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中部電力株式会社による 

電気料金値上げ認可申請に係る公聴会 

 

平 成 2 5年 1 2月 2 6日 

9 : 0 0 ～ 1 6 : 0 0 

名 古 屋 国 際 会 議 場 

1号館 141- 142会議室 

（午前９時開会） 

 

１．開会 

○議長（片岡課長） 

おはようございます。定刻となりましたので、ただいまから、中部電力株式会社による

電気料金値上げ認可申請に係る公聴会を開催いたします。  

 公聴会の開催に当たりまして、中部経済産業局長の山本雅史よりご挨拶申し上げます。  

２．中部経済産業局長 挨拶 

○山本中部経済産業局長 

 皆さんおはようございます。本日は、お忙しい中、中部電力による電気料金値上げ認可

申請に係る公聴会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。  

 本年の10月29日に中部電力から、現行の規制部門の電気料金を平均 4.95％引き上げる料

金認可申請が提出されました。 

値上げ認可申請につきましては、中立性、客観性を確保しつつ、外部専門家の知見を取

り入れるために、総合資源エネルギー調査会の電力・ガス事業分科会電気料金審査専門小

委員会で審議を行っていただいております。  

 本日の公聴会は、電気事業法に基づく審査プロセスの一環として、広く一般の皆様方の

ご意見を伺うことを目的に開催するものでございまして、本日は、 20名の意見陳述人の方

からご意見をいただく予定になっております。 

 本日は、専門小委員会の委員にも会場にお越しいただいておりまして、陳述人の方々か

らのご意見を直接聞いていただく極めて貴重な機会であると認識しております。  

 また、公聴会の進行につきましては、専門小委員会委員長の安念先生にお願いをしてお

ります。 

陳述人の方からご意見をいただくに当たりましては、持ち時間の範囲内で、経済産業省

や中部電力との質疑応答も行います。 

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

いたしまして、審議に反映させていただきます。 

 また、いただいたご意見への回答につきましては、後日、公表する予定となっておりま

す。 
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 本日は、忌憚のないご意見をどうぞよろしくお願いいたします。  

○議長（片岡課長） 

 ありがとうございました。  

 

３．議事進行について 

○議長（片岡課長） 

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

ギー庁電力市場整備課長の片岡と申します。どうぞよろしくお願いします。  

 本公聴会は、中部電力の電気料金値上げ申請に係る審査プロセスの一環としまして、電

気事業法第108条に基づき、広く一般の意見を聴くことを目的に開催するものです。  

 運営方法や手続につきましては、電気事業法施行規則第 134条に定められております。  

 関係の規定につきましては、お手元の資料２にございますので、ご覧いただければと思

います。 

 今回の公聴会に当たりましては、経済産業省に対し20名の方から意見陳述の届出をいた

だきました。そのうち全員の方が陳述人として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賜りたい

と考えております。 

 また、本日は、申請者である中部電力から、水野社長以下ご出席いただいております。  

さらに、電気料金審査専門小委員会の委員にもご出席いただいております。  

簡単にご紹介いたします。 

梶川委員です。 

辰巳委員です。 

永田委員です。 

松村委員です。 

山内委員です。 

なお、委員の先生方には、区切りのよいところでコメントをお願いしたいと思います。  

本日のスケジュールにつきましては資料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きましたご意見の概要につきましては資料６

に記載しておりますので、ご参照ください。  

 これから陳述人による意見陳述に入りたいと思いますけれども、議事進行の中立性を高

める観点から、進行は、電気料金審査専門小委員会の安念委員長にお願いしたいと思いま

す。 

 なお、議事進行人は陳述人による意見陳述の円滑を図るため、通常の議事進行、持ち時

間の案内でございますとか質疑応答の議事進行、静粛な議事を保つための注意喚起などを

行います。 

 円滑な議事進行が困難と議事進行人が判断した場合には、議長に要請の上、議長に議事
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進行を差し戻すことができます。 

では、以後、安念委員長に議事進行をお願い申し上げます。  

○議事進行人（安念委員長）  

皆様おはようございます。本日の議事進行人に指名されました安念と申します。経済産

業省の有識者会議であります電気料金審査専門小委員会の委員長という立場で今日の議事

進行人に指名された次第でございます。本日はどうぞよろしくお願いをいたします。  

 

４．公聴会についての注意事項 

○議事進行人（安念委員長） 

 それでは、お手元の議事次第に従って進めてまいります。  

 お手数でございますが、お手元にあります議事次第というのをご覧いただけますでしょ

うか。 

 まず、皆様にお願いをしなければならない事項がございますので、資料３をご覧いただ

けますでしょうか。 

 ここに書いてあるとおりでございますが、大切なことでございますので、読み上げさせ

ていただきます。 

 まず、意見陳述人の方々へのお願いでございます。  

 意見陳述は、あらかじめ届出があり、大臣から指定された方以外の方はできません。  

 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、これを補足すること

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

 本日は、中部電力株式会社の電気料金値上げ認可申請を含む、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、経済産業省または中部電力にご質問いただくことが可能です。 

 これは、質疑応答を含めてお１人15分という時間でございますので、その点、何とぞお

心にとめていただければ幸いでございます。  

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

時にベルを３回鳴らしますので、これらを目安に陳述を進め、制限時間内で陳述を終える

ようにお願いをいたします。 

 陳述開始から申しますと、10分でベルが１回、 14分で２回、15分で３回鳴るという、こ

ういう仕組みになっております。 

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

の陳述人からの陳述が全て終わっても席におられない場合には、意見を述べないとみなさ

れる場合がありますから、ご注意ください。  

 次の陳述順の方は、控席にてお待ちください。 

 次に、傍聴人の皆様へのお願いでございます。 
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 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にご注意ください。ビラを

配るなどの行為も認めておりません。 

 会場内は禁煙です。飲食もご遠慮願います。 

 休憩時間等に会場外に退出し再入場される場合は、受付の際に渡されたカードホルダー

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

却ください。 

 その他、公聴会に関しては、議長及び係員の指示に従うようにお願いをいたします。  

 お願いは以上でございます。  

 

５．陳述人による意見陳述 

○議事進行人（安念委員長） 

 それでは、早速陳述人の方の意見陳述をお願いすることにいたします。  

 お名前等の読み違いがありましたら、誠に申しわけありませんが、その場でご訂正をい

ただければ幸いでございます。 

 １番目に予定していました方がやや遅れていらっしゃいますようですので、恐縮でござ

いますが、本来２番にお願いをいたしました東地睦郎さんにお願いしてよろしゅうござい

ましょうか。 

 東地さん、ではよろしくお願いいたします。 

○意見陳述２番 東地 睦郎 氏 

 皆さんおはようございます。東地睦郎でございます。今、説明がありましたように、簡

潔に申し上げたいと思います。 

 私は、もちろん愛知県民、中部電力のファンでございます。意見内容としまして、中部

電力さんがエネルギー、皆さんご存じのようにエネルギーは一番大切なものでございます。

まず１番に、中部電力さんがなぜこの時期に値上げをする検討に入っておるのか、これが

１番でございます。 

 ２番目に、電気料金と原子力発電所との関係、内容はいろいろありますけれども、非常

にこれについても、時間があり次第、意見を述べさせていただきたいと思います。  

 決して中電さんの足を引っ張ることは一切ございません。  

現在、国内の地方経済は、大変な時期にかかっております。特に高齢化社会がここ 10年

で80、90、100の時代がまいります。このことについても申し上げたいと思います。  

大変生活が苦しい人がございます。値上げは、経済状況を十分考えた上でお願いしたい

と、こういうことをうたっておるわけです。  

１つ目、特に中部電力さんの関連企業がもう少ししっかりとひとつやっていただきたい。



－5－ 

これをつくづく私の人生から見ても考えております。しかし反面、しっかりやってくれて

おるところもございますので、中部電力さんの資金の、もちろん決算報告書、そういうも

のは十分私も勉強させていただいておりますけれども、やはり利益の使い方というものを

十分検討した上で、ひとつ情報公開等も十分やっていただきたいと思っております。  

中電さんが値上げすると、低所得層、この方が非常に苦しい。非常に所得においても格

差の差が、力のある方、力のない方、非常に皆さんご存じのようにあるわけです。そのこ

とも大体わかっていただけると思います。  

私は、中電さんの課長さん方とも親交のある方もございます。情報交換等も十分、特に

東海４県下、愛知、岐阜、三重、静岡、こういう方とのやっぱり情報公開も十分やった上

で、ひとつ、我々どうしても必要であるならば、やはり県民・市民も十分賛成できると思

いますけれども、その点についても少し述べさせていただきたい。  

この点につきまして、少し時間のある限り話をさせていただきたいと思います。  

１つの中部電力さんが現在、消費税問題、それからいろんな形がございます。そういう

時期にこういう公共料金を上げられますと、どんどんと物価が上昇いたします。なおさら

皆さんご存じのように、生活の苦しい人は大変なのです。中にやはり電気料金の納められ

ない方、こういう方は大変だと思っております。 

私も愛知をよくする会の一員としまして、本当に真剣に体を張って仕事をしておる方、

本当に収入200万～300万で家賃を払って大変なのです。そういうこともしっかりと、中電

さんだけではなくして、ほかの公共料金もそれに並んでくるのではないかと、非常に苦し

いわけです。 

それから、確かに原子力の問題とはこの場は違いますけれども、やはり関連が出てまい

ります。私たち真剣に毎日生きている限りは、やはり皆さんと一緒で、真剣に考えるわけ

です。この原子力の問題につきましても、こういう場で私は、必要であれば、一度にとめ

ちゃうと大変な日本になってしまいます。中電さんだけじゃないのです。中電さん、関西

さん、東京さん、いろんな会社がございます。こういう面もよく考えて今日は話をさせて

いただいているわけですけど、本当に原子力については、やはり私は徐々に徐々になくし

て、それにかわるべきエネルギーをつくるところに資金を入れて、そういう面でいくべき

じゃないかと私は、私のグループもそういう意見がございます。  

高齢化社会が続く中にありまして、本当にもう皆さんご存じのように、 80、 90、 100の

時代で、やはり長生きをするために私も高齢者、それから高齢者の弱者、精いっぱい応援

させていただいております。銭金じゃございませんので、その点も皆さんご存じのように、

しっかりと高齢社会を支えていきたいと、このように思っております。  

それから、ここでこういうことを私、言う自体がおかしいかと思いますけど、やはり中

電さんグループには、もう幅広い、日本を支えるひとつの幅広い事業でございます。エネ

ルギーでございますので、やっぱり一社員から社長まで、しっかりと結束して、熱意、体

を張った熱意というものが必要だと思います。これは本当にそうしないといけないと私は
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思います。 

それから、やはり大事業を起こす上においては、やはり資金が要ります。その資金の使

い方も、悪いけども、やっぱりこの場でしっかりと生きる資金、ただ個人が金儲けするよ

うな問題じゃないのです。これは日本のエネルギーが一番大事な、中小企業から大企業ま

で、絶対に必要なのです。これがなければ生きていけないのです。皆さんご存じのように、

しっかりとひとつその点をお願いしたいと思います。 

私は、中電さんの原子力発電所の上をヘリコプターで３回飛びましたよ。昔から仕事上

ですね。本当にそれを思いましてね、一言その辺、最後、それにつきまして、やっぱり一

般市民を納得させるエネルギーをつくっていただきたい。やるのであればですね。それを

つくづく感じて、現場主義、現場をまず愛知県の人たちに全員に見せて、これは自然災害

が来ても大丈夫だと、そういうものをやっぱり愛知県民、三重県民、岐阜県民のまず東海

３県の人たちにしっかりと現場を見せて、そして納得すれば、ああこれで大丈夫なのだと、

ごみが漏れる心配はないのだと、こういうところまでやっていただきたい。自然災害が来

たときには、今つくっとる防波堤が低ければ、もっと高いやつをつくって、大丈夫だとい

うものをやっぱりやっていただきたい。そうであれば、やっぱり県民たちが納得すると思

いますよ。それができてなければ、やはり不安です。  

以上です。これで私、終わらせていただきます。ありがとうございました。  

○議事進行人（安念委員長）  

 どうもありがとうございました。  

 それでは、東地さんの陳述に対して中部電力からご答弁をいただくことになるのですが、

最初ですので、中部電力から今回の値上げ申請全般につきまして一言お話をいただきたい

と存じます。 

 なお、説明時間については、東地さんの持ち時間である15分から外すという扱いにさせ

ていただきたいと存じます。 

 では、一旦時計をとめていただきまして、中部電力の水野社長からお願いをいたします。 

○中部電力（水野社長） 

 おはようございます。中部電力の社長をしております水野でございます。  

本日は、多くの皆さまにお越しをいただきまして、本当にありがとうございます。本当

によい機会を与えていただいたというふうに考えております。  

 皆さんご承知のとおりでありまして、平成23年の５月に浜岡原子力発電所を停止してお

るわけですが、それ以降、火力発電の火力の燃料費が大量に増加をいたしまして、そうい

う意味で大変コストがかかっておるわけですが、私どもは、とにかく一日でも長く現行の

料金を維持するということで全力を挙げてやってまいりました。  

しかしながら、今年を含めてでございますけれども、３年連続赤字が見えているという

ことであります。特に今年、コストダウンをやりまして、その成果を反映しながら２回も

上方修正をさせていただきましたけども、いまだ経常損益で 1,100億円ほどの赤字を見込
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まざるを得ないというような状況になっております。 

来年度、平成26年度でございますけれども、これもまだ原子力発電所の運転が見込めな

い状況でございますので、私どもの賃金等の引き下げを行いましても、最大限の努力を行

いましても、赤字は避けられないという見込みでございます。  

こうした状況から、私どもの最大の使命でございます皆さま方にとにかくきちんと電気

をお届けする、安定供給、ここをきちんと継続をしていくということを考えますと、今回、

本当に心苦しい限りでございますけれども、値上げのお願いをせざるを得ないということ

になった次第でございます。 

今後とも引き続き全力を挙げて、聖域を設けず経営の効率化に本当に全社一丸でやって

いくつもりでございますので、ぜひとも皆さんのご理解を賜りたいというふうに思います。 

○議事進行人（安念委員長）  

 それでは、時計を元に戻してください。  

 ただいま東地さんからさまざまなご指摘をいただきましたが、特にその中でも、低所得

の方に対する配慮の重要性についてご指摘をいただいたと存じますので、まずはこの点に

ついてご見解を承りたいと思います。 

○中部電力（水野社長） 

 皆さま方に本当にお願いすることは申しわけないのでございますけれども、私どもは、

例えば使用量が少ないお客さまにご配慮いたしまして、今、お客さまにご契約いただいて

おります料金メニューのうち、３段階、つまり使用量が少ないほど料金が低いという、そ

れで多くなるほど高くなるという、こういう３段階料金というのを採用しておるわけです

が、これの中の従量電灯というのが皆さん一般的にお使いいただいておるわけですが、こ

この生活必需的なご使用分に相当します１段目、120kWhというのが１つの、１段目という

ふうになっておりますけれども、ここを比較的低い水準に設定をするようにさせていただ

いております。 

 それに、こういう制度といいますか、私どもさせていただいておりますが、それから、

高齢のお客さま、とにかく値上げの内容についても、よりよく理解いただけるように、現

在、チラシ等をお配りしているわけですが、それ以外にも、もっと簡明、わかりやすい表

現をし、しかも文字を大きくするというような工夫を凝らしたＰＲ資料を今、窓口にも用

意させていただきましたし、ご来店の際にもお渡してご説明をしたり、ご希望に応じて郵

送したり、こういうことを今、努力をしておるところでございます。 

○議事進行人（安念委員長）  

 ありがとうございました。  

 若干時間がありますが、何か中部電力から答弁をお求めになるような事項はございます

か。 

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。  

 東地さんの意見の陳述を伺いました。  



－8－ 

 

（２番目以降の陳述人より議事の進行についての質問があり、議事進行人より回答）  

 

○議事進行人（安念委員長）  

 それでは、３番目の柴山忠範さんにお願いをいたします。  

○意見陳述３番 柴山 忠範 氏 

 柴山忠範と申します。私の意見を申し上げさせていただきます。  

 まず、最初に結論を先に申し上げたいと思います。私は、中部電力からの申請のとおり、

料金の改定を認めるべきであると、このように考えております。  

 その理由を次に申し上げたいと思います。  

 まず第１に、中部電力から提出をされております資料、あるいは有価証券報告書などで

明らかなように、現在の中部電力の経営状況は非常に厳しい状況にあると思っております。 

 このままの状況を放置いたしまして、経常赤字がさらに拡大するようなことになれば、

この中部電力の対外的な信用力が一層低下をしてしまう、こういうことになると思ってお

ります。 

 その結果、日常の運営に必要な資金、いわゆる現金等の資金でございますが、あるいは

海外から原油、あるいはガスの燃料の調達、この調達交渉において悪い影響が出るという

ことが予想されます。 

 そうした結果、経営状況がさらに悪化をすると、こういったことになりますと、今回の

値上げ以上の大幅な値上げということも心配されるところでございます。  

 次に、今回の経営悪化の最大の要因は、燃料コストの急増にあるというふうに考えられ

ます。 

 これは、御前崎の原子力発電所の運転停止に伴う緊急措置によるものでありますけれど

も、経費の最大部分を占める燃料の調達コスト、これにつきましては、中部電力の経営努

力ではコントロールできない部分が大きいというふうに考えておるところでございます。  

 現時点における発電構成、火力、水力といった発電構成においては、今回の値上げはや

むを得ないというふうに私は考えておるところでございます。  

 少し話が脱線をいたしますけれども、私は、必要な対策を施した上で、早期に原子力発

電所の運転再開を望んでおります。 

 第３番目に、修繕費の問題でございます。残念ながら私には専門知識はございませんけ

れども、設備の修繕等にかかる費用というのは、大変重要なものであるというふうに考え

ております。最近、老朽化した橋の落下ですとか、トンネルの崩落、こういったような事

故をたびたび耳にしておりますけれども、この電力設備につきましても、設備投資を極力

抑えて、従来の設備をフルに使っていくと、こういうことを考える以上、保守・修繕にか

かる費用については、必要な額は認めていかなければならない、かように考えておるとこ

ろでございます。 
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 最後に、人件費の効率化について申し上げたいと思います。  

 今回の申請にかかる資料を拝見いたしますと、諸経費の削減の中で人件費についても、

役員報酬、あるいは従業員の給与の引き下げ、こういったものを大幅に削減するというこ

とが示されております。これは相当思い切った決定であるというように私は評価をしてお

ります。 

 私は、賃金について専門に研究をしている者でございまして、よく電力会社の人件費で

すとか賃金水準が高いというような批判も耳にいたします。ただ、私は、必ずしもそのよ

うには考えておりません。賃金というのは、その仕事によって生み出されると期待される

付加価値の大きさですとか、それに対する市場価値、こういったことによって賃金水準と

いうのはおのずと決まってまいります。したがって、いわゆる他の業種ですとか、一般的

な水準といったものとの比較で、この賃金が高いとか低いと、こういったような比較が正

確にできるというわけではありません。むしろ今回のことで心配をしておりますのは、今

後、この中部電力にとって必要な人材の確保、こういったことに影響が出るのではないか

と、こういったことを大変私は心配をしております。  

 これまでも、労働条件の大幅な引き下げ、こういったような方法によって優秀な人材が

流出して、結果としてその企業の事業運営がうまくいかなかった、こういう例というのは

過去にもございます。 

電力会社のような巨大で高度な設備、あるいはシステム、こういったことを運転する、

いわゆる高度な能力を持った人材に、今後支障が出るようなことは、絶対に避けなければ

ならない、かように考えております。 

資料によりますと、今回は給与の大幅な削減、こういったことが人件費削減の主なもの

になるというように資料では記載をされております。これは、中部電力の社員の方にとっ

ては、これまでの生活を大幅に切り下げるということは避けられません。私もサラリーマ

ンですので、大変同情をしておるところでございます。  

このように、中部電力の社員の皆さんにも大変大きな犠牲を払うということになるとい

うふうに私は拝察をしておりますし、できるだけ早く賃金を戻していただければというふ

うに考えておるところでございます。 

私は、この電気の問題につきまして、いわゆる生活の基盤でございます。これを今まで

空気のように日常的に使ってきたわけですが、こういったことを今までと同じように使お

う、利用していこうというためには、私たちも応分の負担はしなければならないというふ

うに考えております。 

そういった面で、今回の料金の引き上げの内容、それからそれに対する中部電力の経営

努力、こういったことを考えますと、今回の料金の値上げの内容については、自分たちの

少しの努力で十分に対応できる範囲であると、かように考えておるところでございます。  

以上申し上げましたとおり、今回示されております料金の引き上げの前提となります中

部電力の経営状況、それからそれに対する諸経費の削減努力、こういったことから考えま
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すと、今回の申請については、私は妥当なものであるというふうに考えております。  

私の意見は以上でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

○議事進行人（安念委員長）  

 柴山さん、ありがとうございました。  

 まだ幾らか時間が残っておりますが、中部電力から何か答弁をお求めになるような事項

はございますか。 

○意見陳述３番 柴山 忠範 氏 

 いや、特にありません。 

○議事進行人（安念委員長）  

 わかりました。どうもありがとうございました。  

 それでは、続きまして、４番の古川 誠さんにお願いをいたします。 

○意見陳述４番 古川 誠 氏 

 こんにちは。古川です。私は、３点について訴えたいと思います。  

 基本的には、中電の値上げ反対、その立場でお訴えをさせていただきます。  

 １つは、今の情勢と私たちの暮らし、そういった中で値上げは反対である。もう一つは、

企業努力、中電という持っている会社の役割、それが十分に企業努力という形で果たされ

ているかどうか、そこも問いかけたいと思います。そして、原発即ゼロ、再稼働反対、そ

の立場に立って、中電が大きく方向を転換しない限り、私は値上げについても考えるとい

うことについてはできない。そういう３点でお訴えをさせて、また中電の皆さんにも質問

をさせていただきたいと思います。 

 私は63歳です。今、年金を主な収入として、週２回、デイサービスで仕事をさせていた

だいております。それが生活の糧になるわけです。  

 私は、一般庶民、そういう感覚で見て、今の経済状況の中では、やり繰りに苦しんでみ

える方が多いというふうに思います。私の場合は、年金が今年の10月分から２カ月で１６

万5,000円支給されていたのが、16万3,333円に、１％以上引き下げられました。生活保護

を受けてみえる方も、８月から支給額が引き下げられ、ひとり暮らしのＡさんの場合は、

７月までひと月10万10円だったのが、８月からは９万8,780円に、1.2％以上も引き下げら

れました。 

 これらの引き下げは、翌年も、翌々年も続きます。労働者の給料は、年収 200万円以下

が25％を占め、年収500万円以下の労働者は73％となっています。 

総務省の就業構造基本調査に基づいて、60歳代の前半層と 60歳代後半層の賃金水準を見

ると、 200万円未満層の割合は、 60歳代前半で 2002年の 45.3％から 2012年には 48％、 60歳

代後半は、55.6％から62.7％へと比重が高まっていて、生活がより厳しくなっている状況

が伺えます。 

1997年には、消費税が３％から５％にされました。それまでの７年間で労働者の賃金は

50万円以上上がっていましたが、それでも、消費税増税により私たちの暮らしと日本経済
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は打撃を受けて、労働者の賃金はそれ以来、70万円も減ってしまっています。国税庁の調

査でも、同じ傾向にあります。勤労世帯の家計の収入も、1997年をピークに減少傾向が続

いています。 

来年４月からの消費税の増税は、国民の暮らしと経済を奈落の底に突き落とす、そう思

います。物価が上がり、生活はより苦しくなり、ますます財布のひもは固くなります。私

たちの生存権が脅かされます。物価の上昇に対して、給料や年金、生活保護費など、私た

ちの収入が上がるとは考えられません。物価は、ガソリンや灯油代を筆頭に、生活用品、

飲食料品へと上がり続けていきますが、行政も企業も思うように収入を上げてはくれない

のが実態ではないでしょうか。節電のため、我が家は契約のアンペア数を減らし、夕食で

は１品減らしたおかずをさかなに焼酎を飲み、寒い中、家の中でも着込み、温度を 17度～

18度で調整し、眠るときは暖を切り、湯たんぽで布団の暖をとっています。  

電気料金の値上げは、全ての物品の値上げに通じます。だから避けなければならない、

それが１つです。 

２つ目の企業努力についてです。私は、まだまだ努力不足だというふうに思います。社

長を初め役員の皆さんの給料、報酬についてです。ここ何年と中小商工業者の経営、非常

に大変な状況が続いています。家族やみずからの給料を減らし、あるいはなくして、従業

員に対して給料を確保しようと必死です。せめて地方公務員並みに給料を、待遇をと目指

して頑張っている中小商工業者がたくさんいます。  

2010年の平均賃金を 100とすると、今年の７月は 98.5と下がっています。今の情勢、な

かなかうまくはいかない。仕事が思うようにありません。単価も上がりません。物を仕入

れても売れません。泣く泣く従業員を解雇して必死の努力を中小商工業者は続けています。

決算は赤字続きです。３期の赤字だからどうのこうのという時ではないのです。赤字が続

いて、黒字なんていうのは予想が立てられない、それが中小商工業者の実態です。思うよ

うに融資も受けられない、受けても返せない、そういう企業が多くなっているのです。 

中電は、社長を初め役員の給料、報酬をどれだけ下げたのか。土地や建物などの不動産

の見直し、書画骨董、他社株などの整理、手離しをして身軽になってほしい。 2013年度３

月期の決算の中電の連結内部留保を見ますと、１兆 7,187億円、うち現金及び現金同等物

で 6,219億円あります。聖域を設けずコストダウンに取り組むなら、徹底して無駄を省く、

それだけでなく、内部留保も取り崩してほしい、それが私たちの願いです。  

聖域を設けずコストダウンに取り組み、徹底した無駄を除くため、消費者も含めた第三

者委員会の設置を提案します。そこで議論されたことの公開を求めます。  

３番目に、原発の問題です。３号機の再稼働の申請、反対です。取り下げてほしい。今、

浜岡原発の再稼働を目指して大変な努力がされているように見受けられますが、私は、再

稼働反対、そういう立場で話をさせていただきます。  

皆さん、このような形で国が公聴会を開くのは、それだけ中電の役割が国民生活に影響

を与えているからです。原発を直ちにゼロにしてほしい。それは、私たち国民７割～８割
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の声です。原発がなくても暑い夏を乗り越えました。使用済み燃料についても、明確な処

理施設や方法も確立されていません。それどころか、20万年も30万年もたたないと放射能

はゼロにならないと言われています。誰が未来に対して責任を負うことができるのでしょ

うか。誰も責任を負うことはできません。現段階において、原子力は人間の力でコントロ

ールができていない。オール電化の宣伝・広告も減りました。原発は決してエコで安価で

クリーンではないことも、この間、立証されました。福島原発の事故も、いまだかつて収

束していません。その原因の解明もされきれていません。  

この地においては、３連動、４連動の巨大地震がいつ起きてもおかしくないと言われて

います。また、22日の中日新聞の報道によると、火山学者の金沢大学の名誉教授、守屋教

授は、火山国日本が大量の放射性廃棄物を抱えていることは世界の脅威。廃炉はもちろん、

より安全な場所に移送・保管する国策体制を一刻も早く築くべきだと訴えておられます。

守屋教授は、原発に影響を与える噴火被害として、山の崩壊による岩石なだれを指摘され

ています。富士山で発生する可能性があり、土砂が海中に入れば大津波が浜岡原発を襲う

恐れがある、そう言っています。原発により生命と財産が脅かされてはたまりません。  

そこで、中部圏の持っている地の利、自然を生かして、再生可能な自然エネルギーを中

心の電力事業に今こそ転換すべきではないでしょうか。国民の声に背を向けた国策に乗る

のではなく、ぬれ手に泡の一握りの投資家に寄り添うのではなく、圧倒的多数の原発直ち

にゼロ、再稼働反対の国民の声を聞いてほしい。 

最後に、家庭の電気から明るい、温かい、そして家族の団らんがイメージをされます。

これは、私たち、子ども、孫へ、未来永劫に引き継がなければならない。中電には、未来

に対しての夢と希望が託されています。長いスタンスに立って、利用者に寄り添った経営

努力が、事業の繁栄と発展を生み出すでしょう。私たち国民の未来永劫の繁栄を望み、値

上げ反対の陳述とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

○議事進行人（安念委員長）  

 古川さん、どうもありがとうございました。 

 まだ時間が多少残っておりますが、何か答弁をお求めになる事項はございますか。  

○意見陳述４番 古川 誠 氏 

 今の質問の中に入っておるんですけども、それをお聞きいただいておるとしたら、自然

とお答えが出るのじゃないかというふうに思っておりますけども、どうでしょうか。  

○議事進行人（安念委員長）  

 では、時間の限り中部電力さんのご見解を伺いましょう。  

○中部電力（水野社長） 

 今、消費税の増税とほぼ一致するところでお願いをしているというところでございます

けども、本当に、先ほど私申し上げましたとおり、現在の状況でありますと、今、収支が

非常に黒字化させるのは難しいというところでありまして、私どもとしては、お客さまに
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とにかくきちっと電気をお届けするということが、一番私どもに求められていることであ

るというふうに考えておりまして、そういう意味で本当に心苦しい限りでありますけど、

一致してはしまいますけども、ぜひ今回、ここで値上げをお願いし、ご理解を賜りたいと

いうふうに思う次第であります。 

 先ほど節電ということでいろいろご協力を賜っているというお話もお聞きしまして、本

当に申しわけありませんが、そこの点については感謝を申し上げます。 

○意見陳述４番 古川 誠 氏 

 社長、すみません。私が１つさっきの中で言った中で、内部留保をより取り崩してほし

いということを言いました。内部留保についても、この間、赤字との関係で崩されている

部分もあると思っております。だけど、まだまだそれがあるのです。それを私はゼロにせ

よということを言っているんじゃありません。だけど現金が残っている、それを取り崩す

ということはまだできるというふうに思うのです。 

 それからもう一つは、その転換、本当にやっぱり自然エネルギーに転換をしていくとい

うことについて、やっぱり声を大きく、方向転換を目指してほしいのです。そこについて

はどうですか。 

○議事進行人（安念委員長）  

 では、簡潔にこの２点についてお答えいただけますか。  

○中部電力（水野社長） 

 では、内部留保について、少し副社長の勝野から説明をさせていただきます。  

○中部電力（勝野副社長） 

 副社長の勝野でございます。経営戦略本部長をさせていただいておりますので、内部留

保があるのにこの時期に値上げをするのかというご質問は、各委員会とか各消費者の方々

からいろいろとご質問をいただいておりますので、本日お配りさせていただいた資料集の

最後のところに、参考として、「お客さまへのご説明資料について」ということで、無理

を言って付けさせていただきましたので、そちらをご覧ください。時間がございませんの

で、簡単にご説明させていただきます。 

 構成といたしましては、第１章のほうで電気料金の値上げをお願いするに至るまでの背

景と取り組みということで、これはこれまで取り組んでまいりました内容を、先ほど社長

から申し上げたとおりでございますので、飛んで10ページをごらんください。  

10ページのところに、ただいまご質問がありました剰余金に関する説明をさせていただ

いております。 

こちらの図の中ほどから矢印が左側に伸びておりますけれども、剰余金とは、実際に既

に資産を取得するための資金として活用しております。発電所とか送電設備の。従いまし

て、現金として手元に残っているものではないということを、まずここでご説明させてい

ただいております。 

また、そこから右側に向けて黒い矢印が伸びておりますけども、赤字の継続による資金
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不足に対して、実際の現金ではない剰余金で賄うことはできないということでございまし

て、次のページ、ここは少しまた後ほど剰余金の効果ということで、これは市場での企業

の信用力をご説明させていただきますけれども、現実的には、12ページのところにござい

ますように、ただいま申し上げましたように、剰余金というのは、現金の形で残っており

ませんので、電気事業としては、発電設備、送電設備を莫大な費用をかけて、これは借入

金で設置しておりまして、それを毎年、借り換えをしていく資金需要と、あわせて赤字が

続きますと赤字の分もまた借り換えなければいけないという状況になりまして、それが３

年継続、あるいはその先の財務状況が改善するという状況が見えないと、やはり金融機関

からの資金の借り入れが非常に厳しくなってまいります。資金の借り入れが厳しくなって

くるとなりますと、やはり我々の最大の使命であります安定供給、あるいはそれに附帯す

る燃料の調達とか、そういったものに障害が出てくる可能性が非常に高くなってくるとい

うことでございまして、まことに心苦しい限りでございますけれども、料金値上げのお願

いをしたということでございます。 

○議事進行人（安念委員長）  

 ちょっと、もう本当に時間が過ぎてしまいました。  

 もう一つご質問がありましたので、燃料の転換についても、ごく簡潔にお答えいただけ

ますか。 

○中部電力（勝野副社長） 

 再生可能エネルギーにつきましては、日本の純国産エネルギーとしての位置づけもござ

いますので、私どもは電源を多様化していく中の一つの大きなエネルギーの柱として捉え

ておりまして、なかなかコストが高いものですから、これはグループ会社を挙げてコスト

削減に取り組みながら、積極導入をしていく考えでございます。  

 以上でございます。  

○議事進行人（安念委員長）  

 ありがとうございました。  

 それでは古川さん、どうもありがとうございました。  

 それでは、５番の吉田 豊さんにお願いをいたします。  

○意見陳述５番 吉田 豊 氏 

 名古屋の千種区に住んでおります吉田といいます。  

私も、中部電力の家庭用の電力料金を４月から約５％値上げする案に反対をいたします。 

専門委員の皆さんに、ぜひ市井の声を受けとめていただきたいというふうに思います。よ

ろしくお願いをいたします。 

私は、経営分析ができるわけではありませんので、私自身の感覚から得ているものをお

話いたしますので、よろしくお願いします。  

電気料金は、言うまでもなく私たちにとっては公共料金の代表であります。水道と並ん

でライフラインであって、日常の生活になくてはらないものである。当然ながら、安定供
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給、これはもう前提中の前提であって、それが目標であること自身がおかしいと思います。

それは前提です。 

それができないんだったら、この市場から中電は撤退すべきです。違うでしょうか。そ

れでいいではありませんか。電力会社が地域に複数あることが、僕は個人として望ましい

と思っています。 

電力会社が複数あれば、私たちは、価格や経営姿勢や、あるいは発電源などを考えて、

最も自分にふさわしい供給先を選択できるからです。仮に値段が高くても、環境にいいも

のであればそれを買うことだって、選択肢として可能だからです。  

ですから、安定供給という言葉を、まるで至上の問題で、これさえやればいいんだとい

う姿勢で発言をされている中電のトップには、残念ながらがっかりいたします。  

さて、安定供給が当然ならば、現在の公共料金体制の中では、これまた当然のことなが

ら、電気料金は安価であって、その安価な料金が、料金自身が安定することが求められる

のです。料金が変動すれば、それは生活設計に大きく影響するからです。ですから、安価

であることと料金が安定していることは、当然、経営に対して次に求められることではな

いでしょうか。 

今の状況で言えば、電気の供給は地域独占になっているわけですから、消費者に選択の

余地がありませんから、価格の安定と価格の安価という問題は同時に第一の目標に掲げて

いただきたいというふうに思うのであります。 

取りあえず今の仕組みの中では、中電がライフラインに責任を負っているのですから、

その部分は十分意識をしていただきたいと思います。  

次に、生活の側から発言をさせていただきます。 

私は、長い間高校の教員をやっていました。いわゆる「教え子」という子たちがたくさ

んいますが、今、ワーキングプアと言われる中で頑張っています。今日も寒い中で頑張っ

ている子どもたちの姿が目に浮かんできます。子どもと言っても、もう 30代、40代ですけ

れども、年収が 400万にも達しないという人たちの気持ちが、中電の皆さんにわかってい

ただけるかどうか、本当に心もとないところです。  

ある青年が、これも30代になりますけれども、４月から消費税が３％上がるということ

について、このように語ってくれました。「先生、３％って33分の１だよ」と言うのです。

33分の１ということは、１カ月が31日だとすると、ほぼ１カ月に１日、消費は何もできな

い状況になるんだということなのです。収入が増えればいい。あるいは物価が下がるなら

いい。そうじゃなければ、３％というのは、月に１日「生きるな」と言われていることに

等しいんだ。消費できないのです。電気もつけられないのです。携帯も使えないのです。

やっていいのは、基本料金内におさまっている水道の水を飲むことぐらいかなっていう話

なんですね。そういう状況に向き合っている若い人たちが少なくない。 

統計的に言えば、ワーキングプアと呼ばれている年収 200万円以下とか、あるいは家族

を抱えながら、そういう方がいっぱいいるわけです。それは僕の教え子の中にもそういう
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子たちがたくさんいるというのが状況です。  

こういうときに、公共料金である電気料金が、同じ時期にボーンとのしかかってくると

いうことは、どう考えても、これを理不尽とか不条理とか言っていられない。言葉をあえ

て使わせていただければ、ここに乗っけてくる値上げは犯罪的ですらあると思うんですよ。

どうでしょう。 

本当に、消費税だけじゃありません。４月からは、私たち国民が逃げることができない

公租公課の負担増が予定をされています。そういう中で、電気代を滞納して切られちゃっ

たという経験のある子もいます。先ほど社長から、電気料金の使用量が低ければ電気代が

比較安いという段階をとっているというお話がありましたけれども、使用量と生活とはイ

コールではありません。例えば子どもの数だとか家庭構成だとか、あるいはその子のライ

フステージの問題があると思います。そういうことを含めていけば、単純に使用量でもっ

てカバーできる問題ではないと思っているんですね。  

ですから、本当にきめ細かい議論は議論として一方でやっていただかなければならない

と思っています。 

さて、もし４月に電気料金が約５％、家庭用が引き上げられたら、逃げることのできな

い人たちにとって、ラクダの背中に乗せられた最後の１本のわらになるかもしれません。

でも、５％の引き上げは、僕はわらなんて軽いものではやっぱりないと思います。  

円安で輸入代金が増えているのは、電力会社だけではありません。この１年間、既に生

活必需品の値上げが続いています。値上げが続いているというのは、事実上の値上げです

よ。パンなんかは重さが軽くなったり小さくなったりしているということも含めて、事実

上の値上げが続いています。その一方で、この円安で史上最高額の収益を発表している企

業もあるじゃありませんか。公共料金ではない自由契約というのですか、そういう部分の

ところは、一体どうなっているんだろうかなと思ってしまいます。石油の支払いが高くな

ったから電力料金を上げなきゃならないという議論がある一方で、円安になったから儲か

っている企業があるじゃありませんか。そのバランスがとれているのでしょうかというこ

とを問わなければならない。 

むろん、企業の方は、みずからの収益・利益を増やすために、自分たちの料金を上げる

な、下げてくれとおっしゃるのでしょうけれども、そこは、国民の生活成り立っての地域

社会ではないのかと思うのです。 

３つ目に移ります。私も含めて、これまで生活防衛ということでいろんな協力もしてき

たつもりです。環境問題が言われ、震災からの復興が言われ、税金も増えましたけれども、

節電もいたしました。我が家の屋根にもソーラーパネルを乗せています。大量消費をやめ

ようということで、省エネ家電への買い換えもいたしました。しかし多分、電気を僕らが

使わないことによって、中電の収益は下がるんだろうなあというふうには思いますけれど

も、しかし社会全体として今、それが求められているわけですから、中電の収益という物

差しだけではないのではないかと思います。  
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中電も、配当をゼロにするなど、経営見直しはされていますけれども、私は、レベルが

違うんではないかというふうに考えています。 

本当に今、社会全体が、そしてそれぞれの企業にとっても、非常時だと言えるならば、

活用できる資源があると思います。このことについて僕は、冒頭言いましたように、経営

分析ができるわけではありませんので、あれこれと指摘することはいたしませんけれども、

今、中電が本当に困っているんだというふうにはとても思えないのが僕の感覚だし、一般

にまだまだそう見られているのだろうと思います。  

そしてもう一つ、これは前の４番の方の中の最後の質問に出てきましたけれども、持続

可能で環境に対してもきちっとしているエネルギーを供給するというのが、これからの中

電の基本的な役割の１つになるのだろうと思います。それは、持続性という点でも決定的

な意味があります。 

しかし、そういう方向性を中電がプランを持って私たちにそれを示して、それとセット

で今回の値上げ提案が出ているとは思えません。そうなったらいいなとか言っている程度

では、それは説得力がとてもありません。５年、10年の目標の中で、これからのエネルギ

ーをどうしていくのかということについて、きちっとアピールをしていただき、約束をし

ていただくことが、今回の申請に対する僕たちの判断にも大きく影響するのだということ

を申し上げなきゃならないと思います。 

いずれにしても、公共性というのは、現在と将来の住民に責任を持つ立場だというふう

に思います。その部分をぜひ明示をした計画であってほしいと思います。  

最後になりますけれども、僕は、先ほど言いましたように、経営分析する立場ではあり

ませんけれども、電気料金の引き上げは、本当に多くの市民生活を困窮させるものです。

これは直感的な判断でしかありませんけれども、この時期に本当にぎりぎりのところにい

るのです。中電の５％のところで、この負担に対して一体あの子たちは、僕の教え子たち

は本当に一生懸命頑張っているのだけれども、非正規で、あるいは低賃金で長時間働いて

いる子たちのことを思うと、一体どこを削れるのだということになるんですね。ある子は、

先ほどの消費税のところで言いましたけれども、「３％上がったら、休みを１日減らして、

月１回アルバイトに出て収入を増やすしかないな」と言いましたよ。中電の値上げがどん

な形で家計が吸収できるのか、そこに思いをいたしていただきたいと思います。  

ぜひ審議専門委員の皆さんには、緻密な分析をしていただいて、その中身も大いに情報

公開をしていただきたいと思います。値上げなしでライフラインとして庶民の生活をしっ

かり支えていただく、このことを中電に期待をいたしています。そうでなければ、中電と

いう会社そのものの存在を、公共性があるからというただその一事だけで認める必要はな

いのです。別の道があるはずです。 

以上です。 

○議事進行人（安念委員長）  

 どうもありがとうございました。  
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 それでは、続きまして６番の大島良満さんにお願いをいたします。  

○意見陳述６番 大島 良満 氏 

 公共料金を考える市民ネットワークの世話人をいたしております大島良満と申します。  

 消費者、市民の立場から、中部電力の今回の供給規定、定款変更の伴う電気料金値上げ

について反対をする、こういう立場から意見を申し上げたいと思います。  

 なぜ反対をするのか、はっきりしております。今、中部電力の電力料金の 60％以上を使

用しておるのは、自由料金制という約 1,000余りの産業用の大口を中心とするところの自

由料金制度と、それから中部５県下の家庭が使用しておるものを中心とする規制料金、こ

の二本立てになっております。 

電気産業というのは、地域独占が認められ、かつコストが高ければ高いほど事業報酬と

称する儲けが前から約束されるという原価計算制度の上に成り立っております。いろいろ

な問題は、そこから実は発生をしておるわけであります。  

中電の自由料金制度、これは個々契約であるから、幾らの単価であるということを明示

しておりません。家庭用に比べて、よく言われておりますのは、大体60％より低い金額で

契約をしておるであろうと言われております。ちなみに名古屋市役所は、丸紅を通じて１

kWh15円 20銭で仕入れております。恐らくトヨタグループなどは 13円台ではないかという

うわさもありますが、これは私どもが知る由はありません。家庭はどうでしょうか、そん

な10円台で買っておるご家庭は１軒もないと思います。  

したがって、中電のほうが明らかにした収益区分というのを見ても、実は、家庭用で９

割儲けておって、産業用の利益は１割。逆の言い方をすれば、赤字の発生をしておる原因

は、自由料金制が９割、実は負担をすべきはずでありますが、このことは全く隠されてお

ると私は思います。おかしいと思われませんか。 

だとするならば、この自由料金制をもっと、個々折衝ですから、こういう公聴会でとや

かく言う必要はなくて、改善をするということが、まさに私は中部電力の経営者にかけら

れた社会的責任だと思います。 

とりわけ中部電力の会長は、今、中部財界のトップであります。したがって、日ごろか

ら財界の皆さんと仲良く話してみえるわけですから、中部電力が大変だということである

ならば、そういう皆さんに折入ってお願いをして上げてもらっても、仮に２割～３割上げ

たって、家庭用の同じ地区の電気料金から比べれば安いものです。それがもしできないよ

うなら、そういう財界活動に専念をするためとして設けられた会長職というのを廃止すれ

ば、それだけ電気料金のコストが安くなるのではないでしょうか。残念ながら、会長さん

はここにどうもお座りになってお見えにならんようですから、ぜひ出席の皆さんから、こ

ういう意見があったということを伝えていただきたいと思います。  

 中部電力は、中電グループ全体で、私どもが調べた範囲では、先ほども話がちょっと出

ましたけれど、１兆 7,000億を超える内部留保があります。内部留保をどう社会的に還元

するかというのは、今、大きな社会的な問題になっております。利益剰余金、こういう儲
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けを今まで溜め込んでおる。これだけでも 5,000億を超えた金額を中部電力が現在、持っ

ておみえになります。したがって、その一部分を取り崩しなされば、家庭用等を中心とし

た電気料金の値上げは一切する必要がない、はっきりいたしております。  

 内部留保を取り崩すと社会的な信用になるから、金融機関が貸し渋る、あるいは燃料調

達にも無理があるというお話がございました。本当でしょうか。社会的な、というなら、

かつて中電のトップの方が、いかがわしい美術品を大量の金で買って買い込まれたという

事件がございました。そのことによって、中部電力の社会的信用が低下をして、銀行が借

入金のときに貸し渋ったという話は聞いておりません。そういう社内留保を取り崩したか

らといって、貸し渋りがあるということはありませんし、もしあったら、明かにその金融

機関名を公表していただきたいと思います。社会的な批判をその金融機関は受けることで

しょう。 

 原子力発電所が止まったから燃料費が増えた。これは事実でしょう。しかし、今の電気

料金には、燃料費が上がったときにスライド条項というのがあります。このスライド条項

で、中電が 5,000億相当する燃料費が増えておると言われておりましたけれど、私どもの

試算では、3,000億以上はもう既に取り戻しておみえになると思います。  

 したがって、燃料費が上がったから全てということには、私はなり得ないと思っており

ます。 

 また、燃料費をどうするか、原子力発電所を再開する。なら、原子力発電所を再開して

事故が起こったらどうされますか。今の東京電力は、何の解決もしておりません。何か昨

日も、また水漏れがあったとか、そういう話ばっかりですね。今もってメルトダウンが続

いておって、それをいつに収束できるということは誰も断言できないわけです。  

 したがって、私は、コストの上からいっても、原子力発電所というのは非常にコストが、

一体計算ができないぐらいかかるものではないか。したがって、そういったものにもう依

存する時期はとっくの昔に済んでおるということは申し上げておきたいと思います。  

 さらに、今申し上げたように、電気料金というものは、個々の自由料金制度というのが

導入されて以来、非常に産業用の皆さんは安く仕入れることができるようになりました。

しかも、幾らで仕入れておるということは全く多くの消費者に明らかにされてない。おか

しな話です。 

そういう上に立って、先ほど申したように、中部電力の会長さんがトップをやってみえ

ますから、 1,000社余りのところを毎日毎日来訪されて、そしてぜひ、会社の危機である

から、電気料金の値上げをやってくださいということをやれば、今言いましたように、今

日問題になっておる議案については、値上げということをやる必要は一切ないということ

も、重ねて強調をしたいと思います。これが実は、多くの人がご存じないというところに、

私は大きな問題があると思います。 

また、従量電気は、先ほども話がありましたように、３段階制度になっております。こ

れは1974年の電気料金で大きな社会的問題になったときに、ナショナル・ミニマム論とい
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う論争があって、当時の最低が確か100だと思いましたが、それが120に引き上げられたと

いう経過がありますが、もし家庭料金のような考え方でいくならば、先ほど言ったような

産業用の大口は大量に使ってみえるわけですから、家庭用に比べて高い電気料金を負担し

て当たり前なのが、逆にそちらのほうは話が全く逆転をして、先ほど言ったように、家庭

用に比べて半額近いようなお値段でお売りになっておる。おかしいと思いますね。それな

ら、家庭用をみんなが生協の共同購入のようにまとめて買うと、まとめ買いをやろうと思

っても、それは今のところ認めない。こういうことになっておりますが、これもおかしな

話だと思います。 

さらに、電気料金の中には、電源開発に関連した税金が入っております。この税金に対

して消費税がかかるという、二重課税という問題が出ておりますが、この二重課税を排除

するということを電気産業は熱心に運動をやられているという話を聞いたことはありませ

ん。先ほど言いましたように、今、一般の家庭の生活は大変であります。そうでしょう。

生活保護という最低生活をしておみえになる方は、８月に下げられました。さらに年金生

活の人、10月、来年の４月、それからさらに、こうなっております。おかしな話ですね。

そういうところにもってきて、なぜそういう二重課税で問題のある電気料金が、来年の４

月から消費税値上げと歩調を合わせるようにやるということは、私はある意味からいえば、

アベノミスクの応援的な役割を果たすということを担わされているのじゃないか、おかし

な話だと思います。 

アベノミクス、アベノミクスと言いますけれど、アベノミクスという断崖絶壁がもう目

前に迫っておるということを、私ども消費者、市民は知っております。どうなりますか、

大変なことですね。しかし、この規制料金というのは、税金と同じように、決められたら

逃げることはできんわけですね。自由料金は、自由交渉をやれるわけですから、下げるこ

とは自由ですね。だから今、非常に安い金額で供給をしておみえになる。また、そういっ

たところが大量に電気を必要として、原子力発電所というものを求めたのと違いますか。

私どもはそう思っております。 

したがって、時間が余りありませんので、15分でいろいろなことをしゃべれということ

自身に、私は無理があります。もっと時間を保証して大いに議論をすべきだと私は思いま

す。 

それで最後に、２点申し上げておきたいと思います。  

１つは、この公聴会で述べた反対意見が、電気料金の査定について、私は厳正に審議を

した上で、申請は、値上げは却下すべきだと、こういう結論を持っておりますが、どのよ

うに反映したかを、文書において回答をひとつしていただきたいということを、経済産業

省側の関係者に確約してもらいたく、ここで念のために申し上げます。 

それからもう一つ、中部電力の水野社長さん以下来てみえますから、ぜひ自由料金をも

っと上げてもらって、もっと経営が安定するためにやってもらやあいいじゃないですか。

もしそれができんようだったら、もう財界活動のためにつくった会長制度というのを廃止
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すれば、それだけコストが安くなって電気料金が下がるわけですから、そういうことをお

やりになるべきではないか。従業員の給料を下げて事をよしとするようなことは、一番問

題がある私はやり方だと思います。そういう努力はどのように会長がやってみえるか私ど

もは知りません。会長というのは中部電力の人事権を握っているわけでしょう。私は社長

さんがみんな人事権を握っておると思ったら、会長さんが人事権を握っておる、これはお

かしいと思いますね。 

まあ、時間がまいりました。したがって、ぜひそういう自由料金の値上げを一生懸命ひ

とつ努力されるかどうかについてお答えがいただきたいと思います。 

以上であります。 

○議事進行人（安念委員長）  

 最後の点についてはご質問というふうな見方でよろしゅうございますか。  

では、中部さんからお願いしましょうか。  

○中部電力（水野社長） 

 今回の電気料金の値上げについては、自由化部門にも当然値上げをお願いしているわけ

でございまして、家庭用の部門が4.95％でございますが、平均すると自由化部門は8.44％

お願いをしております。 

これは、料金の算定については、これはやはりお届けするための必要な発電設備とか流

通設備にかかわるコストをうまく適切に反映するような形で私どもは算出をしておるとい

うことであります。 

自由化部門の電気料金については、ホームページで標準的なメニュー等も示しておりま

すので、ぜひご覧いただければというふうに思います。  

○議事進行人（安念委員長）  

 では、経産省からも。 

○経済産業省（下世古調整官） 

 経済産業省資源エネルギー庁の下世古と申します。よろしくお願いいたします。  

 本日の公聴会で意見陳述をいただきました内容でございますが、本日、審査専門小委員

会の先生方にも多数いらしていただいておりますので、まず直接今、この場でお聞きいた

だいているという点がございます。 

 また、後日、こちらの意見陳述の概要でございますが、事務方より審査専門小委員会の

ほうにも報告をさせていただく予定でございます。  

 さらに、本日の様子につきましては、後日、経済産業省のウェブでも動画を公開させて

いただく予定でございます。 

 それを踏まえまして、先生方に専門性の観点からご審査をいただき、最後は査定案とい

う形としておまとめいただくことになっておりますので、よろしくお願いいたします。  

○意見陳述６番 大島 良満 氏 

 言ったことを聞きっぱなしで、料金にどういう意見が、どういうふうに反映された結果
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なったのか、そのことが一番私どもは知りたいわけです。また、そのことを聞くための公

聴会だと思います。 

 ややもすると公聴会というのは、国会なんかでもそうですが、国会のほうに招いて意見

を聞いて、明くる日何も変わらずに決まっちゃうと、これでは、何のために消費者、国民

の意見を聞いたかということになるものですから、聞いた結果、そういったことを陳述し

た人を中心に、最後に文書等でこういう結果になりましたと、私の意見でいえば、値上げ

はすべきではないということですが、そういうことをやってもらいたいということを重ね

て要望して、終わります。 

○議事進行人（安念委員長）  

 ありがとうございました。大島良満さんのご意見を拝聴いたしました。  

 それでは、続いて第７番の外山孝司さんにお願いをいたします。  

○意見陳述７番 外山 孝司 氏 

 私は、消費者行動ネットワークの事務局長、それから適格消費者団体、消費者被害防止

ネットワーク東海の理事・事務局長、そして愛知県消費生活審議会の委員をしております。 

ということで、今日は、消費者の立場から意見陳述させていただきます。  

 また、11月の22日付で消費者行動ネットワークの名前で中部電力に対して今回の値上げ

認可申請にかかわって公開質問状を提出しました。回答期限の 11月29日に回答をいただき

まして、こちらから請求した複数の資料も開示がされました。ありがとうございます。  

 ただし、１つ公表されなかったものがありまして、それは、稼働していない日本原電に

支払われている基本料金については、個別の契約にかかわることですから回答は差し控え

させていただきますということでした。ただし、マスコミで報道されていますが、 300億

超の基本料金が支払われているということで考えております。  

 ということで、本日は、回答の内容を踏まえて陳述をさせていただきます。  

 中部電力は、４月１日から規制部門、つまり家庭向けの電気料金の平均 4.95％の値上げ

を国に認可申請をしています。これは、規制部門の電気料金は、ご存じのとおり国の認可

が必要だからです。ただし、規制部門の電気料金が値上げされると、家庭にとってみると

強制的に電気料金が徴収される、そういう意味で、税金と同じように公共料金というよう

な位置づけがされています。さらに言えば、電気料金は支払わなければ電気の供給はスト

ップされます。そういう意味でいうと、税金以上に過酷な意味合いを持っているというふ

うに思います。 

 一方、中部電力は、自由化部門、いわゆる法人向けの電気料金につきましても、来年４

月１日から平均8.44％引き上げるように調整中というふうにされています。しかし、自由

化部門の電気料金は、国の認可申請は必要なく、中部電力はいつでも自由に値上げを企業

に対してお願いをすることができるということです。それにプラス、個別契約ということ

で、先ほど申しましたが、日本原電と同じように、最終的にどういう契約料金になったか

ということは公表されません。つまり、秘密だということなんですよね。  
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 今回、新聞に報道されましたが、この規制部門4.95％の値上げと、自由化部門8.44％と

いうのが対比されるような形で報道がされました。全く性格の違うものを並べて報道され

て、消費者にとってみると、さも家庭用の電気料が低いかのように勘違いをするわけで、

そういうことを狙って中部電力として両方の料金を対比するような形で発表したのではな

いかということが疑われるということで、これは消費者契約法、景表法でいうところの有

利誤認に当たるというふうに考えますので、許せません。  

 ところで、中部電力の電気料金の値上げ申請の資料を見ますと、浜岡原発が停止した平

成 23年度以降、剰余金残高が減少しており、平成 25年度末には 5,670億円の見通しという

ふうに記載されています。 

 そして、私どもが公開質問した回答では、先ほど社長からもありましたが、これは企業

としての健全性を著しく欠いている状況であり、市場取引における信用力の低下から、資

金、燃料、資材、設備等において著しい状況に陥る可能性があるというふうに説明されて

います。 

 しかし、企業の剰余金残高というのは、会計原則上、特にどういう数値が適正なのかと

いうのはありません。人によって言うことが違いますし、企業の中でも、競争の強弱によ

って業界ごとに違うというものだと思います。 

 その意味で、少なくとも地方独占で、なおかつ売価、いわゆる電気料金が一般の民間企

業のように競争市場で決まるのではなくて、原価に利益、原価掛ける 2.9％が掛けてあり

ましたね、資料ではね、を単純に加算することで決まるという、通常ではあり得ない、い

わゆる総括原価方式が国から認められている電力会社が、剰余金残高が 5,670億円になる

見通しだから市場の信用が低下して著しい状況に陥るという値上げの理由は、全く理解で

きません。 

 また、電力会社は総括原価方式ということで、コストをかければかけるほど、投資コス

トが大きければ大きいほど利益を大きくすることができる。つまり、原価掛ける 2.9％で

事業報酬というのは決まるわけですから、掛ける原価が大きければ利益がふえるわけです。

ということを国から認められている中で、電力会社の機材、役務の発注は、世間の相場と

比較して２割程度割高になっている。こういうふうに一般的に言われていますよね。  

 公開質問で開示された平成 24年度の発注総額約 6,900億円の新機材、役務調達にかかわ

る資料というのがありますが、それを見ますと、前書きは省きまして、「毎年恒常的に調

達している件名についての競争比率は12％となります。」というふうに説明されています。

つまりこれは、いまだに機材だとか役務の88％が特命発注で行われているということであ

り、原価低減の取り組みということで資料55ページの何か膨大な資料が出されていますが、

一番そのコストが割高になる部分でのこの機材、役務の調達にかかわってですが、原価低

減の取り組みが適正に行われているとはとても評価できません。  

 さらに、公開質問状で開示された平成20年度から平成24年度までの規制部門と自由化部

門の部門別収支というのがあります。浜岡原発が停止した平成 23年度以降の規制部門と自
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由化部門の利益額は、平成23年度の規制部門が、いわゆる家庭向けがプラス６億、自由化

部門はマイナス 679億円、平成 24年度は規制部門がマイナス 43億、自由化部門はマイナス

の584億円というふうになっています。これは、平成23年度は自由化部門だけが 100％赤字

ということですし、平成 24年度はどちらも赤字になっていますが、自由化部門が赤字の

94％を占めているということです。  

 このことについて回答の中で、「平成24年度以降、浜岡原子力発電所の全号機停止に伴

う火力燃料費の増大に伴い、事業費用に占める燃料費の割合が相対的に大きい自由化部門

の収支が圧迫され、規制部門と自由化部門の利益額に乖離が生じることになりました。」

ということですが、自由化部門は確かに送電網だとか変電だとか、そういうものは要りま

せんので、当然、費用、燃料費の占める割合の構成比が高くなるわけですが、これはいわ

ゆる剰余金残高が減少している、平成23年、24年、それから25年度も減るということです

が、その剰余金残高が減少している原因は、明らかに自由化部門の赤字によるものである

ということであり、今回の規制部門、家庭向けの値上げは、自由化部門のツケを規制部門

に押しつけようということになっているということです。  

 あわせて、国の認可申請が必要ない自由化部門の電気料金の値上げについて、規制部門

の値上げ認可申請と同じこの時期まで法人各社に対して何も値上げ要請をしないまま、中

部電力が言うところの赤字額が拡大するのをなぜ放置してきたのか、中部電力の経営トッ

プの経営感覚が全く理解できません。 

 以上から、今回の規制部門の電気料金値上げについては反対です。特に問うところはあ

りませんので、これで終わります。 

○議事進行人（安念委員長） 

 どうもありがとうございました。  

 それでは、８番の西  光之輔さんにお願いいたします。  

○意見陳述８番 西 光之輔 氏 

 西 光之輔でございます。意見を申し上げます。  

 最初に、数字を少し発言の中で入れていきますけれども、全ての数字は、中電の値上げ

申請書と中電に問い合わせした内容、あるいは新聞で報道されたもの、あるいは書籍で一

般に販売されているもの、そういうものから取っておりますので、私の恣意的な数字では

ありませんので、ご了承願います。 

 最初に申し上げたいのは、中部電力の値上げ申請の第２ページに、これは皆さんお持ち

と思いますけども、値上げの理由がこういうふうに書いてあるわけです。「浜岡原子力発

電所の全号機停止以降、火力燃料が大幅に増加し、昨今の円安進行と相まって、極めて厳

しい経営状態にあります。」というのが値上げの一番メインの言葉でございます。  

 ということは、浜岡原発が稼働するかどうかということと極めて密接にこの値上げ申請

が関連しておるということを証明しておると思うんですけど、この値上げ申請書の一番最

初の部分に私は非常に不思議というか、不満を持っております。「円高進行とも相まっ
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て」というふうになっておりますけれども、これは円高進行によって燃料費が非常に値上

がりをして中電は困っていますよという趣旨が入っておると思うんですけど、これはうそ

なんですよ。円高進行によって入ってくる燃料の価格というのは、先ほど誰か言われまし

たと思いますけど、燃料費調整という制度で皆さんが電気料金で払っておるのです。帰っ

てきて自分ところの領収書を一回見ていただいたらわかりますけど、私は全部今年１年の

やつを調べました。１月から12月までですね。そうすると、まあ２人世帯なので電気の使

用料は余り多くないですけど、 5,600円払っておるんですよ。それで、中部電力全体でど

のぐらいこの消費者の方が燃料調整費を払っておるかといいますと、これは中電に問い合

わせた金額ですけど、 1,738億円１年間で払っておるわけですね。何かこの中電の値上げ

の理由を見ておると、それも全部中電が引き受けとるような感覚で書いてあるので、非常

に誤解が多いんです。中電さんは、それは誤解ですよという、青い各家庭へ配られたとこ

にはちょっとそういうことが書いてありますけど、非常に小さい文字で、難しい言葉で書

いてあるから、やっぱり皆さんは、油代が上がって中電は大変だなという、単純に考えて、

値上げもやむを得ないという世論形成ができておると思うのですが、この辺が非常に中電

はもうずるいと思うんですよね。 

 それで、燃料費が上がっておるのは、確かに浜岡原発がとまったから、それを、そのか

わりに火力で電気をつくったということで、そこの燃料費が、燃料費というか、燃料の量

がふえとるのは事実です。燃料費の価格と量とがごっちゃになって、皆さんの頭の中でと

にかく中電は燃料費が上がって大変だという、そういう誤解がもう一般に広まってしまっ

て、中電としては幸いですけど、こういうごまかしでその宣伝をやるというのは、大中部

電力としてはいささかおかしいと私は思います。それはまず知っていただきたいと思って

申し上げました。 

 それから、２番目にちょっと申し上げたいんですけども、原発というのは、何か止まっ

ておれば費用が全然かかってないというふうな誤解がありますけど、これは実際に原発が

止まっておっても費用がかかっておるわけです。管理費だとか、修繕費だとか、人件費と

か、そういうものがかかっておりますので、結構お金がかかっておるんですね。原発を動

かしておるときの大体７割から８割、止まっておる原発にもかかっておるということです。 

 ですから、社長が記者会見でおっしゃったように、昨年１年間で原発の動いてなかった

んですよね、当然、動いてなかったけれども 1,000億円かかっておるというふうにおっし

ゃっていましたが、そういうことなんですよね。 

 ですから、この 1,000億円をもっと正確に朝日新聞か何かが計算していましたけども、

936億円、昨年かかっとるわけです。ですから、原発は止まっとるからただやと、そのか

わりに火力を動かしたらいいじゃないかという、そういう論理じゃないんですわね。これ

は両方にかかっておるわけです。原発は電気を発生しないけれども管理費を投入しておる

と、それで火力を動かしておるという二股をかけてやっとるもんですから、費用が膨大に

なるということです。 
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 ですから私は、原子力を諦めて火力に切りかえれば、この 1,000億円という維持費とい

うか、そういうものを火力発電の燃料費に回せばいいと思うんです。それを踏み切らない

というところが、１つ大きな問題ですけども、当然、経営としてはそうやるべきだと思い

ます。 

 それから２番目に申し上げます。これも原子力発電所に莫大な費用がかかっておるので

すけど、南海トラフ地震の対策費として今まで 3,000億円という金額を計上しておるわけ

ですよ。もう既に使った分もありますけども。昨日の新聞から、沖縄に 3,500億円の援助

資金を出すと言って、もう沖縄県の知事が非常に喜んでいましたけど、それに匹敵するよ

うな 3,000億円をあの浜岡原発に投下しておるわけです。地震対策として。こういうこと

は、本当にいいのかどうか。もうちょっと具体的に、今年の９月に 700億円を追加したん

です。それで、その結果、総額が 3,000億円になったわけですけど、これはもう新聞にも

出ていますから、皆さんご承知と思いますけど、こんだけのお金を投下して、本当に意味

があるのかということを私は疑問に思います。 

 南海トラフの地震というのは、もう既に皆さん新聞でご承知と思いますけど、猛烈なも

のなんですね。津波の高さも、浜岡で21メーターとかいうようなものが出ていますし、そ

れで中電は浜岡の防潮壁ですか、それを大きくして、今までは18メーターの予定やったけ

どもさらに４メーター嵩上げすると言っていますけども、あんなひょろ長い防波堤が、僕

は津波に耐えられるとは思いません。幅たったの２メーターですよ。２メーターのものが

22メーターの高さでひょろひょろっと立っているわけです。これはもう社長に言ったら悪

いですけど、これはもうもたないと思います。何でもたないかというと、東日本大震災で

釜石のあの防波堤というのは、東洋一だと言って、万里の長城と言われたんですよ。それ

が破壊されてしまったんですよ。そのぐらいの破壊力があるんで、あんなひょろひょろの

鉄板、あれは鉄筋コンクリートじゃないんですよ、鉄板の箱をずーっとボルトで積み上げ

ていったものなんです。ですから、あれは非常に、とても南海トラフ地震でもつようなも

のではないと私は思います。 

 それと、そのほか、地震対策で配管の補強をするとか、いろんなことを言ってますけど、

もう一つの問題は、あそこに、浜岡の浜には、中電さんは否定しますけど、５本の断層が

走っておるわけです。５本の断層が走っておるというのは、中電さんも認めてますけど、

それはまあ活断層ではないという言い方をされていますけど、あれも問題ですね。これは

ちょっと後で申し上げますけども、そういういろんな地質学的な問題、あるいは構造的な

問題があります。 

 それをちょっと申し上げますと、浜岡原発というのは、相良層という非常に軟弱な基盤

の上に建っておるわけです。先ほど言いました敷地内に５本の断層が走っとると、そうい

うことから考えると、非常によくない地盤に原発をつくってしまったんです。  

 それと、３号機、４号機というのは、昨年、一昨年ですか、福島で起こった事故と同じ

アメリカのゼネラル・エレクトリックのマークⅠという、改良型ですけどね、ちょっと格
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納容器が、少し容量が大きくなっただけで、やはり下はドーナツ型のああいうものが付い

ておる非常に問題の多い原発です。これが３号、４号機です。 

 それと、５号機のほうは、もうご承知のように、 400トンの水が、海水が入って、もう

中は錆だらけですよ。こんなもの使えるはずないんです。だから今、中電さんはそれをあ

んまりはっきり言わないし、ここの中でもこの３年間はそういうことを考えていませんと

書いていますけど、もうあれは廃炉するしかないと思うんですよね。それは恐らく中電さ

んもそういうふうに内心思っておられるけども、それは言えないから、取りあえずここは

白紙にしてあるということだと思います。  

 それからもう一つ、ちょっと非常に大きい重要な問題を申し上げます。  

 原発関連の費用というのは、この静岡県の浜岡だけの問題の範囲だけではないんです。

これは非常にたくさんいろんなお金が出ています。その大きいやつだけちょっと申し上げ

ますけども、電源開発促進税というの、これもこの報告書に出ていますけども、 483億円

です。毎年使います。これはいわゆる田中角栄内閣でつくった電源開発の立地にあめ玉を

ねぶらすための費用なんですよね。これで中電が払うのが 483億円ですよ、年間、すごい

金額です。１世帯当たり大体 150円ぐらいということですけど、領収書には何も書いてな

いから我々はわかりません。しかし相当な額がいっとるはずです。  

 それと２番目に、使用済み核燃料の再処理費用、これは青森県の六ヶ所村に再処理工場

がありますけど、ここへ毎年 124億円支払っております。これはもう核燃料サイクルとい

う政策をやめれば必要のない費用なんですけど、そういうふうになってます。  

 それから原発の燃料を製造する設備として、青森県の六ヶ所村の日本原燃に 139億投資

してます。 

 それから、皆さんご承知の福島の原子力損害賠償負担金ということで、一般負担金で

124億、これは中電が出しています。  

 ですから、この関係だけを合計しても 870億円毎年中電から出ておるわけです。これは

浜岡とは直接関係なしに出ておるわけです。  

 ですから、最後にまとめますけども、まず浜岡の耐震安全対策費として 3,000億円、こ

れはまあ一時金と言えば一時金ですけど、それから毎年出ていく費用として、先ほど言い

ました原発の維持費として 1,000億円、これはもう最初に言いましたように、原発という

のは止まっていても動いても同じ金額がかかりますから 1,000億円、それからその他の先

ほど並べました各種の費用というのが870億円、合計１年間で約2,000億円出ています。こ

のことをよく知っていただきたいと思います。 

 それで、最後ですけど、ですから、今回の値上げは、浜岡原発の再稼働を前提にしてお

ります。福島のような悲劇を日本列島のど真ん中で起こしたら大変なことになります。中

電は、電気料金の値上げはやめて、そして浜岡原発を即時廃炉にすべきです。それが私の

意見です。 

 以上です。 
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○議事進行人（安念委員長）  

 どうもありがとうございました。  

  それでは９番の西  英子さんにお願いいたします。 

○意見陳述９番  西  英子 氏 

  西  英子でございます。私は再稼働前提の値上げには反対です。  

  今回の料金値上げは浜岡原発を再稼働させることを前提に算定しています。中部電力は

４号機を2016年に、３号機を 2017年に再稼働すると発表しました。しかし現時点で原子力

規制委員会に再稼働の申請もしていません。認可もされていないのに、なぜ再稼働が認め

られたかのように料金を算定するのでしょうか。資源エネルギー庁に中電が値上げの申請

書を提出した10月29日の翌日の新聞には「浜岡再稼働は仮定」という大きな見出しで報道

されて大変驚きました。中電の社長は「浜岡原発の再稼働の時期を具体的な目標ではなく、

上げ幅を算定するための仮定の時期だ」と強調されたことが新聞に書いてありました。仮

定で決められたような根拠の極めてあいまいな料金値上げを受け入れるわけにはいきませ

ん。特に安全性が確認されていません。原発はその安全性が最も優先されるべきです。  

  しかし、今は安全性よりも経済性が優先されています。電力会社は、原発は安い、と盛

んにＰＲしていますが、それは大きな間違いです。私たちが払う電気料金の中には、発電

に直接要する費用として燃料費、減価償却費、運転維持費などがあります。それは火力発

電でも同じようにかかる費用です。しかし、その費用とは別に、原発には火力発電などに

はない原子力特有の費用がかかっています。それは使用済み燃料に含まれる大量の放射性

廃棄物の処理、処分の費用です。さらに加えて交付金などの立地対策費用や、今、福島で

問題になっている事故の損害賠償費用や廃炉費用などが加わると、原発ほど高くつく発電

方法はありません。原発に頼らない電気をもし使っていたら、今の電気料金よりも安くな

っていたはずで、料金の値上げの必要もなかったと私は思います。  

  中電は世界で一番危険な原発と言われる浜岡原発を再稼働するために大宣伝をしようと

しています。来年度にはバスツアーなどで1,000回以上の見学会をするそうです。あの防 

波壁などを見せて、浜岡原発は安全だというＰＲをするのでしょう。この費用が14年度以

降６億2,100万円、６億2,100万円に増えるそうです。赤字だというのに考えられません。

これを私たちの電気料金から出されます。  

中電の値上げの理由は原発が止まったために火力発電の燃料費がかさんで経営が苦しく

なったという説明でした。2011年５月に原発が停止して今日に至っていますが、その間の

原発に代わる火力発電の燃料の使用量が増えたということです。浜岡停止前の発電量は、

原発に頼る比率が１割強と、他社に比べて一番低いレベルだったので、原発の代わりに使

う火力の燃料も少ないはずです。燃料費のことですが、先に陳述された方が述べたように、

価格の値上がり分は燃料調整費として毎月の電気料金で私たちが支払っています。私の家

族は２人ですが、 12月分の料金は 6,850円で、 そのうち燃料調整費は685円でした。円安

になろうが、原油価格が上がろうが、それは燃料調整費として電気料金で徴収しているの
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で中電の経営には何の影響もありません。  

  経営を圧迫する最も大きな要因は、原発が動いていなくても必要になる原発の維持管理

費です。中電の社長は記者会見で、2012年度には原発は稼働しなかったが、年間の維持管

理費が約 1,000億円かかったと発表されました。原発は火力発電と違って稼働していなく

ても、稼働しているときとあまり違わない費用がかかるのです。ですから浜岡原発が停止

して以降、発電していない原発の維持費 1,000億円と、発電をしている火力発電の燃料費

の  両方を二重の支払いをしているわけです。中電は４号機の再稼働を 2016年としていま

すが、まだ２年半以上先のことですから、その間も二重の支払いを続けることになります。

それよりもこの際、原発をあきらめて廃炉にすれば二重の支払いは解消されます。そして

原発の維持費1,000億円を火力発電の燃料費に回せば経営の負担は軽くなるはずです。  

  原発の維持費とは別に、再稼働するための南海トラフ地震への原発の安全対策費として

約3,000億円かかります。この費用は、私たちが支払う電気料金に含まれています。今回  

の、今進められている地震と津波対策の工事ですが、12年12月20日の新聞報道によります

と、次々に工事を追加した結果、対策費は当初の３倍に増加してしまい、 3,000億円に膨

らんでしまったそうです。その間に中電の経営状態は悪化したと報じられています。  

  私は思いました。もっと早く、2011年５月に菅直人元首相が要請して浜岡が停止した時

点で、中電は再稼働をあきらめ、廃炉にしていたら 3,000億円の安全対策費も必要でなく

なり、経営の悪化を防げたのではないかと思います。いくら防波堤を22ｍにかさ上げして

も、巨大地震の揺れを想定して耐震化工事を追加しても、私は南海トラフ地震の震源域の

真上に立つ浜岡原発が本当に耐えられるのかどうか疑問です。しかも、ここ 30年以内に極

めて高い確率、つい最近までは88％とか95％になって、この間の新聞で変わっております

けれども、いずれにしても極めて高い確率で起こるのです。 3,000億円という巨額の工事

費を投資しても中電は回収されますか。全くむだになってしまうのではないか。福島第一

原発をはるかに上回る事故が起こったら、この国は一体どうなってしまうのでしょうか。

それは中部電力自身が一番分かっているのではないでしょうか。浜岡は廃炉にすると決断

するしかないのです。このまま再稼働しないで廃炉にすれば、福島のように事故が起こっ

た後に廃炉にするよりは、はるかに少ない費用でできます。廃炉の工程もスムーズに行わ

れると思います。速やかに原発から撤退することこそが中電の経営悪化を食い止める唯一

の道であると私は思います。 

再稼働を前提とした電気料金の値上げには反対です。先に述べた原発の維持管理費年間

1,000億円を原発が動いていない現在も消費者に負担させていること自体、私はおかしい

と思っています。また、原発が止まって火力発電の燃料がかさむという理由の中には、原

発は安い、原発は安いという従来の神話に基づいて再稼働したいという電力会社の意図が

見え見えです。私は電力会社の言うなりに値上げされた電気料金を支払いたくありません。 

  質問一つさせていただきます。 

  こういうものをいただいておりますが、これによりますと実際に中電が稼働しようとさ
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れているのが、まず浜岡４号機が平成28年１月、３号機が 29年１月となっております。今

回は３年間の値上げのことですけれども、もし、もしというより私は動かないと思います

けれども、これが再稼働されない場合は、再値上げということをご検討になっております

か。 

○議事進行人（安念委員長）  

  お願いいたします。 

○意見陳述９番  西  英子 氏 

  電気料金の幅を決める圧縮のこと、されていると思いますので、お聞きしたいのです。

○議事進行人（安念委員長）  

  簡潔にお願いいたします。 

○中部電力（水野社長） 

  今、そこにお示し、ご覧いただいている工程のようなものは、物理的に技術的工事が終

わるところを示しておりまして、それに一定の時間をおいております。ここでは料金の算

定上では仮定を置かせていただいているということで、再稼動の時期と密接リンクしたも

のではないということだけ少しお話をさせていただきたいと思うんですけれども、それで

動かなかったらどうかというのは、まだこの今審査をしていただいているところでござい

ます。私どもはできる限り、とにかく今お認めいただければ、その料金で、できるだけ長

く、また料金を一定のまま行うように努力をしていきたいというふうに思いますので、今

そこで再稼働だった、再値上げとか、そういうようなことで考えておるというわけではご

ざいません。 

○意見陳述９番  西  英子 氏 

  はい。ありがとうございました。 

○議事進行人（安念委員長）  

  それでは10番の中村敏子さんにお願いいたします。  

○意見陳述１０番  中村 敏子 氏 

  中村といいます。よろしくお願いします。私は今回の中部電力の電気料金の値上げを、

値上げに反対という立場で意見を述べさせていただきます。  

  今、私たちの暮らしは、収入がなかなか増えてこない。それから食品など生活必需品の

物価の上昇に苦しめられています。それから年金だとか生活保護費の話もありましたけれ

ども、医療など、一方的に社会保障が悪くなってきております。この中で４月に消費税増

税が進められようとしている中での電気料金の負担はさらに大きなものになります。私た

ちの生活の中に、暮らしゆきの中に不安が増大しています。今回の電気料金の値上げは国

民生活に大きな影響を与えます。生活破壊につながる可能性が大きくあります。ぜひ電気

料金の値上げはやめてください。 

  中電からの資料の中で 2013年度の剰余金残高の数字が示されていました。 5,670億円で 

す。規制料金の申請の値上げは年 482億円、これを単純に充てたらという思いはありませ
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んけれども、まだまだ中電の中には内部留保と言われる部分、それから剰余金残高も余裕

があるように思われます。私たちは高い電気料金を払っています。ぜひこの剰余金を活用

して値上げをやめていただけるような形にしていただきたいなと思います。  

  それから一般企業と同じように、原価コスト削減を積極的に行ってほしいと思います。

収入不足を補うような値上げはやめていただきたいと思っています。 

  私たちは電力がなくては、生活はできません。しかし、この中部地方で言えば中部電力

は独占企業です。私たちには電力会社を選ぶことはできません。そもそも公共料金である

電気料金が公平で安定した供給と同時に、不断のコスト削減努力が求められているはずで

す。電気料金の特性を考えると、事業者による一方的な値上げは許されません。利用者の

理解と納得を得ることが大前提ではないでしょうか。そのためには徹底した情報公開と、

国に守られている企業ではなくて、普通の一般企業以上の経営の効率化が必要ではないか

と思います。利用者に分かりやすい説明と、その機会を求めます。  

  そして総括原価方式についても少し述べます。 

  総括原価の算入項目が、人件費、燃料費、修繕費、減価償却費、事業報酬、購入電力料、

税金と原子力のバックエンド費、その他経費、この９項目から成り立っていますが、設備

投資をすればするほど宣伝などの経費をかければかけるほど、事業報酬は大きくなってい

きます。私たちには不可解な制度です。電気料金にこの費用は即反映され、値上げが行わ

れます。総括原価方式はコスト削減の努力がされにくいといった大きな問題を抱えた仕組

みです。コスト削減と電気料金の透明度を上げるためにも早期に電気事業法の規定を変更

して、一般の事業者のように競争と企業努力が私たちに見える制度に変更を求めます。総

括原価方式で市場競争の影響を受けずにコストを確保できるという特殊性は、今の社会、

厳しい経済情勢の中で不当に優遇されていると言えるものです。  

  中部電力は、燃料費、役員給与の人件費、設備投資、修繕費から団体費、広報費など、

あらゆる支出について一般企業以上の徹底的な経営効率化コスト削減を進めてください。

  中部電力の資料の中に、競争発注についての箇所がありました。資機材、役務調達に競

争原理が持ち込まれてはおりません。赤字になった2012年度の段階でも資機材、役務調達

の実質90％弱が特命発注されていることが記されていました。中部電力の原価を、コスト

を高止まりさせているように思われます。徹底した経営効率化のために、競争入札比率を

100％に早期に上げてください。また、競争入札の推進状況が分かる情報公開も求めます。

  それから私たちが払っている電気料金に関わってです。  

  規制部門と自由化部門の収支についてです。浜岡が止まってから赤字になったと資料に

出ていましたが、収支について2011年度、2012年度の収支を比較すると約９割以上、先ほ

どの方の94％が自由化部門の赤字が占めているということが出されています。私たちは日

ごろ高い電気料金を負担しています。規制部門に値上げを押し付けるようなことは納得で

きません。自由化部門の自由契約で交渉ができる自由化部門での電気料金の交渉を、明ら

かに進めるなら進めるということでその内容を教えてください。  
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  中部電力は原発が動いていない日本原子力発電株式会社に基本料金を払っています。中

電だけではなく、中電も含めた９電力会社から基本料金が支払われています。でも日本原

電は発電量がゼロにもかかわらず、原発を動かしていないため、過去最高の利益が出され

ていると報道がありました。中部電力は基本料金をいくら払っているかについては口を閉

ざしていますけれども、個別契約ということではっきりは公表されていませんけれども、

この新聞報道などから推測すると、年間約300億円払っていると言われています。動いて 

いないにもかかわらず、相手方に利益が出ているというような契約内容であれば、競争市

場にある民間企業であるならば契約内容の見直しが協議されるはずです。現在の状況が続

くようでしたら問題になると思います。 

  また、産業のために原発が必要というのであれば、そのコストは規制部門に押し付ける

のは筋違いです。今回の値上げ理由の火力発電の燃料費は極めて効率的な運用が重要です。

そのためにはメリットオーダーを徹底してください。発電単価の高い燃料の使用を押さえ

るためのピークシフトも有効ですが、それが現在どのように進められているかもはっきり

はしておりません。どの程度の効果が認められたかについて、ぜひ資料で説明していただ

きたいなと思っております。また今後、本当に効率的な運用ができたのかについての事後

評価が行えるような情報提供の仕組みをつくってください。  

  資産売却についてお尋ねします。 

  今回の値上げには直接関係はありませんけれども、不動産や株式等の資産は原価に直接

関わるものではありませんけれど、収益に影響するものであることから、売却したものを

示すだけでなく、保有しているものも含めて全ての情報を公開してください。そして子会

社、関連会社を含めた情報も公開してください。その上で電力事業としての関係で必要性

の低い遊休資産は売却を進めてください。  

  フォローアップについて、ぜひお願いしたいと思います。料金査定の想定と、実情との

原価の乖離、それから電気料金の妥当性を事後的、継続的に検討評価する仕組みをつくっ

ていただきたいと思います。公正で公開された事後的評価のためには消費者の参画が重要

であると私たちは考えています。消費者だけではなくて、経済産業省だけではなくて、消

費者庁、消費者委員会が関与できるような仕組みとしていただくようにお願いいたします。

中部電力は事後的評価への対応だけでなく、毎年、毎年度経営効率化の状況や、その成果

と料金との関係などを利用者に分かりやすく説明を行ってください。 

  私たちは日ごろ省エネから、できるだけエネルギーを使わないような暮らし方の取り組

みを微々たる努力では進めています。中部電力でも利用者に省エネのライフスタイルの浸

透を経営方針として立ててください。 

  再生可能エネルギーの拡大、原子力発電に頼らない原発廃止・撤退を経営の中心に位置

付けてください。以上です。 

○議事進行人（安念委員長）  

  若干時間が残っているようですが、何か答弁をお求めになるような事項はございますか。
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○意見陳述１０番  中村 敏子 氏 

  料金のフオローアップ制度というのは考えられているかどうか、お聞きしたいです。  

○議事進行人（安念委員長）  

  経産省に聞いた方がいいかな、はい。 

○経済産業省（下世古調整官）  

  お答えいたします。原価算定期間についての値上げ認可等の結果の事後評価についてで

すが、原価算定期間の終了後における評価につきましては、事業者は原価と実績値の比較、

それからこれまでの利益の使途、そして収益見通し等につきまして規制部門と自由化部門

に分けて評価することとし、行政は規制部門の料金設定については構造的な要因といたし

まして、利益率が必要以上に高いものになっていないかということを確認することとして

おります。仮に経営状況に照らして、必要以上の内部留保の積み増しや、株主配当が確認

されるというような場合につきましては報告徴収というものを実施の上、電気事業法第23

条に基づきます料金変更認可申請命令を発動の要否、こちらにつきまして検討することと

なっております。 

○議事進行人（安念委員長）  

  ということでございます。 

○意見陳述１０番  中村 敏子 氏 

  それは制度なんだけれども、仕組みの中で消費者も関与できるような形の委員会みたい

なものはつくられないのですか。 

○経済産業省（下世古調整官）  

  はい。今申し上げましたのは、仕組みとして、こういうようなルールに基づきまして検

討を開始するということが決まっているだけでございます。  

○議事進行人（安念委員長）  

  ありがとうございました。 

  それでは続きまして11番の岩中美保子さんにお願いいたします。 

○意見陳述１１番  岩中 美保子 氏 

  私は名古屋市北区に住む岩中美保子といいます。家計を預かる一人の者として、今回の

中部電力の電気料金値上げ認可申請について、意見を述べます。  

  一昨日、私、生活保護を受けている方から相談を受けました。電気料金が支払えずに電

気を止められて一晩寒さの中で震えて過ごしたというお話を伺いました。今回の値上げは、

こういう方々を値上げ申請はこういう方々を直撃します。なぜこの時期に値上げでしょう

か。4.95％の電気料金の値上げが申請されましたが、皆さんもこもごもおっしゃっている

ように、来年４月といえば消費税が８％に上げられるのと同時です。どうしてこの時期に

値上げなのでしょうか。値上げ申請の理由を見ても、全く理解ができません。私の周りの

方々は給料が減って、ボーナスも出ない。年金だけでは暮らせない。こんな話題ばかりで

す。2014年度の国家予算案が発表され、『暮らしより「強い日本」』と中日新聞が報道し
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ましたが、消費税が５％から８％に値上げをされ、年金の支給額が１％減額、厚生年金の

保険料は値上げ。70歳から74歳の患者負担は来年４月から１割から２割に負担が増える。

生活保護費は３年連続削減など、重税ばかりで、この先、本当に不安が募ります。こうし

た中での今回の値上げは家計を圧迫するもの以外にはあり得ません。 

  二つ目に、中部電力の申請書、財務状況を見ますと、剰余金残高が5,670億円になって 

おり、値上げ分の 482億円の10年以上分もあります。これほどの剰余金があって、なぜ値

上げなのですか。また、産業用の電気料金は自由化されて、価格は明らかにされていませ

ん。産業用の電気料金がどのぐらいなのか明らかにすべきではないでしょうか。  

  ３点目です。原子力発電に関わって２点について述べます。  

  一つは、日本原電への基本料金についてです。2011年３月の東日本大震災と東電福島第

一原発事故で、現在日本原電は全ての原発を停止しています。稼働していない日本原電に

中部電力は基本料金を支払っています。今回消費者行動ネットワークが中部電力に対して

公開質問状を出され、それに対する中部電力からの回答を消費者行動ネットワークのホー

ムページで見ました。「日本原電を含む他社から、原子力発電にかかる購入電力料につき

ましては、購入電力料の内数として 366億円を支出しております。なお、日本原電にかか

る購入電力料につきまして、相手方もあることから公表を控えさせていただきたいと思い

ます」と回答されています。基本料金をいくら支払っているのかは個別契約に当たること

から公表できないとのことですが、先ほども皆さんがこもごも言っておられるように、あ

る報道によると原電の12年３月期の収入は東電からの464億円を筆頭に、中部電力は 307億

円、九つの電力会社から支払われていると報道されています。中部電力は、稼働していな

い日本原子力発電株式会社への支払い分を電気料金に含み、私たち利用者に負担させよう

としています。使用していないのに、どうして私たち市民が支払わなくてはいけないので

すか。あきれてしまいます。 

  ２つ目に、稼働していない浜岡原発に、これは浜岡原発だというふうに私は資料で読み

取ったのですが、 4,230億 3,145万 4,000円が計上され、今回の値上げに算定されています。

電気料金の値上げ申請には、「現在停止中の浜岡原子力発電所については、（中略）、原

価算定上の前提として、４号機は平成28年１月、３号機は平成 29年１月から発電電力量を

想定しています」とあり、金額について先ほど述べたこの 4,230億3,145万 4,000円の金額

については消費者行動ネットワークへの中部電力の回答書を見て知りました。稼働してな

いのに 4,230億 3,145万4,000円を計上、市民の電気料金の値上げに計上している。大変驚

きました。３．11福島原発事故は現在も収束するどころか、汚染水は莫大な量に達し、北

澤宏一東京都市大学学長であり、福島原発事故独立検証委員会委員長が、汚染水の問題が

国家存亡の危機に発展する恐れがあると、こうまで指摘をされています。 12月21日に市民

と科学者の内部被曝問題研究会が行われました。この講演会の中でも今の原発事故の深刻

さが各専門家から報告をされました。福島大学の先生は広域避難、家族離散、避難の長期

化、コミュニテイの喪失と孤立の現状が語られ、原発は一度重大な事故が起きれば取り返
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しのつかない被害がもたらされると、福島の現状を報告されました。原子炉格納容器の破

損や、燃料棒の取り出しなどで重大な事故がいつ起こってもおかしくない状況なのです。

被災地の人々の復興や、放射能汚染で被曝した人たちのことを考えると本当に胸が痛みま

す。放射性廃棄物の処理方法に至っては全く見通しが立っていません。南海トラフ巨大地

震も指摘をされ、最近は火山の爆発の危険も指摘をされています。私は３人の孫がいるん

ですけれど、原発ゼロの社会を子供や孫たちに残したいと思っています。多くの人たちは

原発に依存しない社会を願っています。福島原発事故の現状や、今後起こり得る南海トラ

フ巨大地震のことを考えると、原発ゼロの社会実現こそ、個人はもちろんですが、企業も

今を生きる私たち社会、未来の子供たちに対しての仕事ではないでしょうか。大切なのは

命です。しかしその願いとは反対に、「産業のために原発が必要だ」と原発に依存し、そ

のコストを家庭に押し付けるということは、到底許せません。  

  最後に質問が二つあります。 

  一つは、25日付けの新聞の記事を見ていますと、電気料金の値上げは既に決まっていて、

丁寧な説明や周知が必要と。値上げ幅をどうするかというような、このような印象を拭え

ません。貴重な時間を割いて開催された今日の公聴会が一応終了しました。開催しました。

というふうに終わってはならないと思います。今回の公聴会で述べました意見について、

また中電の電気料金値上げ申請についての国民の意見の募集についてですが、どう反映し

ていただけるのかお聞かせください。また「国民の声」の募集は、その名にふさわしく、

広く知らせるという努力がどうなされたのかお答えください。  

  二つ目に、中部電力の社長にお尋ねします。現在停止中の浜岡原子力発電所の新規制基

準を踏まえた安全性向上対策について、４号機は平成27年９月末完了予定、３号機は平成

29年９月末完了目標となっています。あくまでも目標で、この先稼働できるかどうか分か

りません。先ほどもおっしゃいましたとおりだと思います。しかも大地震がいつ起こるか

分かりません。そうであるにもかかわらず電気料金に算定されています。一番最初に言わ

れた公聴人の方の社長さんのご意見が、浜岡原発の稼働が見込まれない中でとおっしゃい

ましたけれども、見込まれないのになぜ電気料金に入れるのですか。私は一般の常識から

考えても理解できません。中電には一般社会とは違う何か特別な常識があるのでしょうか。

社長さんお答えいただけないでしょうか。以上、この２点の質問をさせていただきたいと

思います。 

○議事進行人（安念委員長）  

  じゃあ、まず国民の声の反映について、経産省からお答えしましょう。  

○経済産業省（下世古調整官）  

  お答えいたします。国民の声につきまして、皆様への周知方法についてのお尋ねでござ

いました。国民の声への周知、皆様への周知方法でございますが、公聴会の周知方法と基

本的に同じでございまして、先行電力の公聴会等におけるご批判も踏まえまして、中部管

区電力に関しましては10月29日以降、周知をする中で、消費者庁や全国消費者団体連合会
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のご協力も得ながら、中部地域の地方自治体、消費者団体、中小企業団体、公聴会につき

ましては 600団体以上という形で周知をさせていただきまして、基本的にはそれと同じよ

うな形で国民の声も同時にご連絡をさせていただいているという形でございます。  

○議事進行人（安念委員長）  

  では次、いきましょう。 

○経済産業省（下世古調整官）  

  あと一言申し上げますと、料金値上げについて、既に決まったのではないかというよう

なことでございましたが、そのようなことは全くございません。全く予断を持たずに審査

を行っていただいている最中ということでございますので、このことは付け加えさせてい

ただきたいと存じます。 

○議事進行人（安念委員長）  

  ちょっとお待ちください。まず水野社長に。 

○中部電力（水野社長） 

  今のご質問でございますけれども、おっしゃられましたように４号機が 2016年９月（実

際は2015年9月）、３号機が2017年の９月（実際は2016年9月）完了、工事の完了の目標を

そこに置いています。ですから工事が完了すれば、それを検査し、やはりそれが終了すれ

ば物理的には発電し得る状況になるもののですから、そういった活用できる電源について

は、この原価の算定の諸元に織り込んでいくということが基本的な考え方ではないかとい

うことで入れさせていただいておるところであります。そういう意味でそこにお示しした

今期間だけ、発電量が入っているという、そういう状況でございます。 

○議事進行人（安念委員長）  

  どうぞ何か。 

○意見陳述１１番  岩中 美保子 氏 

  ごめんなさい。時間がないんですけど、それぞれに先ほど国民の声を、周知徹底を努力

したとおっしゃいましたけれど、残念ながら「国民の声」というふうな、言われるほど皆

さんご存知ありません。実態は、意識を持ってホームページやインターネットを見て、そ

してその経済産業省のところからいくつか、いくつか、こうやって入り込んでいかないと

分からないという。ですから、これ本当に今後生かせていただきたい。例えばもっとそれ

ぞれの事業所に、きちっとした用紙を置くとか、「国民の声」とおっしゃるなら、「国民

の声」にふさわしい、やはり募集をされるべきではないでしょうか。  

  それから先ほどの中電の社長さんの意見は、私は反対ですけど、稼働が決まってから入

れるというのが、庶民の感覚からいってもあたりまえで、社長さんの意見は到底理解でき

ません。このことを一言申し上げて私の意見陳述とさせていただきます。どうぞ値上げを

しないように、ぜひよろしくお願いをいたします。  

○議事進行人（安念委員長）  

  どうもありがとうございました。 
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  どうも大変長らくお待たせいたしました。鬼松成剛さんにお願いいたします。  

○意見陳述１番  鬼松 成剛 氏 

  鬼松成剛23歳です。陳述の前に一つお詫びを申し上げます。今日、本来であれば１番で

お話する予定でしたが、時間に遅れてしまってすみませんでした。それでは意見陳述に入

ります。 

  発電燃料の価格高騰が主な原因で中部電力の経営が圧迫され、その結果として消費者が

支払う電気使用料を値上げするということについては認めざるを得ません。電気は毎日の

生活に一番欠かすことができないエネルギーであり、この時期に人々を魅了させ、美しい

輝きを放つさまざまなイルミネーションもそのほとんどがこの地域では中部電力の供給し

ている電気あってのものとなっています。このような電気の使用状況から考えれば、少な

くとも安定した電気の供給を大多数の消費者が望んでいることは間違いないことであり、

将来的には電気の小売が完全自由化される議論も行われていますが、中部電力には今しば

し電気の安定供給を行うという役割を担ってもらいたいと思います。 

  しかし、だからといって今中部電力が示している値上げの額をそのまま受け入れようと

いうことではありません。各新聞社の報道や、さまざまな団体の主張の中で、まだまだそ

の額には縮小の余地があるとされています。そこで今回の陳述意見として、中部電力の子

会社などの関係会社の株式売却による値上げの額の縮小を求めます。現在の中部電力の子

会社には、建設業のトーエネックを始めサービス業の中電ウイングやエネルギー業のシー

エナジーなどがあります。それら全ての子会社が現在の中部電力にとって手放してしまう

と大変な損害を被り、ひいては消費者の毎日の生活に悪影響を与えかねないような経営上、

必要不可欠な企業なのでしょうか。以前は必要であったものの、最近はほとんど必要でな

くなったということはないのでしょうか。このような話は毎年の株主総会などで常に検討

されてきていることだと思いますが、この機会に今一度見直してもらえないでしょうか。

  また、光インターネットで有名なコミュファ光を提供している中部テレコミュニケーシ

ョンを始め、中部国際空港エネルギー供給株式会社など、中部電力が持っている子会社以

外の株式についても同様のことを求めます。特に中部テレコミュニケーションのように、

以前は中部電力の子会社であったものの、その後はその株式の大半をほかの企業に売却し

ている事例から考えると、現在の子会社の株式の大半を売却する、または子会社や、それ

以外の株式を全て売却する余地はまだまだあると思います。全ての子会社や、それ以外の

株式をゼロベースで見直し、売却に問題がないと判断されるものについては売却し、その

利益によって値上げ額の縮小につなげてほしいと思います。  

  もちろんこのようなことで縮小できる額は微々たるものかも知れない、または検討して

もらっても一切売却できないとなるかも知れないという気持ちを持っています。しかし、

一人の消費者として、結果としてごくわずかな縮小であったとしても、全く縮小につなが

らなかったとしても、中部電力には今以上に値上げ額の縮小に努めてもらいたいので、そ

の努力の限界で示された値上げ額ならば受け入れようと思います。  
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  今回の陳述意見としては以上が全てとなります。この後もほかの陳述の方からさまざま

な意見や提案があると思います。自分の意見も含め、大事な消費者の声と受け止めて極力

反映してください。今日の公聴会が消費者の声を聞いたという、いわゆる証拠づくりのた

めだけの場ではないと信じて意見陳述を終わります。  

○議事進行人（安念委員長）  

  ありがとうございました。子会社株式の売却については答えていただきましょうか。  

○意見陳述１番  鬼松 成剛 氏 

  もし可能であれば。 

○議事進行人（安念委員長）  

  じゃあお願いいたします。 

○中部電力（水野社長） 

  子会社につきましては、特に多くは当社のこの電気設備の運転とか保守を専門的に行っ

ているというところが大半でありまして、事業運営上、非常に必要なものだということを

ご理解いただきたいということであります。そういった意味でグループ全体の企業価値と

いいますか、こういったことを向上させる意味で今現在長期保有ということを原則として

考えておるわけであります。しかしながら、保有する株式等については、毎年それを持ち

続けた方が、それが意義があるのかどうかということ、それは確認して、特には電気事業

を行っている私ども、それから当社グループ全体、この詰まるところが電気事業の安定的

な事業運営、それから今申し上げました企業価値、こういったことがもし資するというこ

とが非常に少なくなってきたという場合においては、保有意義が乏しいということですか

ら、これはこういう場合については、市場動向も見ながら積極的に売却をしていくという

のは基本的な考え方なので、ご理解をいただければというふうに思います。  

○議事進行人（安念委員長）  

  ようございますか。 

○意見陳述１番  鬼松 成剛 氏 

  はい。 

○議事進行人（安念委員長）  

  どうもありがとうございました。 

  どうぞ、はい。 

○中部電力（水野社長） 

  私、年度を間違えて……。 

○議事進行人（安念委員長）  

  そうですか。どなたのご質問の……。 

○中部電力（水野社長） 

  先ほどの岩中さんの浜岡の対策工事の完了時期でございますけれども、私、平成と西暦

と、またちょっと換算を間違えまして、すみません。安全向上対策について、４号機は平
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成27年９月末完了、2015年９月末の完了で、３号機は平成 28年９月完了、 2016年ですね。

ちょっと１年間違えてお話をしました。申しわけありませんでした。 

○議事進行人（安念委員長）  

  ということでございます。 

  どうもありがとうございました。それではここで午前の部の意見陳述を終えたいと存じ

ます。全部で11名の方からご意見をいただきました。どうもありがとうございます。 

  それでは本日出席しております審査専門小委員会委員より、それぞれ簡単にコメントを

いただきたいと存じます。 

  それではまず委員長代理の山内委員からお願いいたします。  

○電気料金審査専門小委員会  委員（山内委員） 

  一橋大学の山内でございます。今日は大変貴重なご意見を伺いました。ありがとうござ

いました。私自身の感想を若干申し上げると、やはり今回の値上げについて皆さんお感じ

になるところ、大きく分けて幾つかあります。 

  一つは、最初から皆さんおっしゃいますことは、所得の低い人、あるいは社会的弱者の

人たちに対する影響の大きさというものを十分に理解してほしいと、こういうことだと思

います。特に何名か方がおっしゃいましたけれども、生活上の問題ですね。それから本当

の社会的弱者の方々の生活のライフラインとしての重要性、こういったことをご指摘にな

っていたかというふうに思っております。  

  それから２点目の大きな点は、原価の適正性ということであると思います。今回値上げ

するかどうか。そしてもしも値上げする場合には、どういう原価に基づくべきかどうか、

これについて皆さんがご指摘になったというふうに思っております。これについては内容

的に言うと、ちゃんと企業努力がなされているのかどうか、それには例えば取引の適正性

とか、調達の適正性、そういった問題。 

  それから内部留保の問題も皆さんが指摘されていたところだというふうに思っておりま

す。これだけ内部留保があるのに対して値上げのその是非がどうなのかということでござ

います。 

  それからこれに含まれるもう一つの問題は、やはりその自由化部門と規制部門の適正性

の問題、こういったこともご指摘になられたかというふうに思っております。これが二つ

目の大きなポイントだと理解しております。  

  それから三つ目は、原子力問題、特に浜岡原発の費用、あるいは日本原電に対する費用

負担の問題、こういったこともご指摘になったところだと思っております。  

  特に原子力の稼働運転につきましては、ご存知南海トラフというような問題を抱えてい

らっしゃいますので、消費者の方々の意識もかなり強かったということを印象的に思いま

した。 

  で、これをどういうふうにわれわれの審議に、あるいは審査に生かしていくかと、こう

いうことでございますけれども、特にその原価の適正性については皆さんご指摘のことと、
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われわれが議論しているところについて、非常に大きな違いはないといいますか、われわ

れも非常に十分意識して、この問題について細かく見させていただいているというふうに

われわれは考えています。 

  おそらく、私自身改めて感じましたのは、最初の社会的弱者の問題、あるいは低所得者

の皆さんへの配慮の問題、生活に対する重要性です。これについて今日皆さんのご意見が

非常に強かったことをわれわれ自身、少なくとも私自身は十分認識した上でこれからの審

査に当たりたいというふうに思っております。 

  それから原子力の費用負担につきましては、これはいろいろ原理の問題と、それから原

子力そのものの是非の問題ということがあろうかと思いますけれども、その問題について

は少なくともわれわれの立場としては、その費用負担の問題として扱うと、こういうこと

が原則だろうというふうに思っております。ただ、皆様のご意見を拝聴した上で、理解し

た上で、またこれから審査に当たりたいというふうに思っております。以上でございます。 

○議事進行人（安念委員長）  

  ありがとうございました。それでは松村委員お願いします。  

○電気料金審査専門小委員会  委員（松村委員） 

  松村と申します。何点かコメントさせていただきます。 

  まず、低所得者対策に関して、ご質問に対して社長が明確に、第一段階の料金を低く設

定していると回答されました。これを自ら選択してやっているということを明確に言って

いただいたのだと思います。無理矢理やらされたものなら自ら行っている対策ではないの

で。多分私の聞き間違いだと思うのですが、もともと第一段階を低く抑えているのは、政

府に押し付けられた料金政策なので、制度改革をすると維持できなくなる、自由化したら

第一段階の料金を上げるということをいろんなところでふれ回って、制度改革反対のよう

なことを言っている人がいるなどという、妙な噂を聞くこともあるのですが、少なくとも

中部電力は、社長がこれだけ明確に自らの意思でやっているということをおっしゃったわ

けですから、このような料金体系を、制度改革があったら掌を返したように、すぐやめる

などということは決してないと思いますし、いろんな人のところに回って妙なことを吹き

込むなどという不見識なことをする中部電力の社員は一人たりともいないとは思いますが、

中部電力の社員は、電事連への出向者も含め、もし万が一そんな不見識な人が今までいた

とすれば、今の社長の言葉をもう一回思い出して、自分が不見識なことをしていないか再

確認してください。 

  安定供給が第一の使命であるということを社長がおっしゃったときに、これに対して失

望したとおっしゃった方がいらっしゃいました。私にとっては、全く思ってもみなかった

発言でしたが、言われたことは確かにもっともだと思いますので、もう少し私自身ちゃん

と考えて、自分で消化できるように考えます。ただ、私自身は安定供給が第一の使命だと

いうことを改めて社長に言っていただいたことは、とてもよかったと思います。で、安定

供給を口実にして、何でこれが安定供給と関係するというようなこと、議論がしばしば出
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てきて私たちは困惑することになるわけですが、安定供給と言えば何でも通るということ

では決してない。安定供給が重要だということは、私たちは十分分かっていますが、なぜ

それが安定供給に結び付くのかということをちゃんと説明した上で、今後も安定供給が第

一の使命だという言葉が出てくるものだと思っております。  

  それからここで言うべきことではないかも知れませんが、私は少なくとも何度も電力会

社の使命は安定供給が第一だったのではなかったっけ。言うこととやっていることが違う

じゃないか、と疑問を持つ場面に何度も出くわしています。私たち経済学者が安定供給の

ためにこうすべきだと言い、安定供給を第一に考える電力会社の方がどういうわけか、そ

れはコストがかさむからやるべきでないと言う。しかもそのコストは、どう考えても安定

供給に資すると思えないような活動に電力会社が投じていたコスト。したがって今現在で

は料金原価算定に入っていませんが、少なくとも震災前には入れていたようなコストに比

べれば、はるかに小さな額なのにもかかわらず、なぜ安定供給に資する投資は渋るのかと、

非常に不思議に思うことが何度も何度も出てくる。一般電気事業者の幹部が、安定供給が

第一の使命だと強調すると、とても複雑な思いで私は聞いております。しかし、料金審査

の場で言うことではないと思いますので、もうこれでやめます。  

  それから多くの指摘は、現行制度に関する不満も言っていただいたのだと思います。料

金審査に関しては、日本は法治国家ですから料金値上げ申請が出てきたときに、現行のル

ールに基づいて、現行のルールでできる査定をするということ以上のことはできません。

その観点では皆さんのご期待に全て応えることは極めて難しいと思いますが、その点はご

理解ください。ただ、現行制度に対する不満が出てきたということは、そもそも現行のル

ールを今後変えていかなければいけないのではないかというご意見を承ったというふうに

とらえ、経産省はその制度改革の担当省庁でもあるわけですし、それからここにいる委員

の何人かは、そういう制度改革にも携わっているので、そちらの場で生かせるように、ご

意見は拝聴させていただきます。 

  今日、少なくとも私は初めて、もう電力会社は十分コスト削減をしているので、この値

上げをこの幅で認めるべきであるという意見を伺いました。それは財務諸表だとか、ある

いは中部電力が出している資料だとかから見て説得力があると考えられた方もいらっしゃ

ったというのは一応受け止めます。しかし私自身はそう思っておりません。他の方が何人

も指摘されたとおり、例えば調達などに関して言えば、随意契約が大半であり、しかも競

争入札をしていると言っても、ほとんどは指名競争入札という形なので、少なくとも出て

きた資料だけ見れば十分なコスト削減をしていると、それだけで確信できるほどに十分に

証拠を示されたとは私は思っておりません。したがって今後はそのような意見はあったと

いうことは十分念頭には置きますが、私自身は同意しかねますので、厳格に査定し、納得

できないコストは入れない、ということは当然ありえると思います。 

  それから自由化領域と、規制領域の料金の格差について指摘された方がいらっしゃいま

した。これについては一つ認識していただきたいことがあります。今自由化領域となって
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いる大口の産業用・業務用の電力の市場も、昔は全部規制料金でした。そのときにも既に

kWh当たりの単価で言えば大口と小口では料金の格差がありました。それはコストに基づ

いた料金なのですが、小口にはかかるコストで、大口にはかからないコストがある結果と

して、例えば配電のコストのようなものなのですが、その結果として格差がついていた。

部分自由化した結果として、自由化した大口の価格が極端に下がった結果として格差が生

まれているという側面だけではないということはご認識ください。  

  私自身は、自由化部門で極端に安くなったつけを家庭が負わされているというよりは、

電力全体としてコストが高すぎるのではないかと考えています。したがって大口部門も含

めて、小口部門も含めて、全体としてコストが高すぎて料金が高すぎるのではないかとい

う強い問題意識を持っております。現行の制度でできることは限られますが、できる限り

のコスト削減を見込んで料金の査定をしていくべきだし、していくつもりでおります。雑

ぱくでしたが、以上で終わります。 

○議事進行人（安念委員長）  

  ありがとうございました。永田委員お願いします。  

○電気料金審査専門小委員会  委員（永田委員） 

  永田でございます。本日は貴重なご意見賜りまして、またこのご意見を心と頭の中に刻

みまして、また引き続き審査を重ねてまいりたいと思っております。 

  私、いくつか今日のご指摘の中で確認させていただきたいところで、まず一つは内部留

保の存在と値上げの関係です。内部留保というのは、あくまでも財務諸表上、過去から積

み上げたんですけれども、その全てが現金として手元には残ってはいません。つまり既に

現金から固定資産とかそういうものに投資してしまったものもあります。そういうことで、

その財務諸表の内部留保と今回の現金が足りないというのは、直接は結びつかないと、そ

ういう構造だということは今一度確認した上で、どのぐらい現金が足りないんですかとい

うところが最終的に値上げ率につながっていくと思っていますので、ここは再度私ども審

査委員の中で、厳格に査定していきたいと考えております。  

  それからもう一つ、事後評価のところでございますけれども、経産省さんからご説明が

ありました、経産省からの監視サイドとしての制度はありますけれども、一方で事業者側

が自ら自己評価を情報公開する制度があります。ディスクローズは事業者としていろんな

形でやれると思っています。 

  また、一つのルールとしては経営効率化計画を策定して、いわゆる経営を、もしくは事

業の運営をどのくらい効率化したことを自らディスクローズすることは決められておりま

す。そんな中に効率化の目標を決めて、いつまでこういった効率化をやるかというスケジ

ュールなどが開示をされています。しかしながら、この内容は必ずしも詳細にわたって、

もしくは目標に対してどのぐらい達成したかということを自らのモニタリングをやるとか、

そういうレベルまでには至っておりません。したがいまして、この辺の今後の制度につい

ては、過去の料金審査会の中でも今後の積み残し事項、もしくは検討事項として従前から
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議論された内容でございます。この件については付言させていただきます。  

  それと、関係会社の売却ですね、確かに水野社長からご説明があったとおり、基本的な

方針は、平時においては、そのレベルのグループ会社の売却はあるんでしょうけれども、

今回はある意味で平時を越えた戦時と申しますか、値上げをお願いするということでござ

いますので、その局面においては従前の考え方より、もう一歩踏み込んだグループ会社の

再編というものが必要ではないかと個人的には思っております。最終的には私どもとして

は皆様の困窮された生活状況と消費税の税率の値上げという状況を鑑みて厳格な審査を継

続してまいりたいと思っております。以上でございます。  

○議事進行人（安念委員長）  

  ありがとうございます。それでは辰巳委員お願いします。  

○電気料金審査専門小委員会  委員（辰巳委員） 

  皆様お疲れさまでございます。私はこの委員会に、消費者の立場でということで参加さ

せてもらっております辰巳と申します。よろしくお願いいたします。 

  今日の皆様のお話をお聞きして、慎ましく真面目に暮らしておられる市井の人々の声を

聞いてほしいというお声もありました。だから私は自分の立場上ということもあり、他の

先生方ももちろんそうですけれども、特に一生懸命聞かせていただいたと思っております。 

  特に、何人もの方々がおっしゃっている、中部電力からの値上げの説明に対して、納得

できないというポイント、たくさんあったというふうに思っています。具体的には、今ま

で山内先生が随分おっしゃってくださって、重なっているというふうに思うんですけれど

も、多額の剰余金があるのにどうしてだとか、全く購入していない日本原電の分担金だっ

たり、あるいは稼働の見込めない浜岡原発の分の計上だったり、それから本当に通常の企

業で行う経営努力がなされているのかとか、あるいは自由化部門のつけを規制部門で負担

しているのではなかろうかとか、いろいろあったと思います。いずれも全くそうだろうな

というふうに思って伺っておりました。 

  こういったポイントを一つずつ、そういういろんなお金を電気料金で負担をすべきかど

うかというところが重要なポイントで、私たちは本当に私たちの払う電気料金で払うべき

項目なのかどうかということで、検討させていただいているというところをご理解いただ

きたいなというふうに思います。 

  それで、できる限り一つずつ、細かく、実を言うと本当に大変な資料を中部電力さんか

らお出しいただいて、高さにすればすごい高さになるんですけれども、それを１件１件、

本当にこれって料金で払うべきなのかどうかという、そういう視点でチェックさせていた

だいております。 

  それで、一番大事なのは、やはりこういう理由で、こういうところは皆さんに電気料金

で負担をしていただきたいんだということを、分かりやすく伝えるという点は本当に重要

なのです。今日もここにありますが、皆様のご家庭に届いている電気料金のお願いですけ

れども、これで分かりやすいかというと、なかなか分りやすくないですよね。私なんかに
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は結構字が小さいし、ブルーの上に黒い字で書いてある、もうほんと読めないです。すみ

ません。デザイン的にもこれで読んでくださいというつもりなのかなという気がします。

それで一つちょっと気になった点がありまして、というか悩ましい点なんです。例えばご

意見の中に、やはり具体的に例えばエネルギーづくりの現場を皆に見ていただくというこ

とが、すごく重要だとおっしゃっていました。これ確かにそうなんです。自分たちの使う

電気はどこでつくられて、どこを通って、どこにどういうふうに来ているかという、そう

いう基本的な知識なので、確かにこれって重要です。だけど一方では、 1,000回とおっし

ゃったですよね、バス旅行の企画があるんだと。それ、そんなの無駄じゃないかというお

声だったというふうに思っているんですけれど、それは電気料金で支払われる形になって

おります。じゃあ適切な、その知らせるための回数、例えばバス旅行ならばどのぐらいな

んだろうか。これでは何人かの人しか行けないんじゃないかとか、じゃあそれに代わる何

か別の方法はないだろうかとか、その辺りをやはり検討していただけるように私たちの方

からもご提案できればなあというふうに思ったりしております。まあとりあえずそんなこ

とで、本当に情報をきちんと伝えるということの重要性は心より私も思っておりますので、

皆さんのお声をぜひ受け止めさせていただきたいなと思います。以上です。  

○議事進行人（安念委員長）  

  ありがとうございます。それでは梶川委員お願いします。  

○電気料金審査専門小委員会  委員（梶川委員） 

  審査委員の梶川でございます。陳述人の皆様、本日は貴重なご意見をありがとうござい

ました。今後の審査の作業の中で参考にさせていただければと思います。  

  多くの先生方が個別の内容はほとんどおっしゃられて、私も事項としてはほぼ重複しま

すので、あまり重複をする項目を申し上げることではないんでございますけれども、一部

非常に印象的だった点について、少しお話をさせていただければと思います。  

  これは本当に重複なのですが、やはりこの消費税の増税を控え、値上げの時期でござい

ますね。それからまた、中電さん、まあ比較、他電力さんと比べても、なのかも知れませ

んけれども、内部留保がおありになるという、そういった意味で、この値上げの必然性と

いうことに消費者の生活実感の中で、どのようにご納得いただけるものになるのか、今は

もちろんご納得がいただきづらいという、ここの観点について、どのように今後も審査の

議論の中でも、さらなるご説明になる形で議論が進められるかということを思いました。  

  それから、これは吉田さんがおっしゃられた、その大前提なんだということで、公共料

金というのは安くて安定してなければいけないという、この話は非常に当たり前の話なん

でございますけれども、これをまさに大前提だという形でおっしゃられますと、ある意味

では非常に印象深い観点でございました。これは電力の料金審査のお話と、その枠内に入

る話ではないんだと思いますが、これは社会政策的なもので、低所得者への配慮というよ

うな観点をどのようにこの料金の体系の中からとは別の観点にはなるので、この審査委員

会で話し合うようなことではないのかも知れませんが、まあこの大前提というのは非常に



－45－ 

心に深く受け止めて議論をさせていただくことなんだろうなという気はいたしました。そ

の中で、やはり規制と、そういうこととも関係して、やはり規制、自由化部門の料金のあ

り方ということも今回外山さん始め、細かい数値を上げてご説明をいただき、これはもち

ろん私どもそういう数字は見聞きしておりますけれども、今の大前提議論などとの関係で、

あり方を考えさせられることは非常に強くあったなあという気がいたしました。  

  また、この総括原価主義の議論というのは、今までの公聴会でも皆様方から出続けるお

話なんですが、本当に重要なのは、やはりこの原価に対する信頼性という観点でございま

して、そういった意味で、この事後フォローを含む仕組みというものをどのように信頼性

が確保できる仕組みにするかということが非常にやはり今回も強く感じるところでござい

ました。 

  あとは原発の問題というのは、エネルギー政策とかかわって、これも料金審査の中で話

し合えることと、その外でお話させていただかざるを得ないこととあるとは思うんでござ

いますけれども、これは社会的なテーマとしては非常に常に皆様が重く考えていただいて

いるという点を厳粛に受け止めながら、議論をさせていただければというような気がいた

します。 

  一番で話されるはずの最後の鬼松さんのお話の中で、私、これものすごく印象深くて、

その結果は影響が少なくても、結果的に値下げ、値上げ幅が縮小されるものではなくても、

きちっとゼロベースで見てほしいという、これの真摯な経営努力が行われていることを確

認するという作業が、これは多分消費者の方と経営をつなぐ私どもの役目なんだろうなと、

結果的にそれほど大きな金額でないよということではなくて、これがまさに信頼性をつな

ぐ確認作業なんだというような気がしまして、本当に結果は小さくても一つ一つの項目を

厳正に見せていただくというようなことで、今後の作業をさせていただければというよう

な気がした次第でございます。 

  以上、感想でございます。本日は本当にありがとうございました。 

○議事進行人（安念委員長）  

  ありがとうございました。以上をもちまして午前の部を終わります。陳述人の皆様、ど

うもお疲れ様でございました。ありがとうございます。  

  午後は13時20分から、午後の部として引き続き意見陳述による意見陳述を開始いたしま

すので、よろしくお願いいたします。なお、この会場内では飲食をご遠慮いただいており

ますので、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。このまま

お帰りになる方は出口の箱の中にご返却ください。  

 

                            （休  憩    午後１２時１０分）  

                            （再  開    午後１３時２０分）  
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○議事進行人（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を始めたいと存じます。  

  先ほど、先ほどと申しましても午前の部の最初でございますが、同じお願いをしたので

ございますけれども、陳述人の皆様のお顔ぶれが全部入れ替わりましたので、改めてお願

いをしたいと存じます。 

  お手元の議事次第というのをご覧いただけますでしょうか。その資料３というところで

ございます。お願いはここに書いてあるとおりのことでございますが、重要ですので、読

み上げさせていただきます。 

                            公聴会についての注意事項 

  （意見陳述人の方へのお願い）でございます。 

  １  意見陳述は、あらかじめ届出があり、大臣から指定された者以外の者による陳述は

    はできません。 

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

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

  ３  本日は、中部電力株式会社の電気料金値上げ認可申請を含む、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。  

  ４  持ち時間は、議事進行上１人当たり 15分以内となっています。持ち時間の中で、意

    見陳述後、経済産業省又は中部電力にご質問いただくことが可能です。  

    15分というのは、意見の開陳と、それから質疑応答がありましたら、その質疑応答も

    入れましてお一人の持ち時間が15分でお願いしたいという趣旨でございますので、よ

    ろしくお願いいたします。 

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

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

    を終えるようお願いします。つまり陳述をお始めになってから 10分で１回、14分で２

    回、15分で３回鳴ると、こういう仕組みでございます。  

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

    他の陳述人からの陳述が全て終わっても席におられない場合には、意見を述べないと

    みなされる場合がありますからご注意ください。  

  ７  次の陳述順の方は、控席にてお待ちください。  

  傍聴人の方々へのお願いは、先ほどと同じとおり、資料３の下半分に書いてあるところ

でございます。 

  それでは順にお願いをいたしますが、もしお名前の読み違えなどありましたら、ご訂正

をいただければと存じます。 

  それでは12番の小松由人さんにお願いをいたします。  

○意見陳述１２番  小松 由人 氏 

  今、ご紹介をいただきました長野県消費者団体連絡協議会で事務局長を務めさせていた
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だいております小松由人と申します。本日は長野県からまいりました。 

  私どもの会は、県的な消費者団体12団体で構成され、生協、婦人団体、労働組合といっ

た構成になっております。全国の消費者団体連絡協議会にも会員加盟をさせていただいて

おります。本日は消費者の立場からご意見を申し上げさせていただきます。  

  その前に、中部電力におかれましては、長野支店を通じて、この間、丁寧な資料提供を

いただき、説明会の開催にも応じていただきました。この場をお借りしてお礼を申し上げ

ます。それでは意見の方に入らせていただきます。  

  午前中のご意見の中にも多々ありましたが、来年４月からの消費税の増税が決まってい

て、地域経済にとっても、とっても厳しさが増すことが予想されています。そういう中で、

これも言わずもがなのことですが、電気事業は地域独占的に供給されていて、生活に大き

な影響を及ぼすものであります。中部電力が今回、規制部門で平均4.95％の値上げを申請

されていらっしゃいます。御社の資料を拝見しても、規制部門消費税率を８％で計算する

と、契約の種別によって4.5％から最大9.7％の値上げになると書かれています。一番値上

げ幅の大きい従量電灯Ｃでは、年額３万 2,448円、オール電化とお聞きしております３時

間帯別電灯10kVAでは、年額で１万 5,567円の負担増となります。私も御社のホームページ

にある値上げの影響額のシミュレーションの方を使わせていただきました。わが家の場合

で当てはめて計算してみましたが、年額で3,672円、6.1％の増加という結果になりました。

こういう形で消費者向けにいろいろな資料提供していただいているということは大変あり

がたいと思っております。さらに分かりやすい資料の提供をお願いしたいと思います。  

  これも先ほど午前中のお話にもありましたが、所得格差が広がる中で、大変厳しい生活

を送られている方が大勢いらっしゃいます。そういう方々ほど、今回の料金の値上げは負

担感が重くなるという、強くなるということについては私も十分ご認識をいただければと

思っております。 

  今回の値上げについては、やはりタイミング的に非常によくないというふうに思います。

できれば本当にこの時期の値上げはやめていただきたい。せめて家庭の負担を増やさない

ように、最小限にしていただくということを最初にお願いしたいと思います。  

  それから燃料費の低減について、ご意見を申し上げたいと思います。 

  一つは、火力発電における燃料費の増大が今回の値上げの大きな理由になっております。

原子力発電以外のエネルギーによる電力をいかに安価に提供するかということが、今の電

気事業者には問われていると思います。水力発電の発電設備利用率を目一杯に引き上げる。

まあ環境に負荷が少ないという意味でもやはり水力発電については、それを有効に活用し

ていただきたいということと、それから燃料費の安い石炭発電について、効率化を図って

いただくというようなことをしていただきながら、燃料費の増大を押さえていただけない

かと思っています。 

  次に、営業経費を引き上げる調達方法ということで要望をさせていただきたいと思いま

す。この小委員会の審査資料を拝見しても、入札によらない随意契約の比率がとても高い
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ということを感じています。徹底した経営効率化のためには競争入札比率を高めることが

望ましいと私も考えます。今委員会でも突っ込んだ審議をしていただいているんですが、

競争入札の推進など、調達コストの削減につながるさらなる取り組みをお願いしたいと思

います。 

  また、事業の特性上、入札が困難なものについては、消費者の納得できるような資料を

用いて説明をお願いしたいと思います。また、さらに独自の手法がある場合、外部の意見

を取り入れた手法に変更して、競争環境を確保するということで、今後もさらには入札の

比率を高めていただきたいというふうに思っております。  

  最後に、原発の再稼動問題について触れさせていただければと思っております。  

  今回の申請では、原価算定に浜岡原発の再稼働計画も盛り込まれています。このことに

大変違和感を、やはり感じております。ご承知のように浜岡原発は東京電力の事故を受け

て、当時の首相の強力な要請によって停止されたというふうに認識しております。しかし、

東海東南海沖の巨大地震が想定される中で、多くの国民も浜岡原発の稼働に大きな不安を

抱いていると思います。東電の福島第一原子力発電所の事故については、その被害の甚大

さ、収束の困難さ等、そういうことを考えると、本当に原子力発電と人類というのは共存

できるのかと不安を感じています。 

  日本の電力とエネルギー政策のあり方について、やはり根本的な見直しをする時期だと

思います。そうした状況を踏まえると、やはり原子力発電に頼らないエネルギー政策への

転換ということで中部電力も考えていただければと思います。そういう点で今回の浜岡の

３、４号機の稼働を前提とした計画については見直していただきたいという意見を述べさ

せていただきたいと思います。私からの意見は以上です。  

○議事進行人（安念委員長）  

  ありがとうございます。小松さんのご意見拝聴いたしましたが、まだいくらか時間が残

っておりますけれども、何か答弁をお求めになるような意向はございませんか。  

○意見陳述１２番  小松 由人 氏 

  それでは２点、お尋ねをしたいと思います。 

  一つは水力発電の発電設備利用率をさらに引き上げるという、そういう可能性はないも

のなのかどうかということですね。 

  それと、石炭発電の効率化ということについては、どのようにお考えになっているか。

○議事進行人（安念委員長）  

  では中部電力さんに答えていただきます。 

○中部電力（勝野副社長） 

  副社長の勝野でございます。座ってお答えさせていただきます。  

  水力発電の設備稼動率を上げる方法ということで、一つは既設の発電所につきましては、

最近、結構集中豪雨的なものが降って、水がたくさん出ますと、どうしても水車が傷みま

すので取水停止、取水をせずに発電をしないという状態が続くんですけれども、やはりそ
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このところを、水質管理をうまくして、なるべく早く取水を得られるような、今、工夫と

いうのは第一線の従業員が今頑張ってくれているので、そういうことをしていきたいとい

うのと、あとはダムなんかを造ったときに維持流量というのを流しているんですけれども、

やはりそこの維持流量をさらに電気に替えてつくってくという、維持流量発電にも取り組

んでおりまして、今いくつか計画あるいは工事をこれからしていくところなので、なるべ

く水のエネルギーというのも、できるだけ有効利用していこうと思っております。  

  それから石炭火力につきましては、やはり環境の負荷が多いんですけれども、環境対策

を万全にしつつ、やはり燃料価格は安いものですから、利用率を高める努力をする。例え

ば定期点検の期間を短くして運転日数を増やすとか、そういった工夫をしながら、できる

限り発電電力量を多くできるような工夫をしております。以上でございます。  

○議事進行人（安念委員長）  

  よろしゅうございますか。 

○意見陳述１２番  小松 由人 氏 

  今お聞きしてもあまりよく分からない部分もありますので、ぜひそこら辺も分かりやす

い資料をご提示いただければ、より理解納得も進むかと思います。  

  もう１点よろしいですか。 

○議事進行人（安念委員長）  

  どうぞ。 

○意見陳述１２番  小松 由人 氏 

  これは経産省の方にお願いをしたいんですが、経産省のホームページで審査専門小委員

会の議事録等は拝見しております。で、ただあそこの画像の公開がちょっと遅いんですよ

ね。で、ユーストリームを使えば、もう既に最新の委員会の模様も見られます。ぜひそう

いうタイミングを早めていただければと思っております。  

○議事進行人（安念委員長）  

  じゃあご検討いただきましょう。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。 

  では13番の西野賑郎さんにお願いいたします。 

○意見陳述１３番  西野 賑郎 氏 

  私は全日本年金者組合の役員をしております。 

  初めに、高齢者は生活費が削減されてきている。年金の削減ですね。 10月から１％下が

りました。愛知県では65歳以上の年金生活者は人口の約20％、愛知県は約 140万人を超え 

ています。年金の支給水準、我々は受給水準と言っておりますが、国民年金の受給者で、

月平均 4.6万円、これは厚生労働省の発行している資料です。厚生年金受給者で月 16万円、

男性と女性で若干違いがありますが月16万円です。国民年金受給者のご家族、ご夫婦で年

間収入は110万円です。夫が厚生年金受給者で妻が国民年金受給者の平均的なご家族は、  

年間収入で200万を超えます。220万とか40万とかという数字が出てきます。  
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  今年の10月から年金削減で１％削られ、あと来年４月に１％、その次にコンマ５％です

から、2.5％削られると、金額にすれば平均 110万円の世帯で2.8万円、240万の世帯で考え

ても約６万円です。既に年金者組合には多くの悲鳴が上がってきています。どう工夫すれ

ばいいのか、どうやり繰りすればいいのかわかりたい。わからないと。早く死んでしまい

たいという。高齢者の生活から、生活の安心を奪っています。そこに電気料金の値上げで

す。もちろん消費税もあります。所帯平均は中部電力の資料だと 8,000円を超えています。

高齢者の生活はもっとみんなが節電し、電気料金は低く押さえていますから、 5,000円か

ら8,000円程度に節電しているのです。 4.9％では年間3,500円から5,000円程度の負担増に

なります。110万円の人が3,000円から5,000円の負担増になるということです。  

  安倍内閣によって消費税８％増、医療費が増、後期高齢者の医療費が増えています。看

護の費用も増える。所得税も増えるなど重なると深刻なんです。 

  今回の値上げ案では、120kWhまでの値上げ幅を少し押さえておられます。少し押さえて

おられる。少し押さえるというのは不十分です。所得格差が広がっている社会情勢から考

えると、少し押さえるのではなく、低所得者対策から除くべきです。120kWhまでは上げて

はいけないと思います。 

  二つ目に移ります。今回の電気料金引き上げには緊急性がありません。引き上げる正当

な理由もありません。ホームページや有価証券報告書など、資料はたくさん見せていただ

きましたが値上げの理由はやはり燃料費です。供給責任がありますから当然にみえますが、

当面電力供給に関係のない原発関連費用が盛り込まれている。火力の発電燃料費とだぶっ

ているわけです。国民の間で反対が多い原発再開を前提にしています。反対が多いという

ことは考え直してくれということです。それをだぶって計上して赤字だから、損失だから

というのは理解ができません。もし経営判断だというなら、費用がふくらむ理由をもっと

正確に説明すべきではないでしょうか。浜岡原子力発電所を再開する理由です。世界で一

番危険な原発を再開する理由なんです。現在でも巨額の資金を投入しています。しかも原

発の廃棄物処理の方法も費用も決まらず垂れ流しです。トイレなきマンションをそのまま

なんです。 

  さらに浜岡１、２号機の廃炉費用も将来の国民に負担を押し付けています。こんな経営

判断は、国民が電気料金として負担すべきではありません。国民負担で原発再開費用を値

上げする元資になります。それよりも名古屋市内や近郊、県内にある中部電力が所有する

巨額の土地や不動産の処分こそ必要です。なぜ一つの企業が専用の野球場やラグビー場や

テニスコートを持ち続ける。そんな必要があるんでしょうか。電気料金は総括原価方式で

す。経営判断で費用がふくらむ責任は誰が取るべきなのか、国民ではありません。規制部

門の電気料金ではないということです。 

  原発に経済性がないことは明らかになってきています。原発は安いというのはごまかし

だったわけです。それを知りながら電気料金に転嫁するは経営判断の誤りというべきです。

どこから燃料費の増加分を出すのか、それが問題ですが、巨額な内部留保金です。いろい
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ろな資料を見ますが、経営内部に利益剰余金は蓄えられています。5,000億円を超える資 

金です。さらにほかの項目、利益準備金や長期貸付金など、内部留保金は 71社に及ぶ傍系

会社との連結決算では、１兆円を超える内部留保金が明らかになっています。料金値上げ

は10年早いのです。不要不急の設備資金、特に原発関連を再考する場合、 10年は値上げの

必要は全くありません。電力会社の利益はどこから上げているのか、わずかな販売電力量

の33％を占める家庭用電力です。規制電力というわかりづらい言葉を使っていますが 33％

の家庭用電力が、産業用販売電力67％を賄っているのが実態です。自由化部門ですから、

契約で電気料金は決まります。産業用電力の電気料金をきちんと値上げを決めてから、ど

うしても家庭用に負担がいるというのであれば、電力会社はその努力をすべきであります。

努力をしたのでしょうか。それを逆にしています。現在でも高すぎる家庭用を引き上げよ

うとしています。燃料費総額が増えたのは、自由化部門の価格が低く、節電の努力が遅れ

ているに過ぎません。 

  ３番目です。経営努力として従業員の給料を20％引き下げるとか、賞与を削減するとか、

福祉を削減するなど、報じられていますが、これは地域社会への間違った迎合です。電気

事業は、電気工学や電気技術の高い水準を保ってこそ、ライフラインの確保ができるので

す。調べたところによれば、国家資格の取得や技術水準は抜群の集団です。これは傍系会

社も含めてです。電気料金値上げを理由にして、給与を引き下げるなど、あまりにも発想

が貧困です。もっと下げるべきという意見があるようですが、わずか400億円の負担なん 

です。少ない人員で長時間労働、これは人を減らしてきていますからね。仕事は増えるけ

れども人が減る。少ない人員で長時間労働の残業代も含めた、見かけ上の所得が多いから

といって引き下げには反対します。供給責任を果たすべく、経営努力に最も努力している

のは、中部電力に働く電気事業に働く技術者たちです。技術者の生活安定と、技術水準の

さらなる向上を求めたいと思います。 

  最後に一言申します。今日は公聴会です。値上げのためのアリバイづくりの公聴会と揶

揄されたのではたまりません。安倍内閣の原発を再開する路線には、何の科学的な根拠も

ありません。将来の需要家が負担増になる電気料金の値上げには断固として反対いたしま

す。以上です。 

○議事進行人（安念委員長）  

  ありがとうございました。西野さんからご意見をいただきましたが、まだ若干時間が残

っておりますので、何か答弁をお求めになるような事項はございませんか。  

○意見陳述１３番  西野 賑郎 氏 

  特にありません。 

○議事進行人（安念委員長）  

  どうもありがとうございました。それでは続きまして14番の岡本一朗さんにお願いをい

たします。 

○意見陳述１４番  岡本 一朗 氏 
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  三重県生活協同組合連合会の事務局長をしております岡本一朗と申します。よろしくお

願いします。 

  三重県生活協同組合連合会は、コープ三重、三重県学校生協、三重医療福祉生協、三重

大学生協を始めとした三つの大学生協でなっている連合会になります。三重県で約 21万人

の組合員を抱えている組織になっております。三重県生活協同組合連合会は、消費者団体

としての側面を持っておりますから、その立場から発言をしたいというふうに思っており

ます。 

  皆さんも今まで言われていますから、だぶる部分もあるんですけど、国民生活は厳しさ

を増しています。特に来年の４月から消費税も上がりますし、電気料金も上がるというふ

うなことで、二重に上がるというふうなことになります。電気料金の値上げは、消費者に

とっては電気料金は、ほかのところに変えるというふうなことがほとんどできませんから、

そのまま上がるというふうなことになります。したがって消費者は必ず負担をしなければ

ならない、明日から電気を使わないでいいというふうなことにはなりませんから、そうい

う意味では値上げは本当に一般家庭に響くものだというふうに思っております。  

  その中で幾つかの点について質問と意見をさせていただきたいというふうに思います。

こちらの方もたくさん出ていると思うんですけど、燃料費の削減が一番大きいというふう

に思っています。火力発電における燃料費の増大が今回の一番大きな値上げのポイントだ

ろうというふうに思っています。そういう意味では火力発電の燃料費の削減の努力、それ

はいろいろな形で示されておりますけど、さらに安い燃料が購入できるように努力をして

いただきたいと同時に、ほかのエネルギーに対してもそういう努力も行って、燃料費の増

大を押さえてほしいというふうに思っております。  

  それともう一つ、２番目が、営業効率化とかコスト削減の問題なんですけど、今回の値

上げは地域の消費者、事業者に、関係なく負担を強いるものになっております。総括原価

方式により、市場競争の影響を受けずに、人件費等のコストが必ず確保できるというふう

なやり方というのは、やはり一般企業で働く消費者から見ると、不当に優遇されていると

いうふうなことは言えるのではないかなと思っています。特にいろいろな形の削減、人件

費なり燃料費とか出ていますが、団体費とか広報費等について、まだまだ削減ができるの

ではないかなというふうなことを思っております。  

そういうふうな意味では、一般企業以上に徹底的な効率化、コスト削減をお願いしたいと

いうふうに思っております。 

  それと３番目は、電気料金の値上げ認可の方法を始め、電力制度についての改革という

ふうなことで、先ほども言いましたが総括原価方式というのは、コスト削減の努力が行わ

れにくいといった問題も抱えているんじゃないかなと思っています。電力会社が過度な利

益を得ることなく、コスト削減をできるような電気料金についての研究なんかも進めてい

ただきたいというふうなことを思っております。それと４番目は資産売却などの問題なん

ですが、経営には一見関係ない部分もありますけど、必要性の低い遊休資産などについて、
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たくさんお持ちではないかなと、それも一定売却などされるようですけど、それについて

も全ての情報公開をして、子会社、関連会社も含めたきちんとそういうふうなのも公開を

して、要らないものについてはきちんと売却をするなり、そういうふうなことをお願いし

たいというふうに思っております。 

  それと原子力発電は、安くて安全であるという前提のエネルギー政策を改めていただき

たいというふうに思っています。特に福島第一原子力発電の事故からがらっと状況が変わ

っているというふうに思います。例えばリコールとかそういうのがありますね。例えば不

良品のエアコンでも何でもいいんですけど、一定出るとリコールというふうな形で製造が

止まったり、そういうふうな形で、原発も50何機しかないうちの１つがそういうふうにな

った場合に、本当にきちんと終息がして、原因がきちんと判明をしてから稼働させるなら

稼働させるというふうなのが筋ではないかなというふうに思っております。そういうふう

な意味では、浜岡の３、４号機の稼働を前提とした計画は、やっぱり見直していただきた

いというふうに思っております。 

  その中で１つはコスト削減の関係のそのあたりの決意なり、そんなことを少し言ってい

ただければなというふうに思います。 

○議事進行人（安念委員長）  

  じゃあコスト低減の工夫と言いましょうか、手段についてお答えをいただけますか。  

○中部電力（水野社長） 

  今回申請させていただいております。今まででもコスト削減と言いますか、経営効率化

について力を入れてやってきておりますが、今回申請に当たっては少しでもご負担を軽減

できるように、先ほど人件費、いろいろご意見もあるかと思います。とにかく月例の給与

も見直しをさせていただきまして、もちろん役員の報酬もそうでございますが、あとは競

争発注、まだ割合が低いというご指摘も多々受けておりますけど、とにかくこの割合も拡

大をして、とにかく資機材等の調達のコストを削減していくとか、それから広告費用とか

団体費と言いますか、こういった電気事業に関わりのないものについては、これは削減し

てコストを下げるというようなことを最大限反映して、今回の料金に織り込ませていただ

いていることで、その圧縮額が私どもの申請では 1,633億円になっておりますのでご理解

を賜ればありがたいと思います。 

○議事進行人（安念委員長）  

  以上でございますがいかがですか。 

○意見陳述１４番  岡本 一朗 氏 

  それともう１つなんですが、遊休資産と言いますか、土地とかそういうふうなものなん

ですけど、そこら当たりはどういうふうなお考えをお持ちなんでしょうか。  

○議事進行人（安念委員長）  

  お願いいたします。 

○中部電力（水野社長） 
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  遊休資産につきましても、従来からこのやはり電気事業として必要なものは確保してま

いりました。ただそのときどきで見直してきておりまして、不要と言いますか、電気事業

と関わりがなくなってきたものについては、これは収益性があればそれは貸すとかそうい

うこともあるんですけど、そういうこともないような資産については、もう売却を今進め

てきておるところで、これについても経営効率化に取り組んできております。一部高い収

益を上げられるものもあります。そういったものは別の観点から保有をして、安定的な事

業運営に反映できる。お客さまのためになるようなことはさせていただいているというこ

とでございます。 

○意見陳述１４番  岡本 一朗 氏 

  その点につきまして１つだけ、私は三重県に住んでいるんですけど、南伊勢町に土地を

お持ちだと思うのですが、いわゆる芦浜原発、その遊休地というのですか、今土地でお持

ちだと思うのです。それはそういう土地をここで聞くことはしませんけど、ぜひ売却をす

るなり、南伊勢町に寄付するような形で、処分なりしていただきたいなというふうに思っ

ております。 

  最後に一つお願いがあるんですが、１月10日には三重県生協連で生協向けの今回の説明

会をお願いをしてやっていただくというふうなことで、どうもありがとうございます。そ

れで先ほどの意見にもありましたけど、消費者団体とか、多分大口様向けにはいろいろ出

向いて説明会とかされていると思うんですけど、一般消費者については、１枚の電気料金

の請求のときに、１枚の紙切れが行っただけだというふうに思いますから、今からでも各

地での説明会を開催していただいて、より多くの一般の市民の方が理解できるようなこと

を努力していただきたいというふうに、お願いを最後にしたいというふうに思っておりま

す。どうもありがとうございました。  

○議事進行人（安念委員長）  

  どうもありがとうございました。 

  それでは15番の榑松佐一さんにお願いをいたします。  

○意見陳述１５番  榑松 佐一 氏 

  私は革新県政の会という、住民団体や市民運動や労働組合の入っている団体の代表をし

ております愛労連の榑松と言います。この名前のとおり浜岡原発の周辺に全国の榑松の半

分ぐらいが住んでいまして、大変原発にも関心を持っています。  

  午前中からの議論の中でも来年４月から消費税が上がって大変暮らしが厳しいときにど

うして中電値上げするんだということが皆さんの大変な大きな関心なんですね。確かに円

安で莫大な利益を上げられている企業もあるわけですが、私たちが中小企業の経営者と話

をしていますと、今年も単価の引き下げが２度あって、合わせて３％、商工会議所に行き

ますと６割が現在でも消費税を価格に転嫁できていない。電気代が値上がりしてもこれを

製品価格に転嫁するということは、さらさら考えられない。こういう事態が現在も進行し

ています。先日も経営者団体の皆さんとお話をしましたが、来年の中電の値上げについて
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は商工団体、商工会議所とか経営者団体の皆さんが、大変心配をされています。リーマン

ショックのときに私たち名古屋市内の中小企業をずっと訪問をしてきました。私も守山区

の中小企業を回りましたが、１台も生産をしていない。しかし機械はＮＣ旋盤を止めるわ

けには行かない。何もつくらなくても機械は毎日動かさないと油が固まるので、何の収入

もないのに基本料金がとても負担だと言われていました。  

  今回の値上げで低所得者対策というふうに言われていますが、中小事業者、とりわけ自

営業にとっては大変大幅な値上げになっているのではないかと、こういうふうに思います。

その上で今日はコスト削減についても、幾つか議論がありました。中電からいただいたい

ろいろな資機材・役務調達の資料もいただきましたが、先ほどからお話があるように、極

めて随意契約が多い、競争発注と言いながら、指名競争入札が圧倒的だと、こういうふう

に言われていますね。これはやっぱり原理的に総括原価方式だから、この議論は今日しな

いことになっておりますが、コストが上がれば上がるほど、中電の利益が増えるという構

造ですから、やっぱりコスト削減に中電は消極的ではないかと、普通の業者であれば必死

でもってコストの削減をするわけですが、中電の場合は連結子会社がありますから、利益

のつけ代えが可能になります。連結決算でもって話をする必要があると思います。  

  それから私は労働組合の役員ですので、決して中電の職員の賃金を下げろなんていうこ

とは全く考えておりませんが、しかし今回の賃下げが、子会社の社員の賃下げにつながっ

たり、これは実際に現場で働いている圧倒的多くの下請けさんや正規社員の大幅な賃下げ

につながらないかと、このことは心配しているわけですね。片や電気代を払う、わずかな

がらの年収200万くらいの給料で働いている正規社員が、この電気代を負担するわけです  

ね。そういう点では私は賃金を減らせなんていうことは、全く言う必要はないというふう

に思っているのです。賃金に見合うだけの、先ほどもありましたがプロフェッショナルが

揃っているわけですから、中電の皆さんにはさらに一層技術を磨いていただいて、その賃

金にふさわしいコスト削減をやっていただければいいんではないかと思います。  

  さてそういう厳しい暮らしの一方で、今日は規制部門と自由化部門の話が出ました。自

由化部門のほうは８％上げるというふうに言っておりましたが、値段が幾らか分からない

んですね。上げると言ったってもとの値段が幾らか一切公表されません。経済産業省に言

ってもそのことについては全く聞いていないと言いますよね。中電は当然ですが公開をし

ないと言っています。これでは上げると言っても本当に上げたのかは誰も検証のしようが

ないわけですね。国民が納得すると思われるでしょうか。  

  さらに私たちの仲間の中には、オール電化の広告に乗ってしまって、マンションに入っ

たらマンションが全てオール電化、今回の値上げはびっくりですよ。現在３万 5,000円の

電気代を払っている方は一体幾らになるんだろうか。月３万 5,000円払っている人の電気

代は大変なことになるんですね。これは今回の値上げ方法はほとんど詐欺ですよ。  

  そこで質問ですが５点あります。まず低所得者の値上げを抑制する。 120kWhというふう

 に言っていますが、これは一体どういう生活、所帯を想定しているのか。お年寄りの方
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が年末冬寒いし灯油が危ないので、エアコンを入れたらもう120kWhは超えますよね。ホッ

トカーペットも使えないかもしれないですね。どういう世帯のことを、この 120kWhと言っ

て いるのか、お考えを聞かせてください。 

  ２つ目にコスト削減ですが、私たちがいただいた資料ですと6,900億の資機材、役務調 

達が現在競争調査発注12％、これが35％に上げるというふうに聞いております。 35％にす

るとコストは何億円、その分 6,900億はどれだけカットされるのか。そしてまた 50％にで

きないのか。指名競争入札はどれぐらい減らすことができるのか。そこまで具体的に話さ

れないと、妥当なのかどうかが理解できません。 

  ３つ目です。自由化部門の話ですが、個別企業名は言えないというお答えでした。それ

では上位10社は現在幾らから幾ら、または最低、一番安いところは幾らなのか、これは別

に個別企業名は言わなくても結構ですので、それぐらい言わないと納得性は得られないの

ではないかと思います。 

  ４番目です。オール電化の広告をいまだにやっておりまして、電柱に張り付けておりま

すが、オール電化の広告はやめたらどうか。これについてはどうでしょうか。  

  ５つ目です。原発の費用が入っているわけですが、浜岡５号炉の蓋が吹っ飛びました。

海水が原子炉の中に流れ込みました。この原因ははっきりされているんでしょうか。この

原因が特定されないままほかの原発でも同じことがあるかもしれないですね。分かりませ

ん。どういう結果になったのか教えてください。以上です。 

○議事進行人（安念委員長）  

  ５点にわたって非常に具体的で明解なご質問をいただきましたので、それぞれできるだ

け簡潔にお答えいただければと存じます。  

○中部電力（水野社長） 

  まず120kWhの第１段階の区切り目ということでございますが、どういう世帯を対象にし

たということよりも、この数字は、生活でどうしても必要な照明とか冷蔵庫とかそういっ

た機器を使用した場合の電力量というものをおおよそ想定しながら決めてきたものであり

まして、最近は省エネの機器も進んでおりますし、そういった意味では以前 120kWhと決め

て  おりますけど、かなりのところが 120kWhの中では入るというような認識をしておりま

す。それから資機材の競争発注で、これは勝野の方から答えます。  

  それから自由化部門と個別ということでございますが、これにつきましては、今回規制

部門は4.95％であり、自由化部門が平均的に8.44％という形でお願いをしておるところで

あります。自由化部門の価格というか料金が分からないのではないかというようなお話も、

今もいただいておるわけですけれども、これも複数メニューがありまして、これらの各メ

ニュー料金単価という標準的なものが当社のホームページにも明らかになっておりますの

で、そういうところから価格は大体レベル感を見ていただければというふうに思っており

ます。やはりあくまでもお客さまとはこの自由化部門のところは個別にこうやって契約し

ているところですから、なかなかここについての公表については差し控えさせていただき
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たいというふうに思います。 

  それからオール電化の広告、これは電柱のところでもまだあるんじゃないかと、随時こ

れは外してというかやめてきておるんですけど、これは契約の更新時期に合わせて、順次

減らしていく。まだ残っているところがあるというふうに思います。これはいずれなくな

るというふうに思います。 

  それから浜岡の海水流入については、これは今まだ調査をしておるところであります。

これについては明らかになった時点で、皆さんにきちんとお伝えしていきたいと思います。

○議事進行人（安念委員長）  

  では競争入札。 

○中部電力（勝野副社長） 

  今の浜岡の５号につきまして、起きた原因はもうはっきりしておりますので、停止時に

熱を海水と交換するときの復水器と呼ばれる装置の、海水側のパイプが破断したために海

水が入ってしまったことで、その結果につきましてはもう調査をしておりますので、今、

社長が申し上げたとおりであります。 

  それからもう１点が資機材・役務の調達率をもっと上げたらどうだというのと、 35％で

どれぐらい下がるのかというご質問ですが、基本的に資機材・役務につきまして、特に資

機材の方につきましては仕様の統一化とか簡素化、共通化を図って、できる限り競争とい

うか発注メーカーを増やして競争をしようという今努力をしております。  

  もう１点、役務、これは例えば設備の巡視ですとか点検、これはもともと私ども、自分

たちがやっていた仕事をアウトソーシングしてコストダウンというか、外部委託をしてコ

ストを下げていったので、そこがある部分関係会社にさせている部分がございまして、そ

れは巡視、点検というのは日ごろやってもらうがために、何かトラブルがあったときに私

どもが出向きますし彼らにも来てもらうというところで、なかなか匿名というか競争発注

できない部分がございまして……。 

○意見陳述１５番  榑松 佐一 氏 

  幾ら下がるか言ってもらえればいいので。 

○中部電力（勝野副社長） 

  35％を３年後に達成した場合は、これは震災前の価格の 10％、先ほどの 6,900億円とい

うのは購入額ですから、それに対して今は10％が、そこを目標にしております。  

○意見陳述１５番  榑松 佐一 氏 

  50％にはできないですか。 

○中部電力（勝野副社長） 

  今３年後35％を目途にさせていただいております。大きな額は先ほどの資機材がかなり

競争できても、役務調達の方がなかなか進められないというのは、やはり電力設備固有の

保守、メンテナンスのところがかかってくるということでご理解いただきたいと思います。

以上でございます。 
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○議事進行人（安念委員長）  

  榑松さんどうですか、まだ若干時間がございますが。 

○意見陳述１５番  榑松 佐一 氏 

  全く自由化部門の金額の話はわからないのですが、ホームページを見て類推するという

のは、これは類推したらでたらめな類推になってしまうわけで、これは幾らくらいという

ふうに言ってもらわないと、想像のしようがない。12円から18円とか、幅でいいですから

言ってくださいよ。出てこないのですか。  

○議事進行人（安念委員長）  

  いかがですか、例えば上位10社ではできないかというお尋ねだったですね。  

○中部電力（渡邉専務） 

  今のご質問の件にお答えをさせていただきます。着座で恐縮でございます。現行の料金

で規制部門と自由化部門、それぞれの平均の１kWh当たりの単価水準を申し上げます。  

○意見陳述１５番  榑松 佐一 氏 

  一番低い値段を言ってくださいよ、平均でなくて。  

○中部電力（渡邉専務） 

  ちょっと今そこは手持ちにございませんので、とりあえず平均でお答えします。  

○意見陳述１５番  榑松 佐一 氏 

  誰か持っているでしょう。一番安いところぐらいわかるでしょう。平均でなくて。平均

があるということは一番安いところはわかっていますよ。  

○中部電力（水野社長） 

  申しわけありません。やはり個別の契約ですので、そういう意味ではありません。です

から平均の価格でご理解をいただければありがたいと思います。  

○意見陳述１５番  榑松 佐一 氏 

  上位10社の平均も出ないのですか。 

○中部電力（渡邉専務） 

  上位10社、多分そこまでの数字は多分ないと思いますけれども、今全体の平均について

は数字があるので平均値で申します。規制部門が、 23円92銭でございます。自由化部門が、

15円88銭というkWh 当たりの単価になってございます。  

○意見陳述１５番  榑松 佐一 氏 

  わかりました。あと最後ですが、浜岡５号のふたが吹っ飛んだわけでしょう。ふたとい

うか最後の一番止めているところでしょう。  

○中部電力（勝野副社長） 

  先ほど申し上げた海水と蒸気との熱交換するところの配管がきゅっと回っているところ

の……。 

○意見陳述１５番  榑松 佐一 氏 

  それが飛んで当たったわけでしょう。 
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○中部電力（勝野副社長） 

  そうです。 

○意見陳述１５番  榑松 佐一 氏 

  ２年半たっていまだにどうしてそれが原因がつかめないのですか。 

○中部電力（勝野副社長） 

  原因がそこははっきりしているので、海水が入ってどれだけの影響が出ているかという

のを点検をしているということでございまして、あら方見た結果大きな影響はないと考え

ております。 

○意見陳述１５番  榑松 佐一 氏 

  配管が、それが飛んだわけでしょう。なぜそれが飛んだんですか。それが飛んで熱交換

器のところにぶつかったわけでしょう。なぜ飛んだのかを聞いているんです。溶接ミスで

すか。 

○中部電力（勝野副社長） 

  結果的には溶接ですので、設計上、応力がやはり不足していたということですから、溶

接が足らなかったということであります。ふたの厚さとでございます。 

○意見陳述１５番  榑松 佐一 氏 

  分かりました。 

○議事進行人（安念委員長）  

  榑松さんにお願いいたしました。ありがとうございました。  

  それでは16番の三枝豊明さんにお願いいたします。  

○意見陳述１６番  三枝 豊明 氏 

  16番の三枝豊明です。 

  私は愛知県原発問題連絡センターの代表委員をやっておりまして、今回の陳述は電気料

金の値上げに反対する３つの理由についても、原子力発電に関わる視点から意見を述べた

いと思います。反対理由は３つあります。  

  第１の理由は、電気料金は現行の総括原価方式による限り、料金値上げの体質という放

漫経営の企業体質は変えることができない。電気料金を繰り返し引き上げることにつなが

る総括原価方式という、電気事業法の規定を変更して、一般事業のように競争と企業努力

が、市民に見える制度に変更して、電気料金の値上げをやめてほしいというのが第１の理

由です。補足として３つの理由を上げます。  

  １つは、事業報酬は総括原価の母数に対して、法定利益率2.9％という数字が午前中出 

ましたが、そういう法定利益率によって事業報酬として認められていますが、したがって

設備投資をすればするほど、事業報酬額は大きくなっている。原発は１基 5,000億とも 7,

000億とも言われていますが、非常に巨額であり、さらに指定事業者への指名発注である

ために、メーカーの言いなりの高値で設置されてきました。  

  総括原価方式のこれを改めない限り、これが電気料金に跳ね返るというシステムなわけ
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ですが、これに加えて減価償却は定率償却が取られていて、その全て、これら全ての要素

が電気料金の押し上げにつながっている。料金を維持するために、逆に料金を維持するた

めに、設備投資を次々と盛り上げていく必要性さえも生まれるという矛盾した現象が起こ

る。そういう点では定率、減価償却費を総括原価の中に入れていくことの誤りがここに表

れているというふうに思います。 

  補足の第２、これは午前中も出ましたが、原子力発電会社に対する発電量がゼロである

にもかかわらず300億円に及ぶ購入電気料金が支払われているという問題です。  

  それから第３に、総括原価方式のうちの母数の中に、その他経費として宣伝費という問

題があります。原子力発電は安全で安いという宣伝だとか、オール電化で文化的な生活と

いう新聞の見開き広告、これは１紙中部電力に言ってもらえばいいですが、 5,000万とも 

8,000万とも言われて非常に高額です。この宣伝費、それからテレビコマーシャル、電力  

会社の都合のいい宣伝をして、加えて誤った方向に世論を誘導するということの二重の誤

りということがあると思います。この莫大な宣伝費を総括原価に組み入れて、そして電気

料金を押し上げるという制度は、ぜひとも改めてほしいというふうに思います。  

  反対理由の２、原子力発電の推進に関わる費用は、資本減価償却費に組み込まれていて、

原発を推進すればするほど、さらに核燃料と核廃棄物であるプルトニウムを生み出せば生

み出すほど電気料金を押し上げる。企業報酬を大きくする仕組みになっております。  

  現行の電気料金制度は、原発推進奨励制度になっているのではないかと思われます。  

  補足理由の１として、核燃料は資本減価償却費として処理されていて、驚くことに使用

済みの核燃料も資本に組み込まれていて、核燃料は買いためれば買い込むほど、さらに使

用済み核燃料を生み出せば生み出すほど、電気料金を高く押し上げていく、そういう制度

になっています。 

  補足の理由第２は、原子力のバックエンド費用、これも総括原価方式の要素ですが、原

子炉廃炉費用、核廃棄物の保管費用、管理する費用、移送する費用、核のごみを処理する

費用、その中にプルトニウムを取り出して蓄積するための費用、これらが電気料金を押し

上げて、しかもそのことによって企業報酬を大きくしていく役割を持っているというふう

になっています。 

  以上のように、原発の推進は電気料金の引き上げに寄与し、企業報酬を巨大化していく

典型になっています。原発をつくること、核燃料を買いだめすること、プルトニウムをた

め込むことの全てが、電気料金の押し上げであって、事業報酬を大きくする原発推進ごほ

うび体制とでもいう料金体系になっている。これはやっぱり改めるべきだというふうに思

います。 

  反対理由の３つ目、浜岡原発は停止中であっても、原子力関係費として 4,230億円とい

うデータが中部電力に対する公開質問書の中で、中部電力の回答資料として出されていま

す。止まっている浜岡原発に対して4,230億円もの費用を費やしている。莫大な金食い虫 

であるということがわかると思います。原発からの早期撤退によって、料金の引き下げと
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国民の安全を確保するというのが、３番目の反対理由です。補足として、浜岡原発は停止

中であり、発電に全く寄与していないにもかかわらず、中電からのデータによれば、原子

力部門の4,230億円もの費用を費やしていて、これは水力発電費の２倍を超えるもので、  

莫大な金食い虫、今回の燃料費が膨らんで経常赤字だと言っている今回の値上げの根拠の

３倍近いお金が、発電をしていない浜岡原子力発電費用として費やされている。これはお

かしいと思います。 

  補足の２番目の理由として、原発推進は経常経費増大によって、電気料金の高騰の原因

であると同時に、これに加えてさらに核のごみ問題というのがこれから覆い被さってくる。

後始末も処分もできない核廃棄物を生み出して、その管理と保管と処理に膨大な経費を投

入していかなければなりません。新たな料金の値上げの理由にまたなっていきます。浜岡

は福島のような事故が起これば、日本が全滅するほどの被害が起き、その後始末には膨大

な費用負担が生まれます。また新たな料金値上げにつながります。このように原発導入の

経営方針は誤りであって、株主責任で方針を転換することが必要だし、経営責任で方針を

転換して、料金の値下げと同時に日本の安全を守るよう、原発からの撤退を求めます。  

  ３つの質問をしたいと思います。 

  一つは先ほどもちょっと出ましたが、自由化部門の電気料金は契約によって決まるとさ

れていますが、自由化部門の供給電圧別の平均単価と、契約販売電力量、それぞれの電力

量の実態はどうなっているんでしょうか。質問します。  

  関連して大口契約の上位10社の契約料金はどうなっているのか。市民の皆さんも必要な

データだと思うのです。これはぜひ公開してください。国民は非常に大きな関心を持って

います。 

  第２、赤字経営になった時点で、自由化部門の料金改定の交渉を中部電力はやりました

か。その実態を公表してください。契約更新の交渉をしなかったのは、どういう理由でし

なかったのでしょうか。契約更新に関しての質問です。  

  ３番目、円安の進行は輸入燃料の高騰を招いています。片や輸出企業に対しては巨大な

利益を上げています。家庭用の電気というのは命を守る電気であるということと、輸出用

企業に対しての電力はお金儲けのための電力です。燃料費調達料金制度は、円安の進行の

中で、家庭と輸出産業に対して、どのように調整されていますか。今後の考え方、片方は

儲け、片方は消費支出の膨大な支出を生み出す。これはちょっとあまりにも円安の進行の

中で、矛盾した状況が日本の中に生まれる。ここを改善する必要があるというふうに思い

ます。 

  それから少し時間がいただけたらと思って、人件費のことで先ほども若干質問が出まし

た。中部電力の労働者は、事務系の労働者も大変だとは思いますが、現場の配電の労働者、

火力や原子力の現場で働いている労働者は、非常に大きな努力を現在しています。神戸大

震災のとき、それから東日本の大震災のとき、配電部門の労働者を先頭にして、この復旧

作業に非常に大きな力を注いできました。大きな役割も果たしてきました。そういう点で
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は、ここの現場で働いている労働者の技術があったらばこその力の発揮だったと思います。

そういう点で労働者の賃金を下げる、戦う力、生きる力をそいでいくということは、それ

は400億のためにそれをやったんではまずいのではないかと、私はそう思います。  

  東京電力の事故が起きて、東電の社長が責任を取って賃金を半分にしますと言った。そ

れで記者の質問に答えて、幾らだと思います。年間7,000億、7,000億にしましたと言って

いるんです。そこに比べたら400億の労働者の賃金を削るというのは誤りだというふうに  

私は思います。以上で終わります。 

○議事進行人（安念委員長）  

  さて、もう時間がなくなってしまいましたがどうしましょうかね。ではもうごくごく簡

潔に現段階でお答えいただくことだけお答えください。ごく簡潔にお願いします。  

○中部電力（渡邉専務） 

  単価の方だけ最初にご質問がありましたのでそれだけお答えいたします。単価でござい

ますが、先ほど自由部門平均で15円88銭と申し上げました。その電圧別内訳といたしまし

て、特別高圧電力の平均単価が13円65銭、高圧が17円78銭という、そういう料金水準でご

ざいます。 

○意見陳述１６番  三枝 豊明 氏 

  細かいデータは後でほしいですが。 

○議事進行人（安念委員長）  

  それはホームページとかに載っておりますか。公表されている数字ですか。  

○中部電力（渡邉専務） 

  公表しておりません。 

○議事進行人（安念委員長）  

  わかりました。電気料金の審査のときに資料をください。それをまたご覧いただければ

と存じます。 

  どうもありがとうございました。 

  それでは17番の工藤芳郎さんに次お願いします。  

○意見陳述１７番  工藤 芳郎 氏 

  私は、くらしのリサーチセンター、平成元年につくったものでありますが、現在では一

般社団法人の副会長・専務理事を25年間勤めてまいりました。この事業の趣旨は、生起す

る社会経済問題について、企業と行政と国民・生活者間で相互理解を深めるために調査・

研究活動・セミナー等を推進することにあります。事業の基本的な視点としましては、生

起する社会経済問題について、行政・企業は、国民生活者の視点に立った行政・事業活動

を展開すること、国民・生活者は生産の原点を正しく理解し、そして企業、行政、国民・

生活者間相互の間で理解を深める。そして健全な社会経済の発展に寄与するということで

ございます。以下、この視点に立って意見を申し上げます。  

  第１は、今回の値上げに関する特徴について３点申し上げます。  
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  第１は、値上げの理由に関するものでありますが、中部電力の今回の料金値上げ申請の

ポイントは、浜岡原子力発電所の稼働停止による電力安定供給のための、火力発電へのシ

フト、それに伴う化石燃料調達コストの増嵩で経営が悪化した。収支が不足する。その分

についての料金値上げを申請するというふうに理解をしております。 

  その特徴は原子力発電の稼働停止を要因とするもので、昨年来、電気料金値上げを申請

してきた同業他社と軌を一にするものであります。これまでに例を見ない値上げ理由と言

えます。 

  第２は、政府のエネルギー基本政策が、不確定の中で申請するというものであります。

したがって前提計画や電源構成のありようも不確定要素が多い中で申請されたものであり

ます。 

  第３は、円安傾向が進行中の申請であります。政府の経済成長戦略は、金融緩和政策が

先行し、円安傾向が進行しております。この傾向は輸入燃料費の高騰を増幅しているので

あります。 

  次に政府に対して意見を提言申し上げます。まず総括原価の査定に関しての意見であり

ます。 

  １つ、電気事業法第19条に、いわゆる能率的な経営云々とありますが、電力事業の社会

的使命は、公益事業として全ての需要家にあまねく公平に電気を供給することにあります。

これを実現するためには、地域社会を含む各種のステークホルダーとの協同協力の関係が

必要であります。電力事業は長年にわたりＣＳＲ活動を推進しております。査定に当たっ

ては電力事業が果たしている社会的役割、並びにそれに伴うコストを的確に評価していた

だきたいと思います。 

  ２つ、燃料費の抑制についてであります。今回の料金査定については、総原価の約５割

を占める燃料費を圧縮することが最大の課題であると理解しております。申請者には燃料

調達について、引き続き創意工夫が求められるところでありますが、以下若干、政策提言

を申し上げたいと思います。 

  １つ、原子力発電稼働停止による燃料費負担のあり方であります。今次の燃料費の増嵩

は、原子力発電の稼働停止によるところが大であります。原子力発電は国策に基づき推進

されたエネルギー政策の一環であります。浜岡原子力発電所においても、時の政権の主導

により稼働停止するに至ったのであります。それによる一切の責任は政府にあると考えま

す。したがって今次申請にかかる燃料費増嵩については、政府の責任は避けられないと思

います。 

  ちなみに公益事業として共通点を持っている米作農業について比較してみますと、これ

は1942年、昭和17年以降、国策として二重米価制が取られてまいりました。そこには国費

が投入されてまいりました。70年代からは減反政策に協力した生産者には、補填費として

国費が投入されてきました。その額は40年間で７～８兆規模に上っております。この現状

においてはこの制度が見直しをされるそうでありますが、言わば原子力発電の稼働停止は、
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農業における減反政策に相当するものであって、政府は法令の整備等により、原子力発電

稼働停止にかかる燃料費の増嵩分に対する助成措置について検討すべきであると考えます。

米は主食でありますが、国民生活の必需性からすれば１日１度ぐらい麺類等に代用するこ

とはできますが、電気は各層国民にとっては１日たりとも欠かすことができない現代文明

の基礎となっています。 

  次は燃料費など、輸入物資高騰抑制策、為替レートの安定策について申し上げます。  

  燃料費など輸入物資の価格高騰を推進している要因としては、国策としての金融政策、

さらにグローバル的にはヘッジファンドなどの、国際的金融ブローカーの投機を放置して

きた大国の経済競争、市場原理主義に求められます。資源輸入国である我が国としては、

為替投機抑制策を国際的に提言するべきではないでしょうか。言うまでもなく、為替レー

トの安定がなければ、電力事業にとっては前提計画としての需給計画が成り立ちません。

78年にジェームス・トービンが提唱した外国為替取引に対して、低率の課税、トービンＴ

ａｘと言われていますが、この説などが注目に値するものでありまして、省庁を超えた検

討が必要であります。 

  去る12月８日、東京都内で開かれた国際連帯税・金融取引税に関する国際シンポジウム

では、2014年からＥＵの11か国で金融取引税が導入されることになっています。  

  以上の２点については、個々の電力事業だけでは実現不可能なことでありますので、国

策として推進されたいのであります。言うまでもなく今回の値上げは、現行の燃料費調整

条項による燃料費調整ではまかない切れないと考えます。  

  次に人件費であります。 

  電力事業の社会的使命を達成するにふさわしい人材の確保と、それに見合う人件費が必

要であります。極端な人件費の削減は、社員の志気を縮減させます。特に専門技術者につ

いては、当該企業だけでなく、国家的な人材資源と位置づけ、しかるべき対応はなされる

べきであります。人件費については異業種との比較論もありますが、単なる量的比較は合

理的根拠はありません。的確さを欠くと言えます。最近のメガバンクの幹部の年俸は１億

数千万と報じられていることからも明らかであります。  

  化石燃料の使用と地球環境問題について申し上げます。  

  電力事業がＣＯ2削減に果たしてきた貢献度は大であります。原子力発電の全面的な稼  

働停止は、化石燃料の大量使用を余儀なくし、地球温暖化を促進することになります。  

  第19回国連気候変動枠組条約締約国会議・ＣＯＰ19は終了したばかりでありますが、政

府は 2020年に向けたＣＯ 2削減目標を決定しなければなりません。現状のＣＯ 2は 90年比

３％増になっております。2005年比 3.8％減と言われていますが、原発の再稼働が進めば

削減は最大10％程度上乗せになるとの試算もあります。その意味でも新基準に合致した原

発再稼働、エネルギー基本政策の早期策定は急務であります。  

  次に申請者への提言であります。１つは需要家に向けた十分な説明が大切であります。

値上げの理由、原価の説明と併せて、電力事業の社会的使命、これまでのＣＳＲ活動につ
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いての実績、これからのステークホルダーとの協力関係の重要性、さらには我が国のエネ

ルギー事情についても説明することが大切であります。説明は各分野別に、影響力ある人

たちを対象に、相互理解を深めるため、懇談することが効果的であります。  

  次に事業報酬の対象となる大口債権者、株主に対しては積極的な協力要請が求められま

す。 

  最後にまとめを申し上げます。我が国のエネルギー事情、分けても長年にわたる電力の

安定供給に尽力された電力事業は、70年代のオイルショック以来の厳しい状況にあります。

大切なことは我が国のエネルギー資源小国は、戦前から今日に至るまで、そして将来にお

いても継続することを各界各層国民は、真摯に受け止めなければなりません。したがって

各界各層国民には、電力事業が料金値上げを回避し、あるいは値上げ率を圧縮できるよう

な諸政策を講ずることが求められていると言えます。この国では私たちは困ったときはお

互いさまという日本人の美学を発揮したいものであります。  

  結論として今回の料金値上げ申請は、申請者自らの削減努力も見られるところであり、

将来の電力安定供給実現のためには、やむを得ないものと存じます。以上であります。  

○議事進行人（安念委員長）  

  何かご質問になる事項はございますか。 

○意見陳述１７番  工藤 芳郎 氏 

  政府に対しまして若干の、提言を申し上げました。今日の料金の総括原価そのものでは

ありませんが、やはり国全体がこの問題は注目すべきでありますので、一言役所の方から

何か意見があれば、どのように受け止められたでしょうか。 

○経済産業省（下世古調整官）  

  外国為替取引の問題など、電気料金のみに限定される問題ではない点でございますが、

貴重なご意見どうもありがとうございました。これらを踏まえまして今後の行政等取り組

んでまいりたいと思います。  

○意見陳述１７番  工藤 芳郎 氏 

  エネルギー庁頑張らなくちゃね。経済産業省全体の問題だな。頼みます。以上です。  

○議事進行人（安念委員長）  

  ありがとうございました。 

  それでは18番の柴山恭子さんにお願いをいたします。  

○意見陳述１８番  柴山 恭子 氏 

  本日はありがとうございます。 

  私は今回このような立派な場はあまり苦手なんですが、今回の申請には、浜岡原発の稼

働が織り込まれているということで、後悔したくないという思いで申し込みました。  

  最初にお願い申し上げますと、多分静岡県の方も大変今回のことにはご関心も高いとは

思うのですが、この公聴会が１回限り、この年末の平日の忙しいときということで、なか

なかご参加も難しいと思います。ぜひ国民の声を聞くというお立場から、少なくともこの
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中部電力管内の各県で公聴会をなるべく土日に実施していただいて、幅広く十分意見を聴

取していただきますようよろしくお願い申し上げます。  

  今回の申請ですが、浜岡原発４号機、３号機を動かす予定で計算した結果に基づくもの

とお聞きしました。中部電力さんの資料によりますと、申請の３年間の原子力利用率は、

浜岡原発３から５号機の利用率という書き方で、12.4％とされています。（※）しかし東

京電力福島原発事故が起きて、浜岡原発が全基停止する前の2010年の中部電力の発電のう

ち、浜岡原発分は11％程度とお聞きしています。その 2010年は大変な猛暑だったのですが、

その中でも浜岡原発分の電力は、必要のない範囲に需要は収まっていました。その後、節

電の取り組みなども定着し、浜岡原発が動かなくても、中部電力は余剰電力を関西電力等

に融通し続けることができているくらいです。しかし中部電力の方にお聞きすると、老朽

火力も無理をして使っているとか、燃料費が高い、企業努力にも限界があるといつもおっ

しゃるので、そんなに無理してまでつくっている大切な電気を他社に融通するのですから、

高く売っていますよねとお聞きしてみたのですが、個別の契約のことは教えられないとお

っしゃるだけでした。 

  一般消費者の感覚から行きますと公益事業者であって、総括原価方式で守られている企

業なのですから、もう情報公開は大前提だと思っていたのですが、そういった情報さえ明

らかにしないでこの値上げの話がされているというのは納得できません。  

  もしも原子力発電が安いと計算なさっているのであれば、それはいまだにコストとリス

クを過少評価しているのではないでしょうか。特に巨大地震発生が予想されている地域で

の原発立地において、そのような過少評価は認められません。巨大電力会社である東京電

力さえ、事故収束、除染、それから賠償の費用がまかなえず国に頼っています。政府は既

に東京電力に対し、６兆円もの支援をしています。政府はさらに税金による負担を拡大さ

せるとしていますし、本当の事故収束及び廃炉までに一体どれほどの費用がかかるのでし

ょうか。ドイツの保険業界のシンクタンクである保険フォーラムライプチヒというところ

が、原発のメルトダウン事故の平均損害賠償額を610兆円、これは１ユーロ 100円の計算だ

そうですが、そのように試算したことが知られていますが、中部電力はメルトダウン事故

の賠償に備えた費用もきちんと計上していらっしゃるのでしょうか。 

  それから水野社長は去る10月31日に静岡県の川勝知事と面会した際の記者への説明で、

今回の料金改定申請について、再稼働とは関係ないと話したと報じられました。４号機と

３号機を動かす前提の料金申請であるにもかかわらず、再稼働とは関係がないとおっしゃ

るのは矛盾しています。再稼働を目指すのでなければ、フィルタベントは必要ないはずで

すが、敷地内の断層調査もまだ途中で、原子力規制委員会の判断も仰がないまま、また住

民や消費者にその仕様や位置、運用について具体的な説明もないまま着工しており、再稼

働を目指して急いでいるのは明らかです。中部電力の広報の方にフィルタベントがこれで

は認められないということになって、工事をやり直すことになったとしても、総括原価方

式で電気料金に入れることができるから、そのように先行するんですねと伺うと、そのよ
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うな見込みのもとでやっておりますとのご回答でした。 

  安全の面からも経済性の面からも、住民、消費者に誠実に対応しているとは思えません。

なお、浜岡原発の原子炉建屋とタービン建屋は、敷地内を水平に何本も走っているＨ断層

系の間を縫うように建てられているため、既に着工しているフィルタベントと敷地内のＨ

断層の位置についても説明を求めたのですが、断層の上ではないと口頭でおっしゃるだけ

で、図面は見せられないとのことでした。  

  既に着工してしまっているのに、なぜ普通に説明していただけないのか、全く不自然で

す。それは地下水についても同じです。東電福島事故では、地下水が事態を一層深刻にし

ていますから、浜岡原発の地下水の状況について、住民、消費者として事実を知り、原発

が安全なのかどうか、具体的に把握する必要がありますが、浜岡原発における地下水の汲

み上げについて教えていただきたいと中部電力の広報の方に伺ったところ、量は多くはな

いが汲み上げている。詳細な図面を提示することはできない。図面があるかどうかも、地

下水データがあるかどうかも含めて答えることはできない。理由は、一つが国の指導で核

物質防護のため、もう一つは裁判で係争中のためということでした。 

  じゃあ国の指導はどういうものですかとお聞きしたら、地下水について情報を出しては

いけないなどとは書いていないが、核物質防護に関連する可能性があるので出せないとの

ことでした。 

  では、その公開、非公開については、どのような社内基準や内規がおありなのですかと

伺うと、それがあるかないかについても答えられないとのご回答でした。秘密保護法がな

くても既に秘密でした。笑いごとではなくて本当に恐ろしいことだと思っております。  

  水のリスクとしましては、地下水がもし少ないとしても、福島でもいわき市で突然水が

吹き出している住宅街があったりとか、地下水の流れが変わることもありますし、当然冷

却の汚染水、それからフィルタベントの使用、このフィルタベントは水を通すということ

ですが、ちょっと想像できないというか、想像したくないような汚染水が発生すると思う

のですが、一体これはどのように処理するおつもりなんでしょうか。もし原発を動かすの

であれば、あらかじめ堅牢な汚染水タンクとか、トリチウムを含む多核種除去設備を完備

しておいていただかなくては困りますが、そのような計画があるというお話は聞こえてき

ておりません。原子力発電のコストが現実的に評価されているのか非常に疑問です。住民、

消費者にその安全性について具体的な説明もできない、秘密にしなければならないような

発電を選択することは到底認められません。再稼働とは関係ないとおっしゃるのであれば、

まずは浜岡原発３号機の原子炉に燃料を入れたままにしないで、燃料プールに移すべきで

はないでしょうか。４号機、５号機は取り出されているのに、なぜか３号機は原子炉に入

れたままです。過去に浜岡原発では点検中に制御棒脱落事故も起きており、強烈な直下型

地震などのリスクを考えると大変心配です。その意味では2009年の駿河湾地震でさえも、

大きな揺れを受けて、建屋に損傷が起きてしまった５号機の燃料プールに、廃炉中の１号

機、２号機の燃料を移しているのはなぜなのか。とても信じられません。心配です。その



－68－ 

後の調査で５号機の地下には、揺れを増幅する地盤があることが分かっているのですから、

リスクを高めないでいただきたいです。 

  ３号機の原子炉に燃料を入れたままにしていることも、燃料プールがいっぱいであると

か、その脆弱性を認識しているということでしたら、かねてより自治体からも求められて

いる乾式貯蔵への移行こそ急ぐべきです。その乾式貯蔵ですが、静岡県の川勝知事は再稼

働の条件の一つとして、敷地内に使用済み核燃料の乾式貯蔵施設ができなければいけない

と、水野社長との面会で述べたそうです。この乾式貯蔵施設は中部電力が 2008年に建設計

画を公表しながらいまだ実現しておらず、東電福島事故で使用済み燃料プールの脆弱性が

深刻な問題と認識されてからは、自治体、住民から一層早急な建設が要望されています。

  一方最近になって、御前崎市の副市長が、その立地については原発の敷地外、電力消費

地等も含めて検討すべきとの認識を示したと伝えられました。11月25日に都内で開かれた

全国原子力発電所所在市町村協議会の会合で、御前崎市の澤入副市長がおっしゃったそう

で、使用済み核燃料は基本的に敷地外に搬出することを前提に、原発建設を受け入れたと

おっしゃったそうです。 

  こうなりますと乾式貯蔵施設の立地選定にさえも時間を要することになり、再稼働は遠

のきます。そもそも今回の中部電力の料金改定申請では、この乾式貯蔵施設の費用が入っ

ていないと伺いました。地元の願いである使用済み燃料を早期に乾式貯蔵に移すことが実

現されない以上、浜岡原発の再稼働を織り込んだ今回の申請は、全く現実的ではありませ

ん。また何より浜岡原発の永久停止を求め続けている牧之原市ほか、再稼働に慎重な自治

体が少なくなく静岡県も同様です。牧之原市が今年の７月に実施した市民意識調査では、

浜岡原発について停止しておいた方がよいが51.3％、安全が確認できれば再稼働した方が

よいは 23.3％、また今年掛川市が行った市民意識調査では、浜岡原発について廃炉が 42.

8％、停止、継続が16.9％で、安全が確認できれば稼働は24.0％だったとのことです。  

  また、今年の６月に静岡県知事選挙に際し、中日新聞が静岡県内の有権者に対して実施

した世論調査でも６割近くが再稼働に否定的だったと伝えられました。このように地元住

民、自治体が再稼働に否定的で、そもそも東電福島原発事故の地震の影響が解明されてい

ない中、激しい直下型地震に見舞われる恐れのある浜岡原発を動かすことを前提にした計

画は現実的ではありません。 

  原子力規制委員会の原子力災害対策指針では、東海地震注意情報が発表された場合、浜

岡原発を警戒事態の対象とするとされていますので、中部電力の広報の方に東海地震注意

情報が出たら、浜岡原発は止めますよねと尋ねたところ、以前から東海地震注意情報が出

たら、電力需給を見ながら止めていくこととしていたけれど、今回新たな基準が出たので、

対応を検討中だとのことでした。 

  原発を急に停止するとバランスが崩れるので、全部の供給が止まってしまうことがあり、

すぐに止めることができないというご説明でした。原発は出力が大きいのですぐに止めら

れないということであれば、直下型巨大地震発生が予想されている地での原発稼働は防災
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上も大変無謀なことです。 

  今日の中部電力さんのご説明の資料の最後に、自己資本維持の必要性、当社固有の課題

にも東海、東南海地震の震源域に多くの設備を有する当社はということで、その危機感を

表明していらっしゃるのですから、浜岡原発の 30キロ圏は、数々の主要な幹線が通ってお

りまして、第２東名も30キロ圏に含まれるんですね。また先日静岡県が発表した南海トラ

フ地震の被害想定もとんでもない被害想定でした。その中に原発が稼働しているというリ

スクをどうか増やさないでいただきたいと、切に願っております。  

  そして何より消費者として被曝労働を強要して、原発事故の被害を強要する、誰かに強

要する、あるいは受忍する、核のごみを排出してまで原子力発電による電気を購入するよ

うな生活をしたくありません。 

  先ほどもお話に出ましたが芦浜原発のために取得した未利用地、約 240ヘクタールをい

まだに中部電力さんは保有し続けていらっしゃいます。そのうち４割弱が南伊勢町側にあ

るそうですが、今年の４月には南伊勢町長が中部電力に対し、町に寄付するように申し入

れたとのことで、その際有償でもと申し入れたけれど、手放す考えはないとの回答だった

と報じられました。原発立地計画により、長年にわたり翻弄されて苦しめられた地域の皆

さまの願いに対し、速やかに無償、あるいは有償譲渡に応じるべきではないでしょうか。

この未利用地処分を必ず今回の計算に含めていただきたいと思います。 

  また今回の申請で導入がうたわれているスマートメーターですが、私はかねてより無線

式スマートメーターの電磁波の問題を心配しております。  

  そこで今回のフリーダイヤルの方にお電話してみたところ、低圧契約については 2016年

度末まで240万台の設置を予定している。その費用 63億円が修繕費の中の配電という項目 

に含まれているとのことでした。スマートメーターを導入するということになると、検針

員の方たちは解雇されてしまうのかなと心配に思ってお聞きしたところ、解雇するという

考えは取っていないとのことでしたが、その代わりにどのような役割をしてもらうかはま

だ検討中とのことでした。でも検針員の方が解雇されないというのは安心したのですが、

しかしその検針の人件費削減の効果がないということになります。それから検針表の付い

た請求書がこれまでポストに入れられていましたが、今後郵送することになれば、その費

用もかかると思います。その費用は今回盛り込まれていないということで、このスマート

メーター導入の収支として、明らかにおかしくて説明が尽くされていないと思います。  

  それから電磁波の問題も心配しております。日本では既に国立環境研究所の疫学調査で

４ミリガウス以上の磁界曝露で小児白血病発症リスクが２倍以上という結果が得られたこ

とがよく知られています。海外では２ミリガウスで2.7倍という報告もあります。既に私 

たちは送電線、携帯電話等もそうですが、電磁波曝露を受けておりますので、これ以上の

電磁波の曝露を予防原則に立って、ぜひ避けるようお願いいたします。またスマートメー

ターには第三者による電波傍受のリスクももちろんあります。セキュリティーを高めよう

とすればコストも増大します。ぜひ有線方式をご検討くださいますようお願いいたします。
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検針員の方を解雇しないということですから、当面従来の方式で問題はないと思います。

  以上のことから、今回の電気料金改定申請における浜岡原発４号機、３号機の稼働は、

現実的ではなく、無理がありますし、合理的かつ社会的責任を果たす経営努力がなされて

いるかどうかについては、多くの疑問が残りますので、申請を見直していただきますよう

強くお願いいたします。ありがとうございました。 

（※）後日、柴山氏から「陳述時には、『浜岡原発３から５号機の利用率という書き方で、

12.4％』を全電力量中の浜岡原発の比率と勘違いしてここで提示したが、 12.4%は浜岡原

発３から５号機の稼働率である。」とのご連絡がありました。  

 

○議事進行人（安念委員長）  

  どうもありがとうございました。 

  それでは19番の楓  健年さんにお願いいたします。 

○意見陳述１９番  楓 健年 氏 

  今ご紹介いただきました楓でございます。地元愛知県の消費者団体連絡会の代表幹事を

やっております。 

  まず、今日お配りの資料の、中部電力さんがお配りになった３ページ、４ページのこの

棒グラフを拝見しまして、まず１つ、今回の値上げというのは非常に唐突だったなと、な

ぜ今なんだろうということと、それからこの値上げ申請の直前に 20％の給与削減を発表さ

れているんですよね。非常にこの辺のところ違和感を持つんですけれども、この３ページ、

４ページを見ますと、3.11の後、非常に経営状態が悪くなったというようなことを棒グラ

フで表しておられるんだというふうに思いますけれども、例えば３ページの個別経常損益

の推移というこのグラフなどは、平成22年から載せておりますけれども、これ以前、ずっ

と書くと、プラスのところ棒グラフがずっと並ぶのではないかと、この辺のところはどう

してケアされたのかなということを思います。 

  その上で、午前中のほとんど聞いておりませんけれども、浜岡原発について、５号の中

でも結構意見が出ておりまして、今日ここの場は原発云々というのを論議する場ではない

ということは十分承知しておりますけれども、やはり日本の原発の中で浜岡原発というの

はやっぱり特殊な原発なんですね。どこがどう特殊かというと、これはもう中部電力さん

自身が説明されているように、１つは当初1,300億ぐらいの予算でしたけれども、今で は

2,800億、間もなく3,000億になると言われるいわゆる津波用の防潮堤をつくられています

けれども、原発の再稼働のために、これだけのお金をかけている原発はまずないだろうと、

これがまず１点であります。 

  それからもう１点は、先ほどの意見陳述の方も話されていましたけれども、 3.11の後、

よその原発ではなしに、浜岡原発に稼働停止を要請されたということが、浜岡原発の特性

を説明しているというふうに思います。ただこういう話をこういう場でやっておっても非

常に私は空しさを感じています。なぜかというと、今日のこのあれを主宰されているのは、
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経産省ですよね。経産省というのはまさに日本の原子力行政を推進してきた総本山であり

ますから、むしろ中電さんよりも経産省の方に言わなければいかんのかもわかりませんけ

ど、浜岡原発は要するに今間もなく来る可能性が非常に高いと言われている東海大地震の

震源域の真ん中にあるんですね。それで先ほどの方も言われていましたけれども、浜岡原

発で福島第１みたいな苛酷な事故が起こった場合、この30キロ圏には第１東名、第２東名

それから新幹線、東海道線、１号線という、日本のまさに生命線が全部含まれてきます。

しかも私ども愛知に住んでいるものは、浜岡原発よりも福井の原発の事故を心配しており

ますけれども、浜岡原発が万一事故を起こせば、この汚染物質はどこへ行くかというと、

首都圏に行く可能性が非常に強いわけです。そうするといわゆる日本の生命線はストップ

してしまう。首都圏が汚染されるというようなことになると、浜岡原発でもし万一苛酷事

故が起これば、日本の国は滅びかねない。そういうような状況にあるということを、十分

ご認識をいただきたいというふうに思います。 

  それでその上で一つこれに関連しての質問ですけれども、中部電力さんは値上げ申請書

の資料の中に、バックエンドの図表を出しておられます。私に言わせればこのバックエン

ドの図表というのは、全く絵に書いた餅というか、実際には動いていないバックエンドの

いわゆる核リサイクルだというふうに思いますけれども、まず１つは日本各地にある原発

の現場には、使用済み核燃料が非常に山積みされています。それで人によっては数年で原

発の敷地内に置いておくには限度が来るだろうと言われていますが、浜岡原発内に置かれ

ている使用済み核燃料は一体どれぐらいあるのかということを教えていただきたいという

ことがまず１つであります。 

  それから午前のまとめの中で、審査専門委員の方のまとめの発言の中にありましたけれ

ども、日本は法治国でありますので、法律に基づいてやらざるを得ないということですの

で、今総括原価方式はどうこうというようなつもりはありませんけれども、しかしこの総

括原価方式というこの計算式はさまざまな矛盾を持っています。  

  要するに設備投資をどんどんやればやるほど、事業報酬が大きくなっていくというよう

な、こういうような形になっているわけで、ぜひ総括原価方式のこの見直しというか、こ

ういうような検討の場をぜひ経産省の方はつくっていただきたいということをお願いした

いというふうに思います。 

  私は地元で3,820戸の区長をやっております。区長と申しましても東京 23区の区長では 

ありません。簡単に言うと町内会長みたいなものでありますけれども、ここのところのわ

ずか3,820世帯でありますけれども、高齢化率は 24％を超えています。こういうような状 

況の中で、新しい料金体系がずっと出されておりますけれども、まずこの料金体系という

のは、高齢者の方には非常に苛酷な料金体系だなというふうに思っています。例えば夏場、

一番温度が上がるときの午後の料金というのは、非常にピーク時ということで高いわけで

すね。そういう意味で言えば、ぜひ一定の高齢者の世帯については、こういう料金体系と

はまた別の、何かお考えいただけないかというのが１つ。  
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  それともう１つは、私も現在スマートフォンを使っていますけれども、スマートフォン

の料金体系というのは非常にわかりにくくて、どういうふうにすれば一番安く済むのかと

いうのがなかなか分かりません。私の近所でもいろいろ聞いてみましたけれども、今回の

料金体系の選択性をずっと聞きましても、全然分からないというんですね。ところが説明

書を見ると、値上げの説明書によると、要するにこういう制度をチラシでお知らせすると

いうことと、請求書の裏側に書かせていただくというようなことですけれども、やはり先

ほど申し上げた24％を超えるような高齢化世帯にとっては、この制度というのは理解する

のは非常に難しいというふうに思います。どういうふうにすれば一番安く上げれるのか、

というのはなかなか分からない。だからそういう意味で例えばこういうことが可能なのか

どうかよく分かりませんけれども、行政単位別にこの説明会を開催するだとか、あるいは

こういう料金体系についてのアドバイザーグループをつくって、そういうようなところに

実際に訪問して具体的な事例を聞きながら、こういうふうにされた方が値上げの直撃を受

けませんよというような、こういうような説明をやっていく必要もあるのではないかとい

うふうに思っています。 

  その次には、現在の中部電力の競争化率の問題であります。値上げ申請書を見ると 28年

に35％という数値が上げられています。審査専門委員会の中では35％というのは非常に立

派な数字というようなご意見も、委員の方からも出ましたけれども、一般的な企業の常識

から言うと、現在競争率が35％というのは、目標が 35％というのは決して高い数字だとい

うふうに思っておりません。ただ誤解のないように申し上げておくと、私は競争化論者で

はありません。必ずしも競争させれば安くなるというふうには思っているわけではありま

せんけれども、それにしても現在の社会の実情からすると、目標が35％、現在20％ぐらい

でしたかね。そういうあれからいうと、非常に低いなと、しかも一般競争入札となったら

どうなんだろうということを考えますと、なかなか理解しがたい数字だと、そういう意味

でかなり特殊なあれはあるんでしょうけれども、要するに一般競争入札できないような事

業というのは、一体どういう事業があるのか、やっているのはどういう事業なのか、この

辺の中身を具体的にご説明いただきたいというふうに思います。  

  それからスマートメーターの問題ですけれども、値上げ申請の説明資料の中にずっと入

っているスマートメーターの価格というのは、あれは器具の料金ですよね。要するに設置

の取り付け料金というのはあの中に確か含まれていなかったと思うのですが、取り付け料

金を含めると一体どれぐらいになるのかということと、それからスマートメーターの設置

の順序ですね。それこそ一番低い使用料でというような120というようなそういうレベル 

の世帯のところに、スマートメーターが行き渡るのは一体何年ぐらい先なんだというよう

なことを、具体的にお聞きしたいと思います。 

  幾つか質問しましたので答えられる範囲でお答えいただきたいと思います。  

○議事進行人（安念委員長）  

  では浜岡の燃料棒から行きましょうか。 
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○中部電力（水野社長） 

  現在浜岡において使用済みの燃料棒が幾らあるかということでございました。 6,575体 

ということであります。それで貯蔵可能量というのは7,550ということであります。今運 

転再開とかそういうことをお話する段階でも全くないわけでありますけれども、こういう

使用済み燃料ということで言えば、３年程度は運転できる余裕があるということと、プラ

スちょっとお話が出ておりました乾式使用済み燃料の貯蔵施設というのを計画しておりま

す。これは2008年の段階で公表しておるわけでありますけれども、これも現在最終的に地

震動も決まって、最終的に設計の詰めをやらなくてはいけないのですけれども、これが済

んでおりまして、いずれにしましても早期の運転開始をもう既に発表しているものでござ

いますが、目指して運転の継続について言えば支障がないような計画の準備を進めておる

というところでございます。 

○議事進行人（安念委員長） 

  ではもう１点スマートメーター回りのご質問がありましたので、時間の関係もあります

のでそっちの方でお答えいただけますか。  

○中部電力（勝野副社長） 

  スマートメーターの費用で取替え費用が入っているかというご質問でよろしいですか。

  基本的に旧の施設のメーターの取替えと合わせてやっていきますので、その中に取替え

費用も計算に入っております。ですからメーターの増分費用の考え方で一時期ご説明した

ときに、差分だけはメーター費用なんですけど、そのトータルの効果のところには取替え

費用は全て入っています。 

  全社的な効果が出てきたときに、２回目からの交換のときにはかなり費用が安くなるの

でメリットが一遍に上がりますということでございますので入っております。  

○意見陳述１９番  楓 健年 氏 

  では１点だけ、要するに浜岡で先ほど乾式の貯蔵を計画しているというふうに言われま

したけど、計画されたのが2008年、それから５年たっているわけですね。まだ計画段階で

踏み出してはいない。それと同時に今回の値上げの中に平成27年から原発の再稼働が織り

込まれているんですね。これは今から経産省にまだ申請も出されていない中に織り込まれ

ているわけだから、要するに出せば通るということなのかなと理解しておりますけれども。

○中部電力（水野社長） 

  それは申請してこれから審査を受けるところでございますので……。 

  乾式貯蔵５年かかっているというのは、最後設計地震動と言いますか、基準地震動を決

めないと、設計も最終的に固まらないものですから、そこのところが残っているがために

まだ進んでいないというふうにご理解いただければというふうに思います。  

○議事進行人（安念委員長）  

  どうもありがとうございました。楓さんにお願いをいたしました。 

  20番の岸野知子さんでございますが、ご欠席というご連絡をいただきました。あらかじ
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め届け出をいただいた陳述の概要は、お手元の議事次第の資料６に記載のとおりでござい

ます。 

  それではこれにて意見陳述人の方々の意見陳述を終えたいと思いますが、最後に本日ご

出席いただいております審査専門小委員会の委員より、本日の19名の方の意見陳述全体を

通じ、書面では20名の方ということになりますが、意見陳述全体を通じましてコメントを

いただきたいと存じます。午前中とは反対に、それでは梶川委員からお願いをいたします。

○電気料金審査専門小委員会  委員（梶川委員） 

  委員の梶川でございます。本日は陳述人の皆さま貴重なご意見をありがとうございまし

た。また午前中から傍聴された皆さま方、長い時間いろいろと考えられる部分も多かった

と思うのでございますが、委員としても本当にこういった貴重な意見をお聞きすることが

できて、今後の審査に生かしていきたいというふうに思っております。 

  午前中から通してということでございますので、かなりの部分が重複してしまいますけ

れども、やはり今回午後もなんですが、やはりこういう消費税増税の中で、この値上げの

必然性というものに非常に陳述人の皆さまがご疑問を持たれているということを肌で感じ

させていただくご意見を伺ったと思っております。これは午前中、内部留保の問題等と絡

めて、なぜ今なんだという点でございまして、今後の審査の中でもこういったものの議論

を深めて、逆に必然性についての説明が皆さまの中に、納得できるものではないのですが、

よりわかりやすい形で中部電力さんからもご説明を聞き続けていくということが、私ども

の責務ではないかという気がしております。  

  それからまた午後は、特に経費の引き下げ余地について、具体的にいろいろご研究の中

で、競争入札の率であったり、さらにそれがどのような効果を持つのかというような点で、

幾つかより具体的にご質問もおありになったと思います。競争入札できないというような

理由はどうなのというようなことを、楓  陳述人からもお話がございました。こういった

ことを私ども今個別の作業も含めて、より具体的にお聞きしている作業を押し進めている

ところでございますので、全部が全部公開できない情報というのも、今お話にありました

が、多分これは個別の審査を担当する委員で、それなりに皆さまからご信頼いただけるよ

うに、確かめていきながら作業を進めさせていただければと思います。 

  やっぱりトータルで考えますと、これは料金審査の範囲内だけではないのですけど、こ

の総括原価方式というこの審査の場ではなかなか、いつでも他の公聴会でもそうなんです

が、私ども委員として決められた権限の範囲で、話が簡潔する問題ではないのですが、こ

の総括原価方式に関する制度的などうしてもこれはなかなか信頼感が持ちづらい制度なの

で、これに関して本当に不信感が少しでも軽減されるような、午前中申し上げました消費

者の方と、電力申請者の信頼感を少しでもつなげるような議論を公開の場で委員としてさ

せていただければということをすごく感じた次第でございます。  

  あとはこちらの地域、私ども国民全員が関心があるんですが、やはりこの南海トラフの

震源域の中で、非常に原発というものに対して、地震というリスクが高い地域で、再稼働
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という、そもそもこれも料金の枠外とか大前提の話なんですけど、むしろ陳述人の方のご

関心というのは、ここにひどくおありになったなということでございまして、この点はち

ょっと料金申請と直接どのように議論していいかということは、ちょっと私にわかには難

しいなという点はございますけれども、その皆さまの危惧というものは肌で感じたところ

でございます。 

  あとは午前中から話題のように、この実際の事後的なフォローをどのようにするか等々、

幾つかの制度的な課題を課題として持ちながら、今後の審査を真摯に厳粛にさせていただ

ければというのが感想でございますので、どうも今日は本当にありがとうございました。

○議事進行人（安念委員長）  

  それでは辰巳委員。 

○電気料金審査専門小委員会  委員（辰巳委員） 

  委員をさせてもらっております辰巳と申します。よろしくお願いします。  

  今、梶川先生がおっしゃったのと私もほとんど同じような点でメモしていたので、重な

って申しわけないとは思うのですけど、やはり、浜岡原発を持っておられるという特別な

地域の事情なんだというふうに思います。やっぱり原子力発電に関するご意見というのは、

本当に私も強く心に残っております。それをどう反映するかというお話とは、全く私も同

じで難しいところもあるなというふうには思いました。  

それから午前中の話の中で出てこなかった点というと、スマートメーターの普及に関して

の問題点というふうなお話も出てきていたと思います。これも直接料金との関係にどこま

でつながるのかわかりませんけど、また別のスマートメーターを審議する場所もあります

ので、それはそこでまたもう少し深くやっていっていただければいいかなというふうには

思っております。 

  それからあと総括原価方式のお話もありました。これはどうしてもコスト削減につなが

りにくい仕組みだという表現もあったりしましたので、コスト削減をどうしていっていた

だくかというふうな話をしている中で、総括原価方式のお話は根本的な話なのかもしれな

いなというふうに思い、それは意見として私たちの側からも同じようにまた伝えていけれ

ばいいかなというふうに思います。 

  あと人件費に関してですが、これはお二方ぐらいでしたか、現場で働く人たちに対して

の人件費削減というのは、もう少しちゃんと考えてほしいというご意見があったりして、

確かにそういうこともあり得るというふうに思いましたので、これはぜひ中部電力さんに

それを重く受け止めていただいて、偉い方の人件費は削減しても、現場の方にはちゃんと

厚くするというようなことは十分可能だというふうに思いますので、そういうふうなご意

見は中部電力さんにちゃんと伝えていければいいなというふうに思いました。  

  とりあえずいただいたお話、何枚もメモしましたので、またこれは都度委員会の折、あ

るいは個別審査を別途やっているんですが、公開の委員会の場で話し合うこととは別に、

やっぱりなかなかオープンにできない情報とかもありますので、そういうものを見せてい
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ただきながら、別途時間を取って個別審査というのをやらせていただいておりますが、そ

ういうふうなところでも反映させていただければというふうに思います。  

  最後に一つだけですが、お客様がこういうことを知りたいというふうに思い、直接電力

会社さんとお話をされた折に、それはもう情報公開できないとか、あるいは秘密の個別の

契約は言えないとかというふうなお話があったということを、皆さんのご意見で伺いつつ、

それが互いの信頼性という点では、難しい点だなというふうに思いました。やっぱりその

難しいところをどこまで出せるかというふうなことを、事業者の方たちも単純に公開でき

ない、公開できないというふうなことばかりではなく、どこまでだったら公開できるとか、

前はこうだったけれども、もう一歩進んでここまでもうちょっとご説明しますとか、やっ

ぱりそういうふうな姿勢がないと、なかなか話がうまく進まないのかなというふうに思い

ながら伺っておりました。 

  逆に私たちの側もお聞きしたいことがあれば、どんどん聞いて行くのがいいのかもしれ

ないなという、そういう印象を持ちました。ご意見を言ってくださった方々ありがとうご

ざいました。以上です。 

○議事進行人（安念委員長）  

  では永田委員お願いします。 

○電気料金審査専門小委員会  委員（永田委員） 

  永田でございます。本日はどうもありがとうございました。非常に貴重な意見を皆さま

からお伺いしまして、改めまして今回の値上げのタイミングが中電さんの財務状況を考慮

すると、なかなか消費者の方から見ると、納得しがたいというところについて理解しまし

た。改めまして審査委員の中でもここについては十分に説明できるような、もしくは必要

に応じてその分について再度値上げ率の調整も含めて、議論させていただきたいと思って

おります。 

  それから午後の部で、特に消費者の方から、消費者にとっての権利をきちんと保護して

もらえるような企業風土を非常に要望されていると、私自身感じました。消費者としてや

はりまず安全かつ安定的に電力サービスを受ける権利、それからそのサービス内容をきち

んと周知、知らされる権利、それからまたこれは一番電力の場合は特殊なんですけど、消

費者として事業者を選択できる権利が、それをまた意見できるという４つの権利があると

思いますが、特に電力の場合は、事業者を選択できないという非常に難しい問題がござい

ます。また、先ほど来から問題とされている総括原価がございますが、実は一般の事業者

も総括原価ではないですけど、原価をコストとして積み上げて、それに減価償却費を積み

上げて、全体原価を計算して、そこに利益を乗せて売値を決めております。そういう意味

でいうと、電力会社以外の会社も形は違うのですけど、総括原価的な積み上げで、売値は

決まっているわけです。しかしながら電力の場合は消費者の方が、Ａ社の値段が高いとか、

質が満足できないならＢ社を選ぶと、そういうことができるので、たとえ総括原価的な料

金の仕組みであっても、選択の余地があるということで、消費者の権利は保護されるとい
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うことでございます。そういう意味で言うと総括原価よりも、より消費者が選択できるよ

うに、電力システムの改革が、十分これからきちんと進捗、もしくは対応されているかど

うかということが一番大事かと認識しております。  

  いずれにしましても、本日の皆さまのご意見を拝聴いたしまして、改めまして料金審査

について、真摯にもしくは精緻に内容を吟味させていただきまして、これからもきちんと

した説明、もしくは議論ができるような努力を続けてまいりたいと思いますのでよろしく

お願いいたします、ありがとうございました。 

○議事進行人（安念委員長）  

  では松村委員お願いします。 

○電気料金審査専門小委員会  委員（松村委員） 

  松村です。午前中に言ったこと、それから今既に３人の委員が発言した点との重複を避

けて、簡単に申し上げます。  

  水力発電について言及された方がいらっしゃった。小さなことのようですが、こういう

細かな項目もきちんと見ていくことは非常に重要だと思っております。当委員会でもこう

いう点をないがしろにしないで、きちんと見ております。具体的に言うと、今回の申請で

は中部電力の水力発電所の発電量が、前回申請に比べて減っているという想定で出てきて

おります。しかし一方で、供給能力自体、キロワット自体は増えている。これはどういう

ことなのかというようなこともきちんと見ております。それで中部電力の説明だと、直近

豪雨だとかの影響で稼働率が下がったということがあり、情報をアップデートしたという

ことなのです。しかし中部電力の幹部の方が、別の委員会ではkW、供給能力に関しては水

力発電所は30年のデータがそろっているので正確な値を出すことができると、まるで直近

の気象の大きな変化など無いかのごとく、重要ではないかのごとく説明しておきながら、

発電量に関してはどういうわけか直近の気象の変化を重視するというのは、一体どうなっ

ているのか。二枚舌ではないのかというようなことに関して、今後説得力のある説明が中

部電力からあるかと思います。こういうような点に関しても、小さなことだからと言って、

ないがしろにするのではなく、１つ１つ確認していく作業をして参りたいと思っておりま

す。 

  ２点目。広告費、団体費、それからＣＭ関連の費用のようなものですが、これに関して

は電力の安定供給、低廉で安定的な電力供給には直接関係ないものとして、料金原価に算

入しない、原則として算入しないという方針のもとで一定の査定をしております。それか

らオール電化営業のような類いのＣＭは、新聞広告だとかテレビＣＭのようなものは、も

うとっくになくなったとずっと思い込んでいたのですが、今日もご指摘を受けました。事

実関係について後ほど確認させていただいた後で、もし不必要な費用が入っているという

ことが改めてわかれば、もう一度見直してきちんと査定することになると思います。  

  その過程でＣＳＲについて言及された方がいらっしゃいました。中部電力に電気代を払

っておられる方ではなかったのかもしれませんが、ＣＳＲについて厳しく査定するなとい
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うことをおっしゃったかと思います。団体費だとか広告費だとかというのを削る過程で、

ＣＳＲに対応するようなものも、当委員会で査定して、その結果としてそれらの費用の料

金原価算入を認めなかったケースも、過去の例でもあったかと思いますし、これからもそ

のような事例が出てくるかと思います。その点についての批判はこの委員会は受けるべき

だとは思うのですが、しかし私たちは決してＣＳＲをしてはいけないなどとは言いません。

もし電力会社が、経産省が、あるいはこの委員会がやっちゃいけないと言ったから打ち切

りましたなどと説明したとすれば、それは信用するに値しない電力会社だと思っていただ

いて結構だと思います。どうしてかというと、私たちはそれを料金原価に入れてはいけな

いということを言うだけであって、やってはいけないとは決して言いません。  

  一般電気事業者は事業報酬という形で、かなりの利益を確保している。実際には存在し

ない３分割の自己資本相当の事業報酬が認められています。その中から払うだとか、ある

いは自由化領域で稼ぐ利益の中から払うということについて、一切文句を言っていない。

現実に中部電力では、かつての社長、会長を務めた方がまだ残っておられて、それでその

方に報酬を支払い、お車代を払い、オフィスのスペースを確保するということをしている

と認識しています。これらの費用には、よほど説得力のある説明がない限り、料金原価算

入は認めないという方針を取っており、実際に今回の申請にも入っておりません。しかし

実際には支払っております。もし特定のＣＳＲ活動をやめるとすれば、そういう身内の利

益を確保することよりも、その特定のＣＳＲ活動の優先度が低いと中部電力が判断したか

らやめたということ。経産省が、審査委員会がやめろと言ったからやめましたという説明

は、明らかに虚偽ですので、この点はご理解ください。  

  それから最後、将来の入札比率 35％、とても立派だという発言が委員会であったという

指摘に関して、聞いておられた方が誤認されるといけないと思うので、補足して説明させ

てください。私たちは他の電力会社の審査もしております。相対的に見て、中部電力がど

れだけ努力しているのかというのも、一応見ることはできます。その相対的に頑張ってい

るというようなことに関しては評価することができます。そのときに相対的に頑張ってい

ると言ったとしても、それは他の電力会社の平均水準があまりにも低すぎるので立派に見

えるのかもしれないけれど、これでもまだ努力が足りないと思っているということは当然

あり得る。この35％という数字を見て、だから十分努力しているからノーチェックで全て

のコストを認めるなどということは決してありません。きちんと査定して入れるべきでな

いものは入れない。効率化の努力が足りないものについては追加の査定をするという努力

は皆でしていくつもりでおります。以上です。 

○議事進行人（安念委員長）  

  それでは山内委員お願いします。 

○電気料金審査専門小委員会  委員（山内委員） 

  陳述人の皆さまには貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。またここ

に傍聴されている皆様にこういったことに関心を持っていただいて、そしてここに傍聴し
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ていただいて、非常に我々としてもこういう理解を得るという意味で、助けになるという

ふうに思っております。感謝申し上げます。  

  それで私はかねがね公共料金というのは、納得の問題だというふうに思っているし、そ

ういうことを言ってきたのですが、今日もそれが結論なんだなと改めて思いました。納得

というのはどういうことかということなんですけど、幾つかあると思うんですね。手続き

的に納得できるという問題と、それから結果的に納得できるというこういうことだと思い

ます。 

  午前中申し上げましたけれども、例えば低所得者の方とか、社会的な弱者の方にどうす

るんだということを考えたときに、これは結果的に納得できるかどうかということです。

それからもう一つはタイミングの問題というのも随分提起されましたけれども、これは消

費税の増税問題の中で、これが納得できるかということも、結果的な問題だと思います。

そういう意味ではまだまだ結果的な納得性というものを考えなければいけないという、そ

ういう課題が残ったということは十分に理解できたということです。 

  それから社会的弱者の方、低所得者の方というのは午前中言ったのですが、午後話を伺

う中で、これは消費者だけの問題ではなくて、電力料金を持っている経済の影響の大きさ

というか、例えばそれが中小事業者の方にどう反映されるのかとか、そういうことを考え

ると、これは社会的弱者だけの問題ではなくて、電力料金の影響力の大きさ、範囲という

ものを、再度認識させられたというような意味を持っております。  

  それからもう一つの手続き的な問題というのは、これはかなり複雑な問題です。納得で

きる手続き的な公正ということです。私実は公共料金のことを随分長く勉強しております

ので、その中の経験で言うと、ある公共料金は納得できるかどうかというときに、その納

得の１つはどれだけコストがかかっているかという、そのコストに見合っているかという、

それが一つの納得性の重要なファクターですね。それを午前中申し上げましたけれども、

だから総括原価という原価の適正性というものをどこまでそれが皆さん納得できるかとい

うことと思います。 

この問題で今日もいろいろな意見を出されました。これは我々も実際に審査させていだ

たく中で、議論しているわけですけれども、大きく言えば企業努力がなされているかとか、

あるいは調達の適正性とか今も話が出ましたけど、あるいは燃料費の調達問題、それから

今日は発電の仕方、水力もそうですし、石炭もそうですし、メリット・オーダー等もちゃ

んとできているのかという問題がありました。それから人件費の問題、所得レベルの問題

ですね。それから宣伝費の問題、こういう基本的な原価の適正性、納得性というのが１つ

あると思うのですが。 

実はこれをやっていくと、原価はどういうふうに計算しているのかとか、あるいは原価

の算定の仕方がどうだとかという、そういう根本問題に来るということなんですね。その

一番大きなところというは、やはり午前中も言いましたけど、原発問題でありまして、そ

の原発についてどういうふうに原価に織り込むかということについてのご指摘は確かにあ
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ったというふうに思っています。 

  ただこれをどういうふうに織り込むかということについて、我々がどこまでできるかと

いう問題とはちょっとレベルが別でして、要するに算定の仕方を我々が議論しているので

はなくて、算定が正しく行われているかどうかを我々は議論しているものですから、我々

は限界を感じるわけですけど、その問題点があったということは非常に大きく感じました。

  それから先ほどから出ておりますけど、原発自体の是非というのは我々の範囲ではない

のでなかなかあれですけど、これは個人的な問題として私も大変なことだというふうに思

っています。 

  それから最後にこれはもう一つ申し上げたいのですが、総括原価方式についてです。総

括原価方式は、皆様いろいろご指摘があったように、いろいろ問題が多い、これは再三議

論がある。弊害がある。そのとおりだと思っております。そして私自身もこの総括原価方

式の料金規制というものを変える。あるいは電力でもシステム改革をしていく。この必要

性は感じております。おりますが、ただ今日伺っていると、総括原価方式そのものについ

ての誤解というのもかなりある。これについてやっぱり解いていかなければいけないとい

うふうに思っています。 

  それを細かくここで議論する必要はないですけど、ただ一つだけ申し上げると、実は総

括原価方式でやるということ自体は、さっき言った費用というものの納得性を確認するプ

ロセスだというふうに思っていただきたいですね。最後の方からご指摘がありましたけれ

ども、例えばスマートフォンの料金がありますが、今スマートフォンの料金についても納

得されている方はあまりいないんじゃないかというふうに思うのです。しかしあれは大き

いところが３社あって、競争していて選択ができる。そういう中での問題ですので、地域

独占の規制部門の条件とちょっと違うのですけど、例えばスマホの問題というのは、納得

性ということにかなり問題がある。 

実は地域独占の総括原価というのは、こういうふうにできれば情報開示しろということ

と、具体的にどうやっているんだということを、出させるプロセスができる。そういう意

味での納得性を実は担保するための手段だという点もご理解いただきたい。総括原価で計

算するから、おっしゃるとおり確かにむだな投資があるかとか、あるいは生産効率がどう

だとか、こういう問題があるんですが、総括原価方式だからこそ、それを一生懸命我々は

見ていくわけです。その辺のこと、要するに納得性を高めるためにやっているということ

をどうか、理解をしていただければというふうに思います。  

  これから多分総括原価方式ではない形の、将来的に今構想されているシステムでは、最

終的に料金の規制をなくしていこうということなんでしょうけれども、時間的なプロセス

もありますし、恐らくステップもあると思うのですけど、最終的にはここでもやっぱり納

得性だと思うんですね。さっきのスマホの料金ではないですが、電力料金、本当に複雑で

すので、これから自由化していく中で、あるいは競争する中で、消費者の方々がちゃんと

納得して選べるような料金をつくっていかなければいけないと、そんなようなことを私個
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人としては感じております。  

  今日皆さんのご意見を伺って、改めてそういったことを認識させられるというふうに思

います。どうもありがとうございました。  

○議事進行人（安念委員長）  

  どうも皆様ありがとうございました。 

  以上をもちまして予定されておりました陳述人の皆様の意見陳述は終了いたしました。

陳述人の方々にはご多忙のところご出席いただきまして、特に歳末の平日にご出席いただ

きまして貴重なご意見をちょうだいいたしました。誠にありがとうございます。皆様のご

意見を踏まえまして、今後申請内容の精査を行ってまいります。 

  それから傍聴の方々、プレスの方々には長時間にわたり議論をフォローしていただき、

また公聴会の円滑な進行にもご協力いただきました。ありがとうございました。それから

山本局長始め中部経済産業局の皆様始め、関係行政機関の皆様には会場の設営や公聴会の

運営に関しまして多大なご尽力をいただきました。この場を借りて御礼を申し上げます。

  また終始真摯に答弁を行っていただきました水野社長始め中部電力の関係者の皆様、そ

れから資源エネルギー庁の諸君にも、この場を借りまして心から御礼を申し上げます。皆

様どうも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。 

○議長（片岡課長） 

  本日はご多忙のところ、陳述人の方々、それから傍聴の方々、それから専門委員会の先

生方、お越しいただきまして大変ありがとうございました。  

  本日のご意見を踏まえまして、今後の審査の精査を進めてまいりたいと考えております。

  それでは以上をもちまして公聴会を終了とします。どうもありがとうございました。  

 

                            （閉  会  午後  ３時３８分） 

 


