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 3 月 13 日に行われた 2016 びわこ集会は福島事

故から 5 年の節目になることに加え、3 月 9 日の大

津地裁決定の効果もあってか例年より多い1500が

参加する集会となりました。井戸弁護団長が基調講

演を行い、市民が声をあげることにより司法を動か

すことができることを実証したと大津地裁決定の

内容を解説すると共に原発再稼働に徹底して反対

していくことを呼びかけました。 

 支える会では、昨年に続いて生涯学習センター

で裁判の展示を行うとともに膳所公園にテントを

設置して会への入会呼びかけを行いました。1 日で

45 人の方に入会していただきました。 

 また、集会実行委員会からは後日、裁判の費用に

と 5 万円のカンパをしていただきました。 

 

長浜市長へ申し入れ 
３月２９日 「支える会」の役員でもあり原告でもあ

る二人（對月、辻）が長浜市長に申し入れを行いました。 

 この日の申し入れは、長浜市長が３月に開かれた市議

会で３．９大津地裁決定につい 

て「運転差し止めの大津地裁の決定には衝撃を受けた。

重く受け止めている。再稼働については、もう一度納得

が得られよう、やり直してもらわなければならない」と表明したのを受けてのものでした。 申し入

れは、①避難計画について、国の責任を鋭く問う画期的な内容になっているので、これを踏まえて市

長としても国にしっかり申し入れをして欲しい、②また、立地自治体でないなどとして、再稼働への

同意権を含む協定が事業者と締結されない事情が通用しないことも、今回の決定で明らかになったの

で、この決定を踏まえて市長として尽力いただきたい、というものでした。 

話し合いでは、長浜市民の多くの方からも今回の「決定」を喜んで頂いている、そんな声が寄せら

れているといるし、わずか１０キロ余りの近くに原発があるということからも関心は高いなど、ざ

っくばらんな意見交換となりました。 
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彦根市と交渉 

3 月 30 日、「彦根愛知犬上原発のない社会をつくる会」は、別記要望書に基づき、原発問題で彦根

市と話し合い(交渉し)ました。会から、村西、藤谷、木谷、山口、山内、杉原の６人、市側から関係

各課 10 人が出席しました。本格的な「交渉」は初めてで、市側は丁寧な回答を用意していました。

「３・９大津地裁決定」の直後でもあり、緊張感が漂っていました。真剣なやりとりの中で、びわ湖

の水が汚れたら手の打ちようがないこと、有効な避難のシステムが無いことなどが明確になりました。

市は「国へ意見具申」することは受け容れませんでし

たが、他の要望には真剣にとりくむ姿勢を示しまし

た。交渉には教育委員会も参加し「文科省の副読本」

の使用は強要も点検もしないことを明言しました。あ

っという間に１時間 30 分が過ぎました。対応したの

は、危機管理室、まちづくり推進室、人事課、生活環

境課、社会福祉課、健康推進課、建築住宅課、大藪浄

水場、給食センター、教育委員会でした。以下は「会」

が提出した要望書です。 

総会に中嶌哲演氏 

「彦根愛知犬上原発のない社会をつくる会」では 3 月 26

日総会と中嶌哲演氏を招いて講演会を開催。中嶌氏は大津

地裁決定について、「滋賀県の皆さんが動いている原発を

止めてくれた」「消費地元から良心の狼煙を上げてくれた

意義は計り知れない」と述べました。 

（杉原秀典） 

原発から住民の命と健康を守るための要望書 

 

１ 政府に原発ゼロ、規制基準の抜本的改善を要求すること。 

２ 以下の問題点が解消するまで原発の運転をしないよう申し入れること。基準地震動の想定が甘

い。避難計画がない。放射性廃棄物の中間・最終処理の目処が立っていない。 

３ 過酷事故を想定して 

 ①放射能汚染の濃度を瞬時に  つかみ、市民に知らせる体    制、モニタリングポストを。 

 ②びわ湖の放射能汚染を想定   し、住民の命と健康守る仕組、  飲料水確保のシステム。 

 ③避難計画の策定と周知。 

 ④安定ヨウ素剤の有効配布を。 

４ 避難者への住宅保障のため彦根市独自の支援策を。「空き家」を紹介するシステムを。 

５ 立地自治体並みの原子力安全協定を知事に申し入れる。 

６ 市職員、教職員が学習の機会をもつこと。事実に基づき公正な学習を保障する。電力会社や政

府とは独立すること。 

７ 教職員の自主的な研究や教育活動の保障。事故の教訓を踏まえず放射能の危険性を軽視した「放

射能副読本」（文科省発行）を強要しないこと。 
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原発のコストあれこれ（その１） 

 3 月 9 日の大津地裁決定による高浜 3、4 号機の運転停止命令により関西電力は、5 月から予

定した電気料金の値下げを行わないとし、世論の一部には、そのことの原因をつくったとして裁

判所の決定と同時に申立人らに対する批判の声も寄せられており、改めて原発のコストの問題に

ついて考えてみました。 

 

１． 原発コスト問題についての基本的考え方 

 今回の大津地裁決定は、原発コストの問題について、「原子力発電所による発電がいかに効率

的であり、発電コスト面では経済上優位であるとしても、それによる損害が具現化したときには

必ずしも優位であるとはいえない上、その環境破壊の及ぶ範囲は我が国を越えてしまう可能性さ

えあるのであって、単に発電の効率性をもって、これらの甚大な災禍と引換えにすべき事情であ

るとはいい難い。」と経済的損失が出ても安全性に少しでも懸念があれば停止させる、との強い

意思を示しています。また、2014 年 5 月 21 日の福井地裁判決でも、「原発の稼動が電力供給の

安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものに

関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の

当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。このコストの問題に関

連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が

出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下

ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失で

あると当裁判所は考えている。」と原発の危険性に対してコストを優先させる姿勢を厳しく退け

ています。 

 あの大変な福島原発事故も、いくつかの偶然が重なって、語弊がありますが「あの程度」で済

んだのであって、もっとひどい破局的な事故へと発展する恐れがあったことを思い起こすと、コ

ストと安全を比較すると安全を優先すべきであると思います。これは、子々孫々に及ぶ私たちの

未来を守るという選択でもあります。 

 

２． 電力自由化による関電以外の選択 

今年４月１日から電力の小売りが完全に自由化されました。これによって、たくさんの電力会

社の中から生活スタイルに合わせた最もリーズナブルな電力会社を選択することができるよう

になります。自然再生エネルギーを重視した電力会社を選択するといったこともこれからは可能

な時代になります。多様な選択肢の中から最もニーズに適した合理的な選択をして頂くことがで

きると考えています。（HP のQ&A より） 

 

３． 原発のコスト構造 

(1) 安価神話 

原発を推進するために、原発は安全という安全神話とともに安いという安価神話ともいえる

ものがありました。原発に関する費用は、建設費や運転維持費などの発電原価と立地対策費や技

術開発費などの社会的費用といわれるもので構成されます。このうち、原発は他の主要電力に比

べて社会的費用が高くついているのですが、福島原発事故が起こる前までは社会的費用を含まな

い費用で他の電力コストとの比較が行われ、特別に安いという安価神話がまかり通っていたので
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す。 

(2) 原発の費用要素とモデル計算～2011 年コスト等検証委員会 

表１は 120 万 kW の原発の新規建設した場合を対象にして、稼働率 70％、稼働年数 40 年の

条件で費用要素ごとに 1kWh あたりの単価について、福島原発事故前後のモデル計算の結果を

示したものです。ここで、発電コストは、電力料金として利用者の負担になるもの、社会的費用

のうち、政策コストは税金支出で国民全体の負担、事故対策コストは電力会社全体の負担として

電力料金に反映されるものです。 

前記のとおり福島原発事故以前は公表される原発の費用に社会的費用や追加的安全対策のた

めの費用が含まれておらず、原発の費用は火力等に比べてかなり安く見積もられていました。ま

た、原発の運転の特徴としては、調整運転が難しいためフルパワーで運転するとし、稼働率を70%

として設定（以前は 80%で設定）されています。しかし、立命館大学の大島教授らは、従来でも

稼働率はそれほど高くいと批判しており、さらに、福島事故によりほとんどの原発が停止してい

る現状を勘案すると実際の稼働率はさらに低くなると見積もられ、原発の単価は表１の試算より

上昇することになります。 

2011 年のコスト等検証委員会では、社会的費用を含めて計算するべきという声を踏まえて新

たな検討が行われた結果、コストは高くなっていますが、この検討結果には稼働率の問題の他、

次のような問題があります。 

1) 核燃料サイクルコストは約 15 兆円の事業費が見込まれているが、使用済み核燃料の再処

理が行き詰まり、高レベル放射性廃棄物の処分方法が定まっていない状況のもとでは大部

分が架空の計算であり、この金額で収まる保障は全くない。 

2) 事故対策コストは福島原発事故を踏まえ、追加的廃炉費用、損害賠償費用等を 5.8 兆円と

して、この費用を全国の原発で分担させる共済方式による単価を計算しているが、福島事

故では賠償額がどんどん大きくなっている他、高濃度汚染対策費用、除染により生じる廃

棄物等の中間貯蔵施設の整備費用、除染により生じる廃棄物等の最終処分関連費用、生命・

身体的損害等ここで見積もられていない費用も多くこれより大きな金額となることはま

ちがいない。 

なお、コスト等検証委員会では石炭火力（稼働率 80%、40 年）は 9.5～9.7 円/kWh、LNG 火

力（稼働率 80%、40 年）10.7～10.9 円/kWh、一般水力（稼働率 45%、40 年）10.6 円/kWh と

見積もられており、原発コストが特別に安くなっていません。 

※コスト検証委：エネルギー･環境会議 コスト等検証委員会 

※WG 検討：発電コスト検証ワーキンググループ 

表１　原発の費用とこれまでの試算 単位：円/kWh

費用分類 費用要素
2004年
検討

2011年コス
ト検証委

2015WG
検討

備　　考

資本費 2.3 2.5 3.1
運転維持費 2.1 3.1 3.3
追加的安全対策 － 0.2 0.6 新基準適合のための費用

核燃料サイクルコスト 1.5 1.4 1.5
使用済燃料の半分は20年貯
蔵後、再処理をし、残りの半
分は50年貯蔵後、再処理

政策的経費 － 1.1 1.3 立地交付金、研究開発経費
事故対策コスト － 0.5以上 0.3以上

5.9 8.9以上 10.1以上

発電原価

社会的費用

合　計



 

11 

 

 

(3) 原発の費用要素とモデル計算～2015 年 WG 検証 

表１に示した 2015 年の発電コスト検証ワーキンググループのコスト検証では、各要素を見

直して原発のコストは 10.1 円/kWh とされています。個々の要素は増加するなかで事故対策コ

ストの考え方が見直され減額されています。事故対策費用の対象としては、2011 年のコスト等

検証委員会の検証で含まれなかった除染・中間貯蔵、行政経費等を含めて対象費用を 9.1 兆円と

する一方、2011 年の事故発生の考え方である「2000 炉・年」（40 年に一回、全国 50 基のうち

一基で事故が起こる）を新規制基準による対策が進んだとして「4000 炉・年」として以下の計

算式により計算されています。 

事故対策コスト＝損害費用（9.1 兆円）/事故発生頻度（4000 炉・年）/モデルプラント年間総

発電量（73.6 億 kWh） 

       =0.3 円/kWh 

この検証での他の電力コストは、石炭火力 12.3 円/kWh、LNG 火力 13.7 円/kWh、一般水力

11.0 円/kWh とされており、2011 年の検証と同様、原発のコストが特別安いとはいえません。 

 

(4) モデル計算結果の評価について 

 2011 年と 2015 年の検証結果ともに、原発コストが特別安いとはいえないものの、他の主要電

力と比べて安いという結果となっていますが、計算条件を変えれば順位は逆転することを指摘し

ておきたいと思います。 

第一は稼働率の問題です。原発はトラブルが発生したら長期にわたって停止することに加え、

福島事故以降ほとんどの原発は停止状態です。福島事故以前も多くの原発は 70%という稼働率

がほとんど達成できていないことを考えると稼働率 70%は過大であると思います。 

第二は、資本費の問題です。モデル計算では、37 万円/kWh の単価で、120 万 kW 一基で 4400

億円として計算されていますが、世界的に最も厳しい EU の基準で建設すると、倍以上の建設費

となるといわれており、資本費が倍以上となればこれだけで他の主要電力との関係は逆転します。 

第三は、「2000 炉・年」「4000 炉・年」という考え方の問題です。「2000 炉・年」は 40 年×50

基という考え方が示されていましたが、「4000 炉・年」は対策がすすんだからリスクを半分にす

るというだけで根拠は明確ではありません。今後、廃炉に追い込まれる原発が増えることを考え

ると、この値はもっと小さく設定すべきではないでしょうか。 

紙面の関係で今回はここまでとします。以上は、新しく原発をつくることを想定したモデル

ケースでの費用検討ですが、次回は建設済み、つ

まり現在ある原発のコスト、福島事故費用の負担

の構造、原発再稼働と電気料金等の問題について

考えてみたいと思います。（Ur） 

【支える会の状況】 

3.9以降 100名を超える加入！ 

 会員 535（421） 

 ニュース送付方法 メール 234（158） 

 郵送  261(226) 

 ニュース不要 8 

2015 年度会費納入件数 236（188） 

2016 年度会費納入件数 210 (57) 

カンパ総額 310,750円 

(  )内は前回ニュースでお知らせした数 

 

今後の裁判の日程 

2016 年 6 月 10 日(金)14:30～ 

  本訴第 11 回口頭弁論 

2016 年 9 月 30 日(金)14:30～ 

  本訴第 12 回口頭弁論 

※終了後報告集会を行います 
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6 月 10 日までに申し込んでいただくと、6 月 10 日の第 11 回口頭弁論につい

てお知らせするニュースとともにお届けできます。1冊 500円。 
 


