道としてはいいんじゃないかというのは、

私どもの考えであります。 

 一応、今、そういうことでございます。 

○打矢陳述人 

 よろしいですか、続けて。 

 安全の確認とおっしゃいました。福島に関しても、安全の確認はされていたと記憶して

おります。人知を超える災害が来た場合、それに関しては、誰も予測はできないと思いま

す。そこのところを考えて、そこを踏み込んでいいものなのか。これだけ地震大国の日本

で、活断層も含めて、この状況のところに原発が建っているというのは、原発先進国のア

メリカ云々であれば、あり得ないことと聞いております。その状況の中で、もし稼働させ

て、もし、万が一でも危険なこと、人知にかかわること、自然災害に、自然というか、こ

の北海道の大地が汚染されてしまうことになったときには、取り返しのつかないことだと

思いますが、そこまでも含めて安全とおっしゃられているのかどうか、それは、ちょっと

私たちにとってはとても不安なんですが、どうでしょうか。 

○川合取締役社長 

 安全を確認しなければいけないということで申し上げていまして、これも、午前中の方々

から、余りその話は出ていないんで、じゃ、その安全の確認は何だということになると、

私どもは、ですから、今、規制庁、規制委員会、原子力安全・保安院の形から、今は原子

力の規制庁という形になって、この７月に新たな基準ができて、それに適合しているか、

していないのかという形で、安全が確認されるものだと思っております。ですから、そこ

に、私ども泊の１号機から３号機までをかけて審査をしていただいて、そこで安全だとい

うことになれば、動かしていく可能性が出てくると、地元の方々のご理解を得た上で動か

していくというのが今の私どもの考え方でございます。 

 自分たちでもって、それを勝手に決めているということではございません。 

○打矢陳述人 

 ご自身たちで決めているとは私どもも思っておりませんが、それは、今で想定される安

全であるということ、あと、地元という範囲を少し教えていただきたい。 

 事が起これば、３０キロだけじゃなく８０キロ圏内、あと、食料のこと、風評被害もろ

もろを考えると、福島と北海道は、風、原発の位置も違って風向きも違えば、被害に遭う

範囲が全然面積的に違ってくるということも聞いておりますので、それも含めて、北海道

の産業、主要産業、午前中にも１次産業、観光産業ということで出ておりましたが、そう

いうところと、全道民に対してがその地元というお言葉になっておられるのかをちょっと

ご説明いただきたいと思います。 
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○酒井取締役副社長 

 地元の範囲はどういうことかというご質問かと思います。 

 まず一つ、防災の観点、こちらで言いますと、指針上、３０キロまでを防災の範囲とす

ると。それが一つございます。 

 それとあと、規制委員会、規制庁のほうで、福島と同様な事故が起きて放射性物質が拡

散したらどれぐらい影響が出るかといった距離を試算しております。これは、大体、泊の

場合は十数キロ、２０キロ弱ぐらいの距離になっております。 

 あと、現在、泊発電所の場合、地元４カ町村、泊村、共和町、岩内町、神恵内村と安全

協定を結んでおりますけれども、これは、大体、一番遠いところまでで１０キロメートル

ぐらいでございます。ですので、地元と言ったときに何を判断基準にするかというのは、

いろいろあるかと思います。また、放射性物質の拡散の仕方、こういったものでいろんな

判断の仕方はあると思っておりますけれども、今申し上げた距離が一つの目安になってく

るんではないかというふうに思います。 

○打矢陳述人 

 でありましたら、やはり、本当の近隣を地元と指していらっしゃるという、北海道全体

というわけではないということと捉えていいですか。 

○酒井取締役副社長 

 北海道全体におきましては、北海道庁という組織がございますので、そちらの北海道庁

さんといろいろ協議をさせていただくということになろうかと思います。 

○打矢陳述人 

 わかりました。 

 共通して、午前中の方からと、私の思いでもありますが、安心・安全が裏づけされての

値上げだったら、消費者としては納得できます。ただ、値上げあり、宣伝していたオール

電化を宣伝して、なおかつ、たくさん使ったオール電化の人間に負担が大きい、そして、

値上げをするのに、そこの裏には不安がつきまとう、そういう値上げは望んでいません。

私ども消費者は、望んでいない方が大半だと思います。いろんな意見があると思いますが、

午前中、共通にして聞いていても、やはり、安心・安全、あと、北電さんの電気を使うこ

としか、一消費者、私たちはできないんです、まだ。そこのところを考えて、北海道全体

のことを考えるトップ企業さんであっていただきたいと思っております。 

 お時間を頂戴して、ありがとうございました。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した。 

 打矢さんに意見の陳述をしていただきました。 

 それでは、続きまして、１７番の田中いずみさんにお願いをいたします。 

○田中陳述人 

 本日は、このような機会を与えていただきまして、まことにどうもありがとうございま
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す。 

 北海道民、主婦、そして、コープさっぽろの消費者として発言させていただきます。 

 皆さんと多分、重なる部分が多いかなと思いますけれども、発言させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 電力会社が地域独占で電気を供給している中、消費者は、電力会社を選べません。北海

道民は、環境を考えた再生可能エネルギーへの取り組みを推進してほしいと強く望んでい

ます。そんな中での泊原発の再稼働を目指す前提での値上げは、道民の声を無視している

ものです。根拠のはっきりしない電気料金の値上げを押しつけられることは、理解できま

せん。 

 昨年、泊原発がとまり、道民は、夏、節電に取り組みました。そして、それは、道民が

再生可能エネルギーを望んでいるからできた努力だと思います。そして、その行動が、原

発がとまってもやっていけるんだ。ということで消費者は努力したんだと思います。 

 北海道は、再生可能エネルギーの宝庫です。今後の日本を考えたときには、ここ北海道

での再生可能エネルギーの場所として、国がバックアップしていってほしいと思っていま

す。そのためには、発送電分離を早期に、早急に進めてほしいと思っています。 

 北海道電力の方々からの説明を聞いても、疑問がふえる一方です。なぜなら、総括原価

方式に対しても、役員報酬に対しても、今の北海道民の平均年収と比べると、努力しまし

たといった金額でも、まだまだ高い金額です。とても、北海道民とともに歩んできたトッ

プ企業とは思えません。 

 繰り返しになりますが、多分、国民も道民も、福島事故以後、原発の再稼働を望んでい

ません。 また、このような機会を全国、いろんな場所で、北海道はここ札幌で開かれて

いると思います。前の方もお話ししていましたが、北海道は、食料基地でもあります。そ

こをトータルに考えて、国も北電も北海道での再稼働を改めて、考え直していただきたい

なと強く思います。 

 短いですけれども、以上です。 

○安念委員長 

 大分、時間が余っておりますが、何かご質問になることはございませんか。 

○田中陳述人 

 経産省の方々と第三者委員会の方々にちょっと要望になるんですけど、いいですか。 

 先日、北電の説明会を開いたときに、北電は、国の意見に従います、いろんな規制委員

会に従いますということをおっしゃっていました。先ほどと繰り返しになりますが、北海

道は、多分、ほかの地域と違うと私は思っています。ただ、電力会社があって、土地があ

ってっていうだけじゃなく、日本の中の、食料基地であり、再生可能エネルギーの宝庫で

もあります。そこのところをぜひとも考慮していただきたいというか、そこも含めてトー

タル的に考えていただきたいと思っています。 
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○安念委員長 

 それでは、私がその電気料金審査専門委員会の委員長でございますので、私のその立場

でただいまのご意見を承りました。 

 電気料金の算定自体は、電気事業法その他の法令によって、非常に技術的に細かいとこ

ろまで決まっておりまして、地域特性その他の事項を直接に考慮することは許されていな

い仕組みになっております。今の田中さんのご意見は、ご意見としては、私、非常にもっ

ともなところがあると思っております。ついでに申しますと、私自身も北海道の出身でご

ざいますので、食料基地としての北海道の役割とか、自然の豊かさというのは、もう私も

重々承知しているつもりですので、そのような特性も含めて考えることができれば、それ

にこしたことはないんですが、電気料金の算定自体は、極めてテクニカルにできておりま

して、そうした地域特性その他といったものは、もう少しレベルの高いと申しましょうか、

政策的な判断ができる場でなされるべきであろうと思います。 

 それは、何というか、行政もさることながら、もっと政治的なレベルで決めるべきこと

ではなかろうかと私は思っております。 

○田中陳述人 

 政治的になってしまうんですか。 

○安念委員長 

 はい。これは、何というか、行政的に、役人とか学者とかが決められるような問題では

ありませんで、やはり、選挙によって選ばれて、民主的な正当性を持っている人だけが決

める資格を持っているという、そういうレベルの問題ではなかろうかと私は思っておりま

す。 

○田中陳述人 

 それでは、私たちがそれに見合うような人を選んでいくしかないということですか。 

○安念委員長 

 全く、おっしゃるとおりだと私は思います。 

 ただ、選挙は、一つのことだけを争点にして人を選ぶわけではございませんので、なか

なか、人を選ぶといっても、それは、どう選んでいいのか難しいことではございますけれ

ども、しかし、政治家は常に世論というものを非常に気にしておりますから、皆さんと申

しましょうか、ユーザーの努力によって世論を形成していくというのは、選挙とはまた違

った意味で大変意義深いことだと思っております。 

○田中陳述人 

 わかりました。 

 どうもありがとうございました。 

○安念委員長 

 田中さんのご意見の陳述をいただきました。 

 それでは、１８番の荒川美奈子さんにお願いいたします。 
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○荒川陳述人 

 こんにちは。 

 道東の釧路から参りました荒川と申します。 

 このような機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 

 一消費者として、発言させていただきたいと思います。 

 この時期に電気料金の値上げ、それと泊原発の再稼働は、反対です。 

 北海道の経済が低迷している中、家庭負担への影響も大きいです。こんなにも道民が希

望している声に応えず、泊原発の再稼働を目指すのは、道民の声を無視しているのではな

いかと思います。脱原発の視点に立って、再生可能エネルギーの利用を拡大してほしいと

思います。 

 再生可能エネルギーも、風力、それから、太陽光パネル、地熱などいろいろありますけ

れども、どれもこの広い北海道に適した自然エネルギーだと思いますが、親戚にも酪農家

がおりますけれども、酪農が盛んな道東に住む者としては、バイオマスエネルギーをどん

どん利用していただきたいと思います。 

 今、別海のほうでも計画があるようですけれども、厄介者が貴重な生物資源となって、

堆肥としても利用できますし、地域の活性化にも役立つと思われます。日照時間の長い道

東ですので、昼間は太陽光、そして、夜はバイオマスの発電と、北海道ならではの有効な

発電ができるのではないかなと思います。送電線をふやして、余った電気を東京にも送る

ような仕組みをつくっていただけたらなと思っています。 

 原発の新基準が決まったようですけれども、福島第一原発の事故が、処理も進んでおり

ません。安全性より経営のコストを重視するような姿勢は全く賛成できません。脱原発に

向けての準備のために電気料金を値上げするのであれば、少しは理解は得られるかと思い

ますけれども、このまま再稼働をするのは納得がいきません。反対いたします。 

 以上です。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 ちょっとしか時間を使っていらっしゃいませんけれども、何かご質問なさりたいことは

ございませんか。 

○荒川陳述人 

 先ほどもいろいろご質問された方とかぶりますけれども、一つだけ。 

 原発の新基準が決まったということで、先ほど、スタンバイはできているというお話で

したけれども、泊の防潮堤の高さっていうのは、３０メートルの津波でも耐えられるよう

な高さということを計画していらっしゃるんでしょうか。 

○安念委員長 

 どうぞ、お願いします。 
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○酒井取締役副社長 

 現在、泊発電所のほうでは、防潮堤の工事を進めております。完成は、２６年度、来年

の冬前までに完成予定でございますけれども、高さは１６．５メートルでございます。 

 これは、いわゆる泊のほうでは、津波の高さの評価を行っておりますけれども、これま

での評価では、１０メートルを超えることはないだろうと。実際、泊の発電所の設備のあ

る正面の部分、こちらの津波高さの評価は、これまで大体５メートルから６メートルぐら

いというふうに評価をしております。それに対しまして、敷地高さは１０メートルござい

ますので、実際の津波高さに比べるとかなり敷地のほうが高くて余裕があると。当社とし

ては、さらにそれに安全性を考慮して、より安全性を高めるためにということでございま

すけれども、６．５メートルの高さ、海面からの高さになりますと１６．５メートルとい

うふうになりますけれども、そちらの防潮堤をつくっているというところでございます。 

○安念委員長 

 そうしますと、１６．５というのは、敷地高プラス防潮堤の高さですか。 

○酒井取締役副社長 

 そうです。敷地高さ１０メートルプラス６．５メートルの堤です。 

○安念委員長 

 ということでございますが、いかがでございますか。 

○荒川陳述人 

 ３０メートルの、もし津波が来たら、どうなるのかなって、すごく心配ですけども、は

い、わかりました。 

○安念委員長 

 基準津波は、もう策定されているわけですか。 

○酒井取締役副社長 

 現在、作業中でございます。 

○安念委員長 

 原発ごとの位置関係で基準津波というのがもちろん違っておりますので、日本海側の泊

というのは、太平洋でまるっきり面しているのとは、やはり違う考え方があるのではない

かと、私は素人でありますけども、推測するところでございます。 

○荒川陳述人 

 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す。 

 荒川さんのご意見を拝聴いたしました。 

 それでは、１９番の高橋貴子さんにお願いいたします。 

○高橋陳述人 

 本日は、このような貴重なお時間、役割を与えていただきまして、ありがとうございま
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す。 

 本日、私は、食料自給率１，０００％を超える十勝からきました。 

 本当に、一般の消費者、それもかなりレベルの低い消費者ということで、もし、勉強不

足の点がありますので、そういった点は大目に見てお話を聞いていただきたいと思います。 

 私個人の意見ですが、原発再稼働前提での今回の値上げ申請には疑問を感じます。原発

に頼らない再生可能エネルギーへの転換を考えての試算があっての値上げであれば、例え

ば、帯広でしたら水力、ほかに、太陽光、日照時間が長いということで太陽光の発電、私

の住む鹿追町ではバイオマスも取り入れていますし、地熱もというお話も聞かせていただ

きました。原発をの代替の火力発電所にかかるコストが上がっているからの値上げ、また、

一時的に我慢してください、原発の再稼動前提では納得いかないと考えます。クリーンな

イメージの北海道民として、再生可能エネルギー、持続可能なエネルギー利用を考慮して

の値上げであれば、まだまだ納得がいくのではというふうに考えます。 

 また、企業努力に関しては先日も説明会の中で、コスト削減の説明もありましたが、ま

だまだ一般の企業から見ると、賃金、福利厚生も優遇されていること、多大な広告料、ス

ポンサー料などのことも他の意見陳述人の発言から学ばせていただきました。そういった

ことにもかかわらず、値上げというのはどうかなというふうに考えています。 

 私たち北海道の一般消費者、大きな企業さんは別でしょうが、電力、電力会社を選ぶこ

とができません。北海道電力さん一つです。選ぶことができません。北海道の経済は、も

う本州のほうではアベノミクス効果でかなり期待ができるようなことですけども、北海道

はまだまだ今後も景気がよくなるという見通しがまだまだ立たない状態での値上げは、ち

ょっと一般消費者から見て、やはり苦しいかなと思います。 

 ほかの小麦の値上げ、食料品の値上げと違って、もう電力に頼るしかない、電力を使う

のが当たり前の生活になっている私たちは、幾ら省エネに努めても、どうしても、やはり、

電気、テレビをつけても、洗濯にも電気が必要です。そういったところでの値上げという

のは、ここにいらっしゃる、また、いろんな方の、声を上げている方々だけではなく、本

当に普通に生活している人、みんながかかわってくることだと思っております。 

 後に、緑の地球、食の宝庫としての地球を、また北海道を後世に残していくためにも、

きょうは、たくさんの方がお話をされていますし、国民の声ということで一般にも公募さ

れています。その声、考えを考慮して、今後、決めていっていただきたいなというふうに

考えております。 

 どうもありがとうございました。 

○安念委員長 

 高橋さんもほんのわずかしかまだ時間を使っていらっしゃいませんけれども、何かご質

問になる事項はございませんか。 

○高橋陳述人 

 ご質問というよりも、きょうは、意見ということで述べさせていただきました。質問と
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いうよりも、きょうのお話や国民の声、いろんな公聴会でのお話をもとに考えて、形とし

て表現していただけたら、それで満足です。 

 きょうは、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。 

 高橋さんの意見陳述をお願いいたしました。 

 お待たせをいたしました。第２０番の水澤みさ子さんにお願いをいたします。 

○水澤陳述人 

 本日は、北見から参りました。 

 道民、消費者の一人として、意見を表明いたします。 

 現段階での値上げに反対です。 

 北海道電力が北海道で地域独占をしている中、消費者は、電力会社を選ぶことができま

せん。北海道の一企業として、値上げの前に企業努力をもっとしてほしいと思います。 

 また、料金体系は、非常にわかりにくいです。リーフレットが自宅の郵便受けに入りま

したけれども、さらにもっと丁寧に道民一人一人に説明していただきたいと思っておりま

す。 

 ６月５日に、値上げに伴う北海道電力の説明を受けました。原発再稼働が大前提の値上

げ提案でした。脱原発へ向けた再生可能エネルギーなど転換していくことをさらに希望い

たします。 

 説明会で、私は、参加者の一人として、北電の原子力発電に対する姿勢方針を質問いた

しましたところ、そのとき説明した札幌の支店長さんは、こうおっしゃっておりました。

原発事故前、何となく原発が不安だなと思っていた人が、事故後、原発は怖いと騒いでい

るだけ、安全でクリーンな発電で、今後も推進してまいりたいとおっしゃいました。 

 説明会全体の中身の印象は、個人の印象ですけれども、今、値上げを認めれば、後々、

原発を再稼働し、また値下げをしてあげるというような上から目線の発言と、そのような

北電の体質に、とても違和感を感じました。真摯で丁寧な説明会とは思えませんでした。 

 多くの道民は、原発を望んでいないと思います。断層近くに立地する泊原発で事故が起

こったときの大変な被害や莫大なコストを考えると、今、まさに、発送電分離などを含め

て、今後のエネルギー問題を含め、電気料金ももちろん含めて、しっかり議論していくべ

きだと考えます。 

 先ほどより出ておりましたが、それは、政治の力というふうに逃げず、経済産業省の方

におかれましても、そして、北海道電力の方におかれましても、もっともっと考えていた

だきたいと思います。 

 原発、夜間余剰電力を有効に活用するため、電力会社の都合で進めてきたドリーム８だ

と思っております。先日、６月５日の説明会では、ドリーム８をＣＭなどで積極的に進め

てきたことを、今、ドリーム８を設置している人から、その政策は詐欺みたいなものじゃ
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ないかと問われておりましたら、支店長さんは、そう言われたら、今となっては詐欺みた

いなものでありますとお認めになりました。もう少し、真摯な対応、真摯な経営をしてい

ただきたいと思っております。 

 まとめますが、火力発電などコスト増だから原発再稼働イコール電気料金値上げという

考えではなく、孫子の代まで国、道の将来を見据えた電力のあり方を議論していきたいで

すし、今後、多少、不便な生活となっても生活の安全をとりたいと思います。そのための

再生可能エネルギーにかかる料金の負担であれば、いたし方ないと思う部分もあります。

北海道電力は、道の一企業として、北海道のため、北海道民のために取り組んでいただけ

ればと思います。 

 以上です。 

○安念委員長 

 何かご質問になりたいことはございませんか。 

○水澤陳述人 

 先ほど出ていまして、同じ内容ですので、質問はないです。 

 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。 

 まだ、質問なさりたい事項が残っている場合は、６月２４日までに事務局までご送付く

ださい。メールで結構でございます。そうしましたら、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、公表いたします。大変タ

イムスケジュールが窮屈で恐縮でございますが、６月２４日の月曜日までにお願いをでき

たらと存じます。 

 それでは、２０番の水澤さんまでご意見を拝聴いたしましたので、これで、午後の部の

前半の意見陳述を終えたいと存じますが、委員より、それぞれコメントを二、三分でいた

だきたいと存じます。 

 じゃ、また、梶川委員からお願いいたします。 

○梶川オブザーバー 

 審査委員をさせていただいております梶川でございます。 

 午前中に皆様のお話をお聞きして、少しコメントをさせていただいたので、重複する部

分については割愛させていただきますけれども、やはり、こうやって公聴会に実際に出さ

せていただきますと、そのそれぞれの地域のお考えというのが非常によく理解させていた

だける感じがいたします。 

 今回、午前中もそうでしたけども、非常に強くお感じになられている部分は、やっぱり、

泊の原発の稼働について、非常に強く反対されている方が多いんだろうなということでご

ざいまして、これは、北海道の地域特性のこのクリーンな土地柄、また、本当に日本の食

料の供給源だと。この地域をとても愛して大事にされている皆さんのお気持ちを非常に痛
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いほど感じさせていただくところです。ただ、この問題というのは、午前中もお話しした

エネルギー政策にもかかわることであり、ある意味では、北海道電力のもちろん経営的な

戦略にもなるのですが、委員長が、先ほどお話しのように、この場でこの審査専門委員会

として議論できる範囲というのは限られているかもしれません。皆様から見ると、やや不

十分じゃないかというおしかりを受けるようなことがあるかもしれないんですけども、私

どもは、与えられた職務を規定の中で粛々と厳正にさせていただくということで、ただ、

その場合に、背景として、皆様のお気持ちというのはとても重要だということは十二分に

認識させていただいて、また、こうしてこの地に来させていただいて改めて感じさせてい

ただきましたので、その点を十分に今後の審査の作業に反映させていただければと思って

おります。 

 以上でございます。 

○永田オブザーバー 

 審査専門委員の永田でございます。 

 午前中に引き続きまして、多数の消費者の方のご意見を聞かせていただきまして、大変

参考になっております。 

 まず、幾つかのご指摘の中で、一つは、企業姿勢というところです。北海道電力さんの

支店長の方のご説明の中に、やはり、事業者の目線が余りにも優先というのですか、消費

者の方の気持ちや考え方を理解されていないような発言があったということで、これは、

企業というよりも、まさしくその経営を担う役員の方たちも含めて、消費者の方と対話を

するという立場に立ってお話しすることが、まずもって必要であろうと思われます。 

 それから、やはり、説明をする場合は、基本的に、まずもって消費者の方が 終的にど

ういった料金制度を希望しているか、それと現状の事業者の立場、ここのギャップという

か、乖離といいますか、ここについてきちんとご理解されて、そこをどういうふうに縮め

ていくかということだと思います。 

 それと、やはり、稼働ありきの電力値上げについては容認できないというご指摘、それ

はごもっともだと思っております。一方で、多分、短期的な対応と中長期的な対応に分け

て議論をしないと結論が出しにくい部分もあるかと思っていまして、短期的には、事業者

の立場としては、既に投資してしまった原子力を廃炉にするにしても相当なコストがかか

ると、それを一番経済合理的な、利害関係者が一番納得しやすい立場で短期的には対応す

る中で、両稼働を事業者の方がその選択肢として考えていらっしゃると思います。 

 一方で、中長期的には、やはり、皆様が、再生可能エネルギーを含めて、電力のベスト

ミックスを、電力については、消費者もしくは国民の皆様の意見を反映した原子力政策に

していくことが必要です。短期と中長期で議論を分けてやることが非常に大事なことでは

ないかということで、改めまして感じました。本日、皆様のご意見を踏まえて、今後の審

査に反映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。 
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○南オブザーバー 

 こんにちは。 

 委員の南でございます。 

 午前中に引き続き、ご意見を拝聴させていただきました。 

 他の委員の意見と重なりますけれども、原子力発電所再稼働にかかる非常な不安を切々

と唱えられる意見が多くて、それは、委員会の職務を大きく超えるものではございますけ

れども、そういう声が、我々委員やここにご参画されたいろいろな方々に届いているとい

うことは重要なことだと思います。 

 もう一つは、北海道電力の社長さんや副社長さんがいらっしゃる場で意見を述べたり、

もしくは質問したりする場というのはなかなかなくて、普段はお会いしてお話ししてくだ

さいといっても、多分、お話ししてくれないと思いますので、ぜひ、これから続く５人の

方も含めまして、この公聴会をより実りあるものにするためにも、せっかくここにいらっ

しゃるマネジメントの方々に聞きたいことをお聞きする場として利用していただければ、

この公聴会がよりよいものになるのではないかというふうな感想を持っています。 

 あと、地域特性についても、なかなか難しくて、委員長がおっしゃるとおりでございま

す。料金メニューについての地域特性というのは実はあるかもしれなくて、ドリーム８と

いうメニューを実施していたというのは、冬場がピークを迎える北海道の特性でもありま

すので、その点については、これも審査の範囲を超える部分ももちろんあるんですけども、

地域の特性を考慮することもあり得るのではないかという感想を持ちました。 

 いずれにせよ、これからの残りの後半も実りある公聴会を期待して、引き続き参加した

いと思います。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。 

 以上をもちまして、午後の部の前半を終わります。 

 午後の部の後半は、１６時５分、午後４時５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、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。そのままお帰りになる方は出口の箱の中にご返却ください。 

 

〔  休     憩  〕 

 

○安念委員長 

 １６時５分になりましたので、ただいまから、午後の部の後半の意見陳述を始めたいと

思います。 
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 何度も同じことをお願いしておりまして大変恐縮ですが、議事次第の資料３の意見陳述

人の方へというお願いの４と５をごらんください。お１人１５分が持ち時間でございまし

て、意見陳述のほか、経産省や北海道電力に対する質問をしていただくことも可能ですが、

意見陳述と質疑応答を合わせて１５分というでき上がりになっておりますので、ご協力を

いただきたいと思います。 

 時間をはかりますためにベルが鳴ります。お話を始めていただいてから１０分で１回、

１４分で２回、１５分で３回ベルが鳴ることになっておりますので、それで時間の調整を

していただければと存じます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、大変お待たせをいたしました。 

 第２１番の川辺ひろみさんに意見陳述をお願いいたします。 

○川辺陳述人 

 旭川から参りました川辺と申します。このような発言の機会をいただきまして、ありが

とうございます。 

 早速、意見のほうを述べさせていただきたいと思います。 

 原発の安易な稼働に、再稼働に反対いたします。小さいことで例えるならば、苦しい家

計の中、いろいろやりくりしている家庭はたくさんあります。家庭の主婦は、さまざまな

工夫をしています。幾ら企業だといっても、出費という部分では同じです。きちんとした

やりくりをしていますでしょうか。予算を出したから、それを使い切らなきゃ次の予算が

減らされるとか、組めないみたいな甘い考えがまだあるのではないでしょうか。誰が聞い

ても、これ以上削れることができない状態になって、初めて理解してもらい、値上げとい

う段階になるのではないでしょうか。数字の羅列や難しい文言で人々を惑わしてはいけま

せん。納得がいかない限り反対させていただきます。 

 以上です。 

○安念委員長 

 もうよろしいですか。 

○川辺陳述人 

 はい、いいです。 

○安念委員長 

 わかりました。 

 何かご質問になることとか、もうよろしいですか。 

○川辺陳述人 

 私は、本当に一般家庭の主婦ですので、難しい言葉ですとか、そういうのは、何となく

は理解できているつもりですけれども、やっぱり、わかりやすい言葉で、子どもでも、こ

れだったら仕方ないね、値上げするのは仕方ないねとわかるような説明の仕方で初めてみ

んなが理解するんではないかなと思いました。ですので、具体的な数字が、自分たちの家

庭でわからない億とか何兆とか、そういう数字をばっと並べられても、とても一瞬ではわ
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からないと思うんですよね。それなので、本当にわかりやすい言葉で伝えていただきたい

なと思いまして、こういう意見を述べさせていただきました。 

○安念委員長 

 川辺さんのおっしゃる精神に従って、私どもは、電気料金審査専門委員会でも査定の作

業を行いたいと思います。 

 きょうは、どうもありがとうございました。 

○川辺陳述人 

 ありがとうございました。 

○安念委員長 

 川辺さんのご意見を拝聴いたしました。 

 お待たせいたしました。２２番の林朋子さんにお願いいたします。 

○林陳述人 

 札幌市北区から参りました林朋子です。 

 道民の一人として、一主婦として、また、コープさっぽろの代表、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。 

 原発再稼働前提の今回の値上げ申請には疑問を感じます。北海道民挙げての冬の節電の

終了を待ち構えたように値上げ申請が発表されました。北海道電力は、企業努力をしてい

るのでしょうか。役員、社員の人数、報酬は適切でしょうか。また、顧問は４人で５，７

００万円の報酬と聞いています。人数、金額は妥当でしょうか。また、高い企業年金、福

利厚生費の見直し、給料の見直しを行うべきだと思います。社員の平均年収は１４６万円、

１９％引き下げて６４３万円、道内民間企業の平均６５１万円を下回っているということ

ですが、この対象は、５００人規模の企業が対象になっております。北海道にその企業が

どれだけあるでしょうか。道民の平均年収４３５万円に対して、北電の一般社員は、引き

下げ後も約１．５倍近くとなっています。役員報酬も同様です。対象が５００人規模の企

業となっております。 

 また、電気料金の価格設定はとても複雑で、費用と利益を料金に転嫁できる総括原価方

式も見直すべきだと考えています。 

 今回の値上げは、平均１０．２％ということですが、オール電化住宅は２２％以上とな

ります。実に年間６万円以上のアップとなります。北電はオール電化住宅を推奨し、現在

新築の約半数はオール電化住宅と聞いております。特に、高齢者には、安全でクリーンと

うたっています。年金生活者には大きな負担増となります。オール電化に対する説明、節

電方法、軽減策を示す予定はあるのでしょうか。 

 値上げ要因は、収入低下のほか、原発を再稼働させるために必要な安全対策費用の増加

ということですが、原発を維持するからこそ値上げになると思います。北電の原発構成比

は７割近くにもなると聞いています。 

 先日、説明会を行いましたが、あくまでも原発再稼働が前提で、あの福島の教訓が全く
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活かされていません。道民に誠実に対応する姿勢が全く感じられませんでした。 

 今回、原発の少ない中部、中国、北陸電力の３社は値上げをしておりません。北海道電

力は、新たな再生可能エネルギーに取り組むべきだと考えています。ソーラー、バイオマ

ス、地熱、風力、火力、水力と、北海道の広大な土地や気象条件からも再生可能エネルギ

ーに も適した地域だと思っております。 

 しかし、残念なことに、体制が整わず、有効活用に至っていないのが現状です。国とし

てのしっかりとしたバックアップを希望します。原発は、国の管理に移管し、全て廃炉と

すべきと思っております。次世代に負の遺産は残すべきではありません。 

 北海道電力の値上げで、地域に与える影響の大きさははかり知れません。年収も経済も

全国平均の８割という状態の中、ますます景気の後退が予想されます。電気料金の値上げ

には断固反対していきたいと思います。 

 また、今回の公聴会を、道民の意見を聞きましたと、単なるアリバイづくりにしてほし

くはありません。２５人の方々の意見を真摯に受けとめ、少しでも今後の経営に生かして

いただきたいと切望します。 

 以上です。 

○安念委員長 

 まだ大分持ち時間を余していらっしゃいますけれども、何かご質問になる事項はござい

ませんか。 

○林陳述人 

 先ほど、午後の前半の部で傍聴しておりましたが、原発のことに関して、泊原発の影響

ということで質問があったと思いますが、先日、コープさっぽろでも福島からの自主避難

者のお話を聞く機会がありまして、もし泊原発で福島のような事故が起きたら、札幌は間

違いなく被害が及ぶとおっしゃっていました。 

 また、風向きもそうなのですね。福島は太平洋のほうに流れております。泊原発が事故

に遭いますと、札幌はもちろん、北海道はほぼ全域が被害に遭うと思っていますが、その

辺についてはいかがでしょうか。先ほどは、近く、３０キロ、２０キロ圏内とかとおっし

ゃっていましたが、その辺のところはどうお考えでしょうか。 

○安念委員長 

 というのは、福島第一のようなシビアアクシデントが発生した場合に、放射線による汚

染がどれぐらいの範囲に及ぶと想定しているのかというご質問と伺ってよろしいですか。 

○林陳述人 

 はい、そうです。そのリスクを教えていただきたいと思います。 

○安念委員長 

 はい。わかりました。 

 済みません、想定事態をお答えいただけますか。 
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○酒井取締役副社長 

 放射性物質が放出されたときに、どれぐらいの範囲に影響が及ぶかということかと思い

ます。 

 もちろん、事故の状態によってどれぐらいの放射性物質が放出されるかというのはかな

り変わってまいりますので、一概にどこまで影響があるかというのはちょっと言いがたい

ところはありますけれども、先ほど、申し上げましたのは、福島で放出された放射能量、

これを泊発電所の規模に補正して、どれぐらい放出されるかという評価は、風向きの非常

に厳しい状況で評価をしたと。その結果が２０キロ弱ぐらいのところが避難を要するエリ

アになったという試算を原子力規制庁のほうでされたというご紹介をさせていただきまし

た。 

 当社としてどういった評価をしているかというのはございませんで、現在、お話しでき

るのは、そういった規制庁の評価のみでございます。 

○林陳述人 

 福島の原発事故のときは、広く関東地方、東京にも及んだと聞いておりますが、風に乗

って東海地方、また沖縄のほうまで流れたという、そういうところも発表されていますが、

そちらについてはいかがでしょうか。 

○酒井取締役副社長 

 放射性物質の量が問題になろうかというふうに思ってございます。放射性物質が大気中

に放出されまして拡散し、さらに、それが風で運ばれるといった場合には、かなり広範囲

な地点に放射性物質が観測されます。 

 実際、福島の発電所で放射性物質が放出されたとき、ごくわずかですけれども、かなり

遠くまで放射性物質が飛散しております。 

 先ほど、申し上げました２０キロメートル弱といいますのは、避難を要するような、そ

れぐらい放射性物質がたくさん降るといった意味でございまして、そこより広く拡散しな

いという意味ではございません。おっしゃるとおりでございます。 

○林陳述人 

 あらゆる想定を考えていただきたいと思っております。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

○林陳述人 

 ありがとうございました。 

○安念委員長 

 林さんに意見の陳述をしていただきました。 

 次に、第２３番の齋藤哲さんにお願いをいたします。 

○齋藤陳述人 

 どうも皆さん、こんにちは。お疲れさまでございます。 
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 済みません、冒頭、いきなり議事進行人にお願いしたいことがあるんでございますが、

一応、私の意見概要を示した文書で①、②、③、④と段落分けしてあるのですが、まず、

①の部分で質問をして答えてもらって、次に②の部分で質問して答えてもらうというふう

に、そうやって区切って質問、答弁、質問、答弁という形で構わないでしょうか？ 

 それでは、そうさせていただきます。 

 まず、その前に、今回の電気料金の値上げについては、私は、基本的にとても賛成はで

きないという立場であります。本当に計画経済の社会主義でもあり得ないような総括原価

方式という方式、これはやっぱり改めなければ、資本主義・自由主義経済の中ではいけな

いだろうというふうにまず思います。それに加えて、関連して以下のような疑問が私には

残ります。 

 石狩湾新港に、北ガスとの共同出資で天然ガスの港ができているわけなんですけれども、

よく聞く話なんですが、天然ガス価格が世界市場平均価格の倍以上にもなっていると。も

ちろん、下げる努力はしているんだろうし、経産省も指導はしているんでしょうけれども、

まず、これが事実かと。これが１点です。 

 この天然ガスは倍以上なのか、倍以上ではないのか。それから、私、北ガスの関係者か

ら実は聞いたんですけれども、僕は、てっきりロシアから直輸入で来ているのかなと思っ

ていましたらば、「東京ガスから買うんですよね」という話を聞いたんです。これは事実

なのか。もし事実だとしたら、普通に考えて、東京ガスの天然ガスというのは、高い中東

のガスなんだから、その高いものを入れているということになりますね。ロシアから来て

いるんだとしたら、これは迂回しているというふうになりますね。そうすると、これは二

重コストになってしまうわけですよ。これは、まず事実なのか、事実でないのかという点

であります。これが２番目です。 

 そして、３番目に、早来と苫小牧に緊急の発電装置というのを北電さんは設置しました。

約１５万キロの７．５と７．４でしたか、ちょっと正確に覚えていませんが、それは、軽

油を燃料にしたガスエンジンの８０台なわけですよ。特に早来なんか敷地内と言って良い

くらい目と鼻の先にありますけども、北海道には勇払天然ガス田というのがありまして、

天然ガスがとれるわけですね。しかも、パイプラインも札幌・小樽方面までしっかりと整

備されているわけです。普通に考えて、そういう状況なら、もし僕だったら、天然ガスの

発電装置を使おうと思います。あちらのほうが効率もいいですし、値段も安いですからね。

輸送コストもほとんどかからないかと。どうして、この軽油燃料の小型のやつを８０台も

入れたのかということをまずお伺いしたい。これ３番目。 

○安念委員長 

 これぐらいで区切りましょうか。 

 では、今の３点についてお答えいただけますでしょうか。 

○川合取締役社長 

 私どもが、もう既に調達をして、こういうような倍以上の価格とか、あるいは東ガスさ
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ん経由で買っているというご質問ですね。それが事実かと。 

○齋藤陳述人 

 はい、そうです。 

○川合取締役社長 

 まだ私どもは調達を決めておりませんで、これからの話です。ですから、北ガスさんが

どういうふうな、北ガスさんは多分先行されると思うんで、どういうことをやっていらっ

しゃるのか、うちの関係ではございませんので、我々は、これからガスの相手先を決めて

いくことになると思います。ですから、できるだけ安い値段での調達も考えますし、それ

から、東ガスさんなのか、電力会社なのかわかりませんけれども、量が、自社分だけです

とそんなには多くないんで、むしろ、コラボレートして持ってきたほうがいい場合もある

かと思っていますので、そこら辺は幅を持って考えていきたいというふうに思っておりま

す。 

 それから、緊急設置電源の話かと思いますけれども、これについては、勇払さんは、私

ども、苫小牧の発電所で勇払さんのガスを使ってという契約も持っていたんですけれども、

これについても、今、量がなかなかというようなところもありまして、今回の電源が足り

ないというときには、勇払さんのはなかなか使いがたいところもあって、この緊急設置電

源を使っております。非常にこれは値段が高い、しかも、リース料になりますけれども、

うちのほうでは、音別で軽油のガスタービンというのがありまして、これも高いんですけ

れども、それにまさるとも劣らないような形で、我々も企業ですので、こういった非常時

の調達とは言いながら、やっぱりできるだけ安いものを買いたいと思っているんですけれ

ども、これについては、本当に高いんで、できれば、解決さえすれば、すぐに、これにつ

いてはやめたいと思っているような電源なんですけれども、やっぱり、時間との闘いで、

これを、今、７．５万プラス７．４万で約１５万入れざるを得なかったというのが実情で

ございます。 

○齋藤陳述人 

 それに関しては、僕が聞いたのは半年ぐらい前だったですけど、そのときに、たしか、

北ガスさんの方は、新しいガスの、鉱脈じゃないや、要するに、新しいガスが出るところ

を発見したから、そんなに今は不足する云々ということはないはずなんですけどと、その

ときは言っていたんですけどね。そうじゃないんですか？ 

○川合取締役社長 

 今、勇払のＪＡＰＥＸさんのほうでどうやっているかというのは、我々はちょっと関知

するところではありませんけれども、少なくとも、いろいろ我々も、どういった電気が調

達できるのか、それこそ、お客様の自家発の購入まで考えて、いろんなところに声をかけ

ておりますので、その中で出てきたのがこれだというところでございますので、こういう

高い電源を使わざるを得なかったということですので、恐らく、そこのところは難しかっ

たんじゃないかというふうに思っております。 
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○齋藤陳述人 

 はい、わかりました。 

 じゃ、４番目ですけれども、経産省からも安い燃料をできるだけということで、一つに

は、北海道の場合、石炭火力の割合が強いわけですが、それを、要するに、質が高くて、

もっと熱効率のいい石炭にかえるようにと言われていたらしいですけど、それは、今、ど

うなっているのか、これが４番目。 

 ５番目の質問が、これは、ちょっと余り私は詳しくないんですけども、どうやら、北海

道は、ご存じのとおり、産炭地がいっぱい、旧産炭地があるんですけども、夕張のほうで、

いわゆるズリ山の石炭を使った石炭ガスみたいなものがつくられていて、たしか、あそこ

の若い市長が、これをぜひ認可してくれというふうに言ったんだけど、認められなかった。

そんな事実があるらしいですけど、そういうものの活用ということは考えておられますか？

その２点について。 

○酒井取締役副社長 

 石炭ガスのほうからご説明させていただきますけれども、石炭の炭鉱あるいは鉱床から

メタンガスが発生するということが知られております。そのガスを活用した発電をという

ことだと思うんですけれども、当社のほうに直接そういったお話をまだいただいておりま

せんので、現時点でお話しする中身はございません。申しわけございません。 

○安念委員長 

 石炭の価格、調達価格についてはいかがですか。 

 どなたでも結構ですよ。別にトップマネジメントから直接お答えいただく必要はありま

せん。一番詳しい方にお答えいただくのがいいです。 

○北電関係者 

 内陸の砂川と奈井江で道内炭を使ってございますけれども、一方で、苫東厚真という発

電所、これは海のそばにある発電所ですが、こちらでオーストラリアだとか、そういった

ところの海外炭、質の高いやつを使っています。 

 ご質問としては、苫東で使っているようなものを内陸に持っていったらいいんじゃない

かということ…… 

○齋藤陳述人 

 というか、それもありますけれども、要は、当たり前のことですけども、より安いコス

トでやれたほうがいいに決まっているわけですよね。そういう指導をされているけども、

それは、いつそういう指導がされたか、私は存じてないけども、少なくとも、それから時

を経ているわけですね。その後、どうなっているのかということです。そういうのをふや

しているんですか。 

○北電関係者 

 内陸の使っている石炭は、我々は、石油よりもはるかに安いということで、２分の１以

下の価格で使えているということでございますので、これを、石油を抑制するために 大
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限活用しているという状況です。 

 一方で、海外炭を内陸に運びますと、トラックで運ぶことになりまして、輸送費がかさ

みまして、かえって割高になってしまう、そういった状況でございます。 

○齋藤陳述人 

 はい、わかりました。 

 じゃ、次、②の部分は、電力会社というよりは経済産業省への質問で、もしかしたら政

治で決めることと言われてしまうかもしれませんが、いわゆる国家備蓄原油というのがあ

るんですね。たしか、私の記憶が間違っていなければ、震災前で１１３日分あったわけで

すね。もちろん震災で幾らか出たとは思いますけども、私が、これも法律を調べた限りは、

少なくとも、これは閣議決定とか国会の承認が必要なくて、経済産業大臣が命令すれば基

本的に出せるものなんですね。だから、本気で燃料代を下げようと思うのであれば、そう

いう政策も実行に移していいんじゃないかと。それは、もちろん電気料金の値下げにもつ

ながりますけれども、北海道のような積雪寒冷地の場合ですと、暖房費の削減であります

とか、あと、北海道の基幹産業である漁業の人たちの漁船の燃料代の高さを克服するであ

るとか、農業をやっている方のハウスの燃料代の削減につながるとかということがあると

思うんですけれども、こういうときのために使うためにあるんじゃないかと思うのですけ

れども、経済産業省の方にお答えいただきたいと思います。 

○安念委員長 

 お話しいただけますか。 

○滝澤電力・ガス市場監視調整官 

 我が国は、中東情勢の変化等により、我が国の原油輸入の途絶でございますとか、それ

から、先般、法改正をして追加したんですが、国内の災害時の石油供給の不足といった量

的不足の事態に備えて、約半年分の石油輸入量に相当する石油を備蓄しているのですが、

この石油の備蓄というのは、量的不足の事態に際して、国民全体で備蓄石油を分かち合う、

そのために保有をしているというものでございまして、石油の備蓄の放出は、石油備蓄法

で、法律上、量的不足時に限定をされております。国際エネルギー機関のＩＥＡというの

があるのですが、そちらでも、量的不足の事態に際して、緊急時に協調して放出をすると

いうのが国際ルールになってございまして、石油価格の高騰を理由にした石油の備蓄とい

うのはできないということでございます。 

○齋藤陳述人 

 じゃ、要するに、量に限定されていて、それ以外のものは、危機的事態とは見なさない

ということですか。 

○滝澤電力・ガス市場監視調整官 

 法律上できないということでございます。 

○齋藤陳述人 

 じゃ、裏を返せば、法改正をすれば可能だということですね。 
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○滝澤電力・ガス市場監視調整官 

 法改正をすれば可能になります。 

○齋藤陳述人 

 わかりました。 

 それでは、③のところは多くの方が聞いているので、余り繰り返しませんが、ただ、ど

うしても聞きたいことは、もちろん、燃料代の値上げもあるんでしょうが、原子力関係費

用がコストのどれぐらいを占めるかという説明というのは、ほとんど電力会社さんの説明

の際にはされていないように思うわけですね。それはなぜなのかということであります。 

○安念委員長 

 お知りになりたいのはどういうことですか。 

○齋藤陳述人 

 だから、どうして原子力関係費用はこれだけかかっているということを値上げの説明の

際に言わないんですかと。少なくとも、僕が聞いている限りは、燃料代の高騰のことばか

りで、余りそのことを説明させていないような気がするんですけど、違いますか？私の誤

解ですか？ 

○安念委員長 

 私は違うと思いますけれども、じゃ、北電さん。 

○齋藤陳述人 

 この場ではもちろん言っていますよ、みんなが質問しているから。 

○酒井取締役副社長 

 今回の料金改定に織り込んでおります燃料費、こちらは１，４６０億円、３年平均です

けれども。それと、原子力関係の費用、これは燃料費からバックエンド、減価償却費まで

全てを含んだ原子力関係の費用ですけども、これは９３６億円という金額になってござい

ます。これをなぜ外向けに言っていかないんだということですけれども、特段、なかなか

説明のときに原子力関係費用９００幾らかを外出ししてご説明するような場面がなかなか

ないといいますか、そういった状況にならないといいますか、ということで余りご説明は

してないかもしれません。 

 失礼しました。９６２億円です。済みません。 

 そういうことで、原子力関係費用につきましては、料金審査専門委員会の中で、各部門

ごとの費用をお示ししておりますし、ご説明もさせていただいておりますけれども、なか

なか、一般の方の目にもし触れることが少ないということであれば、この場をかりてご説

明させていただきます。 

○齋藤陳述人 

 ただ、ごめんなさいね、印象だから。でも、多分、そんなに変わらないと思うのですけ

ど、「燃料代が高い、高い」ということはバンバン伝わってくるんですけれども、その原

子力関係のことを積極的に説明しているというふうには、申しわけないけど、僕には見え
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ませんし、多分、ほとんどの方はそう思っていると思うんですよね。ちょっと改善してほ

しいと思います。これはこれでいいです。 

 あと、時間が余りないので④の部分の質問にいきます。先ほど、自己資本比率が１０％

を切る状況だというふうにおっしゃっていました。それは、日本の経営の世界では倒産企

業と言われております。私は、過去に事実上の倒産を経験しております。その経験を話し

しますと、８，０００人いた従業員の１，５００人を削減し、社員の賃金は１５％カット、

役員につきましては、 初、人数を半分にした上に、１，０００万ぐらいであった役員報

酬をさらに半分にするということを実はやっております。このようなことをしなければい

けない、しようという気持ちがありますでしょうかということがまず１点です。 

 それから、これは細かいことですけれども、いわゆるキャッシュフロー計算書の公開と

いうことが株主総会等々、私、株主ではありませんけど、総会等々の資料を見ている限り

は、出ていないというか、そんなふうに見えますけども、それについてお答えいただけま

すか。 

○川合取締役社長 

 １点目の質問は……。 

○齋藤陳述人 

 要するに、倒産するような企業であれば、８，０００人いるうち１，５００人を削減し

たり、役員報酬を半減したりと、しかも、私のいたところは、それでも小売業では道内で

も結構トップクラスのところでしたけれども、１，０００万くらいの役員報酬をさらに半

分にしたと、その２年ぐらいはですね。そういうことをしているんですよ。多分、民間企

業であれば、普通はこのぐらいやるんじゃないか思うのですけれども、そういうことをし

ようという気にはなりませんか。 

○川合取締役社長 

 今は、今回申し上げております役員報酬、それから、社員の給与、この水準でお願いし

たいというふうに思っております。 

○齋藤陳述人 

 そうですか。ちょっと世間とは、ずれていると…… 

○安念委員長 

 ないということですよ。 

○齋藤陳述人 

 そうですね。世間とは……。 

○安念委員長 

 陳述人の方は、北電さんはもう事実上倒産企業だろうと。だから、倒産企業らしい振る

舞いをしたらどうですかと。北電さんは、うちはまだ倒産企業だとは思っておりませんと

いう、そういうご認識ということでしょう。 

 キャッシュフロー計算書はいかがですか。 
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○酒井取締役副社長 

 キャッシュフロー計算書につきましては、決算短信あるいは有価証券報告書、こちらの

ほうで開示をしてございます。 

○齋藤陳述人 

 ただ、株主の方から、それが見えないんだけどというような話を聞いたんですけど、そ

れは誤解ということですか、そうすると。 

○酒井取締役副社長 

 計算短信なり有価証券報告書、こちらについてはホームページでもごらんいただけます

ので、問題ないと思います。 

○齋藤陳述人 

 私も見たことがあります。 

○安念委員長 

 上場企業ですから有報に必ずついている話ですね。 

○齋藤陳述人 

 以上です。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

 齋藤哲さんの意見の陳述を拝聴いたしました。 

 それでは、２４番の大島克予さんにお願いをいたします。 

○大島陳述人 

 小樽市から参りました大島克予と申します。 

 小樽の消費者協会のほうで活動させていただいております。過去に何回か、このような

説明会の場で値上げについての意見を述べさせていただきました。ですので、そのときの

お話は全て聞いていただけたということで考えておりますので、きょうは、そのときにお

話しできなかった何点かについてご質問、それから、意見を述べさせていただきたいと思

います。 

 １番目として、北海道電力では、泊発電の再稼働に向け防潮堤を９．８メートルの津波

にも対応できるようにしたということですけども、震度８以上の災害対策として万全とは

言いがたく、依然として強い不安を払拭できないでおります。 

 廃棄物の処理を含め、問題点が山積みする中で原発再稼働は絶対にしないでほしいとい

うような概要です。これについてですけども、今回の津波による福島原発事故を受け、泊

発電所は９．８メートルの津波にも対応できる防潮堤を新たに設置されたということで、

震度８の地震による津波にも持ちこたえることが可能であり、災害対策としては万全の体

制を得たというふうに報じられておりますけども、たび重なる想定外の津波を思い起こし

たときに、基準津波として考えられている 大級の津波が本当に 大級としての規模なの

か、また、この高さの防潮堤で食いとめることができるのかということが大変疑問に思わ
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れてなりません。殊に、泊原発の３０キロ、４０キロ圏内の小樽に住む私たちにとっては、

不安を払拭することができません。 

 また、核廃棄物の処理対策ですけども、それについても大きな不安を抱いております。

実際に泊原発を見学させていただいた折に、廃棄物の入れられたドラム缶がおびただしい

量、敷地内に山積みされているのを目撃いたしました。これを見たときに、みんなそろっ

て不安だねということを口々にいたしました。再稼働されればさらにふえ続ける核廃棄物

を考えると、さらに不安は募るばかりです。廃棄物の安全処理対策について具体的なご意

見をお聞きしたいと思います。 

 いずれにいたしましても、再稼働の審査は、効率化を重視するのではなくて、あくまで

も安全重視の中で厳重に行っていただきたいと思います。 

 ２番目といたしまして、国の方針が原発再稼働の方向に進んでおりますけれども、再稼

働が許可された場合、何カ月後に料金がもとに戻るのか、または、値上げ分を何％圧縮で

きるのか、明確に示していただきたいということですが、昨日、原子力規制委員会は、原

発新基準を決定いたしました。新規制基準を全てクリアできなくても、猶予期間内に基準

を満たせばよいとの考えのようでありますが、あくまでも全ての基準をクリアしてからの

原発の再稼働にしていただきたいと思っております。 

 泊原発を停止した状態でも、節電に支えられながら、ことしの冬期間、電力需給を賄う

ことができました。早ければ、ことしの冬から再稼働の実施を考えておられるようですが、

新基準を全てクリアできない間、原発の再稼働実施は避けていただきたいと思います。 

 泊原発の再稼働が実現した場合、大幅な収益の改善が見込まれるとは思いますが、その

場合、電力料金にどのような反映されるのでしょうか。利用料金の引き下げは考えられる

のでしょうか。再稼働した場合でも火力発電所の増設が計画されているようですが、その

場合、原発の発電量の減少は考えられるのでしょうか。このような点についてお聞きした

いと思います。 

 それから、３番目ですが、泊原発が耐用年数４０年より大幅に短い期間で廃炉となる場

合、電力料金にどのように反映されるのでしょうかということですが、国は、原発の耐用

年数を原則４０年に制限しておりますけども、耐用年数に近い原発は、厳重な検査と、少

しでも危険が認められた場合は、直ちに再稼働を取りやめて、さらに公表していただきた

いと思います。 

 今回の値上げの内訳として、泊原発の安全対策にかかった費用２３０億という金額が減

価償却費に計上されていたと思いますけども、泊原発が想定より早期に廃炉になった場合、

今回以上の費用の計上が余儀なくされると思われるのですが、その場合、電力料金にどの

ように反映されるのでしょうか。実際の金額を試算していただけたら、それをお聞きした

いと思います。 

 小樽では、昨年、暮らし向きのアンケートをとりました。そして、その結果ですけども、

高齢者がますますふえる中で、今でも苦しいというふうにおっしゃっていられる方が半数
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以上でした。 

 さらに、ドリーム８のご利用の方が、一時期にまた急に支出がふえるようなときに、ど

のように考えて暮らしていったらいいのか、本当に悩ましい問題だというふうに皆さんお

っしゃっております。そのようなことも含めて、原発が廃炉になった場合、さらに大きな

金額が山積みされるような形で私たちの生活に降りかかってくるのはまことに困るという

ことです。ですので、その辺を、金額的なことも含めてお聞きしたいと思います。 

 ４番目として、再生可能エネルギーの拡大普及に向け、消費者が価格的な面でも十分に

利用できるよう、国が道筋をつけていただきたい。このことですけれども、太陽光発電に

ついては、設置の費用補助と買い取り制度の導入により、消費者は大変利用しやすい環境

になってまいりました。しかし、バイオマスを活用した再生可能エネルギーは、太陽光発

電と比べ、設備投資に大変コストがかかります。酪農の盛んな北海道においては、バイオ

マスの有効利用が他の地域よりも期待できるので、買い取り制度を含め、さらなる補助が

なければ普及は困難と言えましょう。今後の普及を加速させるためにも、国は早急に対策

を講じていただきたいと思います。また、北電も再生可能エネルギーの事業拡大として、

開発をさらに進めていただきたいと思います。 

 ５番目として、経済効果だけでなく、節電を推し進めるため、地域や企業が独自で行う

のではなく、全国で統一したサマータイムの導入を検討してほしいと思います。これは、

アメリカにおけるサマータイムは、デイライト・セービング・タイムとも呼ばれ、日の長

い夏の間、時間を１時間進めて電気の節約を推し進めようとするもので、３月の第２日曜

から１１月の第１日曜日までをサマータイムとしていると聞いております。また、ヨーロ

ッパ諸国でも盛んにサマータイムが導入されているようです。 

 日本におけるサマータイムの導入は、それぞれの地域、企業などが独自に実施している

ため、時間帯もさまざまであり、十分な効果が得られずに、結局、制度の廃止をやむなく

されているのが現状ではないかと思います。 

 サマータイムの導入は、さまざまな団体が独自に行うのではなく、全国一斉に行われな

ければ何の意味もなく、経済効果も期待できないと思います。日本の標準時間を１時間繰

り上げることで初めて、その効果が期待できるものと思われます。 

 サマータイムの導入は、国内外の経済に活力をもたらすものだと確信しておりますので、

ぜひ、実施の方向で考えていただきたいと思います。北海道のトップ企業として、他の企

業にも呼びかけ、北海道電力はさらにサマータイムについても推進していただけたらとい

うふうに考えております。 

 以上です。ありがとうございました。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

 ４、５はご意見として承るべきものかと思いますが、ご質問は２と３というふうに認識

してよろしゅうございますか。もし１もご質問であるならば、このご質問はどのような趣
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旨だというふうに理解すればよろしゅうございますか。 

○大島陳述人 

 やはり、廃棄物の処理について、今後どのように考えていらっしゃるのかということで

す。 

 ただ埋めるだけということで、それが地下に長いこと埋められている間に、水等にさら

される可能性も十分考えられますので、その辺の安全対策ですね。それと、今後ふえ続け

る、そういった廃棄物の処理に対して、実際にどのようにお考えなのか、また、具体的に

どういうふうに処理をされようとしているのか、その辺も、拙いこのような質問の仕方で

すが、お答えしてくださればというふうに思っております。 

○安念委員長 

 順番に、１、２、３の順番でお答えをいただけますでしょうか。 

○酒井取締役副社長 

 それでは、放射性廃棄物の処理、処分のお話を私のほうからさせていただきます。 

 まず、発電所をごらんいただいたときにドラム缶に入ったおびただしい数のというお話

をいただきました。これは、発電所で発生します低レベルの放射性廃棄物でございまして、

現在、発電所の中にある個体廃棄物貯蔵庫に保管をし、その後、六ヶ所にある埋設センタ

ーのほうに運んで、地下に埋設していただくという計画でございます。 

 それと、高レベル放射性廃棄物は、先ほどもちょっとご説明させていただきましたけれ

ども、再処理によって発生いたします放射性廃棄物のうち非常に線量の高いもの、こちら

につきましては、ガラスで固化して、キャニスターに入れて地下の深いところに埋めると。

当然、水なりいろんな影響を考えないといけませんので、キャニスターに入れた上、さら

に、人工バリア、天然バリアで覆って放射性物質の生態系への影響が出ないように、そう

いった処理をしていくということでございます。 

○川合取締役社長 

 二つ目のご質問ということで、今回の料金で、再稼働がなされた場合には料金がもとに

戻るのかといったようなご質問かと思います。これは、先ほどもちょっとお答えしたんで

すが、再稼働、料金のことに関して記者さんたちにプレスしたときにも、この再稼働の見

通しがつかないことが今回の料金改定の理由であるというふうに申し上げておりますし、

その条件が全部解決されるということであれば、そして、この原価算定期間が済むといっ

たような条件が重なれば、これは、やはり、一度見直すということになると思っておりま

す。これは先ほども言ったとおりです。ただ、そのときに、全額解消されるとか、あるい

は、確実に全額が値下げされるとか、そういったことについては、これからの状況変化と

いうのは、わからない部分もありますし、確約はいたしかねるところですが、少なくとも、

再稼働、あるいは再稼働がない、それで３年間の料金の原価算定期間が終わるというとこ

ろは一つ見直しのタイミングだというふうに考えております。 
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○酒井取締役副社長 

 三つ目の廃炉が早くなったときにどうなるのかというご質問ですけれども、廃炉引当金

制度というのがございまして、こちらは、４０年間にわたって想定される発電電力量見合

いで４０年間にわたって廃炉費用を積み立てていくというものでございます。 

 したがいまして、もし４０年より短い、もっと早い段階で廃炉が決定されますと、この

引当金、いわゆる積んであるお金が全然積み切れていないという状況が発生いたします。

例えば、泊発電所の３号機で言いますと、まだ営業運転開始してから３年目と、日本で一

番新しい発電所でございますけれども、全然、廃炉費用の積み立てというのはできており

ません。 

 仮に、４０年より早く、早期廃炉になった場合の会計処理及び電気料金をどうするのか

といったことを総合的にご検討いただく場として、国のほうでワーキングが設置されまし

たので、そちらのほうで、今後、制度的な議論がされてくるというふうに理解しておりま

す。 

 したがいまして、現時点で、この影響額がどれぐらいになるかというのはちょっとお示

しできない状況でございます。 

○大島陳述人 

 どうもありがとうございました。 

○安念委員長 

 大島さんのご意見を拝聴いたしました。ありがとうございました。 

 それでは、お待たせいたしました。第２５番の岡本哲軌さんにお願いをいたします。 

○岡本陳述人 

 どうぞよろしくお願いいたします 

 原稿を用意してあるんですけども、私は、意見が三つありますけれども、ほかの陳述人

の方がほとんど同じことを言っているようなので、簡単に述べて、その後、質疑、質問を

させていただきます。 

 三つ意見があります。 

 まず、北海道電力が申請している電気料金の値上げには反対します。 

 第１に、原発の発電コストについてですけども、これまで、さまざまな研究機関や識者

から、原発の発電コストについて試算が行われておりますが、国民的合意には至っていま

せん。すなわち、原発の発電原価に計上すべき費用に関しては議論のあるところですので、

北海道電力には、私が配付資料の中で示した項目を含めて、泊原発の発電コストを再計算

してデータを公開し、第三者機関の検証を受けることを望みます。 

 第２点としまして、現時点で我々利用者が支払っている電気料金が、原子力を含め、種々

の発電方法にどの程度の割合で使われているのか、そして、各種の発電方法にいかほどの

国費が投入されているのか、その内訳の公開を求めます。 

 後に、泊原子力発電所の廃炉を決定し、原子力発電に関連する出費を抑制した場合、
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電気料金の減額の見込み額を試算することを求めます。 

 また、試算のテータを公開し、第三者の検証を受けることをあわせて述べます。 

 以上で意見の表明は終わりますけども、次に、質疑をさせていただきます。 

 まず、公聴会の主催者にお尋ねしますけども、この場で私が表明した意見について、そ

の後、どのように取り扱われるのか、お知らせください。 

○滝澤電力・ガス市場監視調整官 

 この場でも、専門委員会の先生方がお聞きになっていらっしゃいますし、それから、い

らしてない先生方もいらっしゃいますので、専門委員会にきちんとご報告をさせていただ

いて、 後、お一人一人にということではございませんけれども、まとめた形で回答を用

意して、皆様方に公開をするということを考えてございます。 

○岡本陳述人 

 わかりました。 

 次に、北海道電力にお尋ねします。 

 今回の申請書において、事業報酬率を計算する際に、自己資本比率は何％として計算し

ていますでしょうか。 

○安念委員長 

 よろしゅうございますか。それは、３０％として計算することに、法令上、なっており

ます。 

○岡本陳述人 

 そうですね。３０％として計算されていますね。 

 それで、実際の自己資本比率は、私は、けさ、ホームページを見ましたら、９．７％と

なっております。それは間違いありませんね。 

○安念委員長 

 そんなものでしょう。１０％切っていますよね。 

○岡本陳述人 

 経済産業省に質問いたします。 

 経済産業省としては、電力会社が健全な経営をするために、自己資本比率は３０％であ

るべきだということを省令で定めていて、だから、自己資本比率は３０％で事業報酬を決

めるべきだと説明しているということで、それは間違いないですね。 

 となると、自己資本比率を空想の３０％にすることによって、電力会社の利益が水増し

されているということになっちゃう、そういうふうな考え方についてどう思われるでしょ

うか。 

○滝澤電力・ガス市場監視調整官 

 事業報酬の算定方針でありますけれど、まず、昭和３５年に、実は、それまでは積み上

げ方式だったものを、今ご議論されているレートベース方式に変更しております。 

 積み上げ方式というのは、各社ごとの資本構成の差異等によって原価水準に差が出たり、
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電力会社の企業努力を促進する余地が乏しいといった欠点がございまして、規制の枠をは

めながら、資金調達上の創意工夫の余地を与えるというのが経営に対する刺激になるんじ

ゃないかと。したがって、こういったレートベース方式が導入されることとなり、ガス、

鉄道ですとか、その他の公営企業についても同じようなやり方がとられております。 

 今ご指摘の自己資本比率のお話でございますけれども、お話があったとおり、自己資本

率３、他人資本率７ということ定めておりまして、それに基づいて申請が出てきておりま

す。 

 現状の低い自己資本比率で固定すると、効率的な資金調達を行う上で非常に好ましくな

いということで、資金調達上の工夫を行うインセンティブを与えて、安定的で効率的な資

金調達を実現していくため、現状のレートベース方式がとられているものだと考えてござ

います。 

 お話があったように、北海道電力は、大幅な赤字で、自己資本が大きく棄損をしており

まして、財務体質悪化の中で資金調達関係が非常に悪化をしております。こうした中で、

現行のレートベース方式のもとで資金調達コストの低減に努めていただいて、内部留保の

充実を通じて将来の資金調達コストを低下させていくということは、中長期的な電気料金

の安定性の観点からも事業家の皆さんにもメリットがあるんじゃないかなというふうに考

えてございます。 

○岡本陳述人 

 となると、経済産業省としては、北海道電力の経営が思わしくないというふうに判断さ

れているということになるわけで、そうですね。健全な経営をするためには３０％にする

べきなのに、実際は９．７％だから、ということは経営が健全でないというふうな判断に

なるんだろうなと僕は思うんですけども、それに対してどういうふうな対応をされてきて

いるのでしょうか。 

○滝澤電力・ガス市場監視調整官 

 健全でないと判断しているというご主旨がちょっと理解できなかったんですが。 

○岡本陳述人 

 やっぱり、それは認めないですか。 

○滝澤電力・ガス市場監視調整官 

 ３対７というのが理想的な姿としてあって、それを目指して、結果として資金調達コス

トの低下につながるような自己資本の蓄積というのをやっていくというのは、制度上もい

い方向なのではないかということを考えているということでございます。 

○岡本陳述人 

 はい、わかりました。 

 また経済産業省にお伺いします。 

 原子力損害賠償支援機構法によりますと、福島原発の損害賠償の支援を目的に、原子力

事業者が一般負担金を原子力損害賠償支援機構に支払うことになっているそうです。 
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 さて、将来、北海道電力が支払う一般負担金は発電の原価として認められるかどうか。

また、北海道電力が泊原発を廃炉にして原子力事業者でなくなった場合に、一般負担金の

支払い義務は消失するかどうか、教えてください。 

 支払い義務は消失するかどうか、原子力事業者でなくなった場合に。 

○滝澤電力・ガス市場監視調整官 

 まず、原子力損害賠償支援機構法というのは、大規模な原子力事故に備えて賠償の迅速

かつ適切な実施のために原子力事業者の相互扶助のスキームとして成立されたものでござ

いまして、機構を維持運営していくための一般負担金というのは、原子力発電のコストと

して事業コストに含まれて、電気料金の原価に含まれております。 

 すみません。私は今、詳細を承知しておりません、実際に原子力事業者でなくなった場

合にどうなるのかというご質問ですよね。 

○岡本陳述人 

 はい。 

○滝澤電力・ガス市場監視調整官 

 後でいいですか。 

○安念委員長 

 ええ。ちょっと調べさせてください。この場で調べ切れるかどうかもわかりません。厳

密を期さなければなりませんので、法律の規定に従って、何かの形でお答えいたします。 

○岡本陳述人 

 はい。 

 次に、経済産業省と北海道電力にお伺いしますけれども、通例的に取引されているもの

の中に、競争入札したほうが安くなるものがあるということで、経済産業省として自由入

札の割合をふやすべきと北海道電力に対して指導をされているというふうに聞いています

けども、実際に指導したかどうか、そして、指導を受けた北海道電力は対応したかどうか、

教えてください。していませんか。 

○滝澤電力・ガス市場監視調整官 

 すみません。その事実関係も、私、この場で把握しておりませんので、それもあわせて

後ほどお答えをさせてください。 

○岡本陳述人 

 わかりました。 

 次に、北海道電力にお伺いしますけれども、原子力安全対策委託費の中で、設計調査と

して北電総合設計にという系列会社に支払いをされているということですけども、その金

額はお幾らでしょうか。 

○酒井取締役副社長 

 北電総合設計というのは、いろんな建築土木関係のコンサルティングをする会社でござ

いまして、泊の地質調査ですとか、そういったことをお願いしています。ちょっと金額は
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手元に今すぐ出てきません。 

○岡本陳述人 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 経済産業省にお伺いしますけれども、今の調査というのは活断層等の調査なのですけれ

ども、そういう調査を系列会社に委託、支払いするということはいいことなんでしょうか。 

○滝澤電力・ガス市場監視調整官 

 一般論としてというご趣旨ですか。 

○岡本陳述人 

 どちらでも言っていただいて結構です。やっぱり、第三者が調べたもののほうがやっぱ

り認識としてはいいと僕は思うんですけども、子会社にそういう大事な調査をさせていい

ものかどうかということを、一般論としてどう思われますか。 

○滝澤電力・ガス市場監視調整官 

 一般論として、入札を経てやったほうがいいと、今、まさしく専門委員会の場でも先生

方にご議論をいただいておりますが、競争入札制度を高めるという方向がいいということ

は申し上げていいんじゃないかと思います。 

○岡本陳述人 

 しょうがない。 

○安念委員長 

 いや、いや、ちょっと二つのことがごちゃごちゃになっているような気がします。つま

り、競争入札がいいのかということと、系列会社に任せるのがいいのかということは全然

別のことで、競争入札にしても系列会社が落札するということは極めてよくあることでご

ざいます。特に、電力会社の発注するものというのは、単なる部品やなんか、汎用品は別

ですけれども、非常に特異な仕様のものが多いので、競争入札にしても系列会社が落札す

ることが十分あり得るんですが、ご指摘は、それは競争入札であろうが、なかろうが、第

三者のほうがいいというご趣旨ではないでしょう。 

○岡本陳述人 

 そうそう、系列会社は排除したほうがいいのではないかなと。系列会社が調査をすると、

やっぱり信頼性が乏しいというか、そういうふうに思うなという意見を申し上げます。 

○安念委員長 

 ご意見としてはよくわかります。 

○岡本陳述人 

 それから、北海道電力にお伺いしますけれども、日本原燃２２０億円出資しているとい

うことですけれども、回収の見込みはございますでしょうか。 

○安念委員長 

 原燃の話ですね。 
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○酒井取締役副社長 

 日本原燃さんには２２０億を出資していると。私が先ほどご説明したんですけれども、

こちらにつきましては、日本原燃の財務体質の改善ということを目的として出資をしてい

るものでございます。 

 以上でございます。 

○岡本陳述人 

 回収の見込みはございますかと聞いていますけれども、それについては。 

○酒井取締役副社長 

 回収ということ、いわゆる配当を出していただいてということですか。 

○岡本陳述人 

 出資したら回収する。 

○酒井取締役副社長 

 現在、日本原燃については配当をいただいておりません。 

○岡本陳述人 

 見込みについては、持ってない。 

○酒井取締役副社長 

 見込みについて、私がこの場でちょっとお答えするのは差し控えたいと思います。 

○岡本陳述人 

 はい、わかりました。 

 それから、人件費について経済産業省にお伺いしますけれども、北電の人件費について、

一般的な企業の平均値である賃金構造基本統計調査の１，０００人以上とか、あるいは５

００人以上の正社員と比較されるのがあるべきかどうか、それとも、公務員の人件費と比

較して多い少ないと比較するのが妥当なんでしょうか。 

○滝澤電力・ガス市場監視調整官 

 東京電力の値上げの申請の前に、有識者の皆様に集まっていただきまして、審査要領の

見直しというのをやらせていただいております。１，０００人以上の企業平均値を基本と

いうことで、それに基づいて審査員の先生方にご審議をいただいているということでござ

います。 

○岡本陳述人 

 ということは、経済産業省として判断するんじゃなくて、有識者の人たちがそうだと、

一般企業のほうと比較すべきだというふうに言ったという。 

○安念委員長 

 賃金センサスにおける１，０００人規模の企業の平均賃金を、いわば発射台として検討

するということです。 

○岡本陳述人 

 そうですか。それは、１，０００人以上の規模というのは民間企業ですよね。北海道電
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力の場合は半官半民という面があるので、そちらのほうと比較するのと公務員の人件費と

かとも比較するという発射台にしたほうがいいんじゃないかという意見もあり得ると思い

ます。 

○安念委員長 

 お考えとしてはあり得ると思いますが、現在のルールはそうなっておりませんので、そ

ういう考えはとりません。 

○岡本陳述人 

 わかりました。 

○安念委員長 

 さっきのことの調べがついたかな。 

○滝澤電力・ガス市場監視調整官 

 原子力発電事業者というのが法律上定められておりますので、原子力発電事業者でなく

なった場合には一般負担金の支払い義務はなくなるということでございます。 

○岡本陳述人 

 なくなるわけですか。わかりました。 

 まだ時間がありますね。 

○安念委員長 

 あります。 

○岡本陳述人 

 経済産業省さんにお伺いしますけれども、総括原価方式に関連してお伺いしますが、日

本の電力会社は、電気を売れば売るほど利益がふえる仕組みになっていると聞いています。

総括原価方式について賛否のあるところですけれども、少なくとも売れば売るほど利益が

上がる仕組みというのは、もう終わりを告げる時代の要請であると考えますけども、どう

お考えでしょうか。 

 また、２０１２年度版のエネルギー白書に記載された革新的エネルギー環境戦略の柱で

ある原発に依存しない社会の一日も早い実現を目的に、再生可能エネルギーによる電気を

売れば利益が確保されて、原発による電気を売った場合は、利潤を生まないようにするな

ど、電力確保の調整をして、原発に依存しない社会の実現を目指すとかという意向はいか

がでしょうか。 

○滝澤電力・ガス市場監視調整官 

 まず、総括原価方式につきましては、地域独占や総括原価方式について、まさしく電力

システム改革の一環として議論させていただいております。こういったことも撤廃する方

向で、今、まさしく国会に法案を提出し、ご審議をいただいている 中でございますので、

成立すれば、しっかりと制度設計を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きましては、午前中も申し上げましたけれども、まさし

く総合エネルギー調査会で検討している 中でございまして、そちらのほうで決まってい
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くことになるというふうに思います。 

○岡本陳述人 

 ありがとうございました。 

 終わりです。 

○安念委員長 

 岡本哲軌さんのご意見を拝聴いたしました。どうもありがとうございました。 

 ただいま、午後の部の後半で５人の方から意見陳述をいただきました。 

 なお、質問をなさりたい事項が残っている場合は６月２４日月曜日までという大変短い

期間で恐縮でございますが、事務局まで、そのご質問事項を送付いただけましたら―こ

の送付というのはメールで結構でございます。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、公表する運びになっております。 

 それでは、これにて意見陳述を終えたいと思いますが、 後に、本日ご出席いただいて

いる審査専門委員会の委員より、本日の２５名の方の意見陳述全体を通じましてコメント

をいただきたいと思います。 

 じゃ、今度は反対で南委員からお願いしましょう。 

○南オブザーバー 

 専門委員の南でございます。本日は、公聴会に意見陳述をくださった方、傍聴された方、

もろもろ、本当にありがとうございました。 

 私も朝から今まで参加させていただきまして、今後の審査に非常に参考になる意見をい

ただいたというふうに考えております。 

 原発に対する不安と、本当に原発は安いのかなどなど、今、ちょうど、先ほど滝澤さん

がおっしゃったように、システム改革及びエネルギー政策の転換、今後の日本のエネルギ

ー政策についてというところで議論されていることについての皆さんの疑問、不安が浮き

彫りになっていた公聴会のように思います。 

 我々は、残念ながら、見直しを検討されている総括原価方式の中で、法令に基づいて審

査するという役割ではございますが、その中できっちり厳しく自分たちを律しつつ、皆様

にわかりやすい形で原価というものを査定していくという姿勢の必要性を改めて感じたと

いうのが今日の全体の感想です。 

 また、北海道電力様におかれましても、おそらく、現状の総括原価方式の中で、この北

海道の電力を値上げしていくという申請をしたからにおいては、わかりやすさ、説明責任、

それから、値上げが北海道経済に与えるインパクトを念頭に置きながら、きっちり、この

公聴会の場に限らず、ご説明していく姿勢が必要ではないかという点を痛感した、という

のがきょうの公聴会の感想でございます。本当に今日は参考になりました。ありがとうご

ざいました。 

○永田オブザーバー 

 専門委員の永田でございます。本日は、貴重な意見を拝聴させていただきまして、まこ
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とにありがとうございました。 

 今回の公聴会の中で、既に午前中、午後もお話ししましたけれども、原子力の問題は、

やはり、非常に中長期にわたって対応しなければならない問題である一方で、例えば、耐

用年数の問題も今後議論していきますけども、短期的にどう対応するかということを、き

ちんと委員会の中で議論したいと思っております。 

 それから、本日はお話が余り出なかったんですけども、やはり、事業者の説明責任につ

いては、値上げ申請のときだけでなくて、申請後、今回議論したことを、消費者の方の意

見をどういうふうにきちんと対応、実行しているかということを継続的にディスクローズ

する責任があると思っております。単に値上げ申請だけに議論がとどまるのではなく、そ

の後のモニタリング、継続的に監視する仕組み、こういったものをつくることによって、

消費者の皆様が継続的に事業者に対して意見もしくは指摘をする場をつくることが重要で

ないかというふうに考えています。 

 いずれにしましても、本日の皆様のご意見を参考にしまして、厳格な、適正な審査を実

施してまいりたいと思います。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

○梶川オブザーバー 

 審査委員の梶川でございます。 

 午前中から午後一番に申し上げたこと、また、今、両先生がおっしゃられたこととほぼ

重複してしまうんでございますけれども、こうやって、一日、陳述人のご意見を聞かせて

いただきまして、本当ありがとうございました。 

 また、今後の審査作業に非常に有益に生かしていかなければいけないと思っております。 

 やはり、こうやってお聞きしますと、午前中に申し上げましたけれども、今回、こちら

の特有の、北電さん特有の、いわゆる泊の一番近いところで原発を稼働された、新しくつ

くられたというこの事情についてどのように説明をしていくかという部分が、燃料費の値

上げということとの関係という、これは短期的な、まさに審査作業の中でご説明をよりわ

かりやすくしていかなければいけないなという点だと思います。しかし、その原点にある

問題というのは、やっぱり、本当に、このエネルギー政策そのものについてどんな経営姿

勢をお持ちで、また、国もどういうふうに今後この前提を考えていくのかと。これは、こ

の審査会で話し合える部分ではないんですが、やはり、大前提として、そこの部分という

のが、結局のところは非常に大きなテーマで、この短期的なテーマと、中長期的にエネル

ギーコストをどういうふうに考えていくかということは、非常に考えなければいけない問

題です。 

 午後にお話があった林さん、大島さん、本当に原発の国の管理のお話であったり、再生

可能エネルギー拡大に対する国の関与の話、これは、この審査委員会の直接のテーマにし

にくいところではあるんですけれども、しかし、それは大きな国の政策として考えていっ

ていただかなければいけない話だということは、多分、ここにいる皆さんは十二分に認識
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させていただけたところだと思います。 

 こういった点で、ある意味では広がりのあるお話で、それが我々にとって直接の議題じ

ゃないといっても、それは非常に大切なご意見だったというふうに感じさせていただくと

ころでございました。 

 あと、ほかの先生方が言われた、その中で今後どのようにいい形で皆さんの信頼感が得

られるように、総括原価方式というような形で料金が決定されるプロセスが、プロセスそ

のもの、また議論の仕方、こういったものが少しでもいい方向に改善していくように、今

の制度の中で私どもも 善の努力をするとともに、制度自身が常に進化していくように、

微力ながら尽力していければと思っております。 

 どうも、一日、ありがとうございました。 

○安念委員長 

 どうも、皆様、ありがとうございました。 

 以上をもちまして、予定されておりました陳述人の意見陳述が全て終了いたしました。

陳述人の方々には、ご多忙のところ、また、中には釧路や鹿追という遠方からご出席をい

ただきまして、貴重なご意見を頂戴いたしました。まことにありがとうございます。 

 皆様のご意見を踏まえ、今後、申請内容の精査を行ってまいります。 

 また、傍聴の方々には、一々ご意見を承る機会はございませんでしたが、長時間にわた

り熱心に参加していただき、公聴会の円滑な進行にご協力をいただきました。まことにあ

りがとうございます。 

 また、川合社長を初め、北海道電力の皆様、それから、経産省の諸君にも、終始、真摯

に答弁に当たっていただいたことを心から御礼申し上げます。 

 また、増山局長を初め、本公聴会の会場の設営及び円滑な運営につきまして万般のご配

慮をいただきました北海道経済産業局の皆様にも心から御礼を申し上げます。 

 皆様に、重ねて心より御礼を申し上げます。 

 それでは、議事進行を議長の片岡課長にお返しいたします。 

○片岡電力市場整備課長 

 それでは、本日は、ご多忙のところ、陳述人の方々、それから傍聴人の方々、また、審

査専門委員会の先生方、北海道民の皆様、ご参加いただきまして、まことにありがとうご

ざいました。 

 本日のご意見を踏まえまして、今後の精査を進めてまいりたいと考えております。 

 

６．閉  会 

○片岡電力市場整備課長 

 それでは、これをもちまして、公聴会を終了いたします。 

 なお、お帰りの際には、カードホルダーを出口で係員にご返却いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 
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 どうもありがとうございました。 

                                  以  上   


