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『いのちと原発は共存できない』
〜はじまりは、チェルノブイリ原発事故〜

●１９８６年４月２６日のチェルノブイリ原発事故（レベル７）を受

けて、原発と向き合い、その怖さを知る。

●以降、原発のない社会の実現をめざして継続的な取り組みと

してきました。
＊最初の取り組みは、「九電へ要請書提出」

①人間のすることである以上、未来永劫に事故が起らないとも 限らない。

原発その ものについて再考してほしい。

②原発の増設の再考、せめて、事故の危険を増大させる「出力調整実験」

を中止してほしい。

＊放射能汚染測定室を設置して、ＮＡＩで食品の放射能検査

＊基準（アクションレベル）は「10ベクレル」とした

＊測定データは、情報として組合員に開示。今も継続

＊チェルノブイリ原発事故で被災した子どもたちへの支援（現在も継続）

2



「託送料⾦」を調査するきっかけ

■２０１６年９月８日、衝撃的な新聞報道！
・「廃炉費 新電力も負担 政府調整 料金上乗せ」

・廃炉費だけではなく、原発事故の賠償負担も。

・回収方法として、「託送料金」を利用する。

〜東京電⼒福島第⼀原発事故を受けて〜
■私たちの自然エネルギーの発電所づくり

＊「不退転の覚悟で脱原発に向かう」ことを決議し

原発に頼らないエネルギー社会をめざす。

＊自分たちの使う電気は、自分たちでつくろう！

■２０１６年４月、電力の全面自由化に合わせて

「グリーンコープでんき」小売事業開始。
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東京電⼒福島第⼀原発のようす2018年
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「託送料⾦問題」を考える

☀なぜ、送配電にかかる費用の中に
原発のコストが入っているのか？

☀そもそも電気代の仕組みとは？

■２０１６年９月 託送料金検討委員会起動
■メンバー 弁護士５人・公認会計士１人

消費者運動団体３人
グリーンコープ関係者５人

各大手電力会社の有価証券報告書、電力事業法、
原子力賠償法などを調べてみると様々な事実が分
かってきました。
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電気契約者すべてが
知らないうちに支払うことに

託送料金には、すでに「電源開発促

進税」「使用済燃料再処理等既発電

相当額」が含まれている。

大事なことが
十分議論されずに決まる

「賠償負担金」と「廃炉円滑化負担

金」の上乗せは、経産省で決まっ

ている。

このままでは、膨大なツケが
未来の子どもたちに負わされてしまう！！

こうしたおかしいことが、まかり通れば、
民主主義は瓦解してしまうのではないか。

グリーンコープ全体で検討し、
確認できたこと
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グリーンコープが作成したパンフレット

7

表 裏



託送料金に転嫁される負担金

➊賠償負担金

・2013年には5兆円、2017年は8.5兆円に！2020年には９．５

兆円となあっている。さらに東電と原子力損害賠償・廃炉等

支援機構は12兆円想定すると言われている。

・本来であれば、汚染者（加害者）負担が当然。しかし、事故

を起こした東電は自力での負担が難しい（本来なら破綻）と

いう理由で多額の税金が投入されている。

・福島第一原発事故以前に確保しておくべきだった賠償の備

えを遡って回収する ⇒「過去分」という理屈

事故の賠償負担は、東電救済でしかない‼ 8



★託送料金への上乗せという
仕組みが導入されれば、廃
炉費用（事故賠償負担金も
）は、見えにくくなってしまう
。同時に国民の負担が際
限なく増えていくことなる。

★廃炉がいくらかかるか、試
算されていないにもかかわ
らず、仕組みだけがつくら
れようとしている。廃炉費
用は青天井だと言われて
いる。

★５０基以上もある原発の
廃炉費用、誰が払うの
？当然、原発事業者が
支払うべき。

★想定より早く廃炉を決め
、もともと料金に載せる
ものであった費用を、原
発の電気を使っていた
利用者が新電力に切り
替えても公平に負担す
る必要があるとの理屈。

廃炉費用の負担は、
原発を有する大手電力会社救済‼

②廃炉円滑化負担金
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原発事故の費用は、事故を起こした東電が支払
うべき。しかしそうなっていない

事故発生者＝汚染者＝加害者
→損害賠償責任
→事故収束・廃炉の責任

莫大な費用
超長期に及ぶ取り組み

自力で払いきれない
本来であれば破綻は避けられない

■２０１１年６月閣議決定
原子力損害賠償支援機構は、原子力損害賠償のための資金が必要な
原子力事業者に対し援助(資金の交付、資本充実等）を行う。援助に
は上限を設けず、必要があれば何度でも援助し、損害賠償、設備投
資等のために必要とする金額のすべてを援助できるようにし、原子
力事業者を債務超過にさせない。

東京電力
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東京電力

原子力損害賠償支援機構

国民

損害賠償

資金援助

交付国債

電力料金

東電以外の原子力事業者

一般負担金

一般負担金、
特別負担金

電力料金

税

被害者

金融機関

政府

利息借入金 返済

国庫納付

出所︓『朝日新聞』他より作成。 ※大島教授作成データから引用

２０１１年につくられた賠償費用負担のしくみ
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経済産業省令による執⾏は、
電気事業法が省令に委任できる範囲を

逸脱している。
この世に存在しない「一般負担金の過去分」という考
え方をねつ造した。

賠償負担金の算定の根拠がない。廃炉円滑化負担金も
あやふや。

二つの負担金は、送配電事業者から原発事業へ渡る。
そうすると、一体どれだけ負担しているのか、わから
なくなってしまう。このままでは原発の真のコストが
見えなくなってしまう。
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「賠償負担⾦」の託送料⾦への上乗せに関する
経産省の⾔い分とおかしさ

●福島の復興を応援するために必要と言う
＊本当にそうでしょうか。福島の真の復興のため、賠償負
担する方法は、託送料金での回収ではないはず。本当に
そのためならば、国民の助け合いの意思を反映させる意
味でも国会できちんと議論をして税金による賠償を決め
ればいい。

＊２０１１年に原子力損害賠償支援機構法で「一般負担金
」の拠出が決まり、２０１７年に省令で「一般負担金の
過去分」として「賠償負担金」が決まる。

＊賠償負担金の総額２.４兆円は、現在の一般負担金年間
総額１６３０億円から算出というが、根拠がない。

＊「過去分を託送料金で徴収」の前例となった「使用済燃
料再処理等既発電費」は、２００５年法律で制定された
。しかし、「賠償負担金」は国会での論議もなく、経済
産業省令での施行が決まる



●原発廃炉を適切に進めるために必要と言う
＊廃炉を適切に進めることそのものは大事なこと。そのた
めには、かかる費用を明確にしていく必要がある( ⇒Ａ
）託送料金での回収では何も明らかにされない。このま
までは国民に負担だけが課せられるという構造が続く。
その対係に「原発推進」「原発優遇」がある。

＊申請されたのは全ての廃炉原発で、「想定より早く廃炉
をした原発」に限られていない（⇒Ｂ）

＊電力会社によって申請額に大きな開きがあるのは、電力
会社毎の廃炉費積立努力の差なのか（⇒Ｃ）

＊廃炉費を廃炉円滑化負担金に移しかえることで自社の電
気料金を値下げした電力会社がある疑いもある（⇒Ｄ）

「廃炉円滑化負担⾦」の託送料⾦への
上乗せに関する経産省の⾔い分とおかしさ
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そこで︕

私たちグリーンコープは、原発にかかる「賠償
負担⾦」と「廃炉円滑化負担⾦」を経済産業省
令によって託送料⾦（電気料⾦）に上乗せする
ことは違法であると考え、経済産業省が本年９
⽉４⽇九州電⼒送配電株式会社に上乗せを認め
る託送供給約款を認可したことを取り消す⾏政
訴訟を起こすことにしました。
●提訴 「託送料金認可取消請求訴訟」
●原告 小売電気事業者：一社）グリーンコープでんき
●被告 国【処分庁 経済産業省）

※負担金の請求・支払いが発生した段階で
九州電力に対して、「不当利得返還等請求訴訟」
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グリーンコープの方針として、丁寧にコ
ミュニケーションをとることを方針として
進めてきました。
経済産業省やエリア内の大手電力会
社へ「二つの負担金の託送料金上乗せ
をやめてほしい」「疑問に思ったことを教
えてほしい」など、お尋ね・陳情・対話を
してきました。

16

グリンコープの取り組みについて



◆ 2018年 3月 9日 「お問い合わせ」と届ける

◆ 2018年 5月18日 回答の請求文書を届ける

◆ 2018年 6月 4日 回答が届く

◆ 2018年 6月26日 もんじゅの件で文部科学省へのお問い合わせを届ける

◆ 2018年10月 8日 もんじゅに関して、文部科学省からの回答が届く

◆ 2018年12月 3日 回答を受けて、重ねてのお問い合わせを届ける

◆ 2018年12月18日 回答の遅延に対する苦情を届ける

◆ 2018年12月28日 6月26日のお問い合わせへの回答が届く

◆ 2019年 1月10日 「陳情書」と「陳情書に関するお願い」を届ける

◆ 2019年 2月20日 「陳情書に関して重ねてのお願い」を届ける

◆ 2019年 3月14日 陳情書への回答が届く

◆ 2019年 4月 1日 1月10日の陳情書への回答が届く

◆ 2019年 5月23日 資源エネルギー庁を訪問・意見交換

◆ 2020年 1月16日 経産省資源エネルギー庁訪問・意見交換

◆ 2020年 4月15日 意見交換の場の設定の相談文書を届ける

◆ 2020年 7月15日 経産省資源エネルギー庁訪問・意見交換

◆ 2020年 9月29日 経産省資源エネルギー庁訪問・意見交換

経済産業省へ
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エリア内⼤⼿電⼒会社へ
（関⻄電⼒・中国電⼒・九州電⼒）
◆２０１９年１０月９日

関西電力の経営幹部らが福井県高浜町の元助役から３

億円を超える金品を受け取っていた問題に関して、厳重な

調査とその結果を情報公開していただくよう「要請」をお届

けしました。

◆２０１９年４月 １日 関西電力訪問・意見交換

◆２０１９年４月２６日 中国電力訪問・意見交換

◆２０２０年４月１５日 二つの負担金の上乗せを思い留ま

っていただくよう、「お尋ね」と「要請」

を届ける。

◆２０２０年７月２８日 関西電力を訪問・意見交換

◆２０２０年８月１１日 中国電力を訪問・意見交換

◆２０２０年９月２５日 九州電力を訪問・意見交換
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＊九州電力の2017年5月8日の経営概況説明会において、「

玄海原子力発電所1号機の廃止措置計画認可の受領」と

いう項目の中に「➊玄海1号機の廃炉費用の総見積約365

億円に対して、約338億円（９３％）を引当済(2017年3月

末） ❷未引当分については、今後約8年間（～2025年1

月）で全額引き当て予定）というふうに記載されていた。これ

によると廃炉に必要な経費は、あと17億円と読める。

＊一方、このたびの九州電力から廃炉円滑化負担金承認申

請額として、以下のように申請され確認されている。

①原子力特定資産簿価・・・・・102億4766万7693円

②原子力廃止関連仮勘定・・・429億1567万5598円

③原子炉発電施設解体引当金の要引当額

・・・66億596万2255円 合計597億6930万5546円

＊廃炉費用には3項目があること、これまで、目に見える形で

は廃炉費用を安く見せかけているのではないか。

Ａ
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Ｂ 廃炉円滑化負担⾦対象（︖）の原⼦⼒発電所
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Ｃ 各⼤⼿電⼒会社の負担⾦申請額
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Ｄ

中国電力等4社の値下 関西電力の値下

2つの負担⾦の徴収が始まって、
電⼒会社によって値下げが執⾏されている
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訴訟に踏み出す意味
●２つの負担金の情報公開がされていない。さらに原発の費用

や原発に関する制度は調べてもわからない。そして、こっそり

費用を転嫁。

●こうしたことを無くすための訴訟であり、それらを明らかにし

てみんなで考えていく一歩にします。

●国民は東京電力福島第一原発事故や廃炉と向きあおうとい

う気持ちがあります。にもかかわらず情報公開も手続きも議

論もない、経済産業省のやり方を認めることはできません。

■託送料金訴訟は、勝訴をめざすということではなく、社会的
な運動の広がりという大きな支えが必要です。弁護団はそう
いった思いで裁判に臨みます。
●そのために、グリーンコープでは「託送料金訴訟を支える会」
を起動しました。主旨に賛同される方、ぜひ賛助会員となって
ください。
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「託送料⾦問題訴訟」をとおして
①大手電力会社と原発が国民負担の下でどれほど不当に優

遇されているか、今後も国民負担を続けるのか、明らかに

する

②東電と国による福島第一原発事故の責任を明確にし、賠

償負担の対処が適切に進むようにする

③原発廃炉が適切に進むようにするため、私たちに見えない

原発の危険性や問題を明らかにして、ほんとうに原発が必

要なのか、国民一人ひとりが考え、議論できる社会へ向か

うようにする

④立法・国会で決めるべきことを省令で勝手に決めるといっ

たことはやめてもらう。つまり民主主義という大原則を守っ

てもらう。

以上のようなことをめざして、訴訟をします。

みなさんも一緒に考えませんか？
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