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日 時：平成２６年９月１１日（木）午前９時開会 

場 所：札 幌 第 １ 合 同 庁 舎  ２ 階  講 堂 
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  １．開  会 

○伊藤電力市場整備課長 

 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改定の申請

に係る公聴会を開催させていただきます。 

 

  ２．北海道経済産業局長挨拶 

○伊藤電力市場整備課長 

 まず、冒頭、公聴会を開催に当たりまして、北海道経済産業局長の秋庭よりご挨拶申し

上げます。 

○秋庭北海道経済産業局長 

 本日は、お忙しい中、また、お足元の定まらない中、北海道電力による電気料金の値上

げ認可申請に係る公聴会にご出席いただき、まことにありがとうございます。 

 本年７月３１日に現行の規制部門の電気料金を平均１７．０３％引き上げる料金認可申

請が北海道電力より提出されました。 

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

れるため、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電気料金審査専門小委員会に

おいて審議を行っていただいております。 

 公聴会は、電気事業法に基づく審査プロセスの一環として、広く一般の皆様のご意見を

伺うことを目的として開催するものでございます。 

 本日は、２６名の意見陳述人の方からご意見をいただく予定でございます。 

 本日、専門小委員会の委員の方にも会場にお越しいただいており、意見陳述人の方々か

らのご意見を直接聞いていただくための貴重な機会であると認識しております。 

 陳述人の方からご意見をいただくに当たっては、持ち時間の中で経済産業省や北海道電

力との質疑応答も行う予定でございます。 

 いただいたご意見は、今後、国民の声とあわせて、事務局から専門小委員会に報告し、

審議に反映させていただきます。 

 本日は、忌憚のないご意見をよろしくお願いいたします。 

○伊藤電力市場整備課長 

 どうもありがとうございました。 

 

  ３．議事進行について 

○伊藤電力市場整備課長 

 私は、今回の公聴会を主催する議長としまして経済産業大臣から指名された資源エネル

ギー庁の伊藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本公聴会につきましては、北海道電力株式会社から提出されました電気料金改定の申請

に係る審査プロセスの一貫としまして、電気事業法第１０８条に基づきまして、広く一般
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のご意見を聞くことを目的に開催させていただくものでございます。 

 運営方法、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。 

 また、本日は、報道の関係者の方々にも入っていただいておりまして、本日の録画映像

につきましては、インターネット上で公開させていただく予定でございます。 

 今回の公聴会開催に当たりましては、経済産業省に対して意見陳述の届け出をいただい

た方全員が意見陳述人として経産大臣から指定されております。 

 申請内容の審査に際しまして、本公聴会を通じて皆様方の忌憚のないご意見をぜひ頂戴

したいと考えてございます。 

 本日は、申請者である北海道電力から、担当の副社長以下、担当の役員の方々にご出席

いただいております。 

 なお、一部の役員につきましては、大雨災害に伴う停電対応等に備えまして途中退席と

なりますことをあらかじめご承知おきください。 

 さらに、本日は、電気料金審査専門小委員会の委員にもご出席をいただいております。

実際の審査に当たっていただいている委員の先生方でございます。 

 ご紹介申し上げます。 

 安念委員長。 

 梶川委員。 

 辰巳委員。 

 永田委員でございます。 

 なお、料金審査専門小委員会の委員の先生方には、区切りのよいところで本日もコメン

トを頂戴したいと考えてございます。 

 お手元にお配りしている資料、本日のスケジュールについては資料４に、陳述人の方の

名簿等につきましては資料５に、陳述人の方々から事前にご提出いただいているご意見の

概要については資料６に記載されてございますので、あわせてご参照ください。 

 これより、陳述人の方々による意見陳述に入りたいと思いますが、議事進行の中立性を

より高めるという観点から、進行につきましては、電気料金審査専門小委員会の安念委員

長にお願いしたいと存じます。 

 議事進行人は、意見陳述の円滑を図るため、議事進行、持ち時間の案内、質疑応答の議

事進行等を行うこととなってございます。 

 円滑な議事進行が困難と議事進行人が判断した場合につきましては、議長に要請の上、

議長に議事進行を差し戻すことができると定められてございます。 

 では、移行の進行につきましては、安念委員長に議事進行をお願い申し上げます。よろ

しくお願いいたします。 

 

  ４．公聴会についての注意事項 

○安念委員長 
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 皆さん、おはようございます。 

 本日の議事進行人を仰せつかりました安念と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 では、着席させていただきます。 

 それでは、お手元の議事次第に従って進めてまいります。 

 大変重要なことでございますので、資料３に基づきまして説明させていただきます。 

 議事次第の資料３、公聴会についての注意事項というものをごらんください。 

 重要なことでございますので、読ませていただきます。 

 まず、意見陳述人の方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出書に基づくこととし、できるだけ簡潔に要

件を述べるようにお願いいたします。 

 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、１人当たり１５分以内となっております。持ち時間の中で、

意見陳述後、経済産業省または北海道電力にご質問をいただくことが可能です。 

 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。つまり、１５分あるわけですが、初めから１０分たちますと

１回、１４分たつと２回、１５分目に３回ベルが鳴るということでございます。このベル

の音を目安に陳述を進めていただきまして、制限時間内で陳述を終えるようお願いをいた

します。 

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

の陳述人の方の陳述が全て終わっても席におられない場合には意見を述べないとみなされ

る場合がありますからご注意ください。 

 次の陳述順の方は控え席にてお待ちください。 

 次は、傍聴人の方へのお願いでございます。 

 議事中は静粛にお願いをいたします。 

 携帯電話は電源をお切りいただくか、マナーモードに設定してください。 

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

を命ぜられることがありますから、そのようなことのないようご注意ください。ビラを配

るなどの行為も認めておりません。 

 会場内は禁煙です。飲食もご遠慮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ー

ドホルダーと身分証を提示ください。 

 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。 
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 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にお願いをいたします。 

 

  ５．陳述人による意見陳述 

〇安念委員長 

 それでは、陳述人の方の意見陳述をお願いしたいと存じます。 

 お名前の読み誤り等がございましたら大変失礼なことでございますが、その場でご訂正

をいただければ幸いでございます。 

 それでは、第１番の本間允秀さんに陳述をお願いいたします。 

○本間陳述人 

 おはようございます。 

 私は、札幌消費者協会の一員であります本間允秀と申します。 

 本日は、消費者として、このような大幅な再値上げは絶対認められないという立場で、

三つの視点から意見を申し述べたいと思います。 

 まず一つは、消費者を取り巻く現在の生活環境がどうなっているのかをわかっていただ

きたいということです。 

 総務省発表のことし４月の家計調査結果では、勤労者家計の実収入が対前年７．１％減

少しております。その中で、消費者物価は１３カ月連続で上がり続けている、加えて、消

費税アップによって、消費者支出は、６月はマイナス３％、７月は５．９％と、４カ月連

続とにかく悪化してきているということです。特に、食料品支出あたりでは、お米が８％

減、それから、牛乳や生鮮魚介は８％から１４％も減少しております。 

 そういったことからわかるとおり、もはや、我々は必要なものであっても買えないとい

う、そういった環境になりつつあるということです。 

 加えて、今月からは、乳製品ですとか、または練り製品、それから魚介類の缶詰など、

どんどん値上がりをしております。 

 こういった中で、東京などの大都会と違いまして、交通網が少ない北海道は車も必需品

です。この車にかかるガソリン代は上がり、そして、おまけに軽自動車税も上がっている

と。そして、冬の厳しさをしのぐための灯油代も高どまりしたまま、こういう状況です。 

 したがって、年金額を減額されている高齢者世帯、あるいは賃上げの難しい中小企業の

従業員、非正規雇用者の生活、こういった者にとって、今回のこの電気料金の再値上げは

まさに死活問題だということを肌身でわかっていただきたいということなのです。 

 特に、オール電化家庭のドリーム８では、年間９万５，０００円近くもとにかく値上げ

になると。どうやって生活せよというのかというふうに思ってしまいます。 

 北電は、赤字だから料金を上げて、それを補塡するという論法ですけれども、道民はそ

んな楽な方法で収入をふやすことはできないんです。家計の節約も、そして節電努力も既

に限界を超えているんです。 

 そのような生活環境に置かれていることをまずわかっていただきたい、これが１点です。 



 - 5 - 

 それから、第２点目、北電に対して言いたいことです。 

 道民がこのように疲弊している中、北電は、原発が再稼働できないことを理由に、昨年

に引き続いて、今度は規制部門で平均１７％ものアップ、また、オール電化住宅において

は道内２０万世帯の驚異的な値上げ額など、啞然として、あいた口が塞がりません。公共

料金としてこのような値上げが許されるのかということですね。 

 電力購入先を選べない道民にとっては、本当にとんでもない事態だというふうに思いま

す。 

 また、自由化部門の２２％を超える値上げとなりましたら、今の道内企業にはそのコス

トを企業努力で吸収することは全く無理です。結果的に、人件費の削減や商品の値上げ等

で切り抜けるしかないのが現実だと思います。そうなりますと、道民にとってはダブルパ

ンチになることは誰でもわかることですね。電気代は上がり、生活費関係は全て上がって

くるということです。 

 結局、こういったことになりますと、もうデフレ環境にまた舞い戻って、道内経済は本

当に立ち行かなくなる。自社の都合を優先することで起こるこうした危険に対して、北電

は本当に責任が負えるのかということを言いたいと思います。 

 オール電化の家庭への値上げの不当性については、昨年の公聴会の機会に、私のほうか

ら、違法的とも言えるセールス話法等を含むもろもろのことを相当時間を割いて訴えまし

た。今回は他の発言者に譲りますけれども、昨年の値上げに続いて、こんな年間９万円も

超える値上げになればとても生活はできない。そして、オール電化家庭の方の声を聞きま

すと、本当、首をくくりたくなるという、そういう声まで聞こえてきています。もう本当

に深刻なんですね。必要最小限の値上げということを言うのであれば、北電さんとしては、

泊原発が稼働するまでの間、最低限、債務超過をぎりぎり回避することのみを考えればい

いんじゃないですか。 

 現在の純資産は１，５９０億円あると思います。単純計算では、１４年３月並みの赤字、

いわゆる９８８億円が２年連続続いたと見て、合計１，９７６億円の赤字、そこから純資

産１，５９０億円を引けば、債務超過額は３８６億円ということになるはずです。その債

務超過となる分の赤字を埋めるだけの値上げぐらいであれば、全体平均で７％程度も値上

げすれば十分賄えるんじゃないか、こういうふうに素人計算で思います。 

 そして、今回は、電源構成変分認可制度に基づく申請とは言いましても、北電としては、

引き続き経営コスト削減努力は当然のことだと思います。多くは語りませんけれども、社

会保険料の会社負担率、従業員の１人当たり賞与、給与、それから、加えて役員報酬など

にしても、破綻の危機が叫ばれている会社でありながらも、道内企業では到底考えられな

い好待遇がいまだに維持されています。事ほどさように、再値上げをするのであれば、北

電としてやるべきことはまだまだあるはずです。永遠に引き下げろということではありま

せん。要は、電気料金の値下げができるまでの間は、少なくても経営陣や社員が率先して

身を切り、その姿勢を示した上で消費者の痛みを分かち合っていただきたい、こういうこ
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とです。 

 そもそも、値上げをせざるを得ない状況に至った原発稼働予定のずれ込み、これは、値

上げから１年もたたない中で大幅におくれるのに至ったのはどういうことなのか、経営陣

の見通しの甘さだったのでしょうか。あるいは、規制委員会が求める安全規制基準に対し、

その対策経費を少しでも低く抑えようと北電が抵抗してきた結果なんでしょうか。その辺

に対する経営者としての責任はどう考えているのか、知りたいものです。 

 規制基準の適合性検査は原発運転の必要条件であって、規制委員会の審査合格というこ

とは、安全性の証明でもなければ保障でもないんです。安全を守るのは、あくまでも原発

を運転する事業者である北電自身だと思います。ほとんどの道民は、福島の原発事故から、

原発は安全でないという考えを持つに至った中で、本来、求められる安全規制基準にさら

に上乗せするぐらいの安全性を見込んだ積極的な対応策など、自主的な安全性向上対策に

取り組んでいる心構えが伝わって初めて少しは道民の理解が得られるんじゃないかという

ふうに思います。 

 また、最初からこのような積極的姿勢で対応していれば、稼働時期がこんなにおくれる

ことなく、今回の値上げ申請も回避できたかもしれないんです。そうした企業姿勢に信頼

性が感じられないから、結局、多数の道民は原発の再稼働に賛成できないんです。 

 三つ目としまして、政府に対して言いたいことを申し述べたいと思います。 

 政府が進める今の電力政策、本当にこれでいいのか、疑問に思っております。今回の再

値上げ申請も、原発稼働を前提とし、その稼働率を１１％程度見ていますけれども、万一

稼働できなければ３回目の値上げの可能性もあると聞いております。要は、原発再稼働が

できない状態が引き起こしている再値上げなんです。原発はベース電源として不可欠と言

いながら、全ての原発の運転をとめております。とめていても電力会社では原発の維持保

全にかかる経費は同じようにかかっているんです。 

 原子炉等規制法では、原発の運転期間は原則４０年に制限することを決めています。 

 一方、原子力規制委員会は、セシウム１３７の放出量が１００テラベクレル、いわゆる

福島事故の１００分の１を超えるような事故の発生頻度は、１基当たり何と１００万年に

１回程度を超えないように抑制する、こういう目標を決定しています。 

 ホモサピエンスが誕生してからまだ２０万年です。また、神武天皇が即位して日本が誕

生してからまだ２，６７４年という現在において、４０年間しか動かせない原発の事故発

生率を１００万年に１回程度などという検証も不可能な現実離れした目標、これは、まる

で最初から原発を全て停止するのだという姿勢と見られても仕方がないのではないでしょ

うか。 

 原発は、電気料金などの国民負担によってつくられた経済的資産だと思います。それを

いかに安全を確保して有効活用していくか、その道筋を決めるのが政府の仕事ではないの

ですか。規制委員会の役割は一体何なのか。 

 昨年の４月から１３０回以上もの審査会を開きながら、いまだに稼働見通しが立たない
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と。当初は審査期間は６カ月程度と言われておりました。その６カ月が１年、１年が２年

を超えようとしています。これは、まさに正常とは思えない、異常としか考えられないと

思います。 

 安全基準さえ満たせば動かせる設備、全てを現実離れした目標のもと、審査を長引かせ、

ストップさせておき、電力供給体制の脆弱さと３兆円とも４兆円とも言われる国富の海外

流出をもたらして、貿易赤字で国を疲弊させている。その上に、さらに、そのつけは全て

国民、消費者に押しつけているのです。 

 こういう中で、火力発電に切りかえていることによって、ＣＯ２の発生増加は、地球温

暖化の元凶と言われています。現実に、温暖化が原因と言われる最近のゲリラ豪雨、それ

に伴う土砂崩れなどによって災害死亡者はどんどんふえております。きょうも、札幌、北

海道は、ゲリラ豪雨で特別警戒情報が出されている状況です。 

 結局、このままＣＯ２対策をしないまま放出をし続けておりますと、２１世紀末を迎え

ると、日本における洪水、土砂災害、高潮被害、熱中症などによる死亡リスクの増大など、

被害額を試算した合計は１年当たり１７兆円というふうに、これは２００９年に国自身が

予測しております。 

 それに引きかえて、今回の原発事故で亡くなられた方は何人いるのか。政府として、経

産省として、本当にこれが正しい政策と言えるのですか。 

 もちろん、原発の安全性は最優先です。今回の東電事故は、政府事故調の吉田調書でも、

地震での損傷は全くなく、冷却停止へ順調に動いていたものが、その十数分後の１，００

０年に１度と言われるような津波で全電源を一気に喪失したことが悲劇の発端となってい

ることがわかっています。それならば、福島事故を機に見直された規制基準をクリアする

ための安全対策工事が終わったものからまずは再稼働をさせ、運転しながら安全審査を並

行して行うという手法もあるのではないでしょうか。 

 要は、原子力規制委員会は、安全規制基準が満たされているかどうかを審査、確認する

ことが目的の組織であって、原発を動かすかどうかは政府の権限なのです。発電と審査を

同時並行させることがもし容認可能であるのなら、電気料金のこのような再値上げという

問題はたちどころに解決する問題ではないかと思っております。それが不可能であるなら、

当然、政府として、規制委員会の人員をふやすなどして、審査をあるべき審査期間内に終

えられる対応をとるべきなのではないでしょうか。 

 いずれにしても、決して安全を無視して再稼働させるようなことがあってはならないの

は当然ですけれども、もっとスピード感を持って対応すべきなのではないでしょうか。こ

んな悠長なやり方を続けていたら、北電ばかりでなく、他の電力会社も再値上げ申請に至

るのは時間の問題です。 

 もはや、火力発電の燃料費コストの高どまりによる料金再値上げは、電力会社のあり方

…… 

○安念委員長 
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 そろそろまとめていただけますか。 

○本間陳述人 

 による問題ばかりとは言えないと思います。 

 以上のことから、まずは、政府、原子力規制委員会、北電の３者が、もっと真摯に現実

的で、かつスピード感を持って対応することによって解決できる問題なのです。そこに手

をつけずして、消費者側では対応不可能な今回の大幅な再値上げは絶対に受け入れられな

いということを申し上げまして、私の意見陳述を終わります。 

 以上です。 

○安念委員長 

 本間さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、２番目の方、深町宏美さんにお願いいたします。 

○深町陳述人 

 深町と申します。よろしくお願いいたします。 

 本日は、北海道電力の株主でもある一消費者として意見を申し述べたいと存じます。 

 私は、今回の電気料金値上げに関する北海道電力の説明について、このままでは、消費

者を欺いており、承伏しがたく思っております。また、値上げ申請そのものを撤回すべき

と思っております。 

 役員報酬に関する私の意見は、さきに提出したごく簡単な意見概要にあるものとは、そ

の後の調査等によって変わっております。役員の数を減らすべきとそこには書きましたが、

責任を果たしていただくためには、数は減らさず、報酬を一般社員並みにすべきと考えて

おります。 

 また、本来ならば過去３０年の役員にも責任を問うべきと考えます。ですが、このこと

については、時間の関係上、これ以上ここでは論じません。それよりも、北電の経営をこ

のように差し迫った値上げ申請に追い込んでいるのは、火力の燃料費ではなく、原子力発

電に関連した固定的で巨額な支出であるということをこれから申し上げます。 

 電気料金決定の際、原価やレートベース算定にかかわる原子力周りの支出には、巨額で

不透明なものがたくさんあります。中でもとりわけ、不透明な上に、後々さらに巨額にな

ると懸念される使用済み燃料関連の費用について、まずお話しさせていただきます。それ

から、あわせて幾つかご質問もしていきたいと存じます。 

 初めに、使用済み燃料の再処理に関して、全く実績が上がっていないにもかかわらず、

北電は、毎年、巨額のお金を既に六ヵ所村の日本原燃に再処理料金として支払っていると

いうことを申し上げます。 

 先日、広報の方に、再処理に関する日本原燃と北海道電力との契約について問い合わせ

たところ、再処理工場竣工後約４０年で、北海道電力の依頼分約１，０００トンＵの使用

済み燃料を再処理する計画であり、かかる費用は３，５００億円程度というふうに伺いま

した。この額には、株主として私たちが調べてきた再処理前払金及び再処理等積立金の累
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計総額の合計約１，７００億円では全く足りません。つまり、計画どおりに再処理が進ん

だとしても、さらに１，８００億円以上は日本原燃に支払うことが現時点で確定している

ということなのでしょうか。後ほどご確認いただきたいと思います。 

 一方で、北電依頼分の使用済み燃料の再処理は、現時点では実績としてはないというこ

とを広報の方も認めています。それでも料金は契約に基づいて支払っているというのです。 

 そこで、再処理が実際に行われていない現在の状況では、今後、累計の料金が当初契約

の３，５００億円を超えることが心配される、そのような場合にはどうなるのかと伺った

ところ、仮定の質問には回答できないとお答えいただきました。 

 そこで、北海道電力にこの場で伺いたいのですが、実績のない事業に料金を支払い続け

るのは、明らかに経営に不都合です。再処理契約を北電側から破棄できないのでしょうか。 

 また、２年続きの値上げで不利益を与える我々消費者にも契約内容の開示を行うべきで

はないでしょうか。 

 以前同じこと伺った際には、民民契約であるので、できないということでしたが、仕事

もしていないのに料金だけは巨額に請求されるというのは、我々一般市民からすると、明

らかに民民契約の常識を超えています。その結果、電気料金の値上がりという不利益をこ

うむる消費者としても到底納得はできません。 

 経産省には、北電と日本原燃との間の契約は法律的に言って北電側から解除はできるの

か、また、できないとすれば、それはなぜなのかをお伺いしたいと存じます。 

 もう一つ、使用済み核燃料関連の費用に特定放射性廃棄物の最終処分費があります。こ

の処分費として、北電から原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）に毎年拠出している最終

処分積立金の累計額は平成２５年度末で２５０億円と伺いました。 

 ところが、先日参加したＮＵＭＯのシンポジウムでは、４万体程度のガラス個体を収容

する最終処分地、地層処分地の施設を一つつくるのに諸経費込みで３兆８，０００億円か

かるということでした。これを単純に９電力会社で割ると４，０００億円以上の負担が見

込まれ、現時点で積み立てている額だけでは圧倒的に足りません。最終処分に関しては、

安全についての議論も技術的な研究も完了しておらず、既発電費、既に発電した分に係る

費用としての費用負担はさらに際限なく膨らむことも予想されます。 

 実際、平成２５年度は、泊原発からは新たに使用済み燃料が発生していないにもかかわ

らず、北電は最終処分積立金を７億円、さきにお話しした再処理等積立金を２８億円新た

に積み立ています。これは、当初の見込みと使用済み燃料１トン当たりの最終処分再処理

にかかる費用が変わったことによる差額ではないのでしょうか、後ほどお答えいただきた

いと存じます。 

 そうしたことを考え合わせますと、原発を稼働したとしても、いいえ、稼働すればます

ます今後電気料金は値上がっていくのではないでしょうか。実際、ことしの株主総会では、

泊原発をことし９月に再稼働できたとしても、電気料金は値上げせざるを得ないと伺いま

した。あたかも泊さえ再稼働できれば電気料金は値上げせずに済むのだとするのはごまか
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しであり、北電は、料金値上げの真の事情に関する説明責任を果たしておりません。 

 私は、道民としても、それから株主としても、さらに地方でお暮らしの方たちの生活イ

ンフラの維持を心配する一市民としても、北海道電力が経営破綻することを望んではいま

せん。正当な理由があれば適切な値上げには応ずる所存です。けれども、現在の状況では

消費者の理解を得ることは到底できないとご指摘申し上げます。 

 最後に幾つか、電気料金及び原子力関連支出にかかわる雑多なことをお伺いしたいと存

じます。 

 まず、北海道電力さんに対してですが、広報の方にレートベースは今回の料金算定に係

る補正の対象外であると伺いました。では、報酬率は下げたのでしょうか。 

 それから、レートベースに計上されている高額な資産のうち、原子力関連の施設、出資

の占める割合が大きいと思われますが、例えば、日本原燃への出資２２０億円などは、資

産というより、むしろ不良債権ではないでしょうか。 

 また、あくまで泊発電所の停止により燃料費がかさんでいるとおっしゃるのならば、そ

れを我々消費者が客観的に検討できるよう、過去３０年間の販売電力量、火力発電電力量、

火力燃料費の年間総額とその内訳、例えば、石炭、石油、海外炭、国内炭、その他といっ

た項目別の燃料費及び為替レートの推移を示してはいただけないでしょうか。 

 先日、御社の値上げ説明会でもお願いしたのですが、もう一つお願いしたいのは、過去

３０年間の決算書をウェブに上げていただくことです。これに関しては、昨日、法的に義

務のある５年間分のものは提示がされており、また、ウェブ上に平成１２年度以降の決算

書は上がっているので、それ以前のものは公開するつもりはない旨の回答をいただきまし

た。ですけれども、総括原価方式で手厚く守られてきたにもかかわらず、赤字経営で２年

続きの値上げを申請して、消費者に不利益を負わせ、それについての理解を求めるのです

から、過去３０年分の決算書はぜひ開示すべきと考えます。いかがでしょうか。もししな

いとすれば、それはなぜでしょうか。 

 それから、安全対策費についてお伺いします。 

 泊原発の３．１１以降の追加安全対策費は、株主総会での申告金額が年々膨らんでいる

と伺います。平成２４年の総会では３００億円台と言われていたものが、昨年は９００億

円台、ことしの総会では１，６００億円台と言われました。 

 これまでの原子力関連施設に係る費用の傾向を見てみますと、この総額１，６００億円

という数字は、この先の事情でまたさらに膨らむ可能性が高いのではないでしょうか。こ

れ以上の金額に膨らまないと保証していただけますでしょうか。 

○安念委員長 

 ちょっと深町さん、質問も答弁も合わせて１５分ですので、ちょっと一旦切らせていた

だいてもいいですか。申しわけない。 

 それでは、北電さんの側から、原燃やＮＵＭＯへの支払いも含めまして、各点について

ご答弁をいただけますか。 
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○髙橋取締役副社長 

 先にいいですか。 

○安念委員長 

 ああ、そうですか。じゃ一言だけ。ちょっと時間をとめてください。 

○髙橋取締役副社長 

 おはようございます。北海道電力副社長の髙橋でございます。 

 本日は多くの皆様にお越しをいただきまして、大変ありがとうございます。また、この

ような説明の機会を設けていただきまして、感謝を申し上げます。 

 本来であれば社長の川合がご説明をさせていただくところでございますが、体調不良に

よりまして、本日の公聴会は、ご迷惑をおかけしないようにということで欠席をさせてい

ただきました。代わって私から説明を申し上げます。よろしくお願い申し上げます。 

 また、本日５時３５分に石狩地方に大雨特別警報が発令されました。これに伴い、当社

におきましても、６時ちょうどに非常災害体制を立ち上げました。７時現在のところ、札

幌支店管内におきましては停電戸数が５７０軒程度となっておりますが、全道的には引き

続き厳重な警戒が必要な予状況でございます。 

 このため、まことに失礼ではございますが、私は、このご挨拶終了後、退席をさせてい

ただきますことをご了承お願い申し上げます。 

 さて、当社は、さる７月３１日、電気料金の値上げを申請させていただきました。お客

様には、昨年の値上げに続き、さらなるご負担をお願いすることになりまして、深くおわ

びを申し上げます。 

〔髙橋取締役副社長は退室〕 

○安念委員長 

 済みません。今の深町さんのご質問にピンポイントでお答えをいただきたいと思います。

一般的なご挨拶はもう結構ですので、お願いいたします。 

○酒井取締役副社長 

 それでは、私のほうから、ご質問いただいたところにお話をさせていただきます。 

 まず、レートベースでお話がありましたけれども、今回につきましては、電源構成変分

認可制度ということで、前回認可いただきましたレートベースから変わってございません。

それはお話のとおりでございます。事業報酬率につきましても、２．９％ということで、

前回と変更はしてございません。 

 それと、３０年間の燃料費はどうなっているのだということでございましたけれども、

本日お手元にお配りしております「お客様へのご説明資料について」という参考資料がご

ざいますけれども、そちらの１１ページのところに、たまたま３０年になっているのです

が、昭和６０年から平成２５年までの原子力、海外炭、石油等の推移がついてございます。

こちらをご覧いただければと思います。 

 それと、有価証券報告書、３０年分公開する考えはあるのかということですが、現時点
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では、法令で定める５年分及びサービスとしての平成１２年からの開示ということにして

ございます。３０年分できるかどうかにつきましては、少し持ち帰って検討させていただ

きたいと思います。 

○安念委員長 

 安全対策費のことについてもお尋ねがありました。 

○酒井取締役副社長 

 失礼しました。 

 安全対策費につきまして、ご指摘のとおり３００億円、９００億円、１，６００億円と

審査の過程でいろいろな追加の事項が増えてきてございます。 

 現在、１，６００億円と言ってございますけれども、今後増える可能性というのは否定

できないと思っております。 

○安念委員長 

 それと、原燃は仕事をしていないのに、これからも金を払い続けるのかというご質問が

ございました。 

○酒井取締役副社長 

 原燃につきましては、試運転―アクティブ試験と言っていますけれども、実際、使用

済み燃料を再処理するという試験を終了してございまして、最後の使用前検査を残す段階

まで来てございます。進捗率といたしましても、ほぼ１００％に近いような状況になって

きてございます。そういったことで、技術的な再処理工場の確実性とあるわけですけれど

も、ただ、今、新しい基準ができたものに対応するための審査を受けているということで

ストップしております。 

 したがいまして、技術的な見込みがある中で、アクティブ試験の開始とともに原燃への

支払いをしているものでございます。 

 以上でございます。 

○安念委員長 

 経産省にもご質問をいただいていますが、いいですか、電力会社と原燃との契約の問題

です。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 失礼いたします。 

 経済産業省資源エネルギー庁電力市場整備課の下世古と申します。本日はよろしくお願

いいたします。 

 失礼して座らせていただきます。 

 日本原燃と北電の契約を破棄させることはできるかという御質問でございますが、こち

らの契約は、基本的には民間企業同士の契約でございまして、料金審査の際にその契約を

破棄させるというのは、なかなか難しいと考えております。 

○深町陳述人 
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 料金審査の過程でということではなくて、一般的に言って、民民契約であるから、どち

らかが解除すれば解除できるのではないかと普通我々は考えるのですけれども、法律的に

北海道電力と日本原燃の間の契約は解除することは認められているのでしょうか。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 細かい点は北電から必要に応じてご説明があるかと思いますが、核燃料再処理、使用済

核燃料等の特殊性に鑑みた形での契約というものがなされており、それが適切、合理的な

ものであれば、国としては、それに対して何か言うということはなかなか難しいと考えて

おります。 

○深町陳述人 

 適切、合理的なものであるかを我々の目にぜひ明らかにしていただくために、内容の開

示をお願いしたいと存じます。 

○安念委員長 

 可能な限り努力いたします。ありがとうございました。 

 契約については、私も全部承知しているわけではございませんが、民民の契約でござい

ますから、どちらかに債務不履行があれば契約を解除できるということは一般論としては

言えると思います。ただし、それはあくまでも一般論でございます。 

 どうも済みません、時間がなくなってしまい、申しわけございません。 

 窮屈なことを申して本当に恐縮なんですが、ご意見を承るのと、それから、質疑応答で

合わせて１５分ということでお願いしておりますので、何とかできるだけ時間をお守りく

ださるようにお願いをいたします。本当に申しわけございません。窮屈な時間配分になっ

ております。（発言する者あり） 

 申しわけございません。陳述の方がお待ちですので、ちょっとお待ちください。 

 それでは、第３番の藤原秀俊さんにお願いを申し上げます。（発言する者あり） 

 後ほど承ります。（発言する者あり）後ほど承ります。後ほど承ります。（「マイクと

スピーカー、非常に聞きづらいんですよ」と発言する者あり） 

 そうですか、失礼いたしました。申しわけございません。（「別に質問じゃなくて、北

電さん側からも聞きづらかったものですから、それで今お願いしたいのです」と発言する

者あり）。 

 大変失礼をいたしました。 

 どういうことだろうな、どういうふうにすればいいかな、マイクをもうちょっと近づけ

たらいいかもしれません。ちょっと後でお願いいたします。（「近づけたから、こもっち

ゃって、何かわあっと」と発言する者あり） 

 そうですか。大変失礼いたしました。 

 じゃ、藤原さん、お願いいたします。 

○藤原陳述人 

 北海道医師会副会長の藤原と申します。宜しくお願いします。 
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 北海道電力株式会社の電気料金再値上げ認可申請に関して、北海道医師会を代表し意見

を述べたいと思います。 

 北海道医師会は、これまで、北海道経済産業局の北海道地域電力需給連絡会及び北海道

の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、協力して

まいりました。 

 今夏の電力需給につきましては、北海道管内でも安定供給に最低限必要とされる予備率

３％を確保できましたが、大規模な電源脱落等が発生した場合、電力需給が逼迫する可能

性があったことから、当会では、道内各地域の医師会に対して、数値目標を伴わない節電

の協力要請を行ってまいりました。 

 我々医療関係者のみならず、道民の多大なる協力の結果として、電力需給逼迫は回避さ

れ、大きな混乱もなく経過していることは誠に幸いであります。 

 しかしながら、その過程で、医療機関は、ガスコージェネレーションの導入、照明設備

のＬＥＤへの交換、施設内設定温度の変更、職員のエレベーター使用禁止、院内節電パト

ロール等を実施してきました。これらを行ったものの、人命と健康を預かる業種として企

業努力にはおのずと限界があります。これ以上の無理を行うと医療事故が起こりかねない

状況であると言えます。 

 ご承知のとおり、医療はそのほとんどの収入を診療報酬という公定価格で成り立ってお

り、一般事業者とは違い、価格転換ができないため、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。 

 本年度も診療報酬改定がありましたが、実質マイナス改定で、医療機関はかなり厳しい

経営を強いられております。 

 さらに、医療機関における消費税は、最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。本年４月より消費税が５％から８％に引き上げられ、来年１０月

には１０％に引き上げられることも予定されております。消費税増税は、現状でも医療機

関経営をかなり圧迫しており、施設の存続自体が危ぶまれ、地域医療を確保することをか

なり困難な状況としております。 

 これらに加え、北海道電力株式会社による電気料金の再度の値上げは、経営に苦しんで

いる医療機関にとどめを刺し、地域医療の崩壊を決定的なものとする大きな原因になりま

す。 

 電気料金再値上げによる医療への影響は避けがたいものですが、さらに、この影響は医

療機関のみならず、現在、国が推し進めている在宅医療への影響も多大なものがあります。

在宅人工呼吸器医療法や在宅酸素療法を行っている患者さん、透析や点滴を行っている患

者さんには死活問題と思われます。 

 北海道電力株式会社におきましては、徹底したコスト管理と企業の存亡をかけて、全道

民のライフラインを死守するという強い使命感と倫理感を持って事に当たるよう切に願っ

ております。 
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 北海道医師会では、本年８月１１日より２１日にかけて、全道５７１の全ての病院に、

北海道電力株式会社の電気料金再値上げに関する緊急影響度調査を行いました。５１１病

院８９．５％から回答が寄せられ、各病院の非常に高い関心がうかがわれます。通常のア

ンケート調査ではせいぜい６０％程度と思われますが、当アンケートに関しては前例にな

い約９０％の回答率でありました。値上げ申請について、｢納得できない｣と答えた病院は

３８２病院７４．７％、｢やむを得ない｣は１２４病院２４．３％、｢納得できる｣は５病院

１％でありました。 

 経営への影響については、４０４病院７９％が｢大いにある｣、９８病院１９．２％が｢多

少ある｣、｢どちらとも言えない｣が９病院１．８％でありました。この設問に対しては、道

南の町立病院からは、経営困難、存続の危機であるとの回答も寄せられております 

 値上げによる影響額は、年間１００万以上５００万円未満が最多で２９９病院５８．７％、

次いで５００万以上１，０００万円未満が１６．１％でありました。なお、５，０００万

円以上は３医育大学を含む５病院でありました。なお、最高額は年間９，５３２万円増額

になるという回答であり、経営努力のみでは対応できない金額でありました。 

 値上げに対する対応、対策については、｢さらなる節電を行う｣３３６病院４２．９％、｢今

以上の対応は不可能である｣１８８病院２４％、｢省エネ設備を導入する｣１５０病院１９．

２％でありました。なお、人件費を削減して対応するという医療機関は、３１病院４％あ

ったことをつけ加えておきたいと思います。 

 また、地域中核病院は、軒並み年間１，０００万円以上の高額のさらなる負担となり、

地域住民の健康や安全を守るということに支障が出ることの訴えがありました。 

 札幌市内の病院からは、｢病院という特殊な業種であり、市民の生命、健康を守るため、

救急当番病院にも参加しているわけであるが、そのような特殊な時間帯、特に夜間の電気

料金も一律というのは納得がいかない、電気料金体系にもめり張りをつけるべきだ｣との意

見もありました。 

 北海道電力様に対する要望事項として、多くの医療機関が御社のさらなる経営努力を要

望しております。 

 大企業の経営陣に中小病院の我々が経営に関して意見を述べるということは大変おこが

ましいことではありますが、通常、経営がうまくいかなくなった時に、我々中小企業は、

まず無理、無駄を省く、次いで役員の数を減らす、その後、役員の報酬を減らす、それで

もだめなら職員の給料を減らす、その後にリストラを行い、最後に商品の値上げという形

で利用者に負担をお願いするという順番ではないかと思います。大企業の北海道電力様は、

この順番が逆ではないかというふうに思われます。 

 以上の結果を踏まえ、北海道医師会として、道民の健康と安全を守る観点から、北海道

電力様には再値上げの中止を、経済産業省には申請を認めないという判断をお願いしたい

と思います。 

 また、北海道電力様には、昨年までのように、道民の安心を守り、愛され、尊敬される
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企業であってほしいと願っております。 

 このまま再値上げ申請が認可されますと、北海道電力様は、我々消費者と敵対するブラ

ック企業となるものと推測されます。再度ご検討を宜しくお願い申し上げます。 

 以上で意見陳述を終わります。 

○安念委員長 

 藤原さん、まだ幾らか時間が残っておりますけれども、何か経産省や北電に対して答弁

をお求めになるようなことはございませんか。 

○藤原陳述人 

 このままでは、要するに、日本の経済、今進めているアベノミクスがだめになるという

ことは当然ですので、ぜひ国を挙げてやっていただきたい。こういう電力の問題は、北電

だけの問題ではないというふうに思っておりますので、ぜひ宜しくお願いしたいと思いま

す。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

 藤原秀俊さんの意見陳述を伺いました。どうもありがとうございました。 

 では、続きまして、４番の岡本哲軌さんにお願いを申し上げます。 

○岡本陳述人 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 時間が限られておりますので、簡潔に意見を述べます。 

 １、北海道電力株式会社の電気料金値上げ申請に反対します。 

 なお、財務状況悪化原因が泊原発停止による燃料費の増加であるとの説明に疑義があり

ますので、その原因を再検証することを求めます。 

 ２、再稼働を目指す泊原発の発電原価の再計算を求めます。 

 なお、泊原発の再稼働に反対することを申し添えます。 

 ３、泊原発停止により、１日６億円、年間２，０００億円、燃料費がふえているとの北

海道電力の説明には疑義があります。したがって、泊原発を再稼働した場合に見込まれる

燃料費の変化を示し、その数値を原発停止に伴い増加する燃料費と推定するよう求めます。 

 ４、泊原発を廃炉にした場合の電気料金の試算を求めます。 

 意見の詳細は文書で提出しておりますので、今後開催される専門小委員会でご検討され

るものと思います。 

 なお、昨年度、電気料金審査専門小委員会で公開された資料を見る限り、公聴会当日の

指摘事項に関する見解とパブリックコメントに対する見解が提示されておりますけれども、

公聴会に文書で提出された意見に対して、専門小委員会でどのような取り扱いをされたか

不明でありました。どうか、本日、陳述人が提出した文書に対する小委員会での対応を記

録して、公開をしていただくようお願いいたします。 

 引き続き質問をさせていただきます。 
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 経済産業省に質問いたします 

 昨年、北海道電力の電気料金値上げがありましたけれども、それを原因として倒産した

企業や、解雇というようなことで人員整理された人はいますでしょうか。お願いいたしま

す。 

 次から次にします。イエスかノーで。 

○安念委員長 

 情報をお聞きですか、今の点。 

○岡本陳述人 

 解雇された方とか倒産した企業とかの数字を把握していますか。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 解雇された方や倒産企業と電気料金値上げとの因果関係を正確に把握するというのは非

常に難しいこともあり、現時点で把握しておりません。 

○岡本陳述人 

 不明ということですね。わかりました。 

 今回、値上げによって、そのまま認められた場合、倒産する企業とか失業される人の推

計とかというのはありますか。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 なかなか推計すること自体が難しいのでありません。 

○岡本陳述人 

 調査して資料を提出する予定もないということでしょうか。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 必要に応じてヒアリング等をするという可能性は、手段としてはあると思いますが、そ

れ以外はなかなかないと思います。 

○岡本陳述人 

 もしないとすれば、電気料金の値上げに伴って、どれほどの企業倒産とか失業者が発生

しようとも、それを考慮しないという立場に考えられるようにも思うのですね。ぜひとも、

そういう影響を調査、推計して、その情報を専門小委員会に提出していただくと、そうい

うことをお願いしたいということを意見として追加させてください。 

○安念委員長 

 はい、承りました。 

○岡本陳述人 

 それから、もう一つ経済産業省にご質問しますけれども、今回の値上げが認められない

場合、北海道電力から会社更正法が申請されるような事態というのは予想されるのでしょ

うか。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 まだ審査の途中でございますので、仮定のお話に答えるのは非常に難しいところですが、
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審査専門小委員会の資料の中でもありますとおり、詳細については北海道電力から必要に

応じてご説明いただければと思いますが、非常に経営状況が苦しくなるという説明がなさ

れております。 

○岡本陳述人 

 もしかしたらということがあるかもしれませんよね。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 当省から回答するのは適切ではないため、必要に応じ、北海道電力のほうからお答えい

ただいたほうがよろしいかと思います。 

○岡本陳述人 

 仮に会社再生法が申請された場合、国有化とかということになると思いますけれども、

その場合は、発送電とか電気料金とか従業員の雇用というのは維持されると見込んでいい

のでしょうか。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 繰り返しになりますが、仮定の話には答えられないので、了承していただければと思い

ます。 

○岡本陳述人 

 引き続き、火力発電の燃料費の発電単価に関して質問いたします。 

 火力の燃料量を発電量で割り算して発電の単価を計算したのですけれども、平成２１年、

２２年に比べて２倍弱に今回上昇していることをご存じでしょうか。 

○安念委員長 

 北電さんに答えていただいたほうがいいだろうな。 

○岡本陳述人 

 北電は知ってると思います。文書を提出していますので。経済産業省はご存じでしょう

か。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 燃料費につきましては、そのときの世界的な需給の状況や為替レートなどによって上下

するものでございます。今回の申請の中で単価が上がっているという点があるという点は

承知しております。 

○岡本陳述人 

 そうですね。単価は上がっているのですね。なぜ上昇したかとか、単価を減らすために

どうすべきかというのはどのようにお考えでしょうか。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 上昇した理由については、これは申請者である北海道電力より適切にご説明をいただく

必要があるかと思いますし、既にご説明していただいている点もあるかと思います。 

 その上で、燃料の効率化についても、予断なく、どのような形で最大限に調達努力がで

きているかどうかを、専門的な観点から、委員の方を含めてご確認をさせていただきなが
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ら審査をしているところでございます。 

○岡本陳述人 

 昨年度の小委員会では、その調達価格についてはオーケーであるというふうに専門小委

員会で言っているのですね、記録を見ますと。やっぱり、２倍弱に上がっていると。何と

かしてそれを下げる努力というのが必要なのですけれども、そういうことをこれから経済

産業省とか専門小委員会とかで検討するとか、北電に指導する予定というのはございます

でしょうか。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 電気事業法という法律に基づく値上げの申請と、それに対する審査、認可でございます

ので、できることとできないことがございますが、やはり、今回の値上げは、北海道の消

費者や産業の方に非常に大きな影響があるというのは存じておりますので、審査の中で最

大限の効率化をしているかどうかという点は厳正に審査をしていきたいと考えてございま

す。 

○岡本陳述人 

 単価の上昇というのがやっぱり北電の財務状況の悪化の一つの因子になっているという

というふうに経済産業省としても考えていると思っていいのでしょうか。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 基本的には、原子力発電所が想定通り動かなかったことによる燃料費の代替的な上昇に

よるものと考えていますが、その燃料についても単価が、上昇しているということは認識

しておりますので、その点も含めて、できるだけ厳正に審査をしていきたいと考えてござ

います。 

○岡本陳述人 

 もう一つ、泊原発が停止している責任については、北海道民だけにあるということでは

ないというのは皆さん認識されていると思うのですけれども、原発の固定費というのは年

間８００億円あるというふうに広報から言われています。発電していないけれども、電気

料金の原価に含まれているので、この８００億円を北海道電力の利用者が全て負担してい

るということなっています。これは、原発停止による損失を全て利用者である北海道民に

負担させるというふうに解釈することも可能だと思うのです。この８００億円の負担を工

夫することで電気料金の軽減に反映させるという、そういうことを考える余地とかという

のはありますでしょうか。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 今回は、電源構成変分認可制度というものに基づく値上げでございまして、その中では、

基本的には原発の維持費は申請対象の中には入っていないということですので、それを査

定することはなかなか難しいと考えております。 

○岡本陳述人 

 では、発電していないものに対して料金とされているのは、これはこれで、今のところ
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は、法律上、しょうがないことであるという。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 今回の値上げ審査においては、原発維持費は審査対象外であり、従って審査をする権能

はないということでございます。 

○岡本陳述人 

 はい、わかりました。 

 それから、また経済産業省に質問しますけれども、北海道電力が、銀行とか企業との株

式を７９銘柄、４２５億円を保有しているということが先日報道されたのですけれども、

それはご存じでしょうか。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 承知しております。 

○岡本陳述人 

 株式を売却することは、値上げの回避とか値上げ幅の圧縮を可能になることにつながる

のでしょうか。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 株式等については、それが結果的に企業の全体的な利益に結びつくという考え方の下で

必要なものは保有する一方、必要のない株式を売却することにより経営を効率化すること

は非常に重要であると考えております。 

 その上で、それが料金査定に反映されるかというと、そこは申請の直接の対象かどうか

という形にかかっているため、今回の電源構成変分認可制度では直接の査定対象ではない

ので難しいと考えております。ただし、審査の中でもいろいろな方からのご意見があった

とおり、審査の直接の対象でないとしても、最大限の効率化をして、何らかの形でユーザ

ーの方に還元をしてほしいというお声が非常に強かったこともありましたので、経営効率

化とユーザー還元ができないかどうか、北海道電力には検討をいただきたいと考えており

ます。 

○岡本陳述人 

 それでは、保有株式の扱いについて、専門小委員会で審議をされるように希望するとい

う意見をつけ加えます。 

○安念委員長 

 既にいろいろな情報は承っております。 

○岡本陳述人 

 はい、わかりました。 

 それから、もう一つ経済産業省に質問しますけれども、昨年来、原発停止により、１日

６億円、年間２，０００億円の燃料費が余計に発生しているというふうに説明されていま

すけれども、それについて疑義があるので追加します。 

 北海道電力は、２，０００億円の内容について、火力燃料費と他社受電電力費をそれぞ
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れ１，０００億円ずつ余計に負担したというふうに、ことしの株式総会で説明したのです。

だけれども、平成２５年度に支出された他社受電電力購入費は１，０７８億円です。北海

道電力の説明に従うと、泊原発が稼働していれば２５年度の他社受電電力購入費が７８億

円に圧縮されると、引き算するとそうなりますね。 

 ですけれども、原発が稼働していた平成２０年、２２年度までの概算で、４４億から５

２億キロワットの他社受電電力が３９０億円から５７９億円で購入されています。原発が

稼働していれば、今回、７８億円で済むというのは、そういうふうに想定されているので

すけれども、それは信じることができるでしょうか。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 今回の申請は、将来の一定期間について原発が動かないという想定のもと、原発を代替

する今後の燃料費等を積み上げて申請をしてきているものでありますが、ご指摘のような

仮定の話については、直接の審査対象事項との関連が薄いこともあり、把握しておりませ

ん。 

○岡本陳述人 

 今まで、昨年来、それだけ燃料費が余計にかかっているという説明に明らかに疑義があ

るのですけれども、その辺については、今回の値上げの申請のときに審査というか、どう

してそのぐらいかかっているかという数字については全く専門小委員会でも審査しないと

いうことになりますか。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 当然、審査に当たって、今後の燃料費等の重要な情報については確認をしていくことに

なっております。 

○岡本陳述人 

 ぜひ、いろいろと問題がある数値を出されているようですので、僕も文書で提出しまし

たから、審査をお願いいたします。 

 それから、もう一回経済産業省に質問しますけれども、値上げによって倒産とか失業と

か景気悪化がある程度生じますけれども、それはどの程度、国としては許容できるものな

のでしょうか。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 やはり仮定の話ですので、なかなか回答できませんが、電気料金の値上げによって、そ

のような状況が起こるのは非常に好ましくないと考えており、大きな問題がないように注

視をしていく必要があると考えております。 

○岡本陳述人 

 ということであると、値上げに関する審査と同時に、景気対策とか雇用対策の検討を同

時にする必要があると思いますので、その辺を専門小委員会のほうでよく考えていただき

たいなというふうに、意見として述べておきます。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 
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 景気対策、雇用対策については料金審査専門小委員会の権能の範囲外の話でございます

が、貴重なご意見として承ります。 

○岡本陳述人 

 北海道電力に質問いたしますけれども、去年、値上げした後に、電気料金未払いによっ

て電気がとめられた世帯はありますでしょうか。 

○安念委員長 

 把握しておられますか。数字が今なければ、後ほどまた厳密にお答えいただきたいと思

います。 

○岡本陳述人 

 今回の値上げに伴って電気をとめられる世帯というのは推定されているでしょうか。 

○相馬取締役常務執行役員 

 今の状況では推計はしておりません。 

○安念委員長 

 どうですか、聞こえぐあいは。（「聞きづらいですね」と発言する者あり） 

 済みません。どうしてかな。 

 今のところはわからないということですね。 

○岡本陳述人 

 電気料金の値上げに伴って、電気供給が停止される世帯に対して、いろいろと、どのよ

うな対応をされるかというのは検討されていますか。 

○相馬取締役常務執行役員 

 これは、値上げ云々にかかわらず、常に発生している問題でございますけれども、当然、

期限等決まっておりますが、そのときには、予告状を含めて、お客さまの事情を聞いて丁

寧に対応しているということで、機械的にこの期限が来たからすぐとめるということは、

今現在も実施しているところではございません。 

○岡本陳述人 

 わかりました。 

 経済産業省に質問いたしますけれども、昨年、私は、泊原発を廃炉した場合の電気料金

の試算を求めるという意見を提出したのですけれども、なぜ小委員会で試算されなかった

かというのは、情報をお持ちでしょうか。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 料金審査専門小委員会の権能は電気料金値上げ申請に対する審査でございますので、申

請と関係のない仮定の試算をすることはしていないという点をご承知おきいただきたいと

考えております。 

○岡本陳述人 

 お門違いだったということですね。 

○安念委員長 
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 岡本さん、どうもありがとうございました。 

○岡本陳述人 

 どうもありがとうございました。 

〇安念委員長 

 この際ですので、経産省や北海道電力に対してご質問をいただくのは大変結構なのでご

ざいますが、一応、時間の関係もございますので、まず、一固まりご意見をいただいた後

で一連のご質問をできるだけまとめていただくという形にしていただくと効率的かと存じ

ますので、何かいろいろ注文ばかり申して恐縮でございますが、ご協力をいただければと

存じます。 

 それでは、お待たせいたしました。 

 ５番の前濱喜代美さんにお願いいたします。 

○前濱陳述人 

 札幌市に住む主婦の前濱です。 

 原発の再稼働を前提とした電気料金値上げには反対します。 

 先日、北電さんから値上げをお願いする理由についてという、こういうパンフレットが

届きましたけれども、まるで原発を動かせないせいで値上げをせざるを得ない、原発さえ

動かせれば値上げをしなくて済むというような言い方になっています。いまだに原発一辺

倒という姿勢が読み取れます。 

 そもそも原発依存度が高過ぎたのが、前回の値上げから間もない再値上げになっている

と思います。コストカットも不十分と感じます。役員報酬や職員給与など、赤字企業とは

思えないほどの高給と私たちには思います。前の方たちも皆さん、そんな意見だったと思

います。自分たちは痛みをかぶらないで、人にだけ痛みを押しつけるなど、地域独占で競

争がないからの傲慢と思います。原発に依存し過ぎた経営責任もとっていないと感じられ

ます。 

 バブルで破綻したある企業の話をしますけれども、借金をしながら、トップを外部から

迎え、徹底的な経営戦略の見直しをしました。役員報酬は今の北電の半分、もともとそう

高くない職員給与も２０％カットしました。採算のとれない部分は廃止もしました。節電

はもちろん、コピーの仕方から紙の節約まで、小さいことの積み重ねでコストを少しでも

減らす工夫をしました。競争の激しい中、ＣＳＲにも力を入れて消費者のニーズをつかむ

努力を重ね、借金を減らして利益を上げてきています。 

 道民は、３．１１以来、待機電力を減らしたり、照明をＬＥＤにかえたりということで

地道な節電に取り組んでいます。北電さんは、節電をうたっていながら、みずからは小さ

いことの積み重ねでコストを減らす努力を怠っていると感じます。原発の安全対策にも費

用がかかって、それもコストを膨らます一因となっています。 

 規制委員会の審査に通ったとしても、泊原発の事故の可能性はゼロと言い切れるのでし

ょうか。ここは後でちょっと北電さんに答えていただきたいと思います。 
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 万が一でも事故が起きれば、想定外などとどんなに言いわけをしても、北海道は放射能

で汚染され、基幹産業は壊滅します。原発は稼働していなくても、存在するだけで費用が

かかるということがわかりました。でも、原発を稼働すれば、廃棄物はふえ、処理費用も

さらにふえます。目先の利益よりも、長い目で見れば原発は高くつくと思います。 

 ＡＰＥＣで、再生可能エネルギーの利用比率を高めて、２０３０年までには２０１０年

の２倍にするということが話し合われたと新聞で読みました。原発なしで冬を越し、節電

の意識も進んでいる今なら、原発をこのまま稼働させず、再生可能エネルギーに移行する

チャンスと考えます。 

 原発の一番の安全対策はすぐ廃炉にすることだと思います。これ以上安全対策費用を積

み重ねるよりも廃炉にしたほうがいいのではないでしょうか。廃炉で費用が膨らむための

値上げというのならまだ理解できますが、故郷を失うかもしれないというリスクを背負っ

たまま、費用だけを消費者に課すというのはあり得ないと思います。外部から人を入れる

などして、消費者に借金を転嫁するのをやめ、徹底的にコストを削減してください。 

 原発依存の経営方針も見直しをすべきと思います。２０１６年の電力自由化に向けて、

消費者の求める原発以外の多様な電源での電力供給による経営を進めていってほしいと思

います。 

 専門小委員会の委員の方に、この場で出た意見をしっかり審議に反映させてほしいと思

います。今回、人件費は審査の対象外と言いますけれども、今まで発言してきた方も皆さ

ん、人件費の問題を取り上げています。その部分もしっかり精査してほしいと思います。 

 それから、質問ですけれども、経産省の方にというか、国の方に、廃棄物処理に対する

確たる見通しもないまま原発を進めてきた国として、廃炉に対する責任があると考えます。

廃炉費用を支援するなど、廃炉に踏み切りやすい環境を整えてほしいと思いますが、この

費用ばかりかかっている泊原発をもし廃炉申請するとした場合は、国として何らかの支援

を考えていただけるのでしょうか、そのあたりをお聞きしたいです。 

 それから、先ほどの北電さんへの質問の二つをちょっと答えていただければと思います。 

○安念委員長 

 じゃ、廃炉のほうから行きましょうか。お願いします。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 原発の廃炉についてですが、泊原発を含め、原発を運営しているのは民間の事業者でご

ざいます。かつ、個々の原子炉の設備等についても最も知見を有しているのは原子炉の設

置者である原子力事業者でございますので、廃炉にするかどうかの判断も含め、そこは経

営の事項ということもあり、事業者が判断、実施すべきものと考えてございます。 

 ただし、廃炉に必要な費用につきましては、電力会社は、電気事業法に基づきまして廃

炉費用を積み立てる解体引当金制度というのを制度として設けておりまして、これにより、

事業者に対して、廃炉に必要な費用の積み立てを義務づけております。こちらにつきまし

ては、昨年１０月には会計制度を見直し、より円滑な廃炉を行えることができるような環
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境整備をしたところでございます。 

 国としては、そのような形で対応しております。 

 廃炉は、事業者が自ら実施するものではございますが、国としても、このような取組を

進めつつ、着実かつ円滑な廃炉に向けて必要な措置を今後も講じていきたいと考えてござ

います。 

○安念委員長 

 じゃ、北電さんにお願いしましょう。 

○酒井取締役副社長 

 私の声が少し良くないのかもしれません。少し大きめの声で話をさせていただきます。 

 原子力発電の安全性について、リスクがゼロと言えるのか、一言で言うとそういうご質

問かと思いますけれども、１番目の陳述人の方のお話の中にもありましたけれども、機器・

設備で構成されるためリスクとしてゼロにはなりません。したがって、わずかながらでも

リスクは残ります。これをいかに小さくして、より周辺の皆様への影響が出ないようにし

ていくかというところに、自主的に安全性を高めていくということが必要になってくると

思っております。 

 先ほどの１００テラベクレルで１０－６／年以下という話もありましたけれども、極力、

リスクを小さくしていくという努力を続けてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○前濱陳述人 

 はい、いいです。 

○安念委員長 

 よろしゅうございますか。どうもありがとうございました。 

 前濱さんにご発言をいただきました。 

 それでは、第６番目、嶋山亮二さんにお願いをいたします。 

○嶋山陳述人 

 北海道消費者協会副会長の嶋山と申します。 

 道内７４協会、会員１万３，０００人を代表して意見を申し上げます。 

 私は、事業者である北海道電力に対してと、国及び北海道電力に対して、そして国に対

しての意見と、大きく３点について意見を申し上げます。 

 まず、事業者である北海道電力に対しての意見であります。 

 電気は、道民生活や経済活動を担う基礎的な財であり、電気料金が諸物価に与える影響

は他の物価の比ではなく、甚大な影響を及ぼすものであります。 

 今回の再値上げ申請は、昨年の値上げ実施から１年もたたずして行われた家庭向け等、

平均１７．０３％という大幅な値上げ申請であり、値上げの影響を懸念する道民各界から

の批判の声は日に日に強まっております。 

 さらに、今回の値上げは、北電の経営合理化努力の見えない中での２年連続の大幅値上
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げであり、異常とも言える内容であります。そして、再値上げに係る最初の北電主催の説

明会では、来年度中に原発が稼働しなかった場合は、値上げ幅を４ポイント拡大するとの

試算の説明があり、道民の怒りや抗議の声は日増しに高まっており、電気料金の不払いの

声まで出ているほどであります。 

 また、脱原発を願う多数の道民にとって、原発再稼働最優先の経営姿勢は道民感情を逆

なでするものであり、許しがたい姿勢であります。 

 北海道消費者協会が主催した電気料金再値上げの説明を求める緊急集会でも、道民の生

活に直結する北海道経済に与える心配から、事業所電気料金２２％の値上げについては、

それを社内で吸収できる企業はなく、従業員の給料をカットせざるを得なく、このままだ

と道内の経済は立ち行かなくなるが、北電は責任をとれるのかといった、切実で強い意見

も出ているところであります。 

 北海道知事も、認可審査専門委員会では、道民生活や経済活動への懸念を表明し、記者

会見でも、電力は暮らしと経済の基盤で、道民生活や企業に影響すると懸念を示し、コス

トの聖域なき見直しを求めたいと北電側に経営努力を求めるとともに、前回の値上げ幅を

大きく上回るとして、値上げに伴う道内企業への影響調査を行う考えも示しました。 

 また、オール電化住宅では、北電のだましとも言えるセールスに対して、詐欺商法、悪

質商法など怒りの声があらわでありまして、家計は電気料金の重圧で破綻寸前とも言える

状況であり、こうした状況に置かれている消費者の声を真摯に受けとめるべきであります。 

 いずれにしても、このような納得のできない値上げ申請を直ちに撤回し、道民の納得の

いく聖域のない抜本的な合理化努力に取り組むべきであります。 

 今回の値上げ申請は、地域独占にあぐらをかき、原発を偏重し、原発推進を強行してき

た経営人に重大な責任があることを認識するべきであり、最終利用者に転嫁することは許

されるべきものではありません。 

 しかし、２年連続の再値上げ申請は、重大な経営判断のミスであるにもかかわらず、反

省のかけらも見られませんし、また、通常の企業であれば、経営陣の即退陣や役員数を最

低の水準に削減し、役員報酬をゼロ査定にするなどのことは当然に行われるべき対策であ

り、直ちに実施するべきことでありながらも、なされておりません。 

 また、役員報酬や社員の人件費も道内企業ではトップクラスと言われており、これから

しても、まだまだ削減余地は残されているにもかかわらず、値上げ申請した直後の記者会

見の社長は、変分認可制度に安住して、昨年、役員報酬を２００万円下げて、平均１，８

００万円にするよう専門委員会の指導がありながら、それを無視し、平均２，０００万円

に放置したままにしておいて、今回は報酬や人件費を下げても電気料金は下がらないとい

う開き直りというか、厳しい世論の空気を読めなく、道民を愚弄し続ける、まさしく欠陥

経営者の態度は決して許されるものではありません。そして、旧体質の随意契約を廃止し

て競争入札にするなどの改革をすれば、さらにコスト削減の余地は出てくると思われます。 

 北電は、エネルギーのスペシャリストを自負しているようでありますが、原発再稼働や
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電気料金値上げのやり方を見ていると、全くドタバタの素人劇であり、信用できるもので

はありません。道民不在のエネルギー対策にはこりごりというのが本音であります。 

 今後、エネルギー計画を策定する際は、道民各層の意見を広く聞き、計画に反映させる

北海道エネルギービジョン意見交換会のような組織を立ち上げることが今後の会社の進む

べき道ではないかと考えるところであります。 

 次に、国及び電力事業者である北海道電力に対する意見であります。 

 国及び電力事業者は、再生可能エネルギーの拡大により、電源多様化や脱原発の中長期

的なビジョンを道民の前に早急に示すべきであります。そして、値上げ要因の多くが、関

西電力と同様に、原発依存度が高く、４０％を超える電源構成にあるために、北電のよう

な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１０社の原発比率は平均で２０％台であり、この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われます。 

 北海道は、再生可能エネルギーの拡大を目指し、ことし３月に新エネルギーの数値目標

を示す新エネルギー導入拡大に向けた基本方向を策定しました。 

 具体的には、平成３２年度までに、発電分野では設備容量で約１．９倍以上、発電電力

量では約１．４倍、目標年度を示さない最終目標で、発電分野では設備容量で約３．５倍

以上、発電電力量では約２．４倍とするなど、評価のできる内容であります。したがって、

北電は、この計画に沿った電源多様化の方針を策定する責務があると思われます。 

 また、今回の再値上げ申請に関しても、あくまでも泊原発の稼働を前提としており、脱

原発を願う道民の声を全く無視し、数値的安定経営にばかり奔走している姿勢には全く多

くの問題があると考えます。 

 そして、この原発ありきの姿勢に対しては、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ります。それは、この条例で放射

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しているからであります。 

 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

海道では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、許されるべきものではありません。 

 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、このような高率な電気料金の値上げや節電など、北海道民に負担を強いなくて

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。 

 また、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

会社を選ぶことができません。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、今回の再値上げ説明には、理解を
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得られる内容ではありません。直ちに再生可能エネルギーの拡大と脱原発を柱としたビジ

ョンを道民の前に示すべきであります。 

 次に、国に対しての意見であります。 

 今回採用された電源構成変分認可制度は、原発偏重政策の反省もなく、原発の推進を図

るための制度と言っても過言ではなく、事業者救済の色濃い制度でもあり、容認すること

はできません。 

 既に原発推進政策は破綻しており、それを前提としたこの制度は一時しのぎのものであ

り、認めるわけにはいきません。 

 現在、経済産業省の電気料金審査専門委員会で審査が行われておりますけれども、電源

構成変分認可制度は、燃料費等の限定した審査項目の査定により、審査期間の短縮を意図

したものであり、厳正な審査が行われるのかは懸念があります。 

 値上げ審査の際は、この制度やタイムスケジュールにとらわれることなく、聖域なしで

厳格な審査を行い、北電がコスト削減を徹底して実施したいとすることも鑑みて、それが

電気料金に反映されるように変分認可制度に基づく審査対象項目に限定せず、社長の記者

会見でいみじくも発言した、今回は報酬や人件費を下げても電気料金には反映されないと

いうようなうそぶいた発言がまかり通らないような、その他の経費についても厳格に審査

がなされることを願い、値上げ幅を最大限抑えるべきであります。 

 国は、４月に閣議決定したエネルギー基本計画の具体策を検討するための総合資源エネ

ルギー調査会基本政策分科会を８月１９日に再開し、昨年末までに数値目標の提示を目指

すと伝えられております。 

 原発については、依存度を可能な限り低減するとしておりますが、一方で、重要なベー

スロード電源と位置づけており、放射性廃棄物の処理や処分方法が確立されていない中で

脱原発の姿勢が見えてきません。 

 また一方、再生エネルギーについては、３年程度導入を最大限加速しておりますけれど

も、これも全体像が見えてきません。 

 いずれにしても、早急に、脱原発、再生可能エネルギーを中心とした数値目標の中長期

的エネルギー政策を確立するべきであります。そして、脱原発を進めるためには、思い切

った施策の導入が必要であります。原発にかかわる税制や会計処理上の特例措置の創設な

ども検討すべきであります。 

 最後になりましたが、再生エネルギーの拡大を重要な国策と位置づけ、財政措置などの

支援も積極的に進めるべきであり、今回のような大幅値上げが最終利用者の消費者や中小

企業者に大きなしわ寄せが行かないような財政出動も視野に入れた検討をお願いし、私か

らの意見陳述とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○安念委員長 

 嶋山さん、ありがとうございました。 

 若干時間がございますが、何か回答をお求めになるような事項はございますか。 



 - 29 - 

○嶋山陳述人 

 いや、全てが意見であり、このようにやってくれることを祈念して、終わりたいと思い

ます。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、７番の林朋子さんにお願いいたします。 

○林陳述人 

 コープさっぽろで組合員理事をしております林朋子と申します。 

 きょうは、消費者の立場、一主婦の立場で意見を申し上げたいと思います。 

 北海道電力は、昨年９月、７．７％の値上げをいたしました。それに引き続き、１０月

に平均１７．０％と、昨年の２倍以上の再値上げを申請しております。 

 標準家庭で年間１万２，０００円、オール電化住宅に至っては９万５，０００円もの値

上げとなります。１年余りで実に約２５％、オール電化は５９％の値上げとなりまして、

電気料金は全国最高額となります。生活に直結する公共料金としては異常な事態で、到底、

容認できるものではありません。 

 消費税増税、灯油も１００円を超す高値が続く中、所得もふえず、年金額も減少してい

る現在、冬の需要期を前に電気料金の値上げということで、北海道民の負担は増すばかり

です。 

 家庭でできる節電は既に浸透していて、電気代を切り詰める余地はもう残されていませ

ん。北海道電力は地域独占企業です。私たち消費者は、北電から電力を買う以外に選択肢

はありません。電力会社を選ぶことはできません。電気料金再値上げ申請は全国初となっ

ています。値上げの説明は決して納得できるものではありません。経営努力も感じられま

せん。 

 ２０１４年度は、人件費１３０億円、設備投資、修繕費２５４億円、資産売却１０億円、

諸経費１５１億円、合計で５９０億円の削減の予定というのをお聞きしました。コスト削

減はこれで十分なのでしょうか。再値上げ申請後に公表の合理化案は、社宅売却の１０億

円のみと伺っております。その後の進捗状況の回答を求めたいと思います。 

 また、北電の役員報酬は、平均で約２，０００万円と、５０％カットしたということで

すが、経産省から国家公務員並みの１，８００万円まで下げられるように求められたので

はないでしょうか。社員給与も平均で年収６２４万円まで下げず、６４３万円にとどめま

した。道内の平均年収、平成２４年度ですが、３８６万円に対して、まだまだ大きなギャ

ップがあると思います。 

 今回の値上げ審査は、４項目８費用に絞られたために、人件費等の項目は含まれていな

いということですが、消費者と痛みを分け合う意味でも、率先して削減案を示していただ

きたいと思います。 

 関西電力、九州電力は、昨年から社員の年末手当を支給していません。北海道電力は半



 - 30 - 

額を支給したということですが、ボーナスは赤字会社では支給できないのではないでしょ

うか。 

 今回は欠席となっていますが、川合社長の役員報酬を減らしても、料金は安くならない

仕組みになっているとの傲慢な発言、身を切る努力が全く感じられません。最善の企業努

力や誠意は伝わってきていません。経営の合理化がなぜ料金に反映しないのかも疑問です。 

 また、子会社連結決算も明らかにしていただきたいと思います。そして、年金基金制度、

また退職金制度も道内企業においてはトップクラスということになっています。こちらの

見直しも必要ではないでしょうか。もう道内トップ企業の誇りは捨てていただきたいと思

います。 

 北電は、銀行や企業の株式を７９銘柄、４２５億円も保有しているということを、先日、

新聞で見ました。赤字決算で値上げを申請していても、株式の資産売却は行わないのでし

ょうか。先ほどの方もこの点について質問がありましたので、ご回答は不要です。 

 昨年も意見を表明しましたが、原発再稼働前提の値上げには納得できません。泊原発３

基の昨年１２月からの順次再稼働の想定が甘かったのではないでしょうか。 

 いまだ再稼働の見通しが立っていない中での値上げ申請ですが、今回の値上げ水準で今

後もやっていけるのでしょうか。同じ繰り返し、３度目の再々値上げも懸念されています。 

 また、泊発電所の再開に向けて全力で取り組むそうですが、脱原発が叫ばれている現在、

原発に依存する経営はもう限界と思います。泊原発が稼働すれば料金を値下げすると明言

されていますが、どこまで原発依存なのでしょうか。 

 ２０１１年の３．１１の福島原発事故の悲惨な教訓は全く生かされていないと思います。

原発が国策だったなら、原発は国の管理下として廃炉にすべきと考えます。原発に頼らな

い再生可能エネルギーの転化にぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

 北海道は、太陽光、水力、風力、バイオマス、地熱と、その広大な土地、自然環境に恵

まれた立地から、全国でも最も適した地域と言えると思います。全国のモデル地域になり

得る可能性も十分持っています。石油にかわるクリーンなエネルギーとして普及、導入を

期待いたします。 

 きょうの参考資料のほうにも、電源の多様化と再生可能エネルギー導入拡大に向けた取

り組みについてということが細かく書かれております。ぜひこちらを生かしていただきた

いと思います。 

 また、北海道条例１０８号の推進に向けて、これはお願いになりますが、道が中心とな

って再生可能エネルギーに関する懇談会を研究者、北電、それから消費者とで立ち上げて

設けていただくことを提案したいと思います。 

 値上げによる地域に与える影響の大きさははかり知れません。北海道民の年収も全国の

８０％程度という状況です。ますます景気の後退が予想されると思います。北海道電力に

は、再値上げの撤回、もしくは大幅な見直しで値上げ幅圧縮を求めたいと思います。 

 以上でございます。 
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○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 林さんからご発言をいただきましたが、ご質問としましては、株式以外の資産売却の進

捗状況でしょうか。 

○林意見陳述人 

 株式のほうは先ほどお聞きしましたので。 

○安念委員長 

 株式以外の資産の売却の進捗状況について伺いたい、そういうことでございますね。 

○林意見陳述人 

 はい。 

○安念委員長 

 では、お願いいたします。 

○酒井取締役副社長 

 ご意見、ありがとうございます。 

 まず、効率化が１０億円のみの追加しかないのかということでございます。 

 こちらは、資産売却として、今回、新たに追加させていただいておりますけれども、資

産売却につきましては、これまでも順次進めてきておりまして、残っている当社保有の土

地、そういったところの中で将来活用目的がない、電気事業に今後とも使わないようなも

の、そういったものを集めて１０億円ということでございます。 

 効率化については、これで終わりということではございませんので、たゆまぬ努力を続

けてまいります。 

○安念委員長 

 いいですか。 

○林意見陳述人 

 はい。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。 

 それでは、８番の宮崎久美子さんに意見の陳述をお願いいたします。 

○宮崎陳述人 

 コープさっぽろの組合員とともに活動をいろいろしている宮崎です。 

 福島原発事故によって、原発の安全性、この疑問が高まって再稼働ができなくなったと。

そして、北電は、今、再値上げを申請しているというところですが、大幅な電気料金の値

上げは消費者の生活への影響が大きいので、この際限のない電気料金の値上げには十分な

検討が必要だと思います。意見を述べさせていただきます。 

 北電の赤字分を私たちだけに押しつけるというのは、これは非常に押しつけられなきゃ

いけないのかなと今思っております。 
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 今、ちょっとオール電化の一例を挙げさせていただければ、前回の値上げの際に、北電

のオール電化に踏み切った人のお話をたくさん聞きました。深夜電力を利用するので、非

常に電気代はガスや灯油よりうんと安くなりますよ、もともと使わないような電気ですか

ら、非常に安くなるんですよ。その方は、ローンの支払いも十分これで、これは幾ら幾ら

浮きますよというようなお話を受けて、それで、ローンの返却が楽になるとか、いろいろ

なそういったようなことを表示されて、金額まで表示されそうです、幾ら幾らというのも。

で、オール電化に踏み切ったところが、楽にならずに、今、家計が苦しくなっている。こ

れは去年の話です。ことしは、ローンが払えなくなるんではないだろうか、そういうよう

な心配をなさっておりました。 

 我が家も実はオール電化なんですけれども、本当にそのときは、電気料金はすごい安い

ものだというふうに思っていたんですけれども、非常に今、こうやって考えてみますと、

決して電気料金が安い、こんな湯水のように使えるような安さというのはあり得ないんだ

なということが非常によくわかってきたんですね。 

 １９万世帯、オール電化の家庭がありますけれども、それぞれの家庭でも随分いろいろ

困っていらっしゃるという話をたくさん聞いております。 

 それで、北電さん、前回の値上げの際に、ドリーム８を非常に積極的に勧めません、ド

リーム８はもう積極的に勧めませんというようなお話があったんですね。それにもかかわ

らず、実は、ドリーム８を勧める電話がたくさん出てるんですね。我が家にも実はかかっ

てきました。オール電化ということを知らずに、いかがでしょうかということで電話が実

はかかってまいりました。 

 さらに電気料金で苦しむ家庭をふやそうという、そういうふうなお考えなのかなという

のも後でちょっとお聞きしたいなと思っております。 

 その値上げの影響が大きいオール電化なんですけれども、やっぱり北電さんが随分積極

的に、先ほどのほうもありましたけれども、皆さんおっしゃっていましたけれども、詐欺

まがいでもないですけれども、そのような方向で積極的に進めていらしたというところで、

やっぱり、責任をもうちょっと感じていただきたい、考えていただきたいと思っておりま

す。 

 それから、北電は、やっぱり値上げ申請に当たって徹底した経費の節減、企業努力をし

たでしょうかと。これは、もう皆様がおっしゃっているのであれなんですけれども、北海

道電力の会社の給与がもちろん高いということ、田舎の、私、小樽に住んでいますけれど

も、大体、皆さんの年収なんかがわかると、非常に倍近くぐらいあるのかなというような

イメージでおります。そんなのもありますから、ぜひ、そこら辺も皆さんが納得いくよう

に対処していただきたいということと、また、より自由な競争による工事費や管理費の徹

底した削減、これができているのかなというところもお聞きしたいところです。 

 それから、ぜひ一緒に本気で全般的な経営節減、企業努力をぜひ進めていただきたいと

いうことです。独占企業であることに甘えていらっしゃるのかなというところもちょっと
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感じるところがあります。 

 また、再値上げには、原発再稼働ありきで実施されているというところなんですけれど

も、活断層なんか、危険性など根本的な安全もまだ確認されていません。このような再稼

働のめどもはっきりしない状況で、原発の防波堤建設あるいは維持費用など、トータル的

に値上げという形で払わせられることにも納得はいきません。 

 放射性廃棄物処理費用は、２０２１年、３兆円かかると試算して、電気料金に上乗せさ

れているというお話なんですけれども、全国的になんでしょうけれども、でも、イギリス

なんかでは、今、原子力発電所はもっと少ないのに、１２兆円を超える費用が必要という

ようなことも言われています。当面、安いように見せかけている原発も、決して安いもの

ではなく、将来、消費者は、その放射性廃棄物の処理費用として何らかの形でまた、もっ

ととんでもない費用を払わされることに、電気代を払わされることになるのではないでし

ょうか。 

 原発の導入には、やっぱり、国の政策や指導があったことから、国にもその責任を問う

ことができないでしょうか、北電さん、どうですか。 

 国費の補助を得てでも、できるだけ早期に廃炉にしたほうが、放射性廃棄物の処理費用

も含めて、長期的に安くて安全ということになるんではないでしょうか。 

 そして、北電は、原発を維持する費用を、ぜひ自然エネルギーへの転換を進めることに

回していただいて、安心・安全な未来を目指す公共的役割を担った優良企業への道を進ん

でいただきたい、そう思っております。 

 最後ですけれども、電力料金の値上げについて、私たち消費者は、避けることのできな

い適正な負担は受けますけれども、子孫にも及ぶ大きな負担は受け入れることができませ

ん。 

 以上です。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 宮崎さんのご意見を伺ったわけですが、ご質問の事項としては、ドリーム８のことにつ

いて伺いたいということですか。 

○宮崎陳述人 

 はい、そうです。 

○安念委員長 

 では、お願いいたします。 

○相馬取締役常務執行役員 

 まず、オール電化住宅のお客様への影響についてでございますけれども、オール電化住

宅にお住まいのお客様には、昨年の値上げに続きまして、大きなご負担をおかけすること

を深くおわび申し上げたいと思います。 

 今のご質問で、いまだにドリーム８の宣伝をやっているのかというか、勧誘をやってい
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るのかというお話ですが、我々は、直接、個人のお客様に対して、要は、電化をしてくだ

さいという直接的な働きかけは以前からもやってございません。直接的にお客様に対して

電話をかけたりするという部分については、恐らく電気工事店とか、そういう実際の機器

を取り扱っている事業者とか、その方々がやられているのかなと思ってございます。 

 昨年の値上げ以降、当然のことながら、電気料金については高いという認識が広がりま

して、お客様には、電化は料金が高いから大変だというような意識が浸透されましたが、

それでも、やはり、電気の利便性とか安全性で、電化をしたいというお客様につきまして

は、いわゆるヒートポンプ系の省エネタイプの機器をお勧めするようにという形で、サブ

ユーザーの皆様方にお話をさせていただいているということはございます。 

 ですから、ヒーター系の電化を含めて、電化をどんどん進めるようなことについては、

実際、そういう活動をやっていることではございません。 

○宮崎陳述人 

 積極的に、でも電話は来てますし、工務店さんかなんかでも、皆さん、北電さんだと思

いますよね、そこのところは。 

○相馬取締役常務執行役員 

 これからも、そのあたりは対応に気をつけたいと思いますけれども、我々としては、ど

うしても電化にしたいというお客様に対しては、こういう方法がよろしいですよという形

ではやらせていただきますが、それ以上の積極的な動きというのは、今やってはいないと

いうところでございます。そういう誤解は与えないような形で進めていきたいと思ってご

ざいます。 

○宮崎陳述人 

 いろんなことを考えれば、本当に電気代って決して安くはないんだと思うんです、本当

に。公共的なものなので、本当はそこら辺考えて、私たちも利用しなきゃいけないんです

けれども、値上げについては消費者のみに過大な負担がかかることのないように、ぜひそ

こら辺もお考えいただけたらと思います。 

○安念委員長 

 よろしゅうございますか。 

○宮崎陳述人 

 はい。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

 ８番の宮崎さんからご意見を承りました。 

 ９番の多加さんの順番なんですが、多加順子さんからはご欠席というご連絡をいただき

ました。あらかじめ届け出いただいた陳述の概要は、お手元の資料６というところに記載

してあるとおりでございます。 

 また、多加様からは、資料を別途ご提出いただく旨、ご連絡をいただいておりますので、
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きょうの資料６とあわせまして、今後ご提出いただくものとともに審議の参考にさせてい

ただく所存でございます。 

 それでは、お待たせいたしました。多加さんがお休みなので、１０番の能村富さん、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○能村陳述人 

 伊達消費者協会の会長をいたしております能村富でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 私たちは、私を初め、老人が多くて、生活に追われているという感じなんですけれども、

この値上げに対しては、再三、値上げが近過ぎて、生活に響いちゃうんですね。それで、

皆さんが、上げないでやっていけないのかしらって、また上げると、ほかの業者の方々も

困ると思うんですよね。燃料という燃料がみんな上がるんです。灯油も上がっていますし、

ガソリンだって上がっていますし、本当にこれ、どうにかならないもんなんでしょうか。 

｢上げないで、経済して、何とかならないのかしら｣、常々そんな話をしています。車は必

要、私は車に乗れませんから、三輪車で通っております。年齢が年齢でいつどうなるかわ

かりません。皆さんのお役に立てるんであればと思いまして、８０過ぎても何とかこうし

て札幌まで出向いて来られました。 

 本当に皆さん、国民一人一人、市民一人一人のために、皆さん方、どうぞ安くしてあげ

てください。本当にみんなが困るという話が先で、話題っていう話題は、本当に、何か寂

しい気持ちがいたしますよね。もっと明るい日本にしてほしいと思っております。どこが

悪いのかわかりません。皆さんも立派な意見を申し述べていましたけれども、私たちはそ

れほどの頭も良くないです。本当に一市民として、どうぞ生活が安定して楽にできますよ

うに、今後、孫子の代までも幸せになりますように、日本をよくしてください。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 以上です。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。 

 １０番の能村さんからご意見を拝聴いたしました。 

 それでは、１１番の今村篤さんの意見陳述をお願いいたします。 

○今村陳述人 

 私は、厚別区のマンションの管理組合の理事長をやっている者です。その立場から、き

ょうは意見を言わせてもらいます。 

 もともと日本の電気料金というのは高過ぎるんですよ。２００９年度を見て、家庭用で

す。アメリカの２．１８倍です。それから、お隣の韓国の３．０倍なんですよ。ヨーロッ

パから比べると１．５倍から２倍なんです。これは２００９年。その後、ドイツとかイタ

リア、イギリスですね、電気料金上がってきています。 

 しかし、ドイツやイタリアは、もう原発をやめるということを決めましたから、それで
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いろいろ、廃炉だとか自然エネルギーの開発とかでいろいろ経費が上がってきているんで

すけれども、しかし、戦前と違って、原発をやめるということで日独伊枢軸が復活するん

なら私は賛成です。 

 そういうことで、やっぱり、日本だけ特別な国であるということは、そういうあり方は

間違ってるんですよ。やっぱり、ヨーロッパやアメリカ並みにこういう問題も考えていか

なければ。 

 今、シェールガス革命というのがありまして、非常に原発はもう競争に耐えられなくな

って、ぽつりぽつりと原発が廃炉になっていますよね。そういう時期に差しかかってる中

で、今度の北電の問題をどうするのかというふうに考えてもらいたいというふうに思いま

す。そうでないと、この原発にいつまでも固執してると、ますます、たびかさむ費用がど

んどん上がって、天井知らずのことになっていくと。 

 福島の後始末で５０兆円やそこらで済むなんて思ってたら大間違いですよ。今、経産省

のほうは、電気料金に上乗せして、税金も投入してやれるようにこの間して、今度は、古

い型の原発を、沸騰水炉型を後始末しなきゃならんと思っているようですけれども、それ

の道筋を、仕組みを考えているようですけれども、生半可な金ではいかないと思いますよ。

そういうことは国会でろくすっぽ議論していないでしょう。それを経産省や資源エネルギ

ー庁だけで議論して、こうやってずるずるずるずる電気料金を高くしてくるということは、

僕は許されないと思いますよ。もっときちんとした議論をするべきだと思います。 

 電力自由化というのが２０１６年に完全実施されます。これは、電力の発電、送電、小

売り、それだけでなくて総括原価方式というのも撤廃されると聞いてます。そうなってく

ると、北電のあり方の根本が問われるような事態になるわけですよ。そういう事態に対し

て北電は対応できてるのか、準備してるのかといったら、私は、そういうことは一つも見

えません。ですから、今度のような値上げにして、全く北電自体が混迷してるということ

を象徴してるんじゃないかなというふうに受けとめております。 

 東電の中では、もう福島の事故でどうしようもないから、原発部門だけを少し切り離し

て、独自性のある形で処理するようなことを始めてますよね。ところが、東電の１０分の

１程度でしょう、北電の規模というのは。中で何も対応していない。そんな中で自由化し

て市場にさらされると、北海道の電気事業が。これはちょっと、よく考えてみないと、今

度の値上げ、はい、賛成でしたということだけでは終わらない問題だというふうに思うわ

けです。 

 今度の電気料金値上げ申請に対して、コストの徹底削減と、影響は甚大であると、北海

道知事、札幌市長が会見しましたけども、表情が非常にこわばっていた。これは問題の深

刻をあらわしてると思います。 

 それから、経産大臣も来ましたですよね。北電の皆さんや道庁と会ったはずです。とこ

ろが、北電の値上げ申請に対して経産大臣の記者会見というのは、顔がこわばって、苦虫

をかみ潰したような顔をしてました。これは、なぜかというと、北電の上げ幅の申請が大
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き過ぎるんですよ。大臣の考えていた額よりはるかに大きいから、苦虫をかみ潰したよう

な顔になって記者会見したと、私はそういうふうにテレビを見てました。 

 うちのマンションも、前の値上げで１５万２，６６９円、これが負担増になっているん

です。今回の値上げで３５万円何がしなんですよ。合わせると４８万円にもなるわけです。

２０戸といっても老人所帯もあるんです。ばあさんひとりで住んで、じいさんひとりで住

んでいるのもあります。我々のマンションというのは、そういう年寄りが多くなって、高

齢化するという問題があると。 

 もう一つは、建物が古くなるんですね。だから、ことしから来年、うちのマンションも

１戸当たり２００万かけて大規模修繕をやる今準備をしています。これは、物すごい負担

なんですよ。マンションは二つの悩みがある、老朽化と老齢化と。こんな中で、こんなも

のをまた北電から押しつけられたら、これは大変だということで、みんな怒ってます。 

 ところが、この記者会見を見て頭に来たのは、前回の倍近い値上げ率でしょう、申請が

ね。にもかかわらず、こういうコスト削減、皆さんからお話しされましたが、何一つ約束

してないんですよ。しかも、非常に、社長の会見を見てましたけれども、投げやりな、ふ

てくされたような態度で、あきれてしまいました。もう少し、これだけのことをお願いす

るのであれば、道民に対して、どういう表情でどういう言葉遣いをするか、誠意があらわ

れるようなことにならないと、まずいんじゃないかと私は感じましたね。 

 今回の値上げの問題というのは、単純に原発が停止した、それで化石燃料がふえて赤字

になって値上げだという、そういう単純な図式で考えたらだめだと思います。そうじゃな

くて、三つの重なっている問題をしっかり考えていかないと、北海道の今後の電力供給の

大混乱を招くおそれがあるというふうに考えます。 

 第１は、電力事業の地域独占で、北電が肥えて太ってしまってるという問題があるんで

すよ。そこを徹底してメスを入れなければならないというふうに思う。社員給与が２年前

は７８９万円、現在６４３万円、先ほど話がありましたけれども、これは北海道の平均給

与の倍ぐらいでしょう。２倍を超えてますでしょう。こんなことをやってきているわけで

すよ。それから、隠し財産。これだって、詳しくは言いませんけれども、下請の会社の名

義にしたり、個人の名義にしたりして、あっちゃこっちゃに持ってるわけですよ。そうい

うものを洗い出す必要がある。 

 社員給与を下げれば、これは電力事業を維持する能力を持った社員がいなくなると北電

の社長は言いましたけれども、これはどこだって、北海道の各分野の業界にしたって、そ

うでなくても、みんなそれぞれ手仕事を持ち、技術を持ち、日夜奮闘してるんですよ。そ

こを考えないで、北電の社員だけが技術を持った、偉いわけでないですよね。だから、傲

慢過ぎますよ、北海道道民に対する態度が。私はそう感じました。 

 それから、第２の問題は、今の一部の学者や官僚の論に惑わされてる経済政策、アベノ

ミクスですよね。私はアホノミクスだと言ってるんです。これは、国民生活が損壊をして

るものがいよいよ表面に出てきてる。何の手当もなく、１ドル７５円、８０円というのを
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１０２円にするというふうにこの要旨を書いたときに書きましたが、もう１０６円でしょ

う。近々１０８円になるかもしらん。そうすると、原材料を輸入して、加工貿易で付加価

値をつけ輸出するというのが、日本の加工貿易が日本の立脚点になるというのは、これは

中学生でも知ってることだと思うんですよ。そこがどうなっているのかということを見た

ら大変なことになる。この貿易赤字が連続して化石燃料の輸入量は大してふえないのに、

輸入額の総額だけは果てしなく膨張しているという。その結果、ガソリン高や燃料高で、

漁船であろうが、車のユーザーであろうが、皆困っている。トラック業界も近く値上げす

ると言っている。この問題が日本経済にとって非常に大きな足かせになってきて、国民生

活にとっても重大な問題になってきているのは確かだと思うんですね。 

 だから、もし北電がそういうことを言うんなら、今回の円安の値上がりの中で燃料費の

負担が幾らふえたのか、多分、例えば、イカつり漁船やなんかの場合だと、燃料費みたい

のが政府関係の援助があるはずなんです。そういうところをもっとピックアップして北電

は出すべきだと思う。 

 北電は、私は信用できないというのは、去年の１回目の申請の前に、北電は赤字が４８

６億円になる、史上最大だと春ごろ言ってたと思うんですよ。８月２９日に何と言いまし

たか。テレビのニュースを見てたら、黒字１０億円だと。これはテレビで出ましたことで

すからね。こうなってくると、一体どういう会計あれして会社の決算で発表してるのか、

さっぱりわからないんですよ。監査でも入れて、外部監査でも入れて徹底的に洗わなけれ

ば、どうなってるのかわからないということであります。 

 ですから、こういう最近の経済政策の関連を見なきゃならぬ。 

 そこで、お役人さんもいらっしゃるので、ちょっと言いますと、２０１２年１２月にこ

ういう電気料値上げ申請に対するチェック項目、１００項目近くあると思うんですけれど

も、それを燃料関係の９項目に絞ったんじゃないですか、あなた方は。そして、２段階値

上げの前に査定してあるから、今回の査定は燃料だけだ、そういうことにしてるんじゃな

いですか。そうだとしたら、やっぱり重大な問題だと思います。 

 電気料金は全国で２５兆円から２７兆円ぐらいあると思うんですけれども、それを１０％

上げれば３兆円前後の金。こういうものを２段階目で上げて、廃炉処理の費用にも電力会

社に回していくというようなことも考えてるんではないかなと思うんですがね。 

 それから、北電の原発問題については、前の質問者の陳述書にもいろいろあったんです

けれども、私が考えると、金融不動産バブルの巨額な不良債権が昔ありました。それから、

国鉄の大赤字、そのうち清算事業団、こういったことが思い浮かぶわけです。北電という

のは、苫小牧東部開発とか青森県のむつ小川原開発とか、ああいう巨大開発がぱあになっ

てきてると。にもかかわらず、原発に固執をしてきたわけです。原発を北電が持たないと

１０電力の格下になるということで、原発の何とか技術を保有しなければならぬというこ

とで、そこに固執してきたわけです。 

 それで、泊原発の３号機、これは一部ＭＯＸ炉なんですけれども、これは３，０００億
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円かけて２００９年に稼働したと、運転したと。泊１号機は全国の原発の４０番目ですよ、

動き始めたのは。泊２号機は４８番か７番か、そのぐらいじゃないですか。みんな、泊の

原発は後につくられてるわけですよ。そして、今度は福島の事故があって止まってから、

今度は安全対策に１，６００億円、１，８００億円投下しなきゃならんと今やってるわけ

です。北電のデータで北電の資料を見ますと、有利子負債というのがどんどんどんどんふ

えてると。うなぎ登りになってます。今、１兆３，０００億円あると、利子を払わんきゃ

ならん借金が。 

 こういう、要するに、だから、原発に固執した経営陣の責任であり、今の北電の首脳部

というのは原発畑の人間じゃないの。出世コースだからね、電力会社の。そういうところ

をね、やっぱり北電の責任というのはとらざるを得ないと思います。泊の再稼働というの

は簡単に許されていいものではないと思います。事故がなくても、原発というのは大量の

放射能、放射性物質を自然界に排出してるわけです。 

 関西の大飯原発の例で見ますと、北電は何ぼかわからんので関西の例を挙げますと、関

西大飯原発、これは加圧水炉型です。放出管理目標値は１年間に、クリプトン、放射性希

ガスを３，７００兆ベクレルですよ。あの煙突から出るわけです。それから、放射性ヨウ

素１，０００億ベクレルですよ。これだけ自然界に出てもいい。だから、北海道の放射線

医学の西野先生の本にもありましたが、泊村のがん死亡率というのは全道平均の２倍であ

ると。そのことはメディアも余り注目してないようですけれどもね。要するに、今の放射

能対策といっても、物理的な影響についてはそれなりのことを言われてるけれども、その

生物学的な影響がどうあるかについては、研究もおくれているし、また、研究があったと

しても隠ぺいされてるのが多いわけです。そういうことを考えて、そんなに簡単に電力が

足りないから泊原発を動かすということにはならないわけです。地震の問題もあります。

この間発表もありましたが…… 

○安念委員長 

 済みません、そろそろおまとめいただけますか。 

○今村陳述人 

 はい。大きな地震というのは、北海道、東北と関東に集中してるわけです。 

 だから、そういう点で、時間も来ましたので終わりますけれども、泊原発というのは、

一旦事故が起これば、あれは３００気圧なんですよ。福島は７０気圧ですから。研究者に

よると、泊の事故というのは大爆発から起こるだろうという話もある。そんな生半可な対

応ではできない問題なんですよ。 

 だから、原発にいつまでも固執してないで、これはやめるということをはっきりしたほ

うがいい。そうでないと、あの３基の後始末、あるいは、そういうことでいじくってるう

ちに、果てしない費用の際限なき膨張の道を進むことになるだろう。私はもういなくなっ

てると思いますが、今世紀末には日本の人口は４，０００万人だと言われています。明治

の初期ですよ。幾らの会社がそのとき生き残れますか。どういう日本をつくっていくんで
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すか、そのときに。原発なんて早くやめたほうがいいと思います。料金が高過ぎます、日

本の。こんな料金をやっていては、高過ぎますので、むしろ値下げすべきだ。検討時間が

必要だとするならば、北電は値上げ申請をすぐ撤回して、各界で議論したほうがいいとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○安念委員長 

 じゃ、そのくらいでまとめていただきますか。どうも済みません。 

〇今村陳述人 

 はい。じゃ、どうもありがとうございました。 

〇安念委員長 

 １１番の今村さんに意見陳述をお願いいたしました。 

 お待たせいたしました。 

 それでは、１２番の中陳憲一さんにお願いいたします。 

 先ほどは失礼いたしました。よく聞き取れなくて、申しわけございませんでした。 

○中陳陳述人 

 今、司会者のほうから説明ございました。私は、北海道加工連の代表理事をしておりま

す中陳と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 そしてまた、常日ごろは、経済産業省、北海道電力にもいろいろとお世話になっている

ことを、この場をかりて厚くお礼を申し上げたいなと思っております。ありがとうござい

ます。 

 １番から１１番まで、大体、皆さん同じような意見になっちゃったと私は思っていると

ころでございます。 

 しかし、私も、全道１９の加工協の組合がございます。その中で約４００社ですね、三

百九十何社が全道でその組合に所属しております。その代表者として、わずかな時間でご

ざいますけれども、私の意見を述べさせていただきたいと思います。 

 まず最初に、電力料金を、断固、値上げは反対ということでご承知願いたいと思います。

その中で、じゃ、我々の水産加工業というか、今、現状はどうなっているのかということ

をちょっと説明させていただきます。 

 非常に、皆さんご存じのとおり、原料というのは非常に不確定で、工業製品と違いまし

て非常に不確定でございます。ことしは、サケは、去年は１０万トン揚がったけれども、

ことしはどうなのかなと言いますと、これからの予想ですから、なかなか予想がつかない

というところでございます。 

 おかげさまと申しますか、オホーツクのホタテガイに関しましては、年間で約４０万ト

ン近く揚がっております。これは、非常に漁師さんもいろいろとご苦労なさって、安定し

た企業になっているところでございます。４０万トン、昨年は大体１５％ぐらいと思いま

したが、ことしはちょっと比率が悪いんですね。そのときどきによって、多分、昨年は流
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氷が来まして、そして餌がよかったものですから、ホタテガイもどんどんどんどん歩どま

りもよかったというところですけれども、ことしはちょっと、今のところ悪いです。単純

計算で４０万トンの１２％ぐらいにしますと、約５万トンのホタテが揚がるんですね。そ

れをほとんど冷凍します。そして、冷凍されたものが国内で消費されるだとか、今は海外

のヨーロッパのほうに輸出される。ですから、本当に電気料の値上げによって、非常にま

た水産加工業も大変だというところでございます。 

 非常に、グローバル社会の中で、今、魚というのは、もちろん、今、中国も、川魚しか

食べなかったものが、今、海の魚も食べるような、そんな時代になったんですね。１３億

です、中国は。当然、うちの会社のほうにも中国の研修生が１４名ほど来ておりますけれ

ども、最初、来たら、水を飲まないんですね。中国の水って汚いんですよ。もう皆さん、

ご存じのとおり。しかし、だんだんなれてきましたら、日本の水っておいしいねと。最初

に来た、もう１０年ぐらい前になりますけれども、顔が赤かった子たちが、３年研修を終

わって帰るころには本当にきれいになって帰るんですよ。 

 そして、おい、たまに寿司でも行くかということで連れていきますと、魚は食べなかっ

たです、１０年前は。今、刺身だとかお寿司が大好きなんですよ。そうしますと、何か起

きるかと申しますと、日本の魚もそうですし、それから、世界でとれる魚も、日本の魚が

外で負けてるんですね、海外で。それだけ、今、水産加工業というのは世界の中で競争を

しながら原料を買っているような状態でございます。 

 それと、いろいろと今、地球の変化と申しますか、温暖化と申しますか、海の変化がど

んどんなりまして、北の海でマグロがとれたり、我々稚内ですね、私は稚内ですけれども、

サケの定置網にブリが入ってくるんですね。どんどんどんどん、温暖化のせいだと思いま

す。 

 そんなことで、非常に原料が、加工屋さんは苦慮して毎日毎日の入札や競りに参加して

いるところであります。 

 それと、１番大きい人件費でございますけれども、これも今、１０月から、今まで７３

４円でございましたけれども、これは国で決まりましたから、プラス１４円ということで

７４８円ですか、これも上がっています。今まで我々が、私が２６歳のときに、今、中央

水産という会社を経営しておりますけれども、私が入った２６歳、４０年ぐらい前になり

ますけれども、そのころは、２０代や３０代や４０代、もう５０代だったら、いや、どこ

どこのばあちゃんだべという感じでございました。しかし、今、ハローワークさんに頼ん

でも、なかなかいないんですね。電話がかかってきますと、どこどこの会社を退職したん

だけれども、６３になるんだけれども、６５になるんだけれども、使ってもらえるかいと

いう状況ですね。なかなか、少子高齢化によって若い方がいなくなってしまった。もちろ

ん、３Ｋ、４Ｋ、５Ｋ。くさいわ、水は汚いわ、においはあるわ、そういうことで、私は、

仕事はまだまだあると思います。あるんですけれども、若い方々が入ってこないんですね。

そういうことを経済産業省の方もよく認識していただきたいと思います。 
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 そんなことで、今、外国人労働者を雇用して、何とか、うちの会社は６０人いますけれ

ども、何とか経営している状況です。これも、北海道選出の武部さんなんかにお願いして、

３年のものが５年になるよということで、９月の臨時国会でオーケーになるという話を聞

いておりまして、２７年の４月からそれが何とかなるという話を聞いております。そんな

ことで、最低賃金の上昇。 

 それと、また、ご存じとおり、ガソリンだとか灯油だとか、これも上がっております。

非常に頭の痛い問題でございます。 

 それと、加工したものを稚内から東京まで消費地に運ぶのに、大手の宅配でございます

けれども、今まで８４０円、１０キロで８４０円で運んでいたと。稚内から東京までです

ね。７２％のアップですよ。７２％ですよ。それと、大型トラックを持って稚内から直接

東京まで、築地まで運ぶ。これが６３０円のものが１５０円上がって７８０円。これも２

４％のアップでございます。そして、もろもろ、資材だとか、もちろん段ボール、魚をつ

くったものを加工して袋に入れる、そんな資材関係も２０％も３０％も上がってきていま

す。今、水産加工業というのは、そういう非常に厳しい中で我々経営をしているというこ

とをよく覚えていただきたいと思います。 

 そんな中で、今回、昨年１１．何％、今回２２．０１％ですか、企業関係におきまして

は。追い打ちをかけるように北電さんが値上げをするということでございます。うちあた

りでも、うちの中央水産でも、月に電気料金は１３０万円かかります。２０％といったら

２６万ぐらいですね。年間にしますと約３００万ですよ。運賃も上がる、何もかにも上が

る、電気料金だけでも年間３００万も上がる、冷凍業だけやってる方々も、年間、うちだ

ったら５００万上がるぞという話もあります。アンケートをとりましたら、そういうとこ

ろもあります。 

 じゃ、それが製品に転嫁できるといったら、できないんですね、なかなか。逆に教えて

いただきたいですよ。パン屋さんだったら、今までセイコーマートですね、これ１００円

のパンだよ、それをグラム数減らして云々と、そんな話も。私も、毎日、セイコーマート

へ行ってパンを買っています。そんな中で、ちょっと小さくなったなと、ありますけれど

も、しかし、消費者の皆さんには、やっぱり、おいしくて安全で安心なものを提供してい

くということですから、そんないいかげんなことはできません。 

 そんなことで、断固として私は反対であります。 

 先ほど、皆さんからいろいろと話を聞いてましたけれども、何で北海道電力の役員の皆

さんは４，０００万から２，０００万で終わっちゃってるんですか。私はそれを聞きたい

ですね。我々経営者でしたら、小さな経営者でしたら、社長、毎日給料はたくさんもらっ

てる、そして、毎日ゴルフに行ってる、いい車に乗ってる、毎日クラブに行くわとなった

ら、働く人はすぐやめちゃいますよ。そうでないですか。我々なんか、本当に給料をぐっ

と下げる、もうからないときは、それが役員報酬ですよ。そこまで、やっぱし、本当に生

活する分だけで下げると。そういう見える経営をしていただくと、我々も同じ経営者とし
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て、北電さんも頑張ってるじゃないかと。国家公務員が１，８００万としたら、５００万

でもいいんじゃないですか、生活できるんだったら。幾らでもできますよ。 

 給料も、先ほど聞いてましたら、六百何十万と言ってましたね。本当、北海道の三百何

十万から比べると本当に高いですよ。もちろん、それだけの仕事をやっていると、対価だ

よとなれば、それまででしょうけれどもね。 

 私は、これ、経済産業省に申し上げたいのは、独占企業だからですよ、これ。今まで日

本航空だって、国の政策の中で日本航空を潰さないで何とか立て直した。稲盛さんが行っ

て。全日空と戦わせてるんですよ、競争してるんですよ。電話だってそうじゃないですか。

競争させてどんどん安くなってますよ。そうしてサービスがどんどんよくなってますよ。 

 我々経営者としては、しっかり経済産業省が中に入って、我々の意見をきちっと酌み取

っていただきたいと思ってるところであります。 

 だんだん時間もなくなってきたのであれでしょうけれども、そのあたりはどうなんです

か、北海道電力さん。役員報酬の部分に関しても、みんなに見えるように、本当、それだ

ったら一生懸命頑張ってるんだ、汗流してるんだなという態度を見せてほしいですよ。私

も新聞しか見ていません。４，０００万から２，０００万に下げたというのは。私も、非

常にすばらしい、資料をとって、やってるなというのがわかりましたが、そこまでの時間

がないものですから、私はやってませんけれども。 

 それから、原子力発電の問題に関しても、昭和３８年ですか、これ、東海村で初めてつ

くって。１０月２６日が初発電だと。この日を原子力の日だと決めているんですね。それ

からもう４０年も５０年もたっているんですから。日本の頭のいい科学者の先生方が安全

で安心なものをつくっていこうということですから、私はそれに対しては賛成です。何と

かやって、エネルギー、油もある、ガスもたくさん日本にあるよと、それでしたら話は別

でしょうけれども。ここに置いたって、地震なんかいつでも起きてきますよ、これ。 

 まずは、そんなことで、安全・安心を道民に訴えるようにして、しっかり原子力を発電

していただきたいと。口で言うのは簡単ですよ、自然エネルギーがどうのこうのと、私も

言えます。しかし、それはそれとして、何とか、資源のない国の日本ですから、何とか我々

をつぶさないようにお願いしたいなと思います。 

○安念委員長 

 役員報酬のことを伺いましょうか。 

○中陳陳述人 

 ちょっと、もう一つ、二つありますので、済みません。 

 そんなことで、北海道というのは、水産漁業、加工業、農業、観光業、いろいろとあり

ます。おかげさまで、うちの息子も５年前に帰ってきました。まだ３５歳でございますけ

れどもね。孫も４人できました。そんな中で、私は、何とか息子や孫たちを守っていくた

めに、これからも一生懸命頑張っていきます。そのためにも、ぜひ経済産業省の皆様方も、

そのあたりを酌んでいただいて、今まで話したことを酌んでいただいて、しっかり行政と



 - 44 - 

して、北海道の水産加工業も頑張ってるなということで側面から応援していただきたいと

思います。 

 以上でございます。 

 役員報酬の、もし時間が―もうないですね。 

○安念委員長 

 なくなってしまいました。申しわけございません。 

○中陳陳述人 

 はい、わかりました。済みません。 

○安念委員長 

 １２番の中陳さんのご意見を伺いました。どうもありがとうございました。 

○中陣陳述人 

 済みません、じゃ、よろしくどうぞお願いします。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 ここで、午前の部の意見陳述を終えたいと思います。予定では１２名の方、お１人ご欠

席がいらっしゃいましたので、１１名の方からご意見を拝聴いたしました。 

 それでは、本日出席しております電気料金審査専門小委員会の委員より、一言コメント

をしてもらいたいと存じます。 

 それでは、梶川委員からお願いいたします。 

○梶川委員 

 委員の梶川でございます。 

 本日は、陳述人の皆様、非常に貴重なご意見をお聞かせいただきまして、本当にありが

とうございます。私どもが審査をする上で非常に参考になるご意見でございますし、今回、

２年続けての値上げということで、本当に、皆様方の生活実感としまして、本間様を初め、

消費者として非常に厳しい状況であると。また、企業にとっても、これはもう存続をかけ

たお話だということは、岡本様、嶋山様のご意見をいただけたと思います。 

 また、特定の業種で、公的サービスをされている医療に関しまして藤原様、また、今、

水産業という特定の業、北海道では非常に基幹的な産業だと思うんですけれども、こうい

った本当に背景の中で、今回の審査というのは、こういう背景は十分に承知した上ですけ

れども、皆様方もおっしゃられているような電源構成変分認可というなかなか難しい制度

の中で、私どもの責務としては、特定の制約の中で審査をさせていっていただくというこ

となんですが、そういう制約がある中でもすごく感じましたのは、やはり、値上げに対す

る納得感というものについて、これから審査の過程の中で、どれだけ皆様方に北電さんが

ご説明をいただくか、それに対して私どもがいかに協力をしていくかという、ご説明がわ

かる形を私どもで聞いていかなければいけないと。 

 その中では、前回の認可申請のときに前提とされた経営努力がどのように進捗されてい
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て、その実態が多分皆様方の目に映られる形というものがご説明をいただく必要があるん

だろうなと。それ自身が直接審査の対象ということではないんですけれども、やっぱり、

そういう前提で、総括原価主義というのは、基本的には、供給される業者の方と消費者の

方の信頼感に基づいて、普通の競争市場での売り買いではございませんから、その値段自

身が、すごくそういう信頼感が必要だということは前回も申し上げたとは思うんですが、

すごくその辺を感じるところでございました。 

 そんな中では、やはり、大きく経営努力という意味で言えば、どのぐらい効率化を進展

されているかと。また、これはエネルギー政策全体とのかかわりにもなるんですけれども、

今回、具体的に非常に、再処理の費用であったり、非常に原発関連の費用に関してお話が

出たんでございますけれども、これは、あくまでも基本ポリシーとの関係ですが、ご説明

があるようなお話なのかなという気はいたしました。 

 また、燃料に関しては、これは、まさに今回、燃料費の増分に関しては審査のまさに対

象でございますので、どれだけ効率的な、同じふえるにしても、効率的な燃料増額という

ことをご努力いただけているかということを、これは審査の一番のテーマとして見させて

いただくということだと思います。 

 この審査体制そのものが少しおかしいんではないかというご意見が嶋山様からありまし

たけれども、これは、ちょっと私どもが今、主要テーマとして語られるものでは、審査委

員会としてはないとは思いますが、そういう制度の制約の中でも、でき得る限り厳正に審

査をさせていただければと、これが皆様方の信頼感に少しでも寄与できることを最大の職

務、責務として考えて、今後の審査を進めていきたいと思っております。 

 どうも、本日はありがとうございました。 

○安念委員長 

 じゃ、辰巳委員にお願いいたします。 

○辰巳委員 

 皆様、お疲れさまでございました。 

 私も、審査委員の一人として、皆様の生のお声を伺いたいと思って、前回は来れなかっ

たのですが、今日は参りました。 

 今回の北電の申請では、本当に名前が難しい電源構成変分認可という申請で、通常は省

略をして電変と言っていますが、可能な限り範囲を、法的な制約を逸脱はしないようには

しながらも、まずは、できるだけ広げた審査ができないかというようなことは、慎重に、

内々でも話し合っております。 

 きょうの皆様のお声も受けとめながら、まさに私も生活者の一人として、審査委員会に

反映してほしいなというふうに思って意見を言ってまいります。 

 そんなことで、今、梶川先生からも経過のご説明もありましたけれども、私としては、

特に前濱さんからは、この場の意見を審査委員会で十分反映してほしいと強いご意見をく

ださいましたし、本当にコストカットなど生活者目線でちゃんと見てくださいということ
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だったと思いますが、そのあたりも十分受けとめましたので、よろしくお願いします。 

 また、能村さんからは、本当にみんなが困っているんだ。だから、困らないようにして

ほしいとお聞きしました。これは、本当に私は生の声だと。きょう、ここに来て、伺わせ

ていただいた生の声だなというふうに思って受けとめました。 

 それで、こちらに向いて、北電さんに向いてなんですけれども、やっぱり、藤原さんか

らは、経営が行き詰まったときの対応の順序が逆じゃないかというふうにおっしゃった。

これは、私、まさに経営をなさっている方たちの声だというふうに思っております。そう

いう点から信頼性が損なわれるというふうなお話にもつながっていくというふうに思って、

とても重たいご指摘かなというふうに思いました。 

 それ以外にも、いろいろと本当に厳しい言葉が出てきたと思います。欠陥経営者という

ような単語だったり、あるいは、悪質商法という単語だったり、傲慢という単語だったり、

信用できないとかですね。これは、私は、今までからも十分お客様との交流というのはな

さってきているはずだとは思うんですけれども、実際には、まだまだ十分足りていないん

だなと感じました。 

 中には、本間さんのように、北電も身を切り、消費者も身を切ってくれることがわかれ

ば、消費者も分かち合おうという、優しい言葉もちゃんと言っておられます。だから、こ

れは本当にコミュニケーションの中でこういう単語って出てくるのだというふうに思いま

すので、ぜひこれからも重ねてよろしくお願いしたいなと思いました。 

 ということで、私のコメントです。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。 

 じゃ、永田委員。 

○永田委員 

 委員の永田でございます。本日は、まことに貴重な意見をいただきまして、今後の審査

に参考にさせていただきたいと思います。 

 私は、前回の第１回目の値上げ申請のときにも公聴会に参加させていただきました。前

回及び今回も参加いただいている方も多数いらっしゃいます。この点から、私も改めて公

聴会の意義を再認識した次第でございます。 

 審査は、現在、専門審査委員の中で議論が進んでおります。その中で、今回、電変認可

でございますけれども、変動部分以外の費用項目についても十分に審査を進めております。 

 今回、特徴的と思うところは、北海道電力さんに対する要望だけでなく、経産省を含め

た政府に対する要望が多数寄せられたということが、非常に重要なことだと思っておりま

す。 

 今回、原子力の問題についても、再稼働をできないからコストが上がった、したがって、

再稼働ができればコストは下がる、こういった論法ではなかなか消費者の方には理解を求

めることが難しいと思います。逆に言うと、そういう原子力について、例えば、廃炉を進
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めるために、当然、いろんな国の政策が必要であって、そのための法的、制度的な手当が

必要―これは税務対応をはじめ、いろんな手当が必要であり、それらを国としても積極

的に進めてほしいという皆様の要望が今回の中でも非常に重要な指摘だと認識しました。

私自身も、そこを踏まえて、経産省の方とも一緒に議論を深めていきたいと考えておりま

す。 

 それから、個別には、各コープさっぽろ、林さん、宮崎さん、それから消費者協会の嶋

山さん、能村さん等の消費者の団体の方々のご意見、それから、地域医療の藤原さん、最

後に発表の中陳さん、水産加工業をされている商工業者の方の意見もお伺いしまして、消

費者の方と商工業者の方の深刻さは差はつけられませんが、消費者の方の窮乏状況をまず

きちんと把握もしくは認識することが第一かと思っております。 

 それから、北海道電力の経営者の方には、同じ経営者としての目線で、再度反省いただ

きたいということについて、改めて審査委員会の中で確認させていただきたいと思ってお

ります。 

 いずれにしましても、今回の再値上げ申請については、他の電力会社の再値上げがもし

あるとしたら、非常に重要な先例になると思っておりますので、その点も踏まえて、厳格

かつ聖域なき審査を実施してまいりたいと思います。 

 本日は、まことにありがとうございました。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして、午前の部を終わります。 

 午後は１３時３０分から、午後の部の前半として、引き続き意見陳述人の方によるご意

見の陳述を承りたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

 この会場内では飲食をご遠慮いただいておりますので、お食事は会場外でおとりくださ

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ください。 

 どうも皆様、お疲れさまでございました。 

 

〔  休    憩  〕 

 

○安念委員長 

 時間になりましたので、ただいまから、午後の部の前半を始めます。 

 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いますのは、

お手元の資料の資料３というところにございます。 

 朝方もお願いしたことでございますが、大切なことでございますので、特に陳述人の皆

様にお願いを申し上げます。 
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 陳述人の方の持ち時間は、議事進行上、大変窮屈で申しわけございませんが、１人１５

分以内というふうにさせていただいております。 

 １５分の持ち時間の中で、意見陳述後、申請者である北海道電力あるいは経済産業省に

対して質問をすることが可能でございます。しかし、意見陳述と質疑応答とを合わせて１

５分でございますので、そのように時間のやりくりをしていただきたいと存じます。 

 一問一答のようなことをする時間が多分なかろうと思いますので、ご意見を拝聴した後

で、できましたら二つか三つにご質問を絞っていただいてご質問いただくと効率的にでき

るかなと思っております。 

 それから、時間の経過に合わせて、ベルを鳴らすことになっております。 

 １５分でございますが、全体が１５分でございますが、持ち時間が１０分を経過したと

ころで１回、つまり残り時間が５分となったところですね、それから、残り１分となった

ところ、つまり１４分目にベルを２回、１５分全部が終了したところでベルを３回鳴らし

ますので、それに従って時間の配分を考えていただけたらと存じます。 

 それでは、意見陳述を始めますが、実は、複数の意見陳述人の方から、交通事情等によ

りましてご到着がおくれる、あるいは欠席なさるという旨のご連絡を頂戴しております。 

 そこで、一部、順番を変更して進めさせていただきたいと存じます。 

 １３番の東川さん、それから１４番のマシオンさんは順番どおりにお願いしたいのでご

ざいますが、その次は１９番の米谷さん、２０番の川原さん、１５番の宮崎さんという順

番でお願いをしたいと存じます。 

 ご欠席のご連絡をいただいておりますのは、１６番の小林雅子さん、１７番の芹澤幹子

さん、１８番の川辺ひろみさんのお三方でございます。 

 これらの方から、あらかじめ届け出をいただいております陳述の概要は、お手元の資料

６に記載しているとおりでございます。 

 また、別途、資料のご提出がありましたら、そちらの資料とあわせて、今後の審議の参

考にさせていただきたいと存じます。 

 それでは、お待たせをして申しわけございません。１３番の東川允さんにお願いをした

いと存じます。 

○東川陳述人 

 皆さん、こんにちは。 

 昨年も、こちらの会場で公聴会のほうに出席させていただきまして、意見を述べさせて

いただきました、登別市から来ました東川允と申します。よろしくお願いいたします。 

 私、結論から申しまして、今回の値上げというものが、昨年、北海道電力株式会社さん

に対していろいろと言ったにもかかわらず、それでも実施するということで、経営努力が

全くないというところで、昨年言ったことが、全くそれが反省がなされていないというこ

とが多々ありましたので、今回、また再度来させていただいたというのが今回の経緯でご

ざいます。 
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 言いたいことというのは、こちらのほうの文章、資料のほうに書かせていただきました

けれども、大変申しわけないんですが、誤字脱字等があるんですけれども、その点、ご了

承いただきたいと思うんですけれども、言いたいことは、こちらのほうにほぼまとめてい

るつもりでおります。 

 ですが、そこで、ちょっとお話しさせていただきたいと思いますが、先日、室蘭支店の

ほうで北海道電力さんの支店長さん等に対してお話しさせていただきましたけれども、コ

スト削減の、そういったところが全く見受けられないというのが最終的な結論です。 

 それにもかかわらず値上げをするということを、経済産業大臣である元茂木さんだとか

は、かなり批判されていたのを、それを本当スルーするかのごとく、それを本当にやろう

としているという、その神経が全く、北海道電力さんの取締役会ですとか、主要人の方々

のそういった認識の欠如自体に問題があると私は思います。 

 室蘭支店でお話を伺っている限りでいきますと、お願いしますということで、かなり言

っていますけれども、おっしゃっておりましたけれども、僕からすれば、お願いされても、

それは許せませんというところが最終的な結論です。 

 なぜならば、うちも家庭で使っている電力もありますし、規制部門で、うちも店をやっ

ていますので、会社で店をやっていますので、そういった部分で値上がりされると困って

しまうというところもあります。取引先でいくと、高圧受電だとか、そういった規制され

ていないような部門についても、そういったものもありますけれども、そういったものを、

北海道全体でそういうことをやられてしまうとまずいというところがあります。 

 まず、北海道電力さん自体が、今回の値上げに際して、通信部門だとか、そういったも

のに比べて、ガソリンスタンドとかと比べて、自分たちは地域独占をしている会社である

ということをちゃんと認識していらっしゃらないんじゃないですかということが、まず今

回の問題提起です。 

 その点、北海道電力さんですね、この原発が動かないからとか、僕自身は原発を動かす

ことは賛成ですけれども、むしろ動かしてほしいと思いますけれども、ただ、そういった

ところでコストカットとか、そういった政治家への働きかけといったところでいくと不十

分なんですよ。九州電力さんと比べても、あなた方、頭を使っていないですねというとこ

ろが正直なところです。 

 余りにもばかさ加減があったので、東京電力の僕は株主ですけれども、東京電力の株主

総会でかなり問題提起して、廣瀬さんですか、東京電力の社長の、彼とかにも話を直接し

ましたけれども、彼も、ごめんなさいということで、会社のそういった問題があったこと

について誤ったこともあります、株主総会の場で。 

 北海道電力さんは、そういったところで、ちゃんと真面目に、株主だとか社債を持って

いるような北洋銀行だとか、日本政策投資銀行に対してちゃんと説明責任ができるほどの

お金の借り方だとか、お金の集め方だとか、ちゃんとしてないんじゃないのかというとこ

ろが、今回、私が指摘したいところというところです。 
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 あと、ほかになんですけれども、無駄がかなり多いというところで指摘させていただき

ましたけれども、駐車場を、例えば有料で貸さないだとか、余っている、例えば室蘭支店

で見ていても、かなり余っています、場所が。そこをコンビニにするだとか、駐車場を、

タイムズだとか、そういったようなところ、有料駐車場を経営しているようなところがあ

りますので、そういったところに貸すだとか、札幌支店でも札幌の本社でも何でもそうで

すけれども、そういうお金を生み出す、本当、１円でも多く生み出すということで値上げ

しなくても大丈夫だというところが、そういった努力がまるで見られないんですよ。 

 最近でいきますと、ホームページのほうを拝見させて、公示広告で使っているホームペ

ージのほうを拝見しますと、ほくでんファミリーコンサート、昨年で中止しろって私は指

摘しましたけれども、まだやっているのですよ。ということは、これ、札響に、札幌交響

楽団に対して、１公演当たり１００万円とか２００万円かかると言われています。そうい

ったものを開催して、無駄なコスト削減できていますかということなんです。 

 そこら辺が地域振興だとかということでおっしゃるのかもしれませんけれども、最近、

悪名高い朝日新聞社の方も来られておりますが、問題がある、そこの朝日新聞が、無駄の

カットというところで、有価証券のところを売却したらどうだというふうに書いていまし

たよね。朝日新聞の方、記者がいらっしゃると思いますけれども、ヤフーニュースのほう

に書いていたので、それ、ちょっと、いつかわかりませんけれども、朝日新聞の指摘によ

れば、例えば北洋銀行の株を持っているだとか、そういったものって、売却すればいいん

ですということなんですよ。 

 ダムの渇水対策に対して、そういったものを切り崩したとかという話なんですけれども、

有価証券でいくと、北海電工みたく関連会社として会社を支配し、自分たちの経営をうま

くするために必要なものに対しては株を持っていて、連結決算で収益を上げるというとこ

ろはいいと思いますけれども、北洋銀行の株を持っていることで北海道電力さんて、何か

収益があるんですか、配当金目当てで持っているのか、それとも、何か、万が一こういう

赤字になったときに、転落したときのために株を売却し、そういったところで運用するた

めに持っているのかというものかというところが認識がまるでないんですよ。 

 北海道電力さん自体が、仮に、これでアベノミクスの関係で、北洋銀行の株価も、ちょ

っと北洋銀行の株主でないので、わかりませんけれども、そういったものを仮に売却した

として、かなり赤字の穴埋めになると思います。そういったことをやっていらっしゃいま

すかということなんですよ。やっていらっしゃらないということは、朝日新聞社、僕は朝

日新聞が嫌いですけれども、朝日新聞社のほうが指摘している有価証券の売却というとこ

ろをなぜ北海道電力株式会社は実施しないのかということなんですよ。それをよしとして

いる、それを許している取締役をよしとしている株主の方々も問題はあるにせよ、あなた

方は、そういったところでいくと問題はあるというふうに思います。 

 あと、無駄なところでいくと、例えば、札幌証券取引所と東京証券取引所、それぞれ上

場していますけれども、二つも上場するところもあるのかというところでいくと、そうい
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う感情論に任せたところで、地域振興だというところで、北海道電力株主会社というとこ

ろが果たしてコスト削減をしていくところがあるのかというところが、まるでないように

思います。 

 給与の削減というところでいくと、最低賃金法まで下げろというところは、僕もあれで

すけれども、そこまでいかないでしょう。労働組合が反発するだとかというところがあり

ます。 

 あなた方、取締役という立場からすると、本来、赤字決算の会社であれば、役員報酬ゼ

ロ円のつもりで経営しないと、株主総会でたたかれるんじゃないですか。そういったとこ

ろがまるでないと思います。 

 役員報酬ゼロ円に何でしないんですか。それ以外にも、北海道電力以外の会社で社外取

締役をやっていらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、そういった外郭、外部

の会社から役員報酬とか、そういったものをもらえるから、本業の会社がゼロ円の報酬で

もやっていけるんじゃないですかということが今回の指摘です。 

 室蘭支店のほうでもお話しさせていただきましたけれども、従業員の方は、ワーク・ラ

イフ・バランスの観点からすると、給料を減らしたとしても、アルバイトさせればいいん

じゃないですかということなんですよ。アルバイトを自由に解禁していないから、結局の

ところ、会社にちょっとくっついてしまっているというところがあると思うんですよ。そ

ういったところで、アルバイトはいいから、給料のほうを減らさせてくれというお願いと

か、そういったことをするという頭がまるでないのですよ。そういう、今まで、そういっ

た規制部門があったというところが、そういった規制部門で守られているというところで、

北海道電力株主会社というところは改革が十分に進んでいない証拠のように思います。 

 結局のところ、自分たちの感情があって、北海道のためにというような、本当に情があ

って、結局、それが結果として北海道のためになっていないというところが今回の原因か

のように思います。 

 なので、北海道電力という会社自体が、ほかの、例えば新日鉄住金だとか王子製紙、そ

ういったような会社から電気を買ってきて転売する、Ｊパワーから買ってきているように、

同じような形で買ってきて、それを、配電料、送電料という形で徴収し、そういったよう

な形で転売するというようなビジネスモデルに転換しないと、電力自由化後でいくと、今、

ガソリンスタンドはどんどんどんどん廃業していっています。 

 そういったような形でいくと、それでいいんですかということなんですよ。このままい

くと、電力を値上げしたら、お客さん逃げていきますよ。ＮＴＴドコモが高いシェア率で

したけれども、それがどんどんどんどん減っていって、ソフトバンクやＫＤＤＩのほうが

伸びていっているのと同じように、そういったことを見ていかないと、過去のそういった

他業種の規制部門がやってきたようなことに対してどう考えているのかということをよく

考えていただかないと、この値上げというところは不十分過ぎます。値上げの幅は高過ぎ

ますというところをちょっと指摘させていただきたいと思います。 
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 はい、以上です。 

○安念委員長 

 何かご質問になることはございますか。 

○東川陳述人 

 質問させていただきたいところが幾つかございます。 

 取締役の方の給与ですね。株主総会の資料を見ますと、かなり高額な額です。そこは、

詳しい額とかはホームページのほうに掲載されておりますので、そこは、ホームページを

見て確認したいと思いますけれども、あなた方、もらい過ぎじゃないですかということと、

広告宣伝費は大分減らしましたけれども、無駄な支出がかなり多過ぎます。 

 私が先ほど指摘したようなことに対して、何で昨年指摘したにもかかわらず、削減し、

なおかつそれを実行し、その上で値上げをしますとおっしゃらないんですかということを

指摘させていただきたいと思います。 

○安念委員長 

 先ほどご指摘いただいた、例えばファミリーコンサートのような……。 

○東川陳述人 

 ファミリーコンサートですとか、例えば上場しているところを、大阪証券取引所は、上

場は自動的に仕組み的に廃止になってしまいましたけれども、東京と札幌に上場している

ようなことです。 

○安念委員長 

 わかりました。じゃ、お答えいただけますか。 

○酒井取締役副社長 

 たくさんご意見いただきまして、ありがとうございます。 

 まず、一つ、いわゆる遊休地、遊休建物で、コンビニ、駐車場みたいなことで事業を多

角化したらいいのではないかというご指摘だと思っております。 

 一つは、将来的に活用目的があっても、現時点で、活用目的が今のところないという土

地については、駐車場経営をさせていただいて、経営というのはちょっと言い方が悪いで

すね、駐車場という形で賃料をいただいております。グループ会社に土地を貸して、グル

ープ会社が駐車場を経営するということはやってございます。 

 それと、有価証券につきましては、これまでも相当処分してきております。保有目的の

薄れているものについては、順次売却していきたいというふうに考えてございます。 

 それと、上場している企業の株式について、取得価格との差がもしあれば売却益が発生

するわけですが、その売却益相当については、既に自己資本の中に決算として取り込んで

いるという形になってございます。 

 それと、役員報酬はゼロでもいいのではないかということですが、これは、一定の報酬

をいただきたいということで株主総会でもご説明をさせていただいているところでござい

ます。 
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 社外役員の給与があるから、いいのではないかというお話もありましたけれども、こち

らにつきましては、まず、行った業務に対する報酬ということですので、別の報酬がある

から、そちらは要らないのではないのかということにはならないと考えてございます。 

 それと、最後、ファミリーコンサートでございますけれども、こちらにつきましては、

従来、地域への貢献ということで、大体、年間１０回ぐらい、全道各地でコンサートを開

かせていただいておりますが、平成２４年度以降、その回数を半分に減らしているところ

でございます。 

 よろしくご理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○安念委員長 

 複数市場に上場している点はいかがですか。 

○酒井取締役副社長 

 失礼しました。 

 札証と東証の２カ所に上場しておりますけれども、やはり、地域での売買、取引という

ことに関しても重要だと考えてございますので、今のところ、札証への上場も続けていく

考えでございます。 

 以上でございます。 

○東川陳述人 

 かなり危機意識がないなというところが、今回のご回答だったように思います。役員報

酬ゼロ円だというふうにして、赤字転落している会社、僕もいろんな会社の株主ですけれ

ども、そういうふうに怒られている方というのいらっしゃると思いますけれども、それで

も、本当に面の厚い顔だなというような印象を受けましたし、今の、札証も上場している、

東証も上場している複数上場についていえば、今、インターネット証券のほうが今これだ

け充実しています。札幌証券取引所に上場しなくても大丈夫だというところはちょっと認

識がないんじゃないですかということを最後に指摘したいと思います。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。１３番の東川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。 

 それでは、続きまして、１４番のマシオン恵美香さんにお願いをいたします。 

○マシオン陳述人 

 はい、こんにちは。 

 私は、釧路市の消費者であり、株主のマシオン恵美香と申します。 

 私は、今の方とは少し意見が違います。火力燃料費の削減目標額を、今年、北電は上回

って、かなりコスト削減をしているように伺っています。職員の人たちが、一生懸命、通

信事業などで、ちまちまでもありますけれども、一生懸命努力をして、会社に純利益を出

そうと思って頑張っていらっしゃることも伺っていますので、私は、全然努力していない
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とは思っていませんよ。すごくよく頑張っていらっしゃるんだと思います。 

 でも、それでも、電力料金の大幅値上げに至る説明の不透明性によって、今回の電力料

金の改定には賛成することはできません。 

 詳しい会計報告の内訳の説明と、電力料金改定申請そのものを取り下げるよう、私も求

めています。 

 加えて、北海道電力が会計報告上の不備の有無を確認するため、計算をし直していただ

くこと、政府、関係機関、経産省、金融庁、消費者庁などと、第三者による経営内容の解

析と検証を求めます。 

 ちょっと気にかかっていることは、私も午前の部におっしゃっていた方と同じなんです

けれども、説明会に参加したときに、値上げを説明しながら、会社側が消費者に対して節

電も一緒にお勧めしていることが少し気になります。 

 なぜならば、節電による減収で昨年値上げをされましたので、足りなくならない程度に

売らなくてはいけないというのが売電の事業ですから、そこは私たちはわかっているつも

りです。 

 私も意見がたくさんあって、午前中の方と重なっていますので、意見のほうは、概要の

ほうを既に提出してありますので、この時間は質問項目を発言することで許していただき

たいと思いまして、会社側にはできる限り回答をしていただきたいと思います。 

 大きく分けて二つお伺いしたいと思います。 

 一つ目は、原子力損害賠償責任保険について、二つ目は、日本原燃との契約内容につい

てなんです。午前中にも、そのことをお話しされた方がいたと思います。 

 電力料金の値上げと、５００億円もの増資を同時にしなければならないほどの経営難を

乗り切るために、会社側もさきのようなさまざまな努力と工夫をしていると説明がされて

いますけれども、会計報告から大きな数字を拾ってみますと、使用済み核燃料関連支出の

内容も、コスト削減のために見直す対象として見るべき項目だと思いますので、お伺いし

ます。 

 未使用の核燃料、使用途中、使用済み、加工中の核燃料は、守られるべき会社の資産と

しても計上されていますが、同時に、維持に出費がかさむ手のかかる資産でもあります。 

 核燃料の賠償保険には、賠償保険額に上限があると聞いています。果たして、上限のあ

る保険で資産が確実に補償されるんでしょうか。自然災害と併発するような原子力有事の

際にも、周辺住民や環境に対して補償することが可能な額であるのかなどということも興

味と懸念を抱きます。 

 そこで、質問なんですけれども、質問の１、北電の核燃料等の資産１，２９５億円は、

自然災害や原子力事故を含む有事の際、支払い保険額で守られるんでしょうか。この保険

金は掛け捨てですか。会計報告のどこに計上されているのでしょうか。 

 質問の２、北電の核燃料の輸送、加工、貯蔵時に、自然災害や原子力災害によって被害

をこうむる北海道民に対し、賠償し切れる試算をしているでしょうか。１カ所において上
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限２４０億円と聞いていますけれども、補償し切れないのではないでしょうか。 

 １万キロワット超えの原子力発電所の場合、賠償措置額は６００億円の上限と聞いてい

ます。ところが、最終処分のことにかかわっているＮＵＭＯは、現在はかけていない、今

後、２４０億円の上限の保険に加入するというふうに回答されていました。北海道電力独

自にも、賠償保険金を、泊原発敷地内にある未使用、使用済みの核燃料、再処理や最終処

分のためにかけられていると思いますけれども、委託してある会社にお預けしてある場合

は、果たして資産が、私たちの資産ですから、守られるのかどうか、それをお伺いしたか

ったです。 

 それから、北電は六ヶ所村の日本原燃に対して、平成１７年までに、前払い金、累計３

２６億円もの再処理料金を支払っています。平成１８年から、再処理のために、試運転で

もあるアクティブテストに毎年２０億円程度の相殺があるために、これまで８年ほどの間

に１７６億円減って、平成２５年度末の残高は１５０億円にまで目減りしているというふ

うに報告を受けました。 

 原子力環境整備促進・資金管理センターに、使用済み核燃料再処理等積立金として、累

計１，３４６億円積み立てていて、そのうち７４０億円取り戻して、現在の残額はたった

６００億円にまで減っていますと聞いています。 

 取り戻し額は、再処理料金として前払い金に加え、日本原燃に支払われているという、

この認識でよろしいでしょうか。 

 日本原燃は、再処理工場竣工後、約４０年間で、北電分として約１，０００トンの使用

済み燃料を再処理する計画があって、費用はさらに３，５００億円程度ふえると伺ってい

ます。ここまでの大きい数字にも間違いないでしょうか。これは役員報酬の全員十数名で

３億円に比べても随分随分大きい数字だと思います。 

 質問の３です。計画どおりに進んだとしても、さらに１，８００億円以上を日本原燃に

支払うことが確定しているというのは本当ですか。 

 質問の４、北電は日本原燃に２２０億円の支出金を拠出しており、平成２５年度時点で

４５４億４，８００万円の債務保証も行っているというのも本当ですか。 

 経済産業省からは、日本における再処理事業はまだ始まっていない、核燃料の再処理事

業は始まっていない、同時に、北電委託分、依頼分の使用済み核燃料の再処理実績は、現

時点では１本もないと伺っています。 

 設備投資、設備の操業費用、廃棄物輸送、処分費用、廃止措置準備費用など、ちょっと

難しい名前のそういう費用が発生するため、本来、最終的に期待される果たされたい仕事、

ガラス固化体にするとか、そういうことが、これまでに長期間、その対価にふさわしい成

果を出していなくても、料金は契約どおり支払っているということなのだとしたら、一体、

日本原燃と交わしているこの契約内容がどのようなものであるか、消費者や株主に説明す

るべきだと思います、今年はこんな大変なときですから。 

 かくも支出額が大きい項目です。さっきも言いましたけれども、１年分の役員の報酬の
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総額３億円に比較してもはるかに大きいものであり、経営悪化の原因の一端になっている

と考えるのが妥当です。このような会社に、このような会社というのは、仕事を全然して

くれない会社に委託、依頼し続けて、支払いを継続することは合理的であるようには思え

ません。 

 質問の５、日本原燃との再処理契約を北電側から破棄するべきではありませんか、この

際。 

 それから、電力料金の再値上げを要求され、不利益をこうむる消費者や、ここ数年間、

私もそうです、無配当の株主に対し、納得できるものではないので、民間企業同士の私契

約内容だから開示できないと言い続けるには、余りにも長期間、多額な支出はもはや許さ

れるべき金額ではありません。 

 説明責任を果たすべく、直ちに、１年間の拠出額ですべき仕事の契約内容を明らかにし

て、これがもし果たされていないのであれば、日本原燃に対し、契約破棄を告知すべきで

す。なるべく早く他社を選定するべきでしょうけれども、日本原燃にしか委託できない、

選択する競争会社もないとしたら、殿様商売をする会社の言い値のままに契約をし続ける

しかないのでしょうか。値切る、あるいは支払いを拒むべきではないでしょうか。 

 質問の六つ目に……。 

○安念委員長 

 質問の量がありますので、ちょっと……。 

○マシオン陳述人 

 一つだけ言わせてください。 

 最終処分に関しては、安全についての論議も技術的な研究も完了していませんので、原

子力賠償保険の賠償想定内容や掛金なども、これからどんどん膨らんでくる可能性がある

と考えますが、お金の算段はできていますか。 

 ここまで六つのことです。最終処分と……。 

○安念委員長 

 ちょっと、まことに申しわけない。持ち時間の中で全部お答えいただけるかどうかの…

…。 

○マシオン陳述人 

 無理ですね。はい。 

○安念委員長 

 保障はありませんけれども、とにかくできるだけ簡潔にお答えください。 

○酒井取締役副社長 

 それでは、簡潔に答えていきたいと思います。 

 まず、発電所につきましては、１，２００億円の保険をかけるということが、原子力の

損害賠償に関する法律で定められております。それに関する掛金については、１万分の２

０ですので、年間２．４億円です。 
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 ご指摘のあった２４０億円というのは、これは、燃料の輸送に関する保険、国で定めた

保険額でございます。したがいまして、発電所にある燃料、こちらに何か事故があって、

原子力損害を与えるような場合につきましては、発電所にかけられた保険料の中からお支

払いするということになろうかと思っております。 

 それと、日本原燃に対する使用済み燃料の契約、１，０００トンで３，５００億円かと

いうご質問は、そのとおりでございます。 

 債務保証について、４５４億円、債務保証しているのかということについても、そのと

おりでございます。 

 原燃との契約を北電側から破棄すべきではないかということでございますけれども、当

社としては、使用済み燃料を処理し、それをガラス固化体にして最終処分するということ

で考えておりますので、破棄する考えはございません。 

 最終処分について、少し質問の意味がよくわからなかったので、済みません、もう一度

教えていただけますか。 

○マシオン陳述人 

 最終処分については、これから、そのやり方でいいのかどうかとかですね、安全対策と

か、いろいろ出てくるし、賠償の内容や掛金なんかもいろいろ変わってくるというふうに

ちょっと聞いたのです。なので、膨らんでくる可能性があるというふうに思いますけれど

も、こんな経営難で、その保険、掛け捨てですか、ところで。掛け捨てですかと聞いたん

ですけれども、こういう大きい固定支出が、原子炉を回すだけじゃなくて、ごみにまでか

かってくるということに関して、これから試算、もっと試算しなくちゃいけなくて、大丈

夫ですかと聞きたかったんですね。 

○酒井取締役副社長 

 はい。最終処分にかかわる費用については、一定の見積もりのもとで計上されておりま

す。 

○マシオン陳述人 

 どこに記載されているんでしたっけ。 

○酒井取締役副社長 

 最終処分ですか。これは、引当金という形で……。 

○マシオン陳述人 

 引当金のところなんですね。 

○酒井取締役副社長 

 有価証券報告書に記載されております。 

○マシオン陳述人 

 資産の部分に関して……。 

○酒井取締役副社長 

 済みません。答弁が一つ漏れていまして、六ヶ所の前払い金、これが３２６億円で、既
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に１７６億円充当している、これは事実であります。 

 それと、積立金の額が３，５００億円に届かないのではないかということですけれども、

積立金につきましては、その年度で電気を発生した燃料に関して、順次積み立てていくと

いうことでございます。この１，０００トン、３，５００億円というのは、４０年間、将

来分も含めておりますので、今まで積み立てている分というのは、ある意味、これまで発

電してきた分ということで、将来分については、これから積み立てていくということでご

ざいます。 

○マシオン陳述人 

 発電してきた……。 

 あと、もう一回、最初のところだけ確認していいですか。 

 １，２９５億円の資産としての核燃料を補償する保険は、原子炉に関しての全体の中に

組み込まれているということですか。でも、未使用のはそうだと思いますけれども、加工

中や使用済みに関してはどうですか、保険金は。 

○酒井取締役副社長 

 発電所にある燃料については、発電所で事故が起きて、燃料による原因かもしれません

けれども、その事故が起きたときには、その全体の施設にかけられている保険の中でカバ

ーをされると。輸送中については、また別に輸送中の保険がございます。 

○マシオン陳述人 

 ２，４００万円なんですね、じゃ。 

○酒井取締役副社長 

 それは施設のほうにかけている金額です。 

○マシオン陳述人 

 ごめんなさい。保険金全体で５億円という話はどこへ行きましたか。私、北電さんから

聞いたんですけど……。 

○酒井取締役副社長 

 先ほど申し上げました２億４，０００万円といいますのは、原子力損害賠償補償契約と

いうことで国と結んでいる契約でございます。５億円というのは、それ以外に、財産保険

等を含めて民間と結んでいる保険がございますので、２億４，０００万円とそれ以外の保

険を合わせた年間の費用が５億円でございます。そして掛け捨てです。 

○マシオン陳述人 

 わかりました。ありがとうございます。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。１４番のマシオン恵美香さんに意見陳述をお願いをいたしま

した。 

 それでは、先ほど申しましたように、ちょっと順番を変えさせていただきまして、次に、

１９番の米谷道保さんにお願いをいたします。 
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○米谷陳述人 

 １９番、米谷です。 

 陳述要旨を書いてありますので、それに沿って意見を述べたいと思います。 

 一つは、北電に対する意見ということです。 

 その１ですけれども、今回の値上げ案は、昨年９月の値上げの２倍を超える大幅なもの

です。今、私たちは、私は年金生活ですが、年金が削られ、働いている人も労賃がどんど

ん下がっている。物価は、アベノミクスで、円安で実際には物価の値上がりが襲っている。

暮らしは大変厳しい状況になっている。これに追い打ちをかけるような、昨年の２倍を超

える、わずか１年の間に２回も値上げする、こういうこと自体が、北電が経営者として、

公的事業を受け持っている経営者として失格とも言えるようなやり方ではないかと。厳し

く問われなければならないと思います。どう考えておられるのか。 

 今回の認可申請は、家庭部門ということなんですけれども、対象になっていない自由化

部門も２倍を超える値上げ案を提起されています。 

 昨年の値上げ以降、泊原発から３０キロ圏のある自治体、九つの水産加工会社があって、

その去年の値上げ以降、６社が倒産、廃業に追い込まれている。これは、電気料金の値上

げが主な原因だというふうには町長さんもおっしゃっていないようですけれども、消費税

の増税だとか、原料を買うのに、円安で購入費が上がっている。もろもろことが総合的に

かぶさって、アベノミクスの破綻を示していると言わざるを得ないのですが、それに追い

打ちをかけたのが北電の電気料金の値上げだ。町長は、直接それが大きな原因だとはおっ

しゃっていないようですけれども、大きくかかわっているというふうに考えておられます。 

 もう一つの町でも、１０社ほど水産加工会社があるそうですが、これ以上の値上げにな

ったらやっていかれない、おまえ、公聴会で意見陳述するのなら行って、絶対値上げしな

いように言ってきてくれということを、私はそこの町会議員から頼まれました。肝に銘じ

ていただきたいと思うわけであります。 

 道庁が緊急に調査した１，０００社対象の影響調査、これは、知事が経産省に行って意

見陳述されて、皆さん、ご存じのとおりです。影響があるというのが９２％、大きな影響

がある、これが２４％、製造業の場合は４１％、そして、９月２日に行われた道議会の経

済委員会では、道内の法人の、道庁の税務調査で、７割が赤字欠損法人だと。この赤字法

人にも同じような電気料金の値上げが押しつけられる。とんでもないことです。みずから

の経営対策のために、倒産しても構わないというようなやり方で、昨年の２倍もの電気料

金の値上げを押しつけるなど、許されることではないと私は言わなきゃならないと思うん

です。どう考えて値上げ案を提案されているのか、しかと伺いたいと思います。 

 一方で、とまっている泊原発１、２、３号機、これを維持するために外部電源を使って

いる。この電源は、３０アンペアの契約で２６０キロワットぐらい月に使う。私の家庭も

大体そのような状況ですけれども、そういう標準家庭とあなた方が発表している、これに

直すと４万２，０００戸分、ただ維持しているために、電気一つも生まないのに、維持す
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るために電気を使っている。無駄な電力施設であるという声すら上がっているわけです。 

 やはり、こういう値上げ案は撤回する以外にないと私は思うんです。どういうふうに考

えて、道民の暮らしや企業の経営をどういうふうにお考えになって、こういう無謀な提案

をされているのか、きちんと説明していただきたいと思います。 

 二つ目は、値上げの理由ですが、泊原発の再稼働のおくれによる火発の燃料費急増が最

大の要因だと言っているわけですが、そこに意見陳述書にも書きましたけれども、原発を

持たない沖縄電力は値上げしていない。原発依存度が３％と低い中国電力、今は全部とま

っているんですけれども、動いていても３％、北陸電力は水力の比重が高い。原発は十何％。

対比して、関西電力と北海道電力は４４％ですか、比重が非常に高い、依存度が高い、日

本一です。こういうところが値上げをしている。 

 これは、泊原発３号機を建設する当時から、これは要らない電気、原発だ、建てるべき

ではないというのが多くの道民の声だった。しかし、電力は右肩上がりに需要がふえるん

だと勝手なことを言って建てた。余っているんです。要らなかったんです。こういうとこ

ろに、３号機は２，８００億円ですか、１号機は５，０００億円とか、２号機は４，００

０億円とか、物すごいコストのかかるものを建てて、それを全部、電気料金で押しつける。

仕組みはそうなっている。だけど、それにあぐらをかいて、コストのかかるものばかりつ

くっている。過度の原発依存という、みずからの経営方針の誤り、これが招いた赤字であ

り、それを電気料金によって道民に負担をかぶせるなどという逆立ちしたやり方ではない

でしょうか。少しでも真面目に道民の心があるんであれば、こんなことを考えるなどとい

うことは、私には考えられません。撤回してもらいたいと強く言いたいわけであります。 

 しかも、貴社は、電源構成変分認可制度という、舌が回らないような制度ですけれども、

これで、電源構成の変わった部分の値上げを求めているのであって、去年のうちにほかの

項目は審査を受けているから、今回は審査の対象外だから、燃料費の急増分を中心にした

審査だけ受けてまかり通るんだと。恐ろしくて、２倍以上の値上げをそんな言い方でまか

り通ろうとするような提案をする、信じられないですよ。許されないと私は思うんです。 

 この制度をつくった国も悪い。こんなことで、とまっている間に燃料費がかさめば値上

げ申請してもいいんだよと言わんばかりのこの電源構成変分認可制度、こんなものは直ち

にやめるべきだと私は言いたいんです。それにあぐらをかいて、いいことにして、認可申

請するなどという考え方自体、誤りだ、道民の立場から見れば誤りだ、撤回すべきだと。

考えを伺いたいと思います。 

 しかも、今も、私の前に何人もの方がお話しされたようですけれども、多くの道民は、

遅い早いの違いはあれ、危ない原発はやめるべきだと願っているんです。ところが、再稼

働を前提に値上げを提案している。どういうことなんでしょうか。 

 アベノミクスの安倍さんも、多くの国民の原発ゼロの願いを足蹴にして、再稼働に突っ

走っているけれども、国策でやるから、それに従っていくのが当たり前だなどという考え

でなくたっていいんじゃないでしょうか。 
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 沖縄には原発はないんです。原発のない国はいっぱいありますよ。北電が原発に固執す

るなどということは、考え直せば、やらなくても済むことじゃないですか。電気は足りて

いるんです。自然エネルギーに切りかえてほしいという道民が圧倒的多数ですよ。もっと

真剣に真面目に多数の道民の声に耳を傾けるべきです。 

 この値上げ案の記者会見のときに、報道によれば、社長さんは、迷惑をかけて心からお

わびしますというようなことをおっしゃったと報道されている。大体、間違ったことをや

って、反社会的なことをやって、おわびの記者会見するときに、申しわけありません、お

わび申し上げますとやるんですよ。それと同じようなことを述べるんであったら、そんな

もの述べてほしくないですよ。やめてほしいんです。社長に出てきてもらって、直ちにや

めますと言ってほしい。なぜ、きょう社長は来ないんですか。社長が来て、この場で、取

り下げますと言ってほしい。見解を伺いたい。 

 もともと、原発をやめれば、こんな高い電気料金で道民に負担させなくて済むはずなん

です。いや、自然エネルギーに変えたらコストがかかると言っているけれども、これが中

心に軸になっていけばコストは下がる。これは世界の例から見てもそうなんです。事故を

起こして世界中に迷惑をかけている日本が原発の輸出をするなどという、この考えている

こと自体がおかしい。逆立ちしている。こんな政権はやめてもらいたいと思うけれども、

多くの道民、国民が選んで、今、政権についている。しかし、これは時代逆行ですよ。 

 この国策に従って、コストの高い電力施設ばかり次々とつくって、それを電気料金にな

って、道民から取り立てる。許しがたい。 

 京極の揚水発電所のことは去年も電気料金値上げの公聴会で言ったけれども、１，２５

０億円、たしか総事業費でかかるというふうに、インターネット見ても総事業費は全然書

いてないんですよね、私の見方が悪いのかもしれないけれども。だけれども、そういうふ

うに道議には、現地調査に行った道議に説明している。 

 そして、この揚水発電所って、原発とセットになった揚水発電所というのはほとんど動

かないんですよ。稼働率数％ですよ、全国平均で。ピークカットって、一日最高の電気が

出るときに、その対策のためにちょこっと動かして終わりと。こんなもの、今からでもや

めたほうがいいということを言いたいわけです。見解を伺いたい。 

 国に対して、二つ。 

 この電源構成変分認可制度は、こうやって、とまっている原発のとまっている間に燃料

費がかさんだら電気料金値上げ認可申請していいよというような結果になっているもので

すから、もうこのやり方は誤りだ、直ちにやめてもらいたいと。国の見解を伺いたい。 

 それから、もう一つが、４月１１日に閣議決定したエネルギー基本計画、国民の思いと

余りにもかけ離れている。原発、核燃サイクル推進と、逆行している。これが土台になっ

ているから開き直る。これもやめてもらいたい。 

 以上であります。 

○安念委員長 
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 どうもありがとうございました。１９番の米谷さんでございました。 

 続いて、２０番の川原敬伸さんにお願いをいたします。 

○川原陳述人 

 こんにちは。 

 私は、北海道生協連の事務局長をやっています川原と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 午前中からもう十五、六人に私でなりますので、いろいろと意見が重なると思うんです

けれども、委員の皆さんには、重なっても、それだけ思いが強い事項なんだという受けと

め方をぜひしていただきたいなというふうに思います。 

 私の結論は、２年連続の再値上げに反対し、再考を求めたいということであります。 

 包括的な理由としては、道民の暮らし、それから道内の企業活動、また行政活動に与え

る影響が大き過ぎて、それぞれが消化吸収できる範囲を超えているのが今回の北電の再値

上げの申請の中身ではないか。これらから予想されるのは、いろいろなところで、ハレー

ションといいますか、トラブルが今後起こってことが予想されるのではないかと。 

 年金生活者や低所得者の苦しい生活の中で、電気料金が払えない、電気がとめられる、

そういうようなことが起こったり、企業において、雇用の問題や賃金の問題、行政におい

てはサービスの低下等々、いろんなことでの社会的な影響が出てきて、起こることが予想

される、そういうことを考え、かつ、今回の提案の中では、電気料金に対する、道民とし

ての、将来、今我慢すればこういうことが解決するので、展望が持てるんだなという提案

には全然なっていないということからして、反対をしたいということであります。 

 幾つかのポイントでありますが、暮らしや企業活動や行政に与える影響のことですけれ

ども、昨年の９月に上がって、ことしまた申請ということなので、僕は、やっぱり、２０

１２年との比較で捉えておかないと間違っちゃうんじゃないかというふうに思います。 

 連続して上がっていて、まだ消化し切れていない途中でありますので、そのことを、２

年連続でどういう影響があるのかということを見ておいたほうがいいかなというふうに思

います。 

 一般の家庭では、月々の影響が１，６７６円、平均ではあるという話で、年額にしては

２万強、影響するんだよという話でした。 

 それから、オール電化でいえば、モデルケースのドリーム８でいえば、約６０％の値上

げで月々１万３，０００円、年額にして１５万６，０００円です。２年前と比べて１５万

６，０００円ですよ。こんな公共料金、聞いたこともありませんし、異常な事態だという

ふうに思います。 

 オール電化は、ご存じのように、現役世帯だけではなくて、年金生活に入った人たちが、

手元の火の扱いが不安なので、オール電化にするというのは当然起こっていて、その人た

ちの年金生活において、年額１５万６，０００円上がるということがどういうことなのか

というのは想像がつくと思うんです。このぐらい深刻だということです。 
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 また、企業活動においても、今回の２２．６％、昨年の１１％を勘案すると、２０１２

年対比で３６％の値上げです。北海道生協連の中に加盟しているコープさっぽろは、この

間、いろいろと、電気量の使い方の節約をいっぱい工夫してきているんだけれども、年間

２５億使っています。２５億。そうすると、３６％上がるということは、８億とか９億上

がる、こういう話になるわけです。これを、経営のかじ取りをする者として、価格に転嫁

しないでどうやって努力していくのか、並大抵の努力ではないと思います。 

 行政も同じく３割上がるということは、億単位で市町村が上がる。道や札幌市みたいに

大きいところで言うと、１０億単位というふうに聞いています。これは、いずれ、１億円

で福利厚生を考えても、１人１，０００万円かかったとすると１０人分です。１０億で言

うと１００人分の人件費に相当するわけですから、当然、行政のサービスや低下を招くこ

とは明々白々といいますか、明らかなような予測が立てられる。 

 こういう意味で、幾つものハレーションが起こることが予想されるので、反対するとい

うことであります。 

 その意味では、一電気会社の電気料金の問題というよりも、社会問題として捉えなけれ

ばならないぐらいの受けとめ方をすべきというふうに考えているということであります。 

 二つ目は、今回も、泊原発再稼働を前提とした値上げ申請と経営計画になっています。

経営計画は、来年の９月とか１１月に３号機が再稼働するということを前提にして帳尻が

合っている、こういう理屈でありますけれども、この判断は、この間の、昨年のときもあ

わせて、間違いの繰り返しと思います。道民や消費者の支持はなく、再々値上げが懸念さ

れる、来年の秋に稼働しなかった場合には、再々値上げが懸念されるような事態ではない

かというふうに思います。 

 ことしの８月５日に原子力規制委員会の現地調査がありました。北電が、地震による隆

起の可能性を否定している地形について、調査団の責任者だった島崎委員長代理は、隆起

したと考えるのが最も自然だというのが私どもの主張だと述べておられ、北電の見解を裏

づけるデータは確認できなかったと指摘しておられます。 

 再稼働のめどが立っていません。原発そのもの及び泊原発の安全性について、多くの疑

問や懸念が専門家や市民から指摘されており、道民、消費者の不安は払拭されていないと

いうのが現実だと思います。 

 ７月の道新の調査でも、泊原発再稼働反対が６６％、賛成もあるんですけれども、３１％

という形で、道民の意思はもうはっきりしているんではないかというふうに思います。こ

れを強行するんですかということです。 

 それから、原発の新規制基準は、周辺に活断層の疑いがある地形があり、安全、完全に

否定できない場合は、活断層と想定して対策を講じるよう求めているというのが見解にな

っています。そうすると、防波堤を２メートル、３メートルを高くすれば済むというレベ

ルではなくて、活断層を想定しなきゃならないということになったら、さらに多額な費用

がかかるということはもうはっきりしているわけであります。 
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 その意味で、先行き、見通しが立たない泊原発再稼働を前提とした安易な帳尻合わせの

再建計画は、道民が望む、北海道における自然エネルギーを軸としたエネルギー政策への

転換とはほど遠いものであって、事業経営の混乱をもたらし、２年続けて値上げというよ

うな混乱ですね、それから、新エネルギーへの転換や、既存の火力発電のコスト削減の努

力をおくらせている原因になっているんではないかというふうに思います。 

 最後に、展望論議ですけれども、午前中の発言の中にもありましたけれども、実は、平

成１３年に、北海道条例１０８号というのを決めました。これは、道民にとって、道民の

一人として誇りが持てる条例なんですけれども、原文を読みます。 

 原子力は、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、過度的なエネルギーとして位置づけられるというふうに、この条例の中では

まず規定をしています。 

 次に、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責務を有しているという

ふうに述べていますし、事業者の責務としては、省エネルギーの促進並びに新エネルギー

の開発及び導入にみずから積極的に努めることがうたわれているということであります。 

 もう既に、この条例が定められて１０年以上がたちます。北電さんは、この条例を、条

例ですから、北海道の企業にとっては法律なわけですよね。これを実現するために、この

１０年間、どんな目標を持って、どういうふうに努力なさって、今はどういう結果になっ

ているのかというのを開示いただきたいし、国や道も、これについてどういう指導をして

きたのかも情報公開していただきたいというふうに思います。 

 最後になりますが、北海道は、ＴＰＰ問題は、オール北海道の取り組みとして、行政も

農民も消費者も一緒になって取り組んだ経験が、今も持っています。北海道におけるこの

電力の問題、新エネルギーや再生可能なエネルギー、自然エネルギーの活用の問題という

のは、北電１社に任せる問題ではなく、行政も北電も消費者も、それから研究機関やいろ

んなところが、オール北海道の力で開発研究をして進めるべき課題ではないかというふう

に思います。それを、例えば、５年後、１０年後には、自然エネルギー、再生エネルギー

の割合が３０、４０になるので、それが実現するまでに、廃炉が進んでいく中で、それま

でに間は我慢してほしいということであれば展望が持てるし、消費者も協力のしようがあ

ると思うんですけれども、再々稼働が現実性を帯びるような、そんな泊を来年の秋に再稼

働するようなことが計画で出されても、とてもじゃないけれども、納得できる問題ではな

いかというふうに思います。 

 それで、先ほどの方もおっしゃっていましたけれども、実際に、１０の全国の電力会社

で黒字のところもあります。黒字のところは、原発の依存度が低いところであります。そ

れは東北電力であり、北陸電力の決算は黒なわけです。赤字が大きいのは、原発の依存度

の高い北電であり関西電力であり九州電力だというふうに情報の中ではっきりしています。 

 その意味で、経営判断として、自然エネルギーや再生エネルギーがこれだけ豊かな北海
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道の場で、泊の三つの原子力発電をつくってきたのは、まさしく北電の判断なんだと思い

ます。経営判断だったと思います。 

 その意味で、一方では、依存度が低いところは黒字、値上げしなくていい、片一方は、

依存度４４％を超えていて値上げと。これの北電の経営陣の責任というのは非常に重たい

かなというふうに思います。 

 それで、先ほど言ったオール北海道の関係は、原子力政策やエネルギー政策は国もかか

わっている問題なので、北電だけを責めるわけにもいかないとは思いますけれども、やっ

ぱり、今の北海道のオール北海道での知恵を出し合って、いいものの解決に向けて努力を

したいと思いますし、それへの協力を求められるんだったら、いろんな形で協力をしてい

きたいというふうに思います。 

 以上、３点について意見陳述をさせていただきました。 

 １０８号の進行状況がどうなっているかだけをお答えをいただきたいと思います。 

○酒井取締役副社長 

 電源の将来像についてということだろうと思います。 

○川原陳述人 

 いえいえ、この十数年間、何をやってきたかをまず述べてください。 

○酒井取締役副社長 

 泊３号機以降の電源開発として、揚水発電所である京極発電所、それとＬＮＧ火力であ

ります石狩湾新港発電所、こういったものを開発してきております。まだ両方とも建設中

でございますけれども……。 

○川原陳述人 

 いえいえ、自然エネルギーや再生エネルギーの１０８号の条例の精神に基づいて何をや

ってきたのかを聞いているんです。 

○酒井取締役副社長 

 新エネルギーに関しましては、現在のところ、系統に影響を与えない範囲で、順次拡大

をしていっております。 

○川原陳述人 

 何に影響を与えない範囲ですか。 

○酒井取締役副社長 

 電力の品質に影響を与えないようにということを配慮しながら、最大限受け入れを進め

ているというところでございます。 

○川原陳述人 

 自然エネルギーや再生エネルギーというのは電力の質が悪いんですか。 

○酒井取締役副社長 

 電力の系統に連系をいたしましたときに、風力発電所並びに太陽光発電所は、どうして

も、風ですとか太陽の状況によって出力が変動いたします。その出力の変動を吸収しない
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と周波数が変わるということから、そういった影響を加味しながら、最大限の導入に努め

ているところでございます。 

○川原陳述人 

 ということは、この１０年間、そういうことについての研究や実践的な推進はしてこな

かったということですね。 

○酒井取締役副社長 

 研究については、順次してきておりますし、風力発電所、太陽光につきましても、順次、

系統への影響を評価しながら、都度、拡大をしてきているところでございます。 

○川原陳述人 

 そのときに目標を持ったんですか、年度ごとの。 

○酒井取締役副社長 

 受け入れられる範囲で最大限受け入れるということでございます。 

○川原陳述人 

 目標がなかったということですね。 

○酒井取締役副社長 

 受け入れられるように、風力につきましては、現在、５６万キロワット、こちらを上限

に受け入れを進めていると。太陽光につきましては、７０万キロワット、これを上限に受

け入れを進めているところであります。 

○川原陳述人 

 時間になりました。あとは意見書に書いてありますので……。 

○安念委員長 

 きょうの資料の中の後ろのほうに、北電の参考資料として、「電源の多様化と再生可能

エネルギー導入拡大に向けた取り組みについて」というところがございますので、ごらん

いただけると、あるいはご参考になるかと存じます。 

 川原さんにお願いいたしました。どうもありがとうございました。 

 それで、先ほど、川原さんの次に１５番の宮崎征伯さんにお願いするとご紹介申し上げ

たんですが、宮崎さんからは、いらっしゃるというご連絡はいただいているとのことなん

ですが、まだお着きではないようですので、結局、午後の部の前半は、当初、８名の方に

意見陳述をしていただく予定が、結局、四方のお話を伺うということになりました。ちょ

っと、人数としては残念ながら少なくなってしまったんですけれども、ここで、審査委員

会の委員から、今、四方のご発言について、何か印象に残ることとか、お気づきになった

ことがありましたら、ごく簡単にコメントをしていただきたいと存じます。 

 それじゃ、先ほどとは逆に、永田委員からお願いいたしましょうか。 

○永田委員 

  委員の永田でございます。 

 本日は、大変貴重な意見を陳述人の方々からいただきまして、まことにありがとうござ
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います。 

 また、前回から２回目の陳述の方もいらっしゃって、その後の北電の経営改善の状況が

見えないというご指摘を、我々審査専門委員の審査の参考にしていきたいと思っておりま

す。 

 また、電変制度という制限の中で、仕組み上、結局は、経営効率化等のチェックがなか

なか反映されないという制度的な問題があります。現在、経営効率化の内容について、専

門委員として内容について精査いたしているところでございますが、この点については、

我々として真摯に、かつ予断を許さずに審査をしてまいりたいと思っております。 

 それで、一つ、本日印象に残りましたのは、やはり、泊の原発の再稼働を前提とした値

上げについては、なかなか将来像が見えない、展望が見えないという川原さんのご指摘で

した。 

 これは非常に重いご指摘だと思っております。やはり、原発の再稼働と料金が、どうし

ても、連動してしまうような印象を持たれてしまっている。 

 これにつきまして、皆様の様々なご意見がございますので、不断の経営努力をきちんと

消費者の方に理解していただくとともに、再生可能エネルギーも含めた新しいベストミッ

クス制度についての取り組みを、理解いただけるようなコミュニケーションの向上を、ぜ

ひとも事業者の方にはご努力いただきたいと思っております。 

 また、マシオンさんのほうから、会計的なことも考慮して、特に、事故が起こったとき

に、損害賠償もしくは責任保険としてカバーできるかという、非常に専門的なところも含

めたご指摘がございました。ここは、専門的なところで、なかなか今回の説明だけでは、

納得感がある説明にならなかった部分があったと思いますので、このあたりについては、

専門委員会の中でも、数値的な部分を含めて確認させていただきたいと思っております。 

 それから、米谷さんのほうから、年金生活の中で、北電さんは経営者としての姿勢、そ

れから、生活インフラにかかわる問題についての認識が非常に不足しているのではとのご

指摘いただきましたので、このあたりについてのきちんとした精査を進めていきたいと思

っております。 

 簡単でございますけれども、これからも引き続き、適切かつ厳正な審査に努めてまいり

たいと思っております。よろしくお願いします。 

○安念委員長 

 ありがとうございます。 

 宮崎さんでいらっしゃいますか。 

○宮崎陳述人 

 はい。 

○安念委員長 

 それじゃ、宮崎さんのご発言を承ってから、今、ちょっと委員がコメントしていたんで

すが、委員のコメントは、宮崎さんのお話を承ってから、させていただきたいと存じます。
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よろしゅうございますか。ご到着早々で申しわけないですが。 

 ご存知だと思いますが、質疑応答を入れて、全部込み込みで１５分でございますので、

大変窮屈で恐縮でございますが、ちょっと時間を工夫していただいて、よろしくお願いい

たします。 

○宮崎陳述人 

 簡単明瞭にいきますので。 

 よろしいですか。 

 北海道荷主協会の宮崎と申します。 

 北電さんの今回の値上げにつきまして、いろいろご意見とか、たくさんあるんでしょう

けれども、我々、水産物に関わる者といたしましては、平均的に申し上げますと、２２．

６％値上げとなりますと、１社当たり最低でも２００万、多いところであれば２，５００

万くらいの電気料の負担になるということで、北海道の水産物のコストが相当上がる。じ

ゃ、そのコストの吸収をどうするかというと、結局、浜の価格にそれが反映されると、再

生産ができなくなってしまうということがございますので、その辺も含めて、地域の経済

ということを考えたら、もう少しお考えを新たにしていただかなければ困る。 

 まず、今日は、社長が何か体調を崩して来られないということですけれども、私は、ど

の目線で話をしているんだと。私は、新聞でしか見ていませんけれども、我々の給料を下

げたからといって、電気料金の値下げにはならないなんていう発言は、私は、経営者とし

て何を考えているんだと。 

 それと、原子力、原発を動かさなければ料金が上がるんですよというような言い方が、

国の方針というのは、原発を最終的にはなくしていくということが国の方針ですから、じ

ゃ、原発に替るいろんなエネルギーですか、極端に言うと、私は、原発で固持する前に、

その研究費を、蓄電の開発をやっていただければ、いわゆる北電さんがやっているデマン

ド方式も、私は解消できるというふうに思っていますので、蓄電ができないがために、そ

ういうデマンド方式をとっていると思いますので……。 

 どっちにしましても、我々中小企業というのは、経営者と経営というのは一体でござい

まして、会社の命運と自分の命と交換だというのが中小企業の実態です、はっきり申し上

げたら。 

 各地区に、各北電の支店さんとか営業所の方々が、我々民間企業に、一生懸命、説明に

回っていますけれども、うちにも来ました。だけれども、私は、あなた方と話しても仕方

がないでしょう、あなた方はただ会社に言われて来ているんでしょう、これは経営の問題

だ、あなた方と話してもだめですよというふうにしてお断りしました、私は。 

 本来であれば、ラルズの横山社長が新聞で申し上げたとおり、給料半減とか、１年間給

料とらないだとか、役員報酬を、私は、それが経営者だと思うんですよ、こういう窮地に

なったときは。ましてや、政策銀行の借り入れをするわけでしょう。税金ですよ、税金。

税金を使う以上は、幾ら返済するからいいっていうものではないと思うんです。返済する
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以上は、やっぱり、国民に対するいろんな意味での責任というのがあると思うんですよ。 

 電力が安定急供給できないと。北電ができなければ、国がやるんです、はっきり申し上

げれば。電力をとめるわけにはいかないんですから。そうでないですか、国としては。 

 だから、経営者たる者、向こう２年間、役員報酬をとらないというぐらいの決意でいっ

てもらわなきゃだめだということですよ。 

 もう、北電の役員さん方は、子どもが手離れて、金、そんなにかからないんですよ、も

う。そうでしょう、私らもそうですけれども。２，０００万も３，０００万ももらってど

うするんですか、金。 

 お金っていうのは還流するんですよ、還流。世の中に金を流していかないとならないん

ですよ。身を切るということはそういうことですよ。そうでしょう。破綻寸前だと、債務

超過になっていくんだと。じゃ、経営責任をとってやめて、新しい経営者に託したほうが

いいんですよ。私はそうだと思いますよ。 

 電力の安定供給ができないからと。脅しでしょう。恫喝ですよ。別に、あんた方役員が

安定供給しなくたって、次の人方がやるんです。国がほっておくはずないでしょう、北電

が破綻した場合に。電気をとめますか、国が。ちょこっと勘違いしているんじゃないかな。

私に言わせたら、しょせんサラリーマンだ、あなた方は。経営者でないよ。 

 １回、中小企業のオーナー経営者の考えを聞いてごらん、みんな。さっきも私は言った

けれども、命と引き換えですよ、経営は。サラリーマン根性丸出しでしょう、あなた方。

経営者失格だ、私に言わせたら。 

 北海道のトップ企業なのだから、地域経済をどうやって守っていくかという大義もある

はずでしょう。公共事業の一環ですよ、電力は、確かに民間会社かもしれないけれども。

今日の北電、電力会社みんながあるのは、税金を使ってきて今日があるんですよ、歴史を

たどっていけば。そうでしょう。ダムをつくる、火力をつくるといったって、全額、自分

のお金でやったのかい。違うでしょう。税金入っているでしょう、補助という名目で。 

 それを考えたら、二十何％の値上げを簡単に決定するなんてことにはならないですよ。

私は、国もそういうことを考えたら、経営陣の一新くらいの僕は指示をしてもいいと思い

ますよ、国だって。 

 破綻したって、電力はとまらないですよ。日本航空だってそうでしょう、破綻したって

飛行機は動いていたんですから。だから、もう少し、経営というものをきちっともうちょ

っと考えてもらわないと。あなた方に言っても無理だろう、サラリーマンだから。経営と

資本は分離していると言いますけれども、私に言わせたら経営者失格だよ。責任をとって

退任すべきだと思っている、きつい言葉で言えば。 

 国民に対する還元義務があるんですから、あなた方は。電力公共事業というのは、国の

税金をずっと入れてきたわけですから、そういう強い決意を持って国に申請をしていただ

きたいと思う。北海道の産業、１次産業を守るんだと。北海道は、観光事業と食料の供給

基地しかないんですから、あと何もないでしょう。その基幹産業である、やっぱり食料産
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業を守るということを考えてみれば、違う答えがあるんじゃないかなと思いますよ。その

辺、北電の経営者としての意見をちょっと聞きたいんですよね。それだけの覚悟があるの

かどうなのか。 

 国としても、それに対して、私が言ったことに対していろいろあると思いますけれども

ね。 

○安念委員長 

 なるほど。 

 じゃ、経営責任についてどのようなご認識であるかという、そういうご質問と承りまし

た。 

○酒井取締役副社長 

 ご意見、ありがとうございます。 

 非常に厳しいご意見をいただいたと認識してございます。 

 こういった値上げを申請せざるを得なくなった理由については、あえてご説明申し上げ

ませんが、それに対して経営責任をどう考えるのかということだと思います。 

 原子力を重点的に電源の柱に据えて、過去、全国平均並みの電気料金を達成してきたと

いうことについてはご理解をいただければと思います。 

 今回、泊発電所の再稼働が少し遅れており、電気料金の値上げに至っているわけですけ

れども、私どもとしては、泊発電所の再稼働を果たして、速やかに電気料金を下げるとい

うことをさせていただきたいと考えております。 

 以上です。 

○宮崎陳述人 

 ちょっといいですか。 

 泊の原発で９５％安全かもしれませんよね。９９％かもしれません。１％でも福島の原

発みたいなことがあったときに、北電さん、対応できますか。今、債務超過になるとかと

言っている会社がだよ、もし何かあったら対応できます。結局、国に任せることでしょう、

事故があったら。東電だってそうでしょう。結局、税金を使うんですよ。だから、泊、泊

と言う前にやるべきことがあるんじゃないですか。もしそういう状態になったときに、き

ちっと北電として責任をとれますか。 

○安念委員長 

 何かコメントはありますか。 

○酒井取締役副社長 

 一つは、事故が起きたときに責任をとれますかという意味合いと、あとは、役員報酬を

含めて、姿勢が不足しているのではないかという二つの意味合いのご質問かなと、ご意見

かなと思っております。 

 役員報酬を含めて、経営効率化については、今後ともしっかりやっていきますとお話を

させていただきたいと思います。 
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 事故が起きたとき、責任はとれるのかということですけれども、まず、九十何％という

お話もありましたけれども、先ほどの午前中のご質問でもございましたけれども、機械品

である以上、壊れるというリスクは残っています。リスクはゼロですかと言われれば、全

くゼロにはなりません。しかしながら、私どもとしては、そういったリスクを極力小さく

するということで、安全性向上に努めていきたいと。これは、規制基準を満足するだけで

はなくて、さらに小さなリスクでも潰していかなければならないと。これが一番の福島の

反省だと思っていますので、リスクを極力小さくしていきたいと思っております。 

○宮崎陳述人 

 いや、返答になっていない。私は、不慮の事故が起きた場合に責任をとれますかという

ことを聞いているんです、北電として。 

○安念委員長 

 責任とおっしゃる意味は、損害賠償を……。 

○宮崎陳述人 

 賠償を含めて……。 

○安念委員長 

 全ての債権者に対して弁済できる能力があるかというご質問というふうに承ってよろし

ゅうございますか。 

○宮崎陳述人 

 そうです。 

○安念委員長 

 もしそういうご質問であるなら、いかがでしょう。 

○酒井取締役副社長 

 現在、原子力損害賠償に関する基本法というのがございまして、相互扶助のもとに、各

原子力発電所を保有する事業者が負担金を積み立てていくといった制度ができております。

それは、当然、額としては、福島の事故を参考にした額をもとに、一般負担金として各社

が積み立てていると。これは、お互い事故が起きたとき、それを使いましょうという精神

の相互扶助の精神であります。 

 そこで足りなければということになりますけれども、それについては、私のほうからお

答えできません。 

 それと、役員としての責任はどうするのかということであれば、そういった事態に関し

ては、責任はとるということになるかと思っております。 

○宮崎陳述人 

 もう時間ですから、いいですけれども、責任をとれないということですよね、不慮の事

故があった場合、その範囲でしかね。そしたら、結局、税金を使うということなんですよ、

最終的には。 

 以上です。 
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○安念委員長 

 なるほど。一つの解釈ですな。 

 ありがとうございました。宮崎さん、どうもありがとうございました。ご到着早々にご

発言をいただいて、本当にありがとうございました。 

 それでは、今の宮崎さんのご発言も踏まえまして、次に、辰巳委員にちょっとコメント

をお願いしたいと存じます。 

○辰巳委員 

 はい。審査委員会の委員をしております辰巳でございます。よろしくお願いします。 

 そうですね。皆さん、ここに来るに当たって、陳述をしてくださる方々、たくさんの資

料を調べたり、時間をかけて勉強したり、いろいろしてくださって、ここに、多分、勇気

を振り絞って来てくださっているんだろうなというふうに思っております。 

 やっぱり、こういう公聴会で、大勢の方の前で、かつ、テレビカメラもあるようなとこ

ろで、なかなか意見を言うというのは勇気が要る、私も今とっても勇気が要るんですけれ

ども、勇気のいることだというふうに思っております。 

 それでも、どうしても聞いてほしいんだという、そういう強い気持ちでお話ししてくだ

さっているんだろうというふうに思いますので、また、そういう声を伺わせていただきた

いと思って、ここに私も参加させていただきましたもので、ここで伺ったお話というのは

きちんと持ち帰りたいなというふうに思っております。 

 ただし、私たち、電気料金の審査委員が検討できる範囲というのは、やっぱり限られて

おります。その限られた範囲の中でというふうな話でここで言ってしまうと、多分、何だ

という話になるかというふうに思うんですけれども、できるだけ、だから、そういうお声

を感じながら、少しでもその範囲を広げられないかなというふうに思いつつ、話し合いに

私は参加しているつもりでおります。 

 やはり、今回の値上げ申請の場合、今までの料金値上げの申請と違い、原子力発電とい

うものにかなり視点が集中してしまいますが、もちろん、さきも申し上げた料金審査委員

会で検討できる範囲ではないような気がするんですけれども、先ほどの米谷さんでしたか、

お話しされたような、やっぱり、私たちが本当に暮らしていくに当たって、どういう暮ら

しをしていきたいんだとか、孫子の代までも含めて持続可能な暮らしをしていきたいんだ

と思ったときに、本当に原子力がこの北海道で必要なのかというふうなお話とか、やっぱ

り、そういうお話は、私自身は、ほかの委員会の委員もさせていただいておりますもので、

しっかりと受けとめさせていただきたいなというふうに思って、お聞きしておりました。 

 だから、そんなに力は何もありませんけれども、そういう意味で、しっかり、私のおな

かの中に落ちておりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。 

○梶川委員 

 委員の梶川でございます。 

 本日は、午後前半の部、５名の陳述人の皆様、貴重なお話をお伺いさせていただいて、
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ありがとうございます。 

 私ども、審査を行うに当たって、参考にさせていただければというふうに思っておりま

す。 

 午前中もそうだったんでございますけれども、今回、値上げというのは２年続きで、ま

た、非常に大幅だということで、まず、印象になるのは、これが本当に道民の皆さんの生

活に非常に大きな影響があるということで、この点、皆様、おっしゃっていたことでござ

いますけれども、川原さんの、私が印象に残るのは、オール電化が、必ずしも、高齢者の

方などに非常に影響が実はあるんだということで、どうしてもオール電化と言うと、かな

り豪華な家を想像してしまうんでございますけれども、確かに、そういう火元が危なくな

った高齢者の方に非常に大きな影響があるんだろうなというのは、切実感というのは、非

常に、やっぱり、こういう場所で現地でお聞きして印象に残ったところでございますし、

最後にご発言いただいたもので、特にそう思うのかもしれませんけれども、宮崎さんの、

いわゆる中小企業にとっての影響、また、基幹の水産業等々、これ以外の食料生産の中小

企業にとっての死活問題であるということは、これは午前中もそういうお話があったんで

すけれども、本当に実感させていただいたところでございます。 

 非常に具体的な数値等で教えていただいたりして、どうもありがとうございました。 

 そういうところから出られるんだと思いますけれども、最後の宮崎さん、本当に、経営、

北電さんに対する経営に対する姿勢について厳しいお話があったんでございますけれども、

私どもは、そういう部分についてまで論じるというところの責務、職務ではないところも

ございますけれども、しかし、そうはいいましても、本当にこの料金の審査という非常に

重要なテーマにかかわらせていただく上で、皆様方の感じられているテーマについて、ま

た、その気持ちについて、肌で感じながら、私どもができる範囲の職務で厳正に対応して

いければというふうに思う次第でございます。 

 この点に関しまして、午前中も制度自身の源変制度というところの、ある意味では制約

の中で、その経営努力の進捗のようなものをどのように私どもが受けとめていったらいい

かと、非常にその制度との関連で難しさはあるんでございますけれども、いわゆる消費者

の皆様への納得感に少しでも益するように、やっぱり、非常に総括原価の一番重要な消費

者と供給者の信頼感というものをいつも私は思っているんですけれども、そこに少しでも

お役に立つ形で、事業者の方にも説明をしていっていただくようなということです。 

 でも、今回、すごくこの部で印象になったのは、皆様、非常によく勉強されていて、各

費目等と、また対策について具体的なお話が、東川さんもそうですし、マシオンさんに関

しましても、原子力の関連費用について、大きくライフサイクルのコストというか、いわ

ゆる保険的なリスク管理の費用まで含めてご質問されていて、これも今の今回の源変では

どこまで議論できるか、わからないんでございますけれども、そういったものも含めて、

大きく、原子力、今回の電源構成について考えさせていただくということについて、消費

者と事業者の間で、どのような将来に向かっての合意ができていくのかなというようなこ
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とに少しでも資すればいいかなというような気がして、米谷さんのおっしゃられた、もと

もと、こういう電源をやったのは経営の判断ではないかということも、この自然豊かな北

海道で、１回目の公聴会でも、非常に、この北海道のこちらの地の思いというのがすごく

自然エネルギーについては感じたんですけれども、今回も感じるところです。 

 そういった意味では、最後に川原さんが言っていただいた、みんなで考えてという、自

分たちも一当事者として、消費者も事業者も行政も、みんなで考えてということというの

は、その大前提には、やはり、今回の値上げに関しても、何度も言うように、言いわけで

言っているわけじゃないんですけれども、今回は、源変、燃料のお話なんですが、やはり、

その前提となる経営に対するご努力等をよく私どもも伺うことによって、その信頼の第一

歩ができていけばというふうに非常に思う次第でございまして、ほとんど微力で何もでき

ないと思いますけれども、精いっぱい努力をして、審査委員会に向かっていこうと思いま

すので、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。 

 以上をもちまして、午後の部の前半を終わります。 

 約３０分の休憩を挟みまして、午後の部の後半は１５時３５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、この会場内は飲食をご遠慮いただいておりますので、ご飲食は会場外でお願いい

たします。 

 一時退室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。 

 では、どうもお疲れさまでございました。 

 

〔  休    憩  〕 

 

○安念委員長 

 時間になりましたので、ただいまから、午後の部の後半の意見陳述を始めます。よろし

ゅうございますか。 

 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のが、お手

元の資料の資料３にございます。特に陳述人の皆様へのお願いでございますが、要点は以

下のとおりでございます。 

 まず、持ち時間は、大変窮屈で恐縮でございますが、お１人１５分以内とさせていただ

きます。持ち時間１５分の中で、意見陳述後、申請者である北海道電力または経済産業省

に質問をしていただくことも可能です。ただし、意見陳述と質疑応答を合わせて１５分で

ございますので、その点、時間のやりくりについてご配慮いただきたいと存じます。 

 特に、意見陳述で大体時間が終わりそうになってから、多数ご質問いただきましても、
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途中で時間が終わってしまうということがありますので、その点、ご配慮いただければあ

りがたく存じます。 

 時間管理のために、ベルを鳴らします。１５分の持ち時間の中で、１０分たちますと１

回、１４分たちますと２回、それから、時間が全部終わって１５分たちますと３回という

ふうになっておりますので、それで時間管理をしていただければと存じます。 

 進行の都合上、大変恐縮でございますが、本当なら２１番の本間さんからお願いすると

ころでございますが、都合によりまして、２２番の齋藤哲さんからお願いできますでしょ

うか。よろしくお願いいたします。 

○齋藤陳述人 

 済みません。前回の公聴会に続いて２回目になります。あのときも同じことを言ったん

ですけれども、何しろ後なもんですから、ほとんど、質問しようとしていたことが、事前

に多くの方から質問されておりまして、同じことの繰り返しになるのはちょっと時間の無

駄かなという気がいたしますので、かなり、ちょっと事前に書かせていただいたことと質

問項目が変わってしまうことをご了解いただきたいと思います。 

 あと、なるべくイエスかノーで答えられるような質問にしますので、一問一答式ででき

ればしたいんですけれども、構いませんか。 

○安念委員長 

 それはそれでよろしいんですが、まずはご意見を承ってから、その後、質問、できるだ

け塊にしていただけるとありがたいです。ちょっと、一問一答にしてしまうと、非常に時

間がかかるもんですから……。 

○齋藤陳述人 

 そしたら、わかりました。 

 じゃ、電力会社宛て、経産省宛て、両方宛てというのを分けてということでよろしいで

しょうか。済みません。 

 まず、きょうもひどい雨で、私の住んでいる地域にも避難勧告等が出ておりましたが、

そういった中でも北電さんの車が走っていて、本当に、現場で働いている北電社員さんに

は本当に感謝をしておりますし、敬意を表しております。決して、北電で働いている方そ

れぞれに対して、憎悪とか差別とか、そういう感情は持っていないつもりであります。本

当に、その点、ありがとうございます。 

 その上で、しかし、多くの方がご質問されましたように、私も事実上の倒産を経験した

んでありますけれども、その感覚から言うと、やはり、役員報酬とか賃金は到底常識にか

なっている水準とは思えません。それはほかの方と同じ意見ですので、これはここでいい

です。はい。 

 その上で、すぐに質問に入らせてもらってよろしいでしょうか。 

 まず、役員報酬、賃金ももちろん大きいですけれども、しかし、私が決算書を見る限り、

全体の割合としてはそれほど大きくないんですね。それよりは、やはり、原発対策費です
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とか燃料費のほうがはるかに大きい、これは事実だと思います。 

 その燃料費にかかわる点で北電さんにお尋ねいたします。 

 いわゆる燃料費の中には、購入電力費というのと、あと、自分のところでつくった購入

燃料費という何か二つの項目があるというふうにお伺いしました。購入電力費というのは、

要するに他社から買ったものだと、こういう理解でよろしいでしょうか。 

○安念委員長 

 おっしゃるのは、地帯間購入電力料というものと、他社購入電力料の二つでございます

ね。と思います。済みません。 

○齋藤陳述人 

 はい。 

○酒井取締役副社長 

 燃料費、自社で使う燃料費と、それから他社から購入している電力、これが他社購入電

力料と言っております。それと、今、議事進行人の方がおっしゃったように、他社から購

入する部分、地帯間というのは他電力から購入する部分、こういったものがございます。 

○齋藤陳述人 

 要するに、外部から買っているものという、これは間違いないですね。 

○酒井取締役副社長 

 はい。 

○齋藤陳述人 

 じゃ、その上でお伺いしますが、その購入電力費のほうが、自社での燃料費より価格が

安いというのは、これは事実でありますか。 

○酒井取締役副社長 

 価格については、どちらかというと購入分のほうが高くなっているかと思います。ただ

し、自社で発電する量と他社から購入する電力の量、これは自社で発電する量のほうが圧

倒的に多いですから、総額では自社のほうが高くなっているかと思います。 

○齋藤陳述人 

 そうですか。 

 じゃ、次の質問に行きますけれども、いわゆる原発対策費と一くくりにしてはいけない

かもしれませんが、私は報道の範囲内でしかわかりませんけれども、朝日新聞さんによれ

ば、大体、とまっていても年間で５２３億円の費用がかかっているというふうに書いてあ

る、報道されてありましたが、これは事実ですか。 

○酒井取締役副社長 

 原発対策費という意味合いではないですが、通常、原子力発電所がとまっていても、減

価償却費ですとか、あるいは固定資産税とか、そういった固定的な費用がかかっておりま

す。 

 今回は変分改定で、そこの値を変えているわけではありませんが、前回の料金改定で大
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体織り込まれている金額というのは８００億円程度ございます。 

○齋藤陳述人 

 わかりました。 

○酒井取締役副社長 

 あと、安全対策工事費ということでは、今回の規制基準対応で対策しておりますけれど

も、それは１，６００億円ぐらい、現時点の見積もりでございますけれども……。 

○齋藤陳述人 

 ということは、二つ合わせれば、１，６００足す７００だから２，３００だという理解

でいいですか。違いますか。 

○酒井取締役副社長 

 いえ、１，６００億円の安全対策費用は、これは設備工事費でございますので、その設

備ができた後に、減価償却費分として少しずつ電気料金に織り込まれるという形になりま

す。 

○齋藤陳述人 

 ただ、少なくとも、その二つを合わせますと、この２年間で二千数百億になっている、

これは事実ですか。 

○酒井取締役副社長 

 一つには、原子力の固定的な維持費用、８００億円程度と申しましたけれども、これは

毎年かかってございます。 

 １，６００億円の対策費用につきましては、２年間のうち設備が完成するもの、これの

減価償却費分が入っているということで、数十億円のレベルでございます。 

○齋藤陳述人 

 それでは、あとは、重油、軽油等々も臨時で購入したりしているかと思いますけれども、

それは基本的にどこから購入しているんでしょうかね。どこの国のもの、あるいは、どこ

の会社から購入しているんでしょうか。 

○酒井取締役副社長 

 当社で焚いております火力発電所の燃料につきましては、海外炭につきましては、大体、

オーストラリアが８割ぐらい、あと残りがインドネシア等でございます。 

 石油につきましては、国内の石油元売会社から調達して購入しております。どこから来

ているかといえば、それは主に中近東から来ているということになりますけれども……。 

○齋藤陳述人 

 中近東のものは、例えば他の地域のものと比べると、一般的には高いんじゃないでしょ

うか。そんなことはないですか。 

○酒井取締役副社長 

 電力会社で燃やしている重油ですけれども、これは、硫黄分の非常に少ない石油を使っ

ております。そういった点で、通常の日本で消費される原油の割合とは若干異なっており
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まして、硫黄分の少ないインドネシア産ですとか、そういったところを比較的多く使って

おります。 

○齋藤陳述人 

 つまり、値段としては高いけれども、質がいいから使っていると、こういう理解でしょ

うか。 

○酒井取締役副社長 

 硫黄分の少ない油というのは、通常の油よりも高くなっております。 

○齋藤陳述人 

 しかし、燃費を考えれば、そちらのほうがコストが安いということでしょうか。 

○酒井取締役副社長 

 環境規制を守らなければいけませんので、そのために硫黄分の少ない油を焚いていると

いうことでございます。石油を燃焼いたしますと、硫黄酸化物、いわゆるＳＯＸが発生し

ますけれども、これを環境基準値以下におさめるために、硫黄分の少ない油を焚いており

ます。 

○齋藤陳述人 

 それでは、ここからは、金額としては瑣末かもしれませんが、ちょっときついかもしれ

ませんが、私は、以前、小売業に勤めておりましたが、もちろん、その商品をただで買え

るはずはありません。当然、自分のポケットマネーを使って払って買っていました。 

 北電さんの場合は、ご自分の例えばオフィスだとか、そういう施設等で使う電力につい

ては、電気料金は払っているんでしょうか。 

○相馬取締役常務執行役員 

 事業用電力という位置づけで、電気料金の中のコストの中に含まれるということです。 

○齋藤陳述人 

 ということは、払っていないということですね。 

○相馬取締役常務執行役員 

 事業のために使っているという位置づけなので、いわゆる原材料と同じという位置づけ

でございますので……。 

○齋藤陳述人 

 でも、小売業では自分で……。いや、それは、普通の言葉では払っていないと言うと思

います。違いますかね。 

 あとは、私、倒産を経験したときに、いわゆる本部、本社の機能を、１０階建てのビル

から、古い店舗、２フロアぐらいのところに全部移転するということをやった経験があり

ます。その際、いわゆる後方系の人員は半分に減らして、そこまでやりました。あと、同

業他社でも、１７階のビルから１フロアに変えたと、そういうところもありましたが、あ

の大通の一等地にある本社ビルを例えば売却、移転するとか、そういうお考えはないでし

ょうか。金額は全体の中では少ないと思いますけれども……。 
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○酒井取締役副社長 

 大通東１丁目、テレビ塔の東側に建っている本社ビルでございますけれども、昭和３１

年にできた古い建物でございます。 

 なかなか、再開発の話もあり、売却が難しいかと考えておりますし、さらにつけ加えま

すならば、あそこには、中央給電指令所と言いまして、全道の送配電を管理、監督、監視、

制御している装置が入ってございます。したがいまして、当面、売却は難しいと考えてお

ります。 

○齋藤陳述人 

 それでは、じゃ次は、経済産業省に対してでありますけれども、まず、時間がないかな、

２０１１年から１４年、いわゆる燃料、いわゆる化石燃料の輸入量というのはどのぐらい

ふえていますか、３年間で。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 それは我が国ということですか。 

○齋藤陳述人 

 そういうことです。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 ちょっと今、手元には用意してございません。 

○齋藤陳述人 

 ああ、そうですか。私の知っている限りでは、１１年との比較では大幅にはふえていな

いはずなんですね、要はね。ただ、その円安のレートが変わったことによって費用が上が

っているというのが事実ではありませんか。違いますか。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 正確なものはございませんけれども、原発が稼働停止したことにより、必然的に、それ

を補うために火力燃料を使ってたき増しをするため、その分が輸入量として増加している

のは事実です。その他、例えば為替レートが変わるとか、市況が変わって値段が上がると

か、そういう背景もあります。 

○齋藤陳述人 

 それでは、国家備蓄原油について、それはそこにも書いていますけれども、前回お聞き

したときには、あれは、趣旨としては、量が本当に足りなくなったときの緊急用であるか

ら、今の段階、例えば値段が上がっている云々ということでは出せないんだというふうに

おっしゃっていて、それは震災のときにちょっと変わったので、それは私は疑問は持って

いますけれども、それはそのとおりとしても、法改正をすれば、それは可能なのかとお伺

いしたときに、それは可能だということをおっしゃっていた。当たり前ですけれども、そ

ういうことをしようという気はありませんか。 

 これは、単に電力会社の燃料費云々だけではなくて、北海道みたいな積雪寒冷地は、中

小企業にとってコスト削減にもなるし、家庭の影響というものを抑える役目も果たします
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ので、そういうことは私は必要なのじゃないかというふうに思いますけれども、その点に

ついていかがですか。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 この前のときもご質問されたということでございますので、十分ご承知かと思いますけ

れども、現時点における我が国の石油備蓄法上は、量的不足のときに放出をするというこ

とを目的として備蓄しているものでございまして、国際的なエネルギー機関であるＩＥＡ

におきましても、量的不足の事態に対して、緊急時に協調して放出するということが国際

ルールとして決められていることもありますので、石油価格高騰を理由として石油備蓄の

放出を行うというのはなかなか難しいと考えてございます。 

○齋藤陳述人 

 じゃ、そういうふうに考えている方は、経産省の中にはほとんどいないというか、いな

いと理解していいですね。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 現時点の制度の考え方として、難しいということでございます。 

○齋藤陳述人 

 あとは、いわゆる総括原価方式についてお尋ねいたします。 

 これは両方に対してなんですけれども、普通に考えて、全てのコストを積み重ねて、そ

の上に３％の利益とか、必ず利益ができるような、計画経済の社会主義でもまずないよう

な、こういう制度というのは、民間で働いてきた私から言うと、まず考えられないわけで

ありますけれども、それを３年以内、すぐにでも変えるというような意思は経済産業省も

電力会社さんもお持ちでしょうか。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 ご存知のとおり現在、電力システム改革を進めております。こちらは、もちろん、法律、

電気事業法の改正という法律事項でございますので、国会等でご審議いただき、ご成立を

いただかないと進まないものでございますが、こちらの第２段の法律改正が、無事に国会

でお認めいただけ成立いたしましたので、今度、規制料金分野の小売参入が自由化されれ

ば、徐々に総括原価方式は対象範囲は狭まる予定でございます。 

○齋藤陳述人 

 何かわかりにくいんですけれども、狭まってくる……。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 

 要するに、小売部分については、もちろん経過措置というのがございますので、そうい

うことを経る必要はあるんですが、そういうものを経た上であれば、小売部分についての

総括原価方式はなくなり、送配電部分のみになっていくということです。 

○齋藤陳述人 

 制度というよりは、自然にそうなっていくだろうという……。 

○下世古電力・ガス市場監視調整官 
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 制度改正に従って、小売部分については総括原価方式が適用されなくなっていくという

ことでございます。 

○齋藤陳述人 

 それじゃ、また最後に、総括的な意見というか、それを述べますが、恐らく、もちろん、

私はこの電気料金値上げには反対でありますけれども、私の勘では、原発を廃炉にします

よとはっきりと宣言をすれば、かなりの人が受け入れる。今は反対が７割ぐらい、多数だ

と思いますけれども、この割合が恐らく逆転するんじゃないかと、これは私の勝手な予想

ですけれども、じゃないかというふうに思います。そうすれば、もう少し理解は得られる

んではないかという気はいたします。 

 ただ、それは今すぐということでは必ずしもないですけれども、しかし、少なくとも、

それが必ずセットになっている、将来、絶対に廃炉にするんだという約束をすれば、恐ら

く、道民多数は受け入れるのではないかというふうに思います。 

 それで私の陳述を終わらせていただきます。 

 あと、時間がまだある……。 

○安念委員長 

 ３０秒……。 

○齋藤陳述人 

 ああ、そうですか。何か、そちらから、ほかにないですかね。説明したいこととか……。 

 では。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。２２番の齋藤哲さんに意見の陳述をお願いをいたしま

した。ありがとうございました。 

 それでは次に、２３番の大島克予さんにお願いをいたします。 

○大島陳述人 

 ８月２０日に行われました小樽市内の説明会に出席し、値上げ概要をお聞きすることが

できました。 

 そこで、泊原発１号機が平成２５年の１２月より、２号機が２６年の１月、３号機が２

６年の６月より再稼働するという計画で、現段階では原子力規制委員会の新規制基準への

適合性が得られなかったため、計画どおりの再稼働ができず、そのことにより火力発電等

にかかる燃料費等の経費約２，０００億円を賄う手段として今回の値上げ申請が行われ、

値上げ率が、前回の７．７３％を大幅に上回る１７．０３％であるということをお聞きい

たしました。 

 経営効率化が最善の努力をした結果として、私たちはどうしても受け取ることができま

せん。 

 それで、そこで納得することができないので、以下のことについて述べさせていただき

たいと思います。 
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 まず、経営効率化ということですけれども、経営効率化により５９０億の収支改善をな

し得たという報告でした。人件費の削減について、役員報酬が１人当たり平均、首都圏を

基準として２，０００万円ぐらいというふうにお聞きしております。前回の値上げのとき

にも意見を述べましたけれども、北海道の平均的水準を考慮した金額で算出することを求

めるとともに、賞与並びに給与手当の削減をさらに推し進めるなどの努力をしていただき

たいと思います。 

 ２，０００億円に対して、役員報酬というのは微々たる金額というふうにお考えかもし

れません。だけれども、そこに対する、債務超過という危機感を持って経営効率化に加速

度をかけることで、消費者は、貴社が最善の努力をなし得ているというふうに実感できる

のではないでしょうか。 

 また、今後の経営効率化の目標数値が示されて、２７年度の計画が５１９億以上という

ふうに見込んでいる、そういった金額をお聞きしました。その数値を見るにつけても、経

営効率化が適切に行われているとは判断しがたいものがあります。 

 ぜひ、今後さらに加速度をかけることで、出し惜しみをしないで加速度をかけることで、

経営の健全化を図っていただきたいと思います。 

 今回の値上げが家計に及ぼす影響ですけれども、平均家庭での算出するところで、月に

１，０００円以上の値上げ金額となるようです。昨年の９月の値上げからわずか１年でま

たの値上げです。さらに、消費税の増税分を加味すると、家計への負担は重たくのしかか

り、年金生活者あるいは生活保護世帯を初めとする低所得層にとって、家計を圧迫する割

合はさらに増します。 

 また、オール電化の家庭に至っては、月額１万円程度の値上げとなり、家計に及ぼす影

響は甚だ甚大です。 

 ４４％を占めていた原発の電源構成比率を変え、原発を利用しない以上、火力発電等に

かかるコストが受益者負担として料金にある程度反映されることは認めざるを得ませんが、

今回の値上げ率は、殊に自由化部門で著しく高く、それによる影響はとても深刻であり、

北海道のみならず、日本の経済に及ぼす影響ははかり知れないものがあります。 

 原発依存の経営責任を消費者全てに転嫁するような傲慢な、そういった料金改正は容認

することはできません。 

 前回の説明会のときに、役員のお言葉として、北電は昔から高いんですと。その言葉が

今も耳に残っております。九州電力は８１％を原発に依存していたというふうにお聞きし

ています。 

 昨日、原子力規制委員会が、九州電力の川内原発１号機、２号機について、新規制基準

をクリアしたとして再稼働を認めました。原発がいよいよ再稼働するという、そういった

気持ちが私たちをさらに不安にさせております。 

 泊原発は、安全性を重視した結果、防潮堤の高さを原子力規制委員会の定める新基準以

上にしたというふうにおっしゃっていますけれども、福島原発の汚染水の処理対応にもい
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まだ試行錯誤の状態であり、復興に向けては問題が山積している現状です。このような事

後処理の経緯を見るにつけ、原発に対する不安は増すばかりであり、たとえ原子力規制委

員会の新基準をクリアしたとしても、安全性への不安は決して払拭し切れるものではあり

ません。 

 泊原発再稼働は、現段階では、私たちは決して認めるわけにはいきません。少なくとも、

福島原発の事後処理の見通しがつくまでは、決して行わないでいただきたいというふうに

考えております。 

 また、新基準を満たしたとして原発の再稼働が行われた場合、それに伴い電気料金の引

き下げがなされるという説明をお聞きしました。実際にどのくらい引き下げになるのか、

具体的な金額をぜひ提示していただきたいと思います。 

 今回の原発再稼働計画がさらに先送りになった場合、電気料金はどのように値上げされ

続けるのでしょうか。その試案もお聞きしたいと思います。 

 たとえ、今後の再生可能エネルギーによる発電の開発がされたとしても、自然に左右さ

れ、安定供給は困難であるとして、安全供給を目指すためにも原発の必要性を強調されま

した。現在でも、電力量の確保がされており、さらに、老朽化した火力発電所にかわり、

新たな石狩ＬＮＧ発電所が完成すれば、より安定供給が可能となるのではないでしょうか。

そのようになっても、同量のバックアップ電源として原発を求めるのでしょうか。 

 泊原発３基の全てが再稼働する必要は全くないように思います。 

 いずれにしても、貴社１社のみの企業努力では、今後のエネルギー問題を解決すること

は困難であると思います。原発に依存することなく、低炭素化を推し進める国のエネルギ

ー施策の長期展望を早期に示していただきたいと思います。 

 それに即して、各電力会社も、ＣＯ２の削減を重視した長期的なエネルギー計画を立て

て実施していただきたいと思います。 

 以上です。 

○安念委員長 

 まだ多少時間が残っています。何か回答をお求めになることはございませんか。 

○大島陳述人 

 それで、この中で幾つかの問題なんですけれども、原発がこのまま使われない場合、実

際にどのように値上げを考えていらっしゃるのか。 

 それと、原発が再稼働された場合に値下げをするというふうにおっしゃったんですけれ

ども、実際に、じゃ幾ら値下げになるのか、その辺の金額も金額として出していただけれ

ばというふうに思っております。 

○酒井取締役副社長 

 動かなかったとき、動いたとき、それぞれ考え方を教えてほしいということだと思いま

す。 

 まず、泊発電所は、現在申請させていただいております計画の中では、３号機が２７年
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の１１月、１号機が２８年１月、２号機が２８年３月でございますけれども、これが、そ

の計画よりも前に再稼働できた場合につきましては、速やかに値下げをさせていただきた

いと考えております。 

 こちらについて、どれぐらい下がるのかということでございますが、どのタイミングで

再稼働できるのかといったことにもよりますし、色々なご意見を伺いながら検討していか

なければならない問題だと考えてございまして、現時点で幾ら幾らというお答えが少し難

しい状況にございます。 

 それと、遅れたときに再値上げするのかという、この逆側の問題でございますけれども、

今回の電気料金につきましては、平成２７年度までの期間の電気料金ということで考えて

ございます。２７年度中に再稼働でき、遅れたとしても２７年度中に再稼働できるのであ

れば、そのまま値上げしないで頑張っていきたいと考えております。 

 また、再稼働がずっとできないと。いわゆる原子力ゼロの状況になったといった場合に

は、これは、会社の経営状況にもよりますけれども、現行のままでは少し会社の経営が厳

しいかなという状況になります。 

 試算といたしましては、今回１９％ですけれども、２４％ぐらいの、あくまで計算上で

ございますけれども、そういった値上げ率になります。こちらについては、そういった事

態にならないように頑張ってまいりたいと考えております。 

○大島陳述人 

 はい、ありがとうございます。 

 そういった事態にならないようにということですけれども、どちらにいたしましても、

原発が稼働しない限り、値上げは続くというふうに考えてよろしいんでしょうか。 

○酒井取締役副社長 

 現状の料金が続くということになろうかと思います。 

○大島陳述人 

 現状の料金が続くということは、２７年度以降も現状の料金が続くというふうに考えて

よろしいんですか。 

○酒井取締役副社長 

 まず、今回申請させていただいた料金は、２７年度中は、早く動けば別ですけれども、

２７年度中は維持をさせていただきたいと、ほかの再稼働が遅れてもですね。２８年度中

の、早い段階で再稼働が見えるようなときについても、値上げしないで、今回申請させて

いただいた料金で頑張っていき、再稼働したら、速やかに下げたいと考えております。 

 ただ、ずっと再稼働ができないような場合、そういった場合につきましては、会社の経

営状況が持ちませんので、そういった場合には、２４％ぐらいの値上げ率になろうかと思

っております。 

○大島陳述人 

 はい、ありがとうございました。 
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○安念委員長 

 どうもありがとうございました。２３番の大島克予さんのご意見を承りました。 

 それでは、２４番の浜舘三裕姫さんにお願いいたします。 

○浜舘陳述人 

 浜舘です。よろしくお願いします。 

 電気料金が２年連続値上げされ、全国最高額の電気料金となります。消費税増税の影響

もあり、電気料金の再値上げが重なれば、家計への打撃ははかり知れません。また、企業

向けへの電気料金のはね返りが商品などに上乗せされれば、生活必需品の価格もまた上が

り、私たち道民の負担はふえるばかりです。 

 今回の値上げ申請は、前回と異なり、簡易で８項目に絞られたために人件費等の項目は

含まれていませんが、社員のボーナスカットや給料削減率に比べ、役員の方々の報酬費の

下げ幅は低いように感じました。そのほかにも、新聞広告など、原発の安全性を問う広告

費が目につきます。 

 安全宣言を訴えているのでしょうが、広告費も巨額になっていると思います。過去にな

いような値上げを申請されるのでしたら、ご努力される内容等を詳細に開示し、また、北

電本体だけではなく、グループ企業全体でどのような努力をされているのか、保有資産の

売却状況を初め、コスト削減を明確に示していただいてからの値上げ申請をしていただき

たいと思いました。 

 また、今回の値上げは、泊原発再稼働に結びつけるかのような値上げ申請ですが、そも

そも道民は世論調査でも６割が泊の再稼働反対でした。原発を維持するために停止中の泊

原発のコストは幾らかかっているのでしょうか。 

 稼働しない原発、稼働してほしくない原発に多くの費用がかかっていて負担になってい

るのではないでしょうか。 

 消費者である私たちは、福島の事故を教訓に、北海道の自然を生かした風力やバイオマ

スなど、再生可能な自然エネルギーへの転換を願っています。 

 北海道条例１０８号でも、北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例が施行されてい

ます。放射性廃棄物の処理方法が確立していないため、原子力は過渡的なエネルギーとし

て位置づけられ、道内で確保できる新エネルギーの利用拡大を道民の責務だと述べていま

す。このことをどのようにお考えされているのでしょうか。 

 私たちは、北電さんが電源の多様化を推進するとともに、新しいエネルギー開発に努力

し、私たちに新しいエネルギー分野の展望を指し示していただくことを要望いたします。

その実現のために一時的に電力コストが上がるのでしたら納得いたします。 

○安念委員長 

 時間が大分余っていると思います。何かお尋ねいただく事項はございませんか。 

○浜舘陳述人 

 意見要望ですので、はい。 
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○安念委員長 

 どうもありがとうございました。２４番の浜舘さんに意見陳述をお願いいたしました。

ありがとうございます。 

 それでは、２５番の熊木大仁さんにお願いできますでしょうか。 

○熊木陳述人 

 私、元北海道電力中央給電指令所で電力系統の運用の仕事をやっておりまして、７１歳

で、もう大分前にやめていますけれども、その経験に基づいてお話をしたいと思います。 

 まず、意見陳述書を提出した中での意見の概要を読み上げまして、その後、補足説明を

時間いっぱいかけていたしたいと思います。 

 それでは、意見の概要です。 

 余りにも一方的な電気料金の値上げ申請は、独占企業の恐ろしさを端的に顕在化させた。

野放しにすべきではない。電気料金の値上げは撤回すべきである。 

 泊原発が再稼働できれば値下げすると言うが、北海道電力には泊原発が危険だから停止

しているという自覚が全く感じられない。 

 一つとしまして、電気料金制度の規制について。 

 電気の使用者に不安を与えないよう、圧倒的寡占状態が改善されるまでの間の電気事業

法、独占禁止法などによる歯どめ。 

 二つ目、電気料金の自由化とオール電化住宅の破綻について。 

 大幅な原価割れ料金では、新規電力事業者が契約しない、それから、大量の炭酸ガスを

発生させている矛盾と支離滅裂。 

 三つ目、電力システム改革を見据えた整合性について。 

 自由競争に取り残される北海道電力。発送電分離を視野に入れた料金制度の必要性、み

なし倒産して電力システム改革に協力すればトップランナーとして評価されるだろう。 

 四つ目、原発即時ゼロの意義と具体的方法。 

 自然再生可能エネルギーの飛躍的発展。エネルギー輸入国日本の歩むべき道である。原

発は、国が買い取り、国の責任で廃炉にする。原子力工学は贖罪と奉仕への道へ。 

 五つ目は、電力事業自由化への提言。 

 広域系統運用機関に電力各社にある中央給電指令所を下部組織に置くべきである。全国

の電力系統を１カ所で制御することは無理がある。電力系統の運用は複雑で一般にはわか

りにくい。 

 それでは、補足説明をいたします。 

 値上げの前に、幾つかの選択肢の発表が必要であると思います。 

 今回は、そういうものが原発再稼働が前面に出てきて、それ以外の選択肢が見当たらな

い感じでありました。これは、弱者、貧困層への虐待、大幅な値上げ、産業界への影響も

はかり知れないということです。原発について前面に出てきましたので、私も昨年はちょ

っと遠慮して話を余りしなかったんですが、今回はちょっと原発の話もさせていただきた
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いと思いますが、福島の事故によって風が変わっております。このことをよく認識してい

ただきたいと思います。 

 司法は、司法の倫理に軸足を移したと思われます。最高裁は、地方裁を集めて、高度の

科学的判断を必要とする問題にどう対処すべきかの打ち合わせ会議を開催しております。

この内容は非公開なのでわかりませんけれども、司法は、福島の事故を防げなかった責任

を感じていると思います。それで、原発差しとめ訴訟の原告から提出された多くの証拠書

類で指摘されたことが福島の事故で具現化したのでありますから。 

 それでは、一つ目についての補足にまいりますが、電気料金の自由化は二つに分けて考

えなければならないという、これは閣議決定の中身にあるとおりでありますけれども、新

規の電力事業者の参入の自由化と電気料金の自由化、この二つですが、電気料金の自由化

については、圧倒的寡占状態が改善されるまでは適切な規制が絶対に必要である。電気事

業法、独占禁止法などの規制適用について検討して、また、公開していただきたい。 

 二つ目の補足説明です。 

 札幌市が支援しているエコ住宅建設業組合というのがあります。この説明会が昨年開か

れましたけれども、経済産業省から電気エネルギーを熱エネルギーで使用するのはやめよ

うと言われているとの話がありました。オール電化住宅を含め、こうしたものは、販売、

契約の中止をすべきであると思います。 

 三つ目補足説明、電力システム改革との整合について。 

 経営悪化の原因は原発にあります。いわゆる老朽化した火力発電所がフル連続運転と言

いますが、これは減価償却が終わった火力発電所が利用率１００％で運転しているわけで

すから、大幅な利益が上がっているわけです。これは民間企業の常識だと思います。それ

にもかかわらず、経営が悪化している。これでは、到底、自由化には耐えられない。 

 新規電力事業者である大阪ガスなどは、火力発電所によって大幅な利益を上げておりま

す。北海道電力は、みなし倒産して、電力システム改革のトップランナーとして生まれか

わってほしい。先ほど申し上げました。 

 電力システム改革に抵抗して、その足を引っ張り、ゾンビのように生き残ろうとしては、

多くの道民にとっての悲劇となります。料金の改革について、例えば、事業用電力の基本

料金に３０分デマンド制というのがありますけれども、これが、やっぱり改革しないとい

ろいろ問題があります。 

 例えば、コージェネレーションの定期点検で停止するときに北電から受電すると、短期

間の定期点検で停止するのに、その最大電力が発生しますから、それを１年間毎月払わな

ければならない、基本料金を。そういうことを改革すべきである。 

 例えば、グループ企業から定期点検のときにはグループ企業から受電できるようにすれ

ば、予備機は要らない。そうすると、大幅なコストダウンになりますから、コージェネレ

ーションは飛躍的に普及するだろうと思います。 

 こういった観点で、電力システム改革と関連して検討していただきたいことであります。 
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 四つ目の補足説明、原発は国が買い取り、国の専門の組織において廃炉にすべきであり

ます。 

 国が買い取る、原発のコストは電力系統の運用上においても非常に高いものにつきます。

余り一般にはわかりにくいので、一般には言われておりませんけれども、例えば、原発の

緊急非常停止対策、それから、深夜の原子力余剰電力対策として、北本連系線、揚水発電

所、深夜の大幅な原価割れの電気料金などがあります。これが原発のコストとして考えな

ければならないものです。危険な原発以外に種々の高効率の発電システムが開発されてい

るので、原発を廃止しても全く問題がありません。 

 国が買い取るには、交付国債という方法などか考えられます。これは、減価償却の終わ

った原発も非常にたくさんありますので、大した金額ではありません。数兆円かなと思い

ますが、具体的な数字はちょっとわかりませんが。各企業は、自然再生可能エネルギーへ

の研究開発が非常に進んでおります。効率のいい、例えば、石炭ガス化複合発電所などと

いうのは６０％以上の効率がある。こういう民間企業が、もう既に将来を見越しまして、

自然再生可能エネルギーなどの研究や高効率発電所など、かなり開発が進んでおりまして、

そのために原発即時ゼロとして原発の退路を絶てば、自然再生可能エネルギーの飛躍的発

展が見込まれます。それによって、日本は新たな繁栄に向かうだろうと思います。 

 小泉純一郎さんは、原発即時ゼロと言っていますが、私は段階的にゼロにしていくのが

現実的かと思ったんですが、政治家の先見の明でなるほどと思ったのは、やはり、退路を

絶ちませんと、原子力工学が裏でいろいろ足を引っ張ってくると。 

 自然再生エネルギーの足を引っ張っているのが原子力工学。福島の前からずっとそうで

すね。例えば、メタンハイドレートの採掘で、今、国から税金もらって研究している北海

道の産総研、責任者が原子力工学だと聞いて、私もちょっとそこまで原子力工学が入り込

んでいるのかと思ったら、卒倒しそうになりました。 

 五つ目、電力事業自由化への提言であります。この補足説明であります。 

 現在、北本連系線がない状態で泊原発が大地震などで緊急停止をかけますと、北海道の

電力系統は大停電になります。このことはよくわかっていないかなと思いますね、一般の

方には。大停電になる、系統が全滅しますので、それを防ぐために、常時、北本連系線か

ら本州に大量に電力を送電し続けなければならないと。北本連系線が原発のコストだとい

う理由であります。 

 例えば、例を挙げますと、１００万キロの発電所、いきなり停電すると、北本連系線で

どういうふうにバックアップするかといいますと、常時５０万キロ送り出していれば、１

００万キロの発電所を停止しても５０万キロ逆に受電するとプラス・マイナス・ゼロにな

ると。そのために、常時、北本連系線を使って事故対策で本州に電力を送電し続けている。 

 それをやらないと、緊急停電したときに大停電が起きますので。その北本連系線という

のは、例えば、１回線３０万キロ流した状態で損失が８．４％出ます。今、２回線、６０

万キロを使った状態で５．６％ぐらいの損失になります。こういう損失を発生させている
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ものに本州へ大量な電力を送電し続けると、こういうコスト計算というのはちゃんとやら

ないといけない問題です。 

 あと、日本経済新聞の９月３日付、コスト削減へ東電が有識者委員会を設ける、専門組

織を設けると書いてあります。ここでは、重要な検討課題がいろいろ載っておりまして、

ぜひ北海道電力もこういうことをもう既にやっていなきゃいけないことだろうと思います

ね、大幅な電気料金値上げの前に。 

 まだちょっと時間がありますか。時間になりましたか。 

 それでは、これで、もし質問がございましたら、お受けしても構いませんが。 

○安念委員長 

 そういうふうには考えておりませんでしたので、せっかくではございますが、どうもあ

りがとうございました。 

○熊木陳述人 

 ご清聴、ありがとうございました。 

○安念委員長 

 ２５番の熊木さんのご意見を拝聴いたしました。 

 それでは、２６番の水谷貞夫さんにお願いをいたします。 

○水谷陳述人 

 それでは、私は水谷と申します。江別からはせ参じました。 

 私は、無職で、年金受給者で、毎日が日曜日になりまして７年目に入ります。そろそろ

ぼけが始まったかなと自分で思っております７４歳の者でございます。よろしくお願いを

申し上げます。 

 意見の概要に従いましてお話をするわけでありますけれども、このような公聴会に出席

して意見を述べるということは初めてで、非常に緊張してございます。途中、失礼な点が

あろうかと思いますけれども、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 さて、この公聴会で自分の意見を表明できるという機会を得たことを幸せに思いつつ、

私の意見をまとめた次第であります。 

 六つにまとめておりますけれども、逐一、原稿をお読みしながら説明にかえさせていた

だきたいと思います。 

 なお、これからの話には敬称を省略させていただきますので、よろしくご理解をいただ

きたいと思います。それから、配付されている概要の一部に変わっている部分があります

が、その時点でご説明もいたしますので、ご了解をいただきたいと思います。 

 さて、まず、第１に、北電は原発に頼り過ぎているということでございます。 

 北電は、全国の電力会社中原発依存度４４％と一番高い会社で、国は原発を可能な限り

減らすべしという基本方針からすると相入れないものがあるのではないかと、こう思って

ございますし、昨年の道民意識調査でも泊原発再稼働に６６％の方が反対していると。こ

れは何人かの方がお話をしておりますけれども、そういうことであります。 
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 さらに、泊原発建設時には、道民の大半が反対の中、建設を進めたわけであります。し

かも、原発ごみの安全な最終処分方法が見つかっていない現在、原発を動かすことは将来

に危険を先送りするもので、極めて会社としては無責任ではないかと。私は、そういうよ

うなことから、認めるわけにはいきません。 

 しかし、北電が他の電力会社の先鞭を切って危険極まりない原発を廃炉にするという前

向きな再値上げ案なら考えの余地があるんでないかと、こう思っております。しかしなが

ら、現状では認めるわけにはいきません。 

 二つ目は、原発の生産コストは本当に安いのかということです。 

 北電の話では、原発が再稼働になれば、料金を値下げいたしますと明言しています。と

すれば、将来、廃炉するであろうその時点から廃炉にかかる費用や使用済み核燃料の処分

費用、これらも何らかの形で我々が負担することになるのかということでありますし、ま

た、福島のような、事故が起きたら、その費用も税金、あるいは、料金で我々が負担する

ことになるんではないかということであります。 

 さらにまた、原発建設費に我々国民の税金が多額の補助金として投入されているわけで

す。これらの費用を、コスト計算すると、原発の生産コストは、むしろ他の電力より高く

なるのではないか、こう思ってございます。現在、この点は明らかになっておりません。

生産コストの正しい比較ができません。このことは、原発を推進してきた国も国民に示す

べき責務があるわけで、この点、国、北電さんはともに不誠実ではないかと、こう思って

いるところであります。 

 三つ目でありますけれども、独占企業としての自覚が足りないということです。 

 本道においては、中小零細企業や農業者が多く、これらの企業の競争力は弱く、２２％

強の料金の値上げは経営に大きなダメージを受けるんではないかと、こう思ってございま

す。廃業も考えざるを得ない企業も出てくるのかと危惧しているところであります。 

 このように、北海道経済に本当に大きな打撃を与えることを知りつつ、大幅な再値上げ

申請をしたことは、独占企業者の行為として極めて無責任ではないかと言わざるを得ませ

ん。 

 また、オール電化住宅を推進してきた北電でありますけれども、その話に乗って建設し

たオール電化住宅者の電気代の負担というのは、本当に大きいものがあるんではないかと

いうことでございます。そんなことを知ってか知らずか、北電は地域の企業として、地域、

道民とともにこの苦しみを分ち合おうという態度はみじんも感じられないわけです。 

 そして、値上げに踏み切ろうという独占企業の傲慢な態度、これには怒りを禁じ得ませ

ん。 

 四つ目ですが、ちょっと修正がありますけれども、修正したのを読んでいきますが、経

営収支の悪化を原発再稼働の見通しの甘さや経営者責任などを反省することなく、原発再

稼働を早くされたしと言わんばかりの言動はいかがなものかということ。 

 経営が赤字だから値上げしかないという態度、原発再稼働を今年６月と設定した見通し
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の甘さ、経営収支改善対策の努力の不十分さを棚上げしながら、原発再稼働を早くせよと

の社長の記者会見の態度を道民は受け入れることはできないんではないか、こう思ってご

ざいます。 

 五つ目でありまして、これも若干かかわってございますが、技術革新や経営刷新の努力

や反省はなきに等しいということでございます。 

 原発再稼働ありきで全てが解決の考え方で、企業として先を見据えた風力、太陽光、水

力や家畜ふん尿などのバイオマスなどの自然エネルギーなどを活用した、将来的に安価で

安全な電力生産、活用の工夫や研究が、北電さんは形としてやっているのか、見えてきて

ないんですね、我々には。むしろ、大規模自然エネルギー活用電力の買い入れを拒否され

たとの話で、全く企業としての正しい経営理念が見えてきておりません。もう少し真面目

で真剣な企業であってほしいものです。 

 六つ目でありますけれども、コスト削減努力が極めて不十分であるということでありま

す。 

 前段と重複する点もございますが、役員報酬、人員の検討、株式配当の検討、あるいは、

遊休資産の処分、経営効率のよい発電施設の活用や社員給料の検討などなど、企業は、あ

りとあらゆる経費の見直しを検討しながら無駄と効率を図らなければならないのは当たり

前のことであります。 

 北電は、これらの経営刷新の見直し、検討を真剣に行ったように見えません。赤字だか

ら料金の値上げしかない、我々利用者へ負担をさせようとの態度であります。 

 夕張市の鈴木市長は、月給二十数万円で生活をしているとかと聞いてございます。社長

以下の役員の責任はどうなるのかということでありますが、確かに、昨年の値上げ時に役

員１名を減らし、報酬も大幅に減額したとの説明であります。それでも、年間１人２，０

００万円の高所得。現状の厳しい経営状況の中、まだまだ手ぬるいと思います。 

 昨年９月に値上げをし、１年もしないうちに大幅に再値上げをするということは、会社

の経営の見通しの甘さ、厳しい経営状況判断を下したときに、この程度の経営努力なのか

との思いでいっぱいであります。 

 まず、社長を初め、役員のさらなる報酬の大幅な減額か、無給にし、なおかつ、不十分

であれば役員数の再検討、株式配当の検討、そして、社員に協力を願うというのが筋だと

思いますが、いかがでしょう。 

 私は、以上のことから、現状では、今回の再値上げは認めるわけにはいかないとの結論

であります。 

 以上、私の意見陳述を終わります。 

 なお、質問でありますけれども、先ほどもお話ししたとおり、原発は、国は可能な限り

減らして将来的にいくということでありますけれども、北電さんも、今、どういうような

原発の位置づけをしているかということ、それから、もう二つですけれども、自然エネル

ギーですね。安価で安全な自然エネルギー、この研究開発というか、そういったことを具
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体的にやっているのか。やってるんであれば、その状況をお話しいただきたい。 

 それから、諸経費の見直し検討を十分にやったように受け取って私はございません。こ

れをちょっと詳しく説明いただければと、こう思っております。 

 以上です。 

○安念委員長 

 お願いいたします。 

○酒井取締役副社長 

 三つご質問をいただいたと思っております。 

 一つは、原子力の位置づけ、将来、どうしていくのだというご指摘かと思います。 

 泊発電所１号機が営業運転をしてから２５年たってございます。平成元年に運転してお

りますので、ちょうど２５年ということで、全国的に見ますと、非常にまだ年数の経って

いないプラントでございます。こちらについては、最大限、安全性確保を大前提として活

用していくということで考えていきたいと思っております。 

 それと、自然エネルギーについてどういった研究をやっているのかということでござい

ますが、お手元にお配りしております資料の後ろのほうに―済みません、急いで話しま

す。後ろのほうに、風力、太陽光、バイオマス発電、家畜系バイオマス発電、それぞれに

ついて、蓄電システムですとか、北本連系設備を活用した試験ですとか、そういったもの

について取り組んでいる姿を書いてございますので、ご覧いただければと思います。 

 それと、諸経費につきましては、今後とも最大限の経営効率化に努めてまいりたいと思

っております。 

 以上です。 

○安念委員長 

 どうもありがとうございました。２６番の水谷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。 

○水谷陳述人 

 大変どうもありがとうございます。 

○安念委員長 

 それでは、番号が前後いたしましたが、２１番の本間靖敏さんにお願いをいたします。 

○本間陳述人 

 私は、北海道ぎょれんの本間と申します。 

 きょうは、全道の漁業者の立場でご意見を申し上げたいと思いますので、よろしくお願

いをいたします。 

 まず初めに、北海道の漁業でございますけれども、全国の水揚げの約４分の１を占める

ということで、１３０万トン、金額で言うと３，０００億円近い水揚げをしてございます。 

 北海道はもとより、全国の消費者に安全・安心な新鮮な魚をお届けしているということ

で、我々漁業者は非常に重要な使命を持っているというふうに認識をしております。 
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 北海道は、沿岸が非常に長くて、海岸線それぞれの地域に漁村があって、その中で地域

経済を支えるということで漁業者は中核的な役割を果たした上で大切な水産資源を守り、

育て、さらには海の環境保全にも努めているところでございます。 

 しかしながら、全国の４分の１を揚げるといっても、最近、非常に海の環境が変化をし

ておりまして、特に、北海道、日本海の資源が減ってきているということと、これはどこ

の企業さんも同じですが、燃油高騰ということで、原油の高騰により、資材も高くなり、

非常に漁業経営というのは厳しい状況に追い込まれております。コストがふえている中で

魚価は上がらないということで、なかなか水産業も非常に厳しい状況になってきていると

いうところでございます。 

 安倍政権になってから、アベノミクスにより、我が国経済は好転しつつあるということ

でございますが、まだまだ企業収益が雇用者に還元されていないことから、国内消費も上

向かない、地域にまでまだまだ経済効果が波及してない中で、水産物というのは、まだま

だデフレの影響を受けて、消費が伸びていないということであります。特に福島第一原発

による風評被害が私ども北海道の漁業にも大きく影響しておりまして、特に、韓国へのス

ケソが生鮮で一切輸出できなくなったということは、非常に、原発の影響というのが漁業

にも大きな影響を受けているということで、依然として消費低迷の中で漁業経営は苦しい

経営を余儀なくされているところでございます。 

 こうした状況の中で、先般、北電のほうから大幅な電気料金の値上げが提案され、昨年

の９月にも１１％値上げをされたばかりで、２年連続の値上げということは、私ども水産

業界にとっても非常に大きな影響があります。特に、今回は約２倍の値上げ率ということ

で、余りにも２年続けての値上げは拙速かつ非常に理不尽な対応で、私ども漁業者にとっ

ても大きな影響を受けざるを得ないということになってございます。 

 北海道は、皆さんもご承知のとおり、アキサケ、サンマ、イカ、ホタテといった非常に

旬の季節に集中して大量水揚げをする魚種が多く、できるだけ生鮮による流通で皆様方に

新鮮な旬の幸をお届けしたいということもございますが、全てが生鮮で消費されるわけで

はないので、大量に揚がった魚介類については、一旦冷凍保存、あるいは加工処理を行っ

て冷蔵して製品供給を行うということが必要であります。さらに加工場で安定的にいろい

ろな水産物の製品をつくって供給しているわけですけれども、そのためには、冷凍加工と

いうことで非常に電気が必要になってきます。当然、生鮮流通についても、今、生鮮氷と

いうことで、新鮮なお魚を届けるためには氷が不可欠になります。これをつくるのにも多

大な電力が必要になるわけで、我々、やはり、凍結保管施設を持っている漁協あるいは加

工場にとっては、電力というのは不可欠なエネルギーということになっていまして、非常

に、値上げについては、経営上、大きな影響が出てくるということでございます。 

 私ども漁業は、特に水産業は電力への依存が大きいということで、コストに占める電気

料金も非常に他産業に比べて大きいというふうに思ってございますので、今回の値上げに

ついては、非常に看過できないという状況でございます。 



 - 94 - 

 昨年の値上げに続けて、今年また値上げされるということであると、もう明らかに、我々

漁業者、水産業のコストアップにつながることは避けられず、これが普通の企業、工業製

品であれば、転嫁をして価格に反映するということもできるのでしょうけれども、水産物

につきましては、卸売市場で競りあるいは入札ということで、そのときの市場流通の市況

によって値段が決められるので、特に最近は、スーパー、量販店等で末端価格が例えばサ

ケ一切れ１００円ということで、それ以上高くするとなかなか売れないことになり、いわ

ゆる川下からの値段決定がされてる中で、なかなかコストが上がったからといって、製品

価格にその分をオンして、転嫁して製品価格を上げるということができない状況になって

います。 

 これは、平成２０年のときの燃油高騰のときにも同じ説明をさせていただいて、油が上

がったときには、だからといって、油代が１０円上がったので、その分、魚を１０円高く

買ってくださいというふうには言えないわけですね。非常に、我々は、そういった産業構

造の中でいかにコストを下げるかということを考えて、消費者にできるだけ安く新鮮な魚

を届けたいということで努力をしております。 

 一方、北電は、独占企業ということもあって、同じように原油価格が上がり、燃料が上

がれば、当然、火力発電もコストが上がるわけですから、その分を企業努力で本来抑える

べきところを、再値上げということで簡単に価格転嫁してしまうということは、非常に私

どもにとっては考えられない状況で、一般の企業でもなかなかそんなに簡単に値段に転嫁

するということはしないと思うのですが、北電さんは、昨年に続き、今年もそういうこと

で転嫁をするということで、非常に納得のできない思いでおります。 

 昨年も、私ども水産業は同じように直接北電さんに出向いて、当時の副社長さんに水産

業の窮状を訴えて、お願いをしてきたところですが、全くその要望は受け入れられずに、

昨年、値上げがされた。そして今年もまた同じような状況になってるということで、ぜひ

とも、我々、漁業者があらゆるコスト削減をして経営努力をしてることを考えていただい

た上で、我々漁業者は省エネ漁業にも今一生懸命取り組んで、なるべくエネルギーを使わ

ない省エネの漁業ということをみずから取り組んでおりますので、北電さんにも、何とか

そういった努力もさらに取り組んでいただいて、やはり、こういった値上げが我々漁業者

を苦しめないように努力をしていただきたいというふうに思っております。 

 非常に、漁業者、いろいろな漁業をやっておりますけれども、本当に漁家経営というこ

とで、家族経営でやってる漁業者も非常に多いので、こういった電気料金の値上げがすぐ

漁業経営の存続危機につながるということで、このままいくと、油も高い、電気料も高い

ということになると、我々地域の漁村を支える漁業者がいなくなってしまい、漁村の崩壊

にもつながりかねないということで、非常に地域経済に及ぼす影響も大きなものがあると

いうふうに危機感を感じてるところでございます。 

 今回の北電の値上げにつきましては、十分な企業努力をまだ果たした結果とは私ども到

底受けとめがたく思っておりまして、納得できません。もっともっと企業努力をしていた
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だいて、やはり、いろんな知恵を出して、できるだけ我々利用者に負担がかからないよう

な方法をとっていただきたい。 

 例えば、東京電力については、ほかの方もおっしゃってたかと思いますが、今、中部電

力あるいは関西電力と手を組んで、燃料コストの圧縮に向けた共同仕入れなど、非常にい

ろいろな新しい会社のあり方ということを検討しているようですので、ぜひとも、そうい

った企業努力をして、発電と送電部門の分離とか、再生可能エネルギーの分社化等々、新

たな取り組みにも取り組んでいただきたいということで、あらゆる手だてを講じて、やは

り、電気料金の値上げは一番最後だということでやっていただきたいというふうに思って

ございます。 

 私どもは、先ほど申し上げたように、９月、ちょうど今まさにサンマが揚がり、アキサ

ケも揚がり、非常に１年で一番忙しい時期で、浜もにぎわっております。本当に活気づい

て魚を揚げてるわけですけれども、この１カ月の電気使用量が年間一番多くて、電気料も

一番高く、冬の１月、２月、３月はそれほど電気使わないわけですが、結局、今の契約内

容では、一番高いときの値段が、結局、年間の料金に反映されるという、いわゆる最大需

要電力値というデマンド方式ということになっておりまして、年間一律高額の料金を払わ

ざるを得ない状況になっているということで、これは昨年も要望を申し上げたのですが、

何とか一時期だけの高い料金で設定するのではなくて、やはり、年間稼働の中で、周年の

平均的な事業モデルというようなことでの合理的な契約内容を検討していただきたいなと

いうふうに思ってございます。 

 私ども漁業者は、引き続き、新鮮な魚を皆さん方に供給するために一生懸命コスト削減

の努力をしてまいりますので、ぜひとも、北電におかれましては、今言った徹底した経営

コストの削減と電気料金の値上げは見合わせるということ、それから、年間の電力総使用

量、実績を勘案した上で、やはり、実態に合った契約電力ということを何とか検討いただ

いて、できるだけ産業に影響の起きないような電力需給制度を進めていただきたいという

ふうに切にお願いをして、私の意見陳述とさせていただきます。 

 以上で終わらせていただきます。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 １問ぐらいでしたらご質問をいただく時間もあろうかと思います。 

○本間陳述人 

 それでは、今言ったデマンド料金のことで。 

○安念委員長 

 どうでしょう。この審査の対象ではございませんけれども。 

○相馬取締役常務執行役員 

 貴重なご意見をどうもありがとうございました。 

 今ご指摘のデマンド方式の料金、実量制契約という言い方で言っておりますけれども、
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当社は、お客様が年間を通じて最大限に電気をご使用される際でも支障なくいつでも電気

をお届けできるというように設備を施設しているというところでございます。 

 この設備につきましては、いわゆる年間最大、１年間で最大使うのに合わせて設備を施

設しているということで、これを基準に契約電力を決めておりまして、この契約電力をも

とに基本料金をいただいているところでございます。この考え方につきましては、例えば、

ご家庭で、アンペア制契約で１０アンペア、２０アンペアという形で最大使える部分で契

約を決めているという、いわゆる電気の契約の基本的な考え方に今なっているところでご

ざいます。 

 この考え方につきましては、例えば、自由化のお客様におきまして、当社の配電設備、

送電設備を使った場合の料金、いわゆる託送供給約款におきましても、同じようなルール

で設定されているというところでございまして、当社といたしましても、設備に対してお

客様にご負担いただく考え方につきましては、この考え方が妥当であると今のところ考え

ております。 

 そういうことで、本要望につきましては、直ちにお答えいたしかねるところではありま

すけれども、将来にわたりまして、料金メニュー等において、何らかの工夫の余地がない

かということも含めまして、多様な視点から検討は引き続き継続してまいりたいと思いま

すので、ぜひご理解賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○安念委員長 

 本間さんからすれば、そんな説明は百も承知の上だよとおっしゃりたいところでござい

ましょうね。 

○本間陳述人 

 はい、そのとおりでございます。 

○安念委員長 

 ありがとうございました。 

 ２１番の本間さんの意見陳述を拝聴いたしました。 

 それでは、ご都合が悪くてご欠席になった方もいらっしゃいましたが、これで意見陳述

を終えたいと存じます。 

 最後に、本日出席しております電気料金審査専門小委員会の委員から、午後の部の後半

の６名の方についてでもよろしいですし、それから、午前中からの全体についてでも結構

ですので、印象に残ったことなどについて、ごく簡単にコメントをいただければと存じま

す。 

 それでは、梶川委員からお願いしましょうか。 

○梶川委員 

 委員の梶川でございます。 

 午後の後半の部６人の陳述人の皆様、非常に有意義なご意見をいただきまして、ありが

とうございます。 
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 私ども、今後の審査にできる限り皆様のお考えを生かせる範囲の中になりますけれども、

生かさせていただければと思います。 

 やはり、そのような中で、今回、午後お聞きした中では、最後にお聞きしたということ

もございますけれども、北海道の一番の基幹的な産業である水産業の、やっぱり、産業構

造のコスト構造の特性から、本当にこれが重要な経営圧迫要因になられるということは、

午前中、また午後も１番でもお話になっていたんですけれども、本当に印象深く感じられ

るところでした。 

 やっぱり、こういう事態になりますと、本当に北電の経営の効率化の努力がどれぐらい

進捗されているのかということについて、私どもも皆様方とともに、これは全項目が審査

の対象になるのではないということの制約の中なんですけれども、ご説明をまた聞かさせ

ていただくと。午前中からの意見と重複しますが、それはすごく切実に感じるところでし

た。 

 その中で、大島さんが進捗のスピード感ということをおっしゃられていて、これは非常

に印象深く、やはり、暫時、改革を進めていかれるということではなくて、そういう意味

では、スピード感を持ってというのは、非常に重要なことなんだろうなという気がいたし

ました。 

 また、これは、稼働についてのご意見というのはいろいろあるんですけれども、原発が

稼働した場合の値下げをどのようにお考えになり、また、お約束いただけるんだろうかと

いうご意見をまたこれも大島さんがされておられました。この値下げについてのコミット

メントのような形というのは、これも今回の審査でそのことを直接的に語れることである

のかないのか、非常に難しいところだと思うんですけれども、そういった皆様のご懸念と

いうのもご説明を伺っていければなという気がいたしました。 

 あと、トータルで申しますと、これは午前中、午後ずっとなんですけれども、やっぱり、

原発というものの考え方、この考え方にそれぞれのお考えがあるんですけれども、やはり、

こういう基本的な将来への展開というものを前提に値上げという事態に考えていかれたい

という消費者のお気持ちというのは痛いほどわかるということで、この自然エネルギーへ

の転換等があるのであれば、値上げも一緒に考えていっていいというようなご発言をされ

た方もおられたと思いますし、これもここでこの中期の、短期というか、今、審査の対象

ではないんですけれども、やっぱり、多分、こういった将来展開というものが非常に皆様

方にとって大きな意味を持たれるのかなというような気がいたしました。 

 最後に、熊木さんがお勤めになっていたお立場で、非常に現場の専門的な知見の中で、

この電力システムの改革というものまで言及されて、これも一つの将来への転換に対して

北電さんがどういう思いを持たれているかという、非常にこちらは勉強させていただいた

わけでございますけれども、そういったことも含めて、非常に参考にさせていただける陳

述だったと思います。 

 本当にありがとうございました。 
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○辰巳委員 

  審査委員の辰巳でございます。よろしくお願いいたします。 

 最後ということで、全体のことも含めてではあるんですけれども、私がまず一番感じた

のは、電力事業はよくご存じの熊木さんがお話しくださった内容で、これは厳しいことを

おっしゃっているんだけれども、やっぱり、後輩に対してこうあってほしい、そして、２

年先に迫った電力自由化の波の中で本当に生き残ってほしい、荒波にさらされてもちゃん

と残ってほしい、そのためにはこうしたほうがいいんだというふうなご提案だったという

ふうに私は思っておりまして、それは、本当に北電さんは重く受けとめていただきたいな

というふうに思いました。 

 それから、水谷さんを初め、皆さん、陳述人の方々がおっしゃったこと一つ一つそのと

おりと私は思いながら、同意しながらお聞きしておりました。 

 何よりも、２７年度までの期間の短期の料金のことの今回は審査ではありますけれども、

今、梶川先生もおっしゃったんですけれども、道民の方は、もっともっと長期を見て、そ

してお話しなさっていたなというのが物すごく印象的なんですね。だから、そういう意味

では、北電さんもそれをきちんと受けとめて、納得のできる値上げ率なり、長期展望なり、

経営方針なり、そういうことをきちんと丁寧に説明する必要があると私は思っております。 

 それで最善の努力をして、それが見える形の経営であれば、やっぱり、お互いに痛み分

けという単語も出てきたかと思うんですけれども、やむを得ない場合もあるということで

聞いてもらえるというふうに思っています。 

 消費者の目というのは非常に厳しいです。私も消費者の代表としておりますけれども、

齋藤さんが言われた、あんな目立つ本社ビルが何だというふうな気持ち、私もとってもよ

くわかります。それからまた、浜舘さんでしたか、原発の広告がいっぱい出ているじゃな

いかとか、そういうふうな一つ一つを皆様がきちんと見ているというところをしっかりと

受けとめていただきたいなと。そして、そういうことも全部考えた上で、いわゆるお客様

とのコミュニケーションを真剣にきちんとやっていかなければ、本当に納得していただけ

ないんだということを重く受けとめていただきたいというか、そういうふうな結果が出る

ように私たちも見ていかなきゃいけないんだなというふうに思っております。 

 消費者だけではなく事業者の方たちも本当に真剣でした。それを、私は間をつなぐわけ

ではないですけれども、地域密着型の北電さんに、きょうのコメントとしてすごく感じた

ということをお伝えしたいなというふうに思いました。 

 以上です。 

○永田委員 

永田でございます。 

 本日は、非常に貴重なご意見を賜りまして、まことにありがとうございます。 

 皆様の意見を今後の審査に反映させていただきたいと思います。 

 その中で、最後の６名の皆様のご意見の中で、今回は２度目の値上げということで、非
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常に厳しいご意見が多かったことを改めて、強く感じました。 

 それから、これは前から言われていますけれども、地域独占であるということです。こ

れは、消費者として事業者を選択できないという地域独占であることに対して北海道電力

さんがどう自覚しているのかというポイントです。また、今回の値上げの幅も大きいとい

うことも重なっているので、審査の中で皆様のご意見を反映していかなければならないと

認識した次第でございます。 

 それから、さらに厳しい意見として、齋藤さん、熊木さんから、ある意味では、破綻す

るような状況で一般企業であれば、経営者としてどういうことを考えて対処するかという

指摘も非常に重い意見と我々は捉えました。 

 したがいまして、今後の審査におきましては、消費者の方のご意見を反映した上で、今

後の料金審査に取り組んでいきたいと思っております。 

 本日は、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。 

 以上をもちまして、予定されておりました陳述人の方々の意見陳述人は全て終了いたし

ました。 

 本日の議事進行人として、また、電気料金審査専門小委員会の委員長として、この際、

一言、御礼を申し上げます。 

 まず、何よりも、陳述人の皆様には、ご多用な中、さらには、たまたま数十年に一度と

いう豪雨の中、しかも、全く手弁当でご出席をいただきまして、大変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。 

 皆様から拝聴いたしましたご意見を踏まえまして、今後の議論を深めてまいりたいと存

じます。 

 また、傍聴の方々、さらには、プレスの皆様にも、長時間にわたり、公聴会の円滑な進

行にご協力をくださいました上に議論によく耳を傾けていただいたことに心から御礼を申

し上げます。 

 それから、終始、非常に困難な内容の答弁に努めていただきました酒井副社長を初め、

北海道電力の幹部の皆様方、それから、下世古調整官を初めとする経済産業省の諸君にも

御礼を申し上げます。 

 それから、秋葉局長を初めといたしまして、北海道経済産業局の職員の皆様、さらには、

関係機関の方々には、本公聴会の円滑な設営及び運営に非常に行き届いた多大のご尽力を

いただきました。このことにも心から御礼を申し上げます。 

 本当に皆様、ありがとうございました。 

 それでは、議事進行を議長にお返しいたします。 

○伊藤電力市場整備課長 

 ありがとうございます。 
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 議長の伊藤でございます。 

 冒頭に申し上げたとおり、本公聴会につきましては、資料２にお配りしております電気

事業法の施行規則第１３４条に基づいて開催されております。 

 第９項におきまして、公聴会の期日、場所を変更した際におきましては、議長は公聴会

に出席を求められたものに通知しなければならないと、このように規定されてございます。 

 昨夜から大雨の状況がございましたけれども、本日朝の時点で判断をいたしまして、急

な変更通知は実務上難しく、逆に、相当数のご出席をいただけるものと見込まれたため、

本日、開催させていただきました。 

 幸いにしまして、２６名中２２名の方にご出席をいただきました。どうもありがとうご

ざいます。 

 なお、同規則第７項におきまして、仮に何らかの事情により出席予定であり、かつ、公

聴会に出席することができないときは、意見を記載した書類を議長に提出することができ

ると定められておりまして、ご欠席の方からは別途それぞれご意見を頂戴することとなり

ます。 

 いずれにしても、本日は、陳述人の方々、そして、傍聴人の方々、料金審査専門小委員

会の先生方、本当にありがとうございました。 

 本日頂戴したご意見を踏まえまして、今後の電気事業法に基づく審査を進めてまいりた

いと考えております。 

 

  ６．閉  会 

○伊藤電力市場整備課長 

 それでは、これをもちまして公聴会を終了いたします。 

 どうもありがとうございました。 

                                  以  上   

 


