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彦根で「東京原発」上映会 
（文責：彦根・愛知・犬上原発のない社会をつくる会事務局 木谷千加子）  

彦根・愛知・犬上原発のない社会をつくる会

では 6 月 5 日、彦根市内で「東京原発」の上映

会を行った。 

映画の内容は、冒頭、東京都知事の「原発を

この東京に設置しよう」から始まり、知事室で

関係職員の討議が行われることに。知事の提案

内容は３つ。立地自治体へのお金、送電距離が

短くなって経費が安くなり都民の電話代を下

げられる、温排水をエネルギーに再利用・・そ

して大きな狙い？は、東京に原発を持ってくる

ということで世界一無関心な都民は原発につ

いて考えるだろう・・と。この提案に対し、原

発は遠く離れたもので電気のためには必要不

可欠くらいの認識しかなかった関係職員の素

朴な疑問や不安が役者のセリフとなって実に

リアルにポンポン出てくる。「原発はＣＯ2 を

排出しないんだってテレビで言ってた」「石油

は限りがあるんだって」「オイルショックの時

に３０年だと言われていたけどまた最近いっぱい出てるじゃん」「東京に建てるなんて

どこに？」「新宿公園はどう」「地震は大丈夫なの」「地震に備えて原発は一番丈夫に作

られてるってテレビで言ってた」「じゃあ地震の時は原発に逃げればいいんだ」・・途中、

広島で被爆した祖父を持つ職員が原発学者を連れてくる。学者の「ウラン 1ml で 18 億

人の命が亡くなる」と言う説明に職員は次第に真剣になっていく。討議場面と並行して、

都知事にも知らされず秘密裏にお台場に核輸送するトラックが、この事実を公表させよ

うとする少年に核ジャックされて・・。すったもんだの挙句、都庁前に核を搭載したト

ラックが着き時限爆発装置を解除し落着となったかに見えたが、格納容器から漏れ出し

た液体に降り出した雨が・・ここで映像は切れ最後に青い光の環が画面いっぱいに広が

って幕。以上がごく大まかな内容です。 

パロディも交えたセリフが出てきて会場の笑いを誘う場面が随所にあった。笑う私た

ちは、原発事故が起こって５年、現実を学び知ってるからこそ、パロディだとわかる。

テレビや映画でなじみのある俳優達のテンポのいい会話で観ていて現実的で臨場感が

あった。行政の人間もテレビ報道や隠ぺい操作されてる記事や報道に影響されてること

が客観的に理解できて面白い。何よりも、原発事故の７年前にこの映画が作られたこと

に皆さんは驚きと感動をもって観たと思う。 

子ども連れの家族や若い人も含め６１人が、改めて原発について思いを共有し考える

機会を持てた時間だったと思う。いろんな場所で、この映画の上映会をされることを願

っている。ご希望の方は私のアドレスまで連絡を（acohime12@yahoo.co.jp）。 
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原発のコストあれこれ（その２） 
 前号では、原発事故の危険性に対して電気料金の問題を優先すべきでないこと、電力

自由化のなかで多様な選択肢が生まれていること、以前は原発は格段に安いとする「安

価神話」というものがあったが、福島事故以降、政策経費や事故対策コスト等の社会的

費用を含めたモデルによる計算で原発のコストを計算すると他の主要電力に比べて特

別安いとはいえなくなってきていること、さらに EU 並の安全基準で建設すると原発は

ずいぶん高いものになる等計算条件が影響することなどを紹介しました。 

 今回は、福島原発事故のコストが現在どうなっていて、それを誰が負担することにな

っているかについて紹介します（大島堅一他「福島原発事故のコストを誰が負担するの

か？－再稼働の動きのもとで進行する責任の曖昧化と東電救済－、環境と公害、Vol.44 

No.1」より）。 

 

４． 福島原発事故のコスト 

 大島教授らは、入手できる範囲の

資料をとりまとめて、現時点での福

島原発事故コストを表２のとおり

とりまとめています。 

 現時点で総額 13 兆 3000 億円も

の事故コストです。この金額はこれ

からどんどん膨らんでいく可能性

が高いものです。東京電力（以下、

東電）としては経営破綻している金

額ですが、この費用を国民と電力消

費者への負担転嫁し、東電を救済す

る仕組みがつくられています。 

 

５． 事故コストの負担転嫁の仕組み 

 表 3 は、表 2 に示した費用項目に

ついて、負担転嫁の形態と根拠とな

る法律や指針等を示したものです。 

 負担の形態は支援機構（原子力損

害賠償・廃炉等支援機構）への一般

負担金（一般負担金は電力消費者へ

の負担となる）、電気料金への転嫁、

税金（国民負担）等であり、本来東

電の責任であるものを税金と全国

の電力消費者で負担する仕組みと

なっています。根拠となる制度は、

単位：億円

損害賠償（要賠償額） 61,681

賠償対応費用 777

除染費用 24,800

中間貯蔵費用 10,600

21,675

13,559

133,092

損害賠償費用

現状回復費用

事故収束・廃止費用

行政による事故対応費用（除染以外）

　合計

表２　福島原発事故のコスト

表 3 国民、電力消費者への負担転嫁 
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支援機構法や福島復興指針な

どです。 

図１は支援機構法による東

電救済の仕組みを示したもの

です。支援の流れを簡単にみて

みます。 

国は、東電の支払う賠償の元

手を調達し、支援機構を通じて

東電に交付します（図１①、②） 

また、国は支援機構の借り入

れに関して債務保証を行う事

ができ、これにより支援機構は

東電の発行する株式を引き受

けています（図１の③、2012 年

7 月 1 兆円）。 

東電が交付を受ける賠償原

資は、貸し付けではないため返

済義務はありませんが、同社を

含む原子力事業者の負担金により、いずれ国庫に納付されることが期待されています

（図１④）。ただし、負担金の額は、原子力事業者の財務状況などに配慮して､年度ごと

に定められることになっているので、いつまでに全額返納されるかわかりません。支援

機構に納付された負担金の額は 3 年間で 3953 億円余りであり、東電に交付された金額

をはるかに下回っています。しかも、このうちの大部分を占める一般負担金は電気料金

を通じて国民に転嫁することができます。 

図１の⑤は中間貯蔵施設の 1.1 兆円について、国が費用相当分を支援機構に交付する

としているものです。この資金交付には返納の規定がなく、事実上補助金という性格で

あると言えます。 

 

【今回のまとめ】 

 今回は、立命館大学大島教授らの論文等から、福島事故のコストが現時点で把握でき

る範囲で少なくとも 13.3 兆円以上であることを示しながら、その費用がいかに国民転

嫁されているかについて紹介しました。 

 大島氏らは、論文の最後に、国費投入の前提として次のような点について指摘し、国

が真摯に反省するならば、拙速な再稼働などはできないだろうと結んでいます。 

① 実質的に経営破綻している東電の法的整理、すなわち、減資と債権カットにより株

主と債権者に負担を求め、東電の資産をはき出させること。 

② 事故被害に関する国の責任を認め、それに基づく負担であるという点を明確にする

べきである。 

※次回は、原発ゼロによって電気料金はさげることができることを示した大島氏の論文

を紹介します。（Ur） 

図１ 支援機構法による東電救済の仕組み 
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5 月 26 日に完成した学習資料『大津地

裁決定を学ぶ』は、各地の報告集会、学

習会等で普及するとともに、京都新聞、

滋賀民報、京都民報、しんぶん赤旗など

で取り上げられ、県内だけでなく全国の

みなさんからの注文が相次いでいます。 

 現在の普及状況は、1000 部印刷した

うち約 900 冊弱を販売ないしは、普及を

依頼し、在庫は 100 冊余りという状況と

なっています。 

より多くの方に決定の内容を理解して

いただきたいという趣旨で作成したもの

であり、在庫がなくなるまで 1 部、2 部

でも分担していただき、普及に協力くだ

さるようお願いします。 

 また、入金状況は、約 400 冊分であ

り、確実に回収できるよう力をいれてい

きたいと思いますのでこの点でもご協力

ください。       
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資料代 500円 

要申し込み 

今後の裁判の日程 

 

7 月から 8 月異議審決定 

2016 年 9 月 30 日(金)14:30～ 

  本訴第 12 回口頭弁論 

2017 年 1 月 17 日（火）11:00～ 

  本訴第 13 回口頭弁論 

※終了後報告集会を行います 

【支える会の状況】 

 会員 545（535） 

 ニュース送付方法 メール 243（234） 

 郵送  261(261) 

 ニュース不要 9(8) 

2016 年度会費納入件数 226 (210) 

2015 年度会費納入件数  236  (236) 

(  )内は前回ニュースでお知らせした数 

※メールアドレスの変更等連絡先の変更

があった場合はお知らせください。 

※年会費 2000 円の納入強化に力を入れて

います。 
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原子力規制委・島崎元委員、地震の揺れの過小
評価の可能性指摘 

揺れが、過小評価されている可能性を指摘した。 

2014年、原子力規制委員会の委員を退任した島崎邦彦氏が、田中委員長らと面会し、

「入倉・三宅式」という計算式を使っているため、関西電力大飯(おおい)原発などで想

定される地震の揺れが、過小評価されている可能性があると指摘した。 

規制委員会は、20 日の会合で、大飯原発で想定される地震の揺れについて、念のため、

別の式で計算することを決める見通し。 

これにより、最大の揺れ、いわゆる「基準地震動」が引き上げられる可能性が出てきた

一方、今回の考え方を原発の規制基準に適用するかどうかについては、検証したうえで

決めるとしている。（6 月 16 日 FNN ニュース）  

震源の大きさも５０％増しとなる可能性 

この日、島崎元委員が持参した資料によれば、計算式が違うだけで、日本海の津波
想定は、倍以上の差が出る。  

計算式によって違ってくる日本海の津波想定 

入倉・三宅式： ２．８ｍ  

武村式： ５．３ｍ（ばらつきを加えると６．８ｍ） 

山中・島崎式：４．６ｍ（ばらつきを加えると６．１ｍ） 

同様に、「入倉・三宅式を使う限りは、震源の大きさも過小評価になる」とし、「ざ

っくりと計算すると５０％増しとなる可能性がある。１０％でも大きい」「原子力規制

委員会として、過小評価にならないやり方でやってどのぐらいの地震動になるのか

を」「前向きに検討してもらいたい」というのが、島崎元委員が面会で語った柱であ

る。  

【高浜３､４号機設置変更許可の異議申立の棄却通知】 

昨年 2 月、原子力規制委員会が高浜３、４号機の設置変更許可をしたことに対し、

支える会役員及び弁護士 16 名で行政不服審査法に基づく異議申立を行いました。

この申立に対して 5 月 23 日、同委員会から申立を棄却するという通知がありまし

た。この決定は、行政訴訟の足がかりとするために行ったものですが、申立当時と

比べて、高浜、３、４号機は止まっていること、名古屋で行政訴訟が提起されてい

ること等状況が変わっていることや体制的な問題から行政訴訟は行わず、当面、仮

処分および本訴に全力を傾注していくことを井戸弁護団長と役員会で協議して確認

しました。 

 


