橋本大二郎さん講演会

「文献調査の意味を考える」
主催：⼦どもたちに核のゴミのない寿都を！町⺠の会
日時：2021 年 7 月 4 日（日）13 時 30 分〜15 時 30 分
場所：寿都町文化センター「ウイズコム」大ホール

【主催者あいさつ】
司会： 本日はお忙しいなか、ご来場いただき誠にありがとうございます。これより、橋本大二郎さん講
演会「文献調査の意味を考える」を開演いたします。私は本日の司会進行をつとめます「⼦どもたちに核
のゴミのない寿都を！町⺠の会」事務局の東⽥と申します。不慣れな司会ではありますが、精いっぱい務
めますので、どうぞよろしくお願いいたします。
では、講演に先⽴ちまして、本日の主催団体である「⼦どもたちに核のゴミのない寿都を！町⺠の会」
共同代表、南波久よりご挨拶いたします。共同代表、よろしくお願いします。
代表：皆さんこんにちは。
「⼦どもたちに核のゴミのない寿都を！町⺠の会」共同代表の南波です。本日
はこの講演会にお越しいただきまして心より感謝申し上げます。皆様もご存じの通り、まさに今、文献調
査が進行中です。核のゴミの地層処分をすることを目的とした NUMO も町にやってきました。この文献
調査が進んでいくことで、この先、寿都で何が起きようとしているのか、また文献調査だけで 20 億、次
の概要調査では 70 億というとんでもない高額の交付金を手にするわけですが、その手にするお金の意味
するものとは、このお金にどんな根拠があるのか。NUMO のパンフレットにはボーリングなどの現地作
業は行いませんと書かれています。環境に与える影響がゼロなわけですから、何のための交付金なのか？
その意味や根拠を知りたい。そして、寿都が歩むべき正しい道を見つけたい。そんな思いから、この橋本
大二郎さんの講演会を主催しました。寿都に⽣まれ育ち、寿都を愛する町⺠の⼀⼈として、しっかりとこ
の問題と向き合っていきたい。何もせずに無勉強のままで、取り返しのつかない代償を今の⼦どもたち
に未来の寿都に背負わせたくない。そう思っています。そして、日本中からの血税で集めた文献調査の 20
億・概要調査での 70 億。そのお金欲しさに誤った蜘蛛の糸を掴まないでほしいとそう願っています。
ここであらためて、
「⼦どもたちに核のゴミのない寿都を！町⺠の会」は皆様のご⽀援のおかげでこの
ような活動が実現できています。この場を借りて会員⼀同より深くお礼を申し上げます。これからも色々
な形で情報を発信していきますので、よろしくお願いいたします。また、町⺠の会メンバーの⼥性たちが
中心となって開催している、寿都のこと、とにかく何でも言いたいこと言っちゃおうという「くっちゃべ
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る会」があります。どなたでも参加できますので、こちらもぜひいらしてください。よろしくお願いしま
す。ありがとうございました。
司会：南波共同代表、ありがとうございました。ではここで、皆様もよくご存知のことかと思いますが、
あらためて本日の講師である橋本大二郎さんをご紹介させていただきます。1972 年、慶應義塾大学卒業
と同時に NHK に入局。福岡・大阪の放送局を経て、東京の社会部では宮内庁皇室の担当記者として昭和
天皇御崩御の報道に携わりました。1991 年から 4 期 16 年、高知県知事を務めたあと、早稲⽥大学の客
員教授、慶應義塾大学の特別招聘教授、武蔵野大学客員教授、同特任教授を歴任いたしました。その後、
2014 年 4 月から 2018 年 9 月までテレビ朝日の「ワイドスクランブル」のキャスターを務められました。
現在は、記者やキャスターとして、知事としての経験を活かした講演活動や社会⽀援の活動に取り組ん
でいらっしゃいます。今日は「文献調査の意味を考える」と題しまして、この寿都町でのご講演がかない
ました。それでは、橋本大二郎さんをお呼びしたいと思います。会場の皆様、拍手でお迎えください。

【橋本氏講演】
＜私が寿都に来た理由＞
皆様、こんにちは。ご紹介をいただきました橋本大二郎です。本日は「⼦どもたちに核のゴミのない寿
都を！」を呼び掛けられる町⺠の会の皆様の集まりにお招きをいただきまして、誠にありがとうござい
ます。私も、もうまもなく後期高齢者になりますので、つばの量もそんな多くないですから、皆さん方ま
では、つばは飛ばないだろうと思ってマスクは外してお話をさせていただきます。私、こういう講演の前
はなるべく食事を頂かないことにしてるんですが、こちらに来ましたら、ウニはあるは、また牡蠣はある
はというような状況で、せっかくの美味しい物を食べないわけにはいかないと思いまして、単価の高そ
うな物から次々といただきましたら、お腹がいっぱいになってしまいましたので、途中で眠くならない
かなと心配をしながら頑張ってお話をしたいと思います。
まずは、私がなぜこの寿都町に今回お招きを頂いたのかというその理由、ならびに私がどういう⽴場・
スタンスでお話をするのかということを話させていただきたいと思います。
私はもともとは東京⽣まれの東京育ちで、大学を出まして、すぐ NHK に入って記者として、またデス
クとして 20 年近く報道の仕事に携わっておりました。その報道の仕事の後半 10 年間は東京の社会部と
いうところで、宮内庁皇室の担当をしていたんですが、ちょうどその時に、前の前の天皇、昭和天皇が病
気で倒れられて、111 日間の闘病⽣活ののちにお亡くなりになり、つまり時代が昭和から平成に変わると
いう大きな時代の転換点にぶつかりましたので、その時はほぼ毎日のように担当の記者・デスクとして
テレビに出て、そのことの解説をしておりましたので、テレビを通じて全国に顔と名前を知られるとい
う存在になっていました。
ま、こうしたことから、東京⽣まれ東京育ちで縁もゆかりもなかった高知県の方から知事選挙に出てほ
しいというお電話を頂くということになりました。最初にその話を聞きました時には、まぁあまりにも
突拍⼦もない話だという風に思いましたが、せっかく遠くからお電話をくださったのにけんもほろろに
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電話を切ってしまうのも失礼だろうと思いましたから、
「そんな気はありませんがねー」と、やんわりと
お断りをさせてもらいました。が、多分お断りの仕方がやんわりし過ぎていたせいかとも思いますが、相
手の方は「橋本大二郎が絶対にいやだとは言わなかった。ということは少しは何か色気があるに違いな
い」と、こういう風に受け止められて、高知の方で「橋本大二郎を知事選挙に呼ぼう」という署名活動が
始まりました。で、その署名活動がしばらく進んだ頃、その運動をしてくださっている有志の方がわざわ
ざ東京まで出向いてこられて、「署名が 5000 ⼈を超えました」「もう 7000 ⼈を超えました」と繰り返し
熱心にお誘いをして下さいます。このため、まあそこまで言っていただくならと、あまり後先顧みずに
NHK に辞表を提出をしましたのが、今からちょうど 30 年前、私が 44 歳の時のことでした。で、そのと
き、ある政治評論家の方からは「よりによって県とは縁もゆかりもない⼈を知事選挙の候補に呼んでく
る方も呼んでくる方だけども、呼ばれたからと言って、のこのこ出ていく方も出ていく方だ」と呆れられ
たものなんですけれども、まあ、幸い私を押し上げてくれる追い風が吹いて、非常にいい成績で初当選を
果たすことができました。
それから 4 期 16 年、高知県で知事を務めたんですが、その知事の仕事を終えようとしていた退任間近
になっていた 2007 年の 1 月に高知県の東の端にある東洋町というところで、今回の寿都町と同じように
町⻑さんが高レベル放射性廃棄物の最終処分場の募集に手を挙げるということが起きました。それ以来
13 年あまり、手を挙げる町は、この寿都町までありませんでしたので、まあ、そのことを考えれば、こ
の経験をした知事は私しかいないということになります。このため、今回の寿都町での、また神恵内村で
の出来事を受けて、地元の報道の方からも何度も取材を受けましたし、またこうした形で講演会にお招
きいただくということになりました。
じつはもう⼀つ私、この原⼦力発電には関係の深いことがあります。それは何かと言いますと、先ほど
申し上げた昭和天皇のご病気、また崩御、それによる昭和から平成への時代の転換ということを担当し
たその後、平成元年になってからですけれども、友軍という⽴場で記者クラブに属さずに色んな取材を
担当するそういう⽴場で、特別番組のキャスターを務めたことがありました。そのひとつが平成元年に
スタートしました「NHK スペシャル」という特別番組。3 回シリーズで組まれました「いま、原⼦力を
問う」という番組で、このなかで原⼦力発電のことはもちろん、核燃料サイクル、そして、その結果出て
くる高レベル放射性廃棄物の処分場の問題なども取材をし、報道を担当しましたので、その時からこの
問題にはかなり大きな関心を持っておりました。
このような経緯から、私、今回お招きを頂いてお話をするということになったのですが、最初、主催の
方たちからは「文献調査の撤回を問う」、こういうタイトルで話をしてもらえないかというご提案があり
ました。しかし、そのご提案は受けかねるとしてお断りしました。それはなぜか、ということなんですが、
寿都町ではこの 10 月に任期満了に伴う町⻑選が予定されています。また、その町⻑選にこの文献調査に
対して賛成・反対の⽴場の候補の方が手を挙げられています。そうしたなかで、
「文献調査の撤回を問う」
というタイトルでお話をしますと、「橋本は選挙運動のために来たのか？」「誰かの応援のために来たの
か？」という風に受け止められかねませんし、また多くの方がそういう町⻑選挙という狭い視点でこの
問題を見てしまうことになりかねない。それではいけないなと。じつはこの問題は寿都町だけのことで
はなく、
「⼦どもたちに核のゴミのない寿都を！」という皆さん方の想いはよく分かりますが、寿都だけ
の問題ではなく、全国の⼦どもたち、孫たちの世代を考えたとき、これがどうかという意味を考えなきゃ
いけないという問題なので、そういう限られた文献調査の撤退ではなく、文献調査の意味を考えるとい
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う幅広いタイトルでお話をさせてほしいということで、今日に至りました。
今日はですね。なんと予定として 2 時間ほどの時間が組まれておりますので、私、通常 1 時間半以上
話をすることはございませんし、74 歳にして 2 時間⽴って話をするというのも、たぶん足腰にこたえて
くるでしょうし、聞いている皆さんもいいかげん飽きてくるだろうということと思います。⼀⽣懸命お
話はいたしますけども、皆様方の方はお気軽に聞いていただけたらどうかなと、あまり⻑い物で途中話
がよく分からなくなるかもしれないし、お休みになる方もいらっしゃるかもしれない。それでも、⼀番最
後には自分の言いたいことをまとめて申し上げますので、途中ゆっくり寝ても大丈夫だという思いで、
ぜひ、お聞きをいただけたらと思います。

＜高レベル放射性廃棄物と使用済み核燃料は違う＞
ということで、本題に入らせていただきますが、まず、この高レベル放射性廃棄物とは何かというお話
を少しさせていただきます。皆様方、ご関心が高い方であれば、もうそのことはよくご承知だと思います
けれども、原⼦力発電というものでは、原⼦炉の中にウランの入った燃料棒を入れる。そのウランの核分
裂の時に出る熱を利用してタービンを回して発電をいたします。これをずっとやっているうちに、中に
入っているウランの量も減りますし、その熱量も減ってきて、どこかで新しい物に取り換えなければい
けなくなります。で、新しい燃料棒に取り換えて、もう使い切った燃料を取り出すわけですが、その使用
済みの核燃料を日本の原⼦力発電所では、まず、その発電所の中にある貯蔵プールの中にいれて 3 年か
ら 5 年のあいだ冷却、つまり熱を冷ますという作業をおこないます。
で、諸外国ではですね。こうやって使用済みになった核燃料を、熱を冷ましたらそのまま地下深く、
350ｍ以下の地層の中に埋めるという計画を進めておりますし、すでにそういう処分場を持っているとい
うことで、よく名前が挙がりますフィンランドのオルキルドという島にある処分場、また、すでに安全審
査の段階に入っているスウェーデンの処分場、これらはすべて、使用済みの核燃料、原発からでてそのま
ま置いてあった核燃料をそのまま、その処分場に捨てるというやり方です。
これに対して、日本の場合は、原発から出てきた使用済みの核燃料をわざわざ⻘森県の六ヶ所村にある
再処理工場に運んで、ここでプルトニウムや燃え残りのウランを取り出す再処理という作業をすること
になっています。そして、その再処理をしたあとの廃液が高レベル放射性廃棄物というものです。この高
レベル放射性廃棄物の廃液をガラスの溶けた型に入れて固めて冷やしてしまう。これをステンレスの筒
の中に入れて、350ｍ以下の地層に埋めていくというのが、高レベル放射性廃棄物の処分場で、その文献
調査がこの寿都町で始まっているということになります。つまり、原⼦力発電所から出てくる使用済み
の核燃料という物、諸外国ではそのまま捨てているこの使用済み核燃料をわざわざそれを再処理をして、
プルトニウムやウランを取り出した高レベル放射性廃棄物というものは別の物、違う物だということを、
まず、頭の中に置いておいていただきたいと思います。
では、なぜ、日本では、他の国ではほとんどそのまま使用済み核燃料を処分するという計画を持ってい
るのに、なぜ、その使用済み核燃料を六ヶ所村に持って行って、そして、プルトニウムや燃え残りのウラ
ンを取り除く再処理という工程を続けているのか、続けようとしているのか。ですけれども、この計画が
始まった 1970 年代にはその計画は次のように説明をされていました。我が国は石油の時代もその資源の
ほとんどを中東などから輸入しなければならない。また、原⼦力発電においてもその資源であるウラン
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はほとんど海外から輸入をしなければならない。非常にエネルギー資源の乏しい国なんだと。このまま
であれば、エネルギーに対する安全保障という面でも非常に不安定であるし、経済発展ということを考
えたとき、そのエネルギー源が何かで枯渇したとき、値段が急騰したら経済発展にも大きく関わる。それ
をぜひ安定的にしなければならない。そういうことを考えたとき、この原⼦力発電を使った使用済み核
燃料というそのまま捨てずに再処理をして、プルトニウムや燃え残りのウランを取り出してそれを使っ
てまた新しい発電をすれば、限られたこの貴重なエネルギー資源が、何度も何度も繰り返しサイクルと
しても使っていける。夢の核燃料サイクルなんだということを説明されました。その時代には、まだ挑戦
をしてみる価値のある計画ではあったと思います。しかし、その後の変化はどうかということを考えて
みますと、いま、ウランは非常に安定的に供給輸入できるという体制ができあがっています。日本では、
⺠間企業が、世界中にあるなかでも大きなウラン鉱山であるオーストラリアのウラン鉱山、カナダのウ
ラン鉱山、また⻄アフリカ、サハラ砂漠の所にありますニジェールという国のウラン鉱山。こういうとこ
ろに直接投資をして、そのウラン鉱山からウランを日本に安定的にしかも非常に⻑期間にわたって供給
できるという体制ができあがっております。
あわせて、原⼦力発電とは異なりますが、風力や太陽光を使った再⽣可能エネルギーのコストというの
も、この 10 年どんどん落ちてきています。それに加えて、2011 年以降は、福島の原発事故の結果、その
影響で、原発に対する安全審査の基準・規制の基準というものが非常に厳しくなって、原発を運用してい
くコストというのもどんどん上がってきています。こうしたことから、あえて、そういう時代に、これか
らもその流れが変わるはずのない時代に、この使用済みの核燃料をわざわざ六ヶ所村に持って行ってそ
して、それを再処理して、取り出したプルトニウムやウランを使って発電をするというものは、とてもコ
ストの合うものではない、もうこの核燃料サイクルという計画そのものがまったくコストに合わない、
時代に合わないものになっています。にもかかわらず、のちほど申し上げるような政治的な色んな事情
が絡んで、これを止められないでいる。止められないがために、それをやるからにはそのプルトニウム・
ウランを取り出した後の高レベル放射性廃棄物をどこかに捨てなきゃいけないということから出てきて
いるのが、この寿都・神恵内で、いま調査が始まっている高レベル放射性廃棄物の最終処分場というもの
です。このことをまず、ぜひ皆さんの頭のなかに置いておいていただきたいということを思います。

＜⽚岡町⻑の話は成り⽴っていない＞
続いて、各論に入りますけれども、まず⽚岡町⻑さんがなぜここにきて、この高レベル放射性廃棄物の
最終処分場の募集というものに応募をしようと思ったのか、その動機は何なんだろうということを自分
も考えていました。⽚岡さんは去年の 10 月 2 日に日本記者クラブという日本国内の、また国外の通信社
ジャーナリストの集まっている会を相手にオンラインで会見を開いておられます。また去年、そうした
時期にはこの北海道内の報道番組に次々お出になってインタビューに答えていらっしゃいます。こうい
う会見やインタビューをまず拝見させていただいて、なぜ町⻑さんが応募したのかということを見てみ
ました。そうしましたら、そのことについて町⻑さんは次のように話されていました。5 年前に肺に腫瘍
が見つかった。これはレベル 3 の肺がんだということを言われた。でも、その後、幸いに抗がん剤の治療
が効いて、完治・⽣還することができた。これは神様が「おまえ、新たに仕事をしなさいよ」ということ
を言って下さっているんだな。つまり⽣かされた身体として、なにか日本でできることをしなきゃいけ
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ないなということを考えていた。そういうことを思っているときに、北海道経済産業局と勉強会の中で
この高レベル放射性廃棄物というものを、どこも受ける自治体が出てこない。だけど、原発の恩恵は数多
くの国⺠が受けているのに、そこから出てくるものを誰も受けないのはおかしいじゃないかという話を
聞いて、そうかと、それならばと⼀石を投ずる思いで誰かがやらなきゃいけないことならば、うちがやっ
てみようという思いで手を挙げたということを言われていました。
私は、嫌味でも何でもなく、この⽚岡町⻑の心意気は大変素晴らしいものだと思います。しかし、そこ
で、⽚岡町⻑は、原発から出てくる使用済み核燃料と、その使用済み核燃料をわざわざ六ヶ所村に持って
行って再処理をし、プルトニウムやウランを取り出した後の高レベル放射性廃棄物とを混同していらっ
しゃるんじゃないかなと、ま、あえて混同されたかもしれませんけれども、少なくとも混同してらっしゃ
るんじゃないかなということを思いました。原発から出てくるその使用済み核燃料であれば、結果的に
はどこかに処分をしていかなきゃいけない。それをどこも受けないというのがそれはおかしい、無責任
だという表現が成り⽴つんだと思います。しかし、この高レベル放射性廃棄物はそのまま使用済みの核
燃料を捨てずに、わざわざ六ヶ所村に持って行って再処理をして、プルトニウムやウランを取り出す、そ
ういう作業をした後に出てくる廃液です。これは決して先ほど申し上げたように経済的な意味から考え
て作る必要が現在ではないものです。核燃料サイクルというものを続けているからこそ、どこかにその
捨て場を作らなきゃいけないということで、ずっとこの高レベル放射性廃棄物の処分場というものが問
題になってきたものですので、核燃料サイクルという、本来なら止めるべきものに出口を与える、そうい
う最終処分場づくりに手を挙げるということは決して誰かがやらなきゃいけないことではないし、⼀石
を投じることにもならないという風に私は思いました。
で、第二に、⽚岡町⻑さんのお話で思ったことは、今の話とつながることなんですけども、北海道の鈴
木道知事とお話をした時にこういうことを話したんだという話をされておりました。それは、北海道に
は泊原発があって原発を受け入れているでしょ。それなのに原発から出ている核のゴミを受け入れない
というのはおかしいんじゃないのという話を鈴木知事にもしてあげたんだということを非常に元気よく
お話になっていました。これこそ、先ほどから申し上げておりますように、原発から出てくる使用済み核
燃料というものと、それをわざわざ六ヶ所村に持って行って再処理をしてプルトニウムとウランを取り
出したそのあとの高レベル放射性廃棄物という廃液と混同した話ではないかなということを思うんです。
で、使用済み核燃料であれば、先ほど申し上げましたように、どこかに置いておく、その話はのちほどし
ますが、ということを考えなければいけませんし、それを皆が拒否するのは無責任だというような謗り
を受けても、それはそういう主張も成り⽴つだろうとは思います。
しかし、この核燃料サイクルによって作り出されるプルトニウムなどを取り出した後の高レベル放射
性廃棄物は、先ほどから繰り返し言っておりますように、絶対にやらなきゃいけない、いま必要なもので
はまったくありません。けれどもそういう計画をやめられないがためにやっている、その出口として出
てくる高レベル放射性廃棄物であれば、それを受けないのはおかしい、それをどこも引き受けないのは
認められないということは、私は成り⽴たないだろうということを町⻑のお話を受けて思いました。

＜調査は途中で止められない＞
次の論点は全く別の視点ですけれども、いま始まった調査が途中で止められるのか？中止できるの
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か？という問題です。で、これに対して町⻑さんは経済産業省にも聞いたと。この調査は始まっても次の
概要調査の前などで途中で⽴ち止まることができる、それは口約束だけではなくて、文書でもきちんと
約束をされている。だから⼀度始まったら後戻りできないんじゃないかという心配はあたらないという
ことをお話になっています。そのお話を聞いて安心をされた町⺠も方も私は多いのではないかと思いま
すが、14 年前の高知県の東洋町での出来事のとき、私が痛感をしたことですけれども、これは、私は間
違いというか、嘘だという風に思っています。つまり、⼀度始まったものは絶対止まらない仕掛けになっ
ている。そこに、国の異常にあざといというか、深謀遠慮が隠されているんだということを思います。そ
れはどういう意味かということは、のちほど東洋町のお話をするときに詳しく申し上げますけども、た
しかに概要調査に入る前に町⻑・知事が反対をすれば、それ以上調査を進めることはないという風に国
は言っていますし、文書にも書いてあります。しかし、それはそれ以上調査に突き進むことはないと書い
てあるだけで、中止するとも断念するとも全く書いてありません。つまり、国としてはまた風向きが変わ
るのを待てばいいという深謀遠慮がそこにある。つまり、調査は絶対に止まらないということを、私は町
⺠の皆様に知っていただきたいということを思いました。

＜専門家は責任をとらない＞
そしてもう⼀つ、⽚岡町⻑さんのお話を聞いておりまして感じたことがありました。それは何かと言い
ますと、町⻑さんはそういう会見やインタビューの中でしっかりとこれから勉強していきたいと繰り返
し言われています。そして、この文献調査・概要調査そして精密調査、これ 20 年間かかるわけですが、
この 20 年間は⼦どもであれば幼稚園・小学校・中学校・高校・大学と、こう年を重ねて勉強していく、
その期間にあたる。だから、国からいただく交付金を、その勉強のための奨学金だと思って、しっかりこ
のことについて大学⽣になるまで勉強していきましょうよ、ということを言われております。たとえば
ということで、町⻑さんが言われたのは、胆振東部地震の時に北海道全土がブラックアウト、全停電にな
りました。この寿都もブラックアウトを経験した。で、その時の経験から、はたして地中にある活断層は
どうなっているのか？ということに関心を持って、その調査をしてみたいなあと思っていた。これで文
献調査が終わり、概要調査になれば、ボーリング調査もすることになる、そのことによって、こういう活
断層についても勉強できるんじゃないか。とくに今回のこの高レベル放射性廃棄物の最終処分場誘致に
ついても、この寿都には寿都湾から内浦湾に伸びる⿊松内低地断層という断層が⾛っているから、これ
が危険なんじゃないかとおっしゃる学者さんもいる。だけど、概要調査でボーリングをして調べれば、そ
の断層がどこをどう⾛っているのか、そこから何キロあげれば安全だということも分かって、その学者
さんを安心させることもできるんじゃないか。だから、しっかり勉強していきましょうということを繰
り返し言われています。これも私は町⻑さんの勘違いだと思いますけども、ただ勘違いと悪口を申し上
げるだけでなく、そこには町⻑さんならではの⽣真面目さから陥った落とし⽳がふたつあるのではない
かということを思うのです。
そのひとつは何かということですが、専門家という方が必ず今後の勉強会などのときには出てこられ
るだろうと思います。では、専門家という方が、マスコミなり、また行政や大手企業に対してどういう役
割をしてきたのかということなんです。私は、⻑年マスコミにいたものとして、専門家という⼈がマスコ
ミの隠れ蓑として使われたという事例を自分自身もよく見てきました。その意味は何かということです
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けども、マスコミ、ジャーナリズムは自分自身で色んな問題を調べ、調査をし、その結果について自分自
身で評価をして、そのことをお伝えしていくというのが仕事です。ところが、非常に考え方が分かれた問
題について、その評価にまで触れて報道しますと、「この報道は⼀部の考え方に偏っているんじゃない
か？」
「公平性を欠くんじゃないか？」、最近はよくそういうことを言われますけれども、そういう批判に
さらされる。それでも、そんなことを気にせずにきちんと自信を持って報道していけばいいんですけれ
ども、そういう報道はなかなか面倒くさい、やりにくいということから、自分の言いたいことを専門家の
口を借り、隠れ蓑として、これについて専門家はこう言っていますという形で全体の記事を作り上げて
しまうということがあります。皆さん方もテレビなどを見ていて、
「これについて専門家は次のように話
しています」というような場面をよくご覧になると思いますが、まさに隠れ蓑としての活用というのが
あります。
もうひとつ。行政や、また大手企業にとって専門家がどういう役割を果たしているかということを考え
れば、それはお墨付きを与えるという役割をずーっと⻑く果たしてきました。非常に古い話で恐縮です
が、1950 年代、60 年代に熊本県の水俣湾で猫などが狂い死にするという出来事があって、大きな社会問
題になりました。この時に当時の厚⽣省や水産省など、国が調査の会を作り、原因の究明をしました。そ
の委員として参加をしていた東京工業大学の応用化学の専門家・権威の方は、この問題について、
「これ
は化学物質が原因ではない。腐った魚を食べたことが原因だ」という報告書をまとめました。まさに国や
その当該大手企業が自分たちの廃液によって起きた公害であると認めたくない、その考え方に沿った、
それにお墨付きを与えるような報告書をだしました。また、その後のことを考えれば原⼦力発電所につ
いてもそうなんですが、ずーっと「安全だ。安全だ」という安全神話をお墨付きとして、専門家の方々は
出してきました。ただ、実際には福島であれだけの事故が起きました。けれども、そういう事故が起きれ
ば「これは想定外だった」ということで済まされて、誰も責任を取らなかった。ということは、皆さんよ
くご承知の通りだと思います。
このように、ずーっと専門家がお墨付きを与えてきたという歴史があるんですが、今時点では、どうい
う専門家のお墨付きがあるかといえば、それは新型コロナウイルスの感染症に対する専門家の方々の活
動です。テレビでももう毎日のように専門家という方が出てきて、発言をされ、そして政府なり、また東
京都なりの委員として専門家の方々が出てきてお墨付き的な役割をしています。たとえば、GOTO トラ
ベルキャンペーンというものをやるかやらないかというとき、結局は色んな条件を付けながら、そのお
墨付きをして、始めましょうということになりました。また、オリンピックが間近に迫ってきて早く緊急
事態宣言というものを中止したい。まぁ、そういう国に対して今やるのは、中止は無理だろうと思いなが
らも、そういう声を受け入れ、そこにお墨付きを与えるという役割をしてきました。ま、ついにそういう
追従をずっと繰り返すということに疑問も感じられたんでしょう。6 月 2 日、先月のことですけれでも、
国の検討会の委員⻑をしてらっしゃる先⽣が衆議院の委員会に出て、これだけのパンデミック感染の拡
大がある時にオリンピックのようなイベントを普通はやらないねということを明確に言われて、大きな
話題になりました。しかし、この 1 年半以上、お墨付きを与えるという役割をずーっと果たして来られ
ましたので、いまさら言ってもという感じで、国もほとんど、それを無視する形で終わってしまいまし
た。
このように専門家という方が今後、たぶんこの高レベル放射性廃棄物の処分に関しても何⼈も来られ
ると思います。すべての⼈がそうだという失礼な言い方はしませんけど、基本的にはお墨付きを与える
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という役割、または何かの隠れ蓑をするという役割をする⼈が数多くいる。そういう方をお招きをして、
意見を話し合い、勉強して何になるんだろうというのがひとつです。
もっと大きな落とし⽳は何かと言いますと、専門家にはできることと、できないことがあるということ
です。
「できることは何か？」なんですけれども、過去に起きた、もうすでに起きている。このことの原
因が何かということをきちっと調べ、調査をし、そしてそのことが二度と起きないような対策をとって
いく。これは専門家の方ができることとして、やっていただきたいことです。逆にこれから将来何が起き
るかということは、どんな専門家であっても 100％こうだということは言いきれることはありません。
99.9％こうですよ。ほとんどそれは大丈夫ですよ、ということは言えても、100％こうだということは専
門家の方は絶対に言えません。
⼀番わかりやすい例が地震の予知ですけども、これまでも何十年かけて、ものすごい予算もかけて研究
をしてきました。しかし未だに地震が大体いつごろ、どの地域にどのくらいの規模で起きるかというこ
とは予知できないままになっています。せいぜい言えることは南海地震について向こう 50 年間に 30％
の確率に起きる。わあすごいね！というぐらいで、それ以上詰めたものはできません。
このように専門家にはできることと、できないことがあるという大切なことを見逃してしまうと、お落
とし⽳に落ちるということになります。で、このようにできないこと、つまり将来のことをきちんと予測
することはできないということから考えるならば、安全なら安全というその確率に外れる、その率が
0.001 であれ、0.000001 であれ、原発のような事故が起きれば、どれだけの大きな被害と後遺症がおきる
かということは私たちはもう既に実際に経験をしたことになりますので、こういうことをめぐって、専
門家の方をお呼びし、そして神学論争にあたるような安全神話的なものを科学の衣をかぶせてお話を聞
いても、また、意見交換をしても、なにも前に進む、分かることはない。このことを考えていかなきゃい
けないなということを思います。

＜高知県東洋町の文献調査応募＞
で、こうしたことが、町⻑さんのお話を聞いて思ったことなんですけれども、続いて 14 年前に私が東
洋町というところで体験した、前回の高レベル放射性廃棄物処分用への応募ということ、そのいきさつ
について、経緯について、お話をさせていただきたいと思います。
東洋町はどういうところかといいますと、高知県は横に広いですけれども、その⼀番東の端、徳島県と
の境にある町で、⼈口は当時で 3400 ⼈ほど。減り具合から考えれば寿都と同じくらいの規模かとも思い
ますけれども、農業と漁業を中心に、ときおり非常に波の激しいところですので、サーフィンを楽しむ若
者がというような町でした。
その町に高レベル放射性廃棄物の処分場の話が舞い込んだのは、2006 年の 3 月のことでした。2006 年
3 月に世界エネルギー開発研究所という名刺を持った方が町を訪れて、町の有力者である漁協の幹部、と
いうか組合⻑なんですが、そこに行ってお話をした。その幹部が聞いて、ぜひそりゃ町⻑さんに話をして
くれと言って、当時の町⻑を呼び、町⻑さんがこの世界エネルギー開発研究所の方に会って話を聞いた。
そしたら、その方が、この高レベル放射性廃棄物の処分場に手を挙げれば、応募をすれば、手を挙げただ
けで何のリスクもなく、当時は 1 年 5 億なんですが、5 億、2 年で 10 億の交付金がおりますよという話
をしました。
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小泉内閣の三位⼀体の改⾰で地方交付税なども削られて大変財政が厳しくなっていた町⻑さんは「そ
りゃいい話だね！」と乗って、なんとあろうことか、その日のうちに、その世界エネルギー開発研究所と
いう名刺を持った方に、NUMO、この高レベル放射性廃棄物処分場の管轄をしている原⼦力発電環境整
備機構に「ぜひ、この申請を出してくれ」と言って、ご自身のサインを書き、押印も捺印もしたものを渡
してしまいました。⽚岡町⻑さんのように、きちんとお考えになって、これは⼀石を投じる価値があると
いう風に考えられたというのはあまりにも違うおっちょこちょいな話なんですけども、それによってで
すね、NUMO がすぐ動いたかといえば、NUMO もすぐにはそれは受けとらずという状況でした。
町⻑さんは水面下で少し勉強をして根回しをしようということをこの何か月かやっておりました。と
ころが、なぜかその話がだんだんと外に洩れて、そして町⻑さんが NUMO に対して出した申請書のサイ
ンと押印の入ったもののコピーがオンブズマンの手に渡ってしまいました。このため、町⻑さんもつい
に公式に、翌年の 2007 年の 1 月になってから記者会見を開いて、高レベル放射性廃棄物の処分場に手を
挙げるということを公表し、その翌日に、処分場の対応をしている NUMO に申請を出しました。
そのとき、私がどう思ったかということなんですけれども、当時 1 年間で 5 億、今は 10 億ですけれど
も、手を挙げただけで 10 億 20 億というお金を渡しますというやり方はすこしやはりおかしいのではな
いかと思いました。この高レベル放射性廃棄物は、まがりなりにも、核燃料サイクルという国の基幹的な
政策によって出てくるもの。で、それを、手さえあげれば 10 億 20 億あげますよと言って、地方財政が
大変厳しくなっている、財政の厳しい自治体に対して誘い水をかけるというのは、札束で⼈のほっぺた
を叩いているようなもので、あまりにも政策として品がないんじゃないかということを思いました。と
同時に、この 2 年間の文献調査というのは何なんだろう？ということを思いました。というのは、文献
調査といっても、過去の災害・地震などの資料だとか、またその地域の地理だとか地盤だとか。そういう
ものを調べていくということですから、2 年もかけなくても、そんなことすぐ分かるといえば、すぐ分か
るという話。まして 2 年間に 5 億 10 億 20 億というお金をかけて何をすることがあるのか？

まあ、何

もありません。その 10 億 20 億は何かといえば、そのあいだに財政の厳しさのなかで、できなかったよ
うな新しい事業を町にやってもらおう。そのことによって町⺠の中にある不安とか心配というものを払
しょくし、町⺠の気持ちを NUMO の方に目を向けさせてほしいという工作資金ではないかということ
を思いました。
今もその体質はまったく変わっていませんが、こうしたことをすれば、東洋町の町⺠の皆さんは高齢者
も多く、余⽣を静かに過ごしたいと思っているのに、こういう問題そのものにかき回されるのが嫌だと
いうことで、拒否反応を起こすだろう。拒否反応を起こせば、町⻑さんのリコール運動などが起き、町⻑
さんも結局代わらざるを得なくなって、この取り組み、そのものがどこかでとん挫するんじゃないか？
それでは国も困るでしょということを思い、私は東京に行って、資源エネルギー庁並びに NUMO という
団体の理事⻑にお会いをして、今のようなお話をして、いったんこの申請は県の方に戻してください。そ
うすれば県や私が責任を持って東洋町の⼈たちとお話をして、何かやりようがあるかどうかということ
を話しあって議論してみますからと言ってみましたが、まったく聞く耳もたず、申請は受領されて、粛々
と文献調査が進んでいく形になりました。
案の定、町の方では町⻑さんへのリコール運動が起きました。署名活動が始まりました。そのリコール
がほぼ成り⽴ちそうになったとき、4 月になってからのことですが、町⻑さんが自らその町⻑の職を退い
て、そして出直しの選挙に臨むという道を選ばれました。ただ、当時 3400 ⼈ほどの小さな町です。寿都
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の場合も変わらないかもしれません。小さな町ですから、まあ同じ家族のようなもののなかで、波風を⽴
てるのはなかなかやりにくい。町⻑さんに敢えて対抗しても、またその足を引っ張ってもというような、
多くの方が気持ちを持って、結局なかなか町⻑選に対抗⾺が出ないという形になりました。で、最後の最
後の方になりまして、隣町、市ですけれども、室⼾市の市会議員をやってる方が手を挙げられました。あ
まり東洋町内に地盤のある方でもありませんでしたし、急遽の出⾺という形でしたけれども、それでも
結果は 1821 票対 761 票という倍以上の差で、当時の町⻑さんが敗れました。それによって新しい町⻑さ
んが町⻑の座に就くと同時に、この申請を取り下げ、また、放射性廃棄物の処分場などは作らせないとい
う条例も作って、この問題は結局終止符を迎えるということになりました。

＜止めるためには申請取り下げしかない＞
これが 14 年前のことで、それから 13 年あまりたって今回、その後は初めて寿都・神恵内が手を挙げ
られて文献調査が始まるということになりましたので、私も正直言って、昔の東洋町での出来事はハッ
キリ言ってあんまり覚えてはおりませんでしたが、少し色んな昔の資料を引っ張り出してみました。そ
の時、このあいだ札幌に講演で呼ばれた時の主催者の⼀⼈でございます常⽥（ときた）先⽣からメールを
いただいて、あなたがその当時書いているブログがあって、そのブログを読んでとても感銘を受けたと
いうことを言っていただいたので、そのブログを私自身も引き出して読んでみました。それは「デコポン
の味」というタイトルで書いていました。デコポンというのは東洋町名産・特産の柑橘ですけれども、こ
の東洋町の役場を訪ねましたとき、国道沿いに出ている直売店で若い農業者の作っているデコポンを買
って、そしてそのデコポンを車中で食べながら思ったということをブログで書いたものでした。
で、それを読んでいて「う〜ん、こういうことだったな」と思い出したのが、4 月に町⻑さんが自ら退
いて、出直しの選挙に臨むというときに、私、県庁から東洋町まで、いま札幌千歳からこちらに来るまで
に高速で 2 時間ほどかかりましたが、高知の場合には高速もなく⼀般道の国道を 2 時間ほど揺られてい
くんですけど、東洋町に行って役場の会議室で町⻑さんとお話をしました。その時に町⻑さんは「文献調
査を途中で後戻りできるだろうか」という話に触れて、
「町⺠の皆さんはもう⼀度始まったら止まらない
んじゃないかということをとっても心配をされる。だから、そのことを経産省や NUMO の理事⻑にも問
い合わせをした。そしたら途中で止まることができる、⽴ち止まることができると明確なお答えを回答
書でいただいた。だから⼀度始まったら止まることはできない、戻ることはできないという町⺠の心配
は払しょくされたんだ」と言っておられました。
私は、その場では「んー、だけど町⻑さんね。5 億 10 億というお金を出しながら、相手がもうここで
止めますと言って素直にやすやすと国が応じますかね？」ということは申し上げましたが、回答文その
ものを私は手元に持っておりませんでしたので、それ以上はつっこまず、県庁に帰ってから、その経済産
業省や NUMO の回答文というものを取り寄せて読んでみました。そこには次のように書いてありまし
た。
文献調査から概要調査に進むにあたって、地区選定というものをします。文献調査は、寿都なら寿都全
体の地理や災害の歴史の文献調査ということですけれども、概要調査ということであれば、どの地区で
という地区の選定をしてまいります。その概要調査の地区等の選定にあたって当該都道府県知事や市町
村⻑が反対の意見を持っていれば、そのまま概要調査の地区等の選定に進むことはありませんというこ
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とが書いてありました。つまり、市町村⻑や都道府県知事が、文献調査が終わった概要調査に入る前の段
階で反対という意思表示をすれば、そのまま無理やり調査を進めることはないと書いてあるだけで、調
査を中止しますとか、調査を断念しますということは⼀言も触れていませんでした。
ブログのなかでも、その回答文を見て、自分がこういうことなんだなと思ったことを書いてるんです
が、国としては、概要調査に入る前に市町村⻑や都道府県知事が反対をしているのであれば、そのまま無
理やり概要調査につき進むことはない。だけど、この調査は、先ほど申し上げた文献調査・概要調査・精
密調査と合わせて 20 年、建設まで含めれば 30 年はかかる事業。だからその間で 4〜5 年、なにかお休み
があっても全く問題はない。だから、市町村⻑や知事が反対しているのであれば、その市町村⻑や知事が
いつまでもいるわけじゃないから、その⼈たちが変わるのを待てばいい。ということがそこに書かれて
いることが分かりました、
そのことを改めて読んでみて、自分は、戦国武将の性格気質を表したホトトギスを使った、たとえ話を
思い出したんですが、織⽥信⻑は「泣かぬなら
鳴かせてみよう

殺してしまえ

ほととぎす」、そして徳川家康は「鳴かぬなら

ほととぎす」、豊臣秀吉は「鳴かぬなら
鳴くまで待とう

ほととぎす」。こうい

う風にその性格を表されます。まさに、この国の文献調査が概要調査・精密調査にいたる本音のところ
は、徳川家康の「鳴かぬなら

鳴くまで待とう

ほととぎす」ということであって、町⻑でも知事でも反

対すれば、鳴いてくれるまで待てばいいという、そういう心構え、深謀遠慮なんだなということを改めて
感じています。
北海道であれば、鈴木道知事がですね。文献調査から概要調査に入る時に反対をするということを言わ
れております。幌延の地層センターを作る時に条例ができて、特定放射性廃棄物、その対応は慎重にすべ
きだし、とうてい受け入れられないという言葉が入っておりますので、それを盾に反対をするというこ
とを言われています。が、そんなことは国にとっては何にも痛くもかゆくもないことだと思います。鈴木
知事もいつまでも北海道知事をやっているわけではない。だから知事が変わるのを待てばいい。また、そ
うでなくても、北海道議会の力関係で知事さんの考え方が変わるような、そういう動きをおこせばいい。
という風に思っておられるでしょう。
また、住⺠投票の条例ができたと。住⺠投票をするから大丈夫だという風に思われている方もいらっし
ゃるかもしれませんが、住⺠投票で、住⺠の多くの方が反対ということを言っても、町がそれを引き下げ
るということをしない限りは、国は痛くもかゆくもないだろうと思います。つまり、鳴かぬなら鳴くまで
待とうで、またその多額の交付金という工作資金によって、住⺠の多くの方が処分場に反対から賛成の
方に方向を変えてもらう。ま、それを鳴くまで待てばいいというのが国の方針。つまり、町が積極的にこ
の申請を取り下げるということをしない限りは、絶対にこの調査が始まったら止まることはないという
ことだけは、私、確信を持って申し上げられますし、ぜひ、そのことは皆様方も頭に置いておいていただ
きたい。賛成をしている方のなかに、
「ま、住⺠投票があるから大丈夫じゃないの？」、また「町⻑さんも
国も⽴ち止まることができるから大丈夫と言ってるから、大丈夫じゃないの？」という風にお⼈よしに
思われるかもしれませんけれども、絶対にそれは止まらない。鳴かぬなら鳴くまで待とうということで、
いつかできるのを国はただ待っているだけだということを頭に入れておいていただきたいなということ
を思います。

＜経済面から高レベル放射性廃棄物を考える＞
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以上が、14 年前、東洋町の問題で私自身が感じたことなんですが、さあ、それでは、この高レベル放
射性廃棄物の処分場というもの、そのものをどういう風にとらえて評価をしていったらいいかというこ
とを次にお話をしたいと思います。が、その際、私、重要なことは安全性という面から議論するやり方、
経済性という面から議論をするやり方の二通りの見方があると思いますが、私は安全性ではなく経済性
の面から議論をすべきだという風に思っています。
原⼦力発電についても、高レベル放射性廃棄物の処分場についても、従来は安全性の面からずーっと議
論が重ねられてきました。で、この高レベル放射性廃棄物についても、安全性についてきちんと議論を
し、検証をするということは当然大切なことです。しかし、先ほども言いましたように、専門家のお話で
言いましたように、多く来られて話をされる専門家というのは、お墨付きを与えるという役割を果たし
てきた、果たしている専門家です。そのことを抜きにしても、この将来起きるかどうかということについ
て 99.99％の確率、99.9999％の確率でこうだということを言えるそういう科学者・専門家がおられても、
100％ということが言える専門家というのは絶対いないということになります。そういう中で科学の衣を
まとった神学論争「安全ですよ、安全ですよ」ということに付き合っても、またそこでいや、「反対だ、
危険だ」という話をしても何にもかみ合わない、意味のない話と思います。
そこで、頭の⽚隅に置いておくべきは、確実に 100％こうだということはない。そのわずかな確率でも
何かが起きたら原⼦力発電所もそうですし、この高レベル放射性廃棄物の処分場もそうですが、もう取
り返しのつかない色んなことが起きるということだけは頭においておくべきだなあということを思いま
す。ただ、この将来何が起きるかということに関して言えば、その何かが起きるというのが何十年後・何
百年後・何千年後、とくに高レベル放射性廃棄物の処分場であれば何万年後かもしれません。まったく、
いま⽣きている私たちの想像のつかない、身近に感じられない問題です。
というのは、福島の事故についても改めて調べてみて思ったんですが、爆発を起こした福島の第⼀原⼦
力発電所、第 1 号機が着工されて運転を開始したのは 1967 年から 1971 年のことです。事故が起きる 40
年昔のことです。誘致はその前から始まっていました。その時代に誘致に賛成をした⼈、また色んな経済
的な事情で誘致した方がいいだろうなと思った諸先輩方、その大⼈たちは事故が起きた時にはほとんど、
この世にはおられなかっただろうということを思います。同様なことが高レベル放射性廃棄物について
も言えるということを、ぜひ頭の中に入れておいていただきたいと思いますが、こういうような状況の
なかでいつ起きるか、また 0.000 なん％か分からない、でもあるだろうということをもとに、安全性につ
いて議論をしても、かみ合う議論にはなりませんし、多くの町⺠の方に「うん、そうだね」となかなか思
っていただけないかもしれない。それよりも日々のお金の方がいいねと思う方が何％か出てくるかもし
れないと思います。
これに対して、経済面ということは、もっと今の時代を⽣きている私たちが身近に感じられる問題では
ないか。だからこの経済面という面から、この核燃料サイクル計画、高レベル放射性廃棄物の処分場とい
うものを考える。そういう姿勢が私は必要なんじゃないかなということを思うんですが、ここで高レベ
ル放射性廃棄物に至るこの仕組みというものをもう⼀度考えてみたいと思います。

＜プルトニウムを使う発電は高コスト＞
何度も言っていますが、日本では原発で燃料棒を使って発電をする。で、その燃料棒の発電が終わった
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使用済み核燃料をプールの中に置いて、しかもそれを再度、⻘森県の六ヶ所村に持って行って、そしてそ
こからプルトニウムまたは燃え残りのウランを出して、それをまた別の発電に使うというような仕組み
を作っています。どうしてそういう仕組みになったかというのは、さきほど申し上げた通り、日本は資源
のエネルギーに非常に乏しいので、この使用済みの核燃料からプルトニウムなどを取り出していけば、
それによってまた新しい発電が出来る、夢の核燃料サイクルが出来るということから、こういう計画が
始まりました。そして、その計画が続いているため、その計画に出口を作る。その出口として高レベル放
射性廃棄物というものが必要だということになっています。
では、その経済性はどうかということを次に考えていきたいのですが、取り出したプルトニウムはどの
ように使われているのかということです。プルトニウムというものは皆様方もご承知のことと思います
が、非常にその核分裂のスピードが速い。ウランなどよりも核分裂が激しい。強い熱が出る。それを利用
して原爆などの核兵器に使われるものでした、最初は。このためですね。国連傘下の国際原⼦力機関
（IAEA）という機関がこのプルトニウムをみだりに保持してはいけないということで、国連参加の国々
に厳しい規制管理をかけているという物質です。が、しかし、日本はこれまでの国際的な信用から、再処
理をして何か発電に使う平和利用ということであれば大目にみてあげようということで保持が許されて
きました。いま現在、日本が保持しているプルトニウムの量というのは 45 トン以上と言われます。この
量がどれぐらいかと言いますと、核開発をして大きな問題になっている北朝鮮。あの北朝鮮が持ってい
るプルトニウムの量のすでに数百倍ということを言われています。それでも、先ほど言いましたような
日本という国の信頼性から、このことが認められてきました。このことがずっと続けていればですね、他
の国が「日本あれだけプルトニウムを持つことを許しているなら、我が国も許してくださいよ」というこ
とを言いだしたら、なかなか面倒くさいことになる。だから、日本ももっともっとプルトニウムをきちん
と平和利用に使ってくださいねという圧力がかかり続けています。
そのなかでプルトニウムの使い方として最初に現実化したのが高速増殖炉というプルトニウムの燃料
を使った特別な炉でした。具体的には福井県の敦賀市に「もんじゅ」という高速増殖炉という特別炉が作
られて、1991 年から運転が開始されました。しかし、冷却材として使われる金属ナトリウムが漏れて、
これが火災を起こした。しかも、そのことを隠ぺいをしたという大事故に始まり、他の大小様々なトラブ
ル、不具合が相次いで、ついに 2016 年に、もんじゅは廃炉ということになりました。廃炉になるまで、
建設費から運転費まで含めたお金は 1 兆円にのぼっています。そして、廃炉には 30 年かかる。実際もっ
とかかるでしょうけれども、30 年かかると言われ、1500 億円が必要だということは言われております。
この 1 兆円、1500 億円は、そのままある意味無駄に終わったということになります。
このもんじゅが失敗に終わった後、プルトニウムをもう少しその比率を下げて他のウラン燃料と混ぜ
た MOX 燃料を作って、これを⼀般の原⼦炉で燃やすプルサーマル発電というものが始まりました。
2010 年以降で、関⻄電力の高浜 3 号機・４号機、または四国電力の伊方３号機、そして九州電力の玄
海３号機。この 4 機で今はプルサーマル発電が続けられています。電気事業連合会というところは、こ
のプルトニウムを減らさなきゃいけないので、もう少しプルサーマル発電を増やしたい、泊発電所も候
補になっています。そういう計画をたてています。それじゃあ、このプルサーマル発電がどれぐらいのコ
ストがかかるのか。詳しい数字は分かりません。だけど、⼀般にこれまで使われてきたウランの燃料は 1
トン当たり 3 億円と言われています。これをプルサーマルに使う MOX 燃料で計算をしてみますと、各
社がその再処理のため、プルトニウムを取り出すために拠出をしている金額から、MOX 燃料の金額とい
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うものをはじき出しますと、それでも普通の燃料の 10 倍から 20 倍かかるという試算があります。プル
トニウムはウランよりもはるかに核分裂も激しくて熱量も多い。つまりそれだけ発電効率のいい材料で
すから、その分、ウランの燃料よりも燃料費的には安くいくかもしれません。けれどもウラン燃料と比べ
た場合には、その数倍から 10 倍は間違いなくかかっているのではないかということが言われます。

＜いつまでたっても完成しない再処理工場に費やす大金＞
では、なぜ、このように高くつく発電が許される、できているのか、ですけれども、わが国では電気料
金を決める時は、その発電のためにかかったコストは電気料金に上乗せしてよいということになってお
りますので、もうほぼ寡占状態の電気業界において、この MOX 燃料という高い燃料を使った発電コス
トもすべて消費者・国⺠に転嫁することができている。つまり、その核燃料サイクルという無駄、その非
効率のツケは国⺠がすでに受けているということになります。こうしたことがこのＭＯＸ燃料について
言えるわけですが、そもそも、それでは、この再処理をする⻘森県の六ヶ所村にある再処理工場はどうい
う状態になっているかということなんですけれども、この再処理工場の建設が始まったのは 1993 年のこ
とでした。1993 年で、4 年くらいたてば完成するということを最初言われておりました。ところがです
ね、⼀番肝心な、冒頭に言いました、高レベル放射性廃棄物を固める、ガラスの中に溶け込ませて固める
というガラス固化という技術をはじめ、技術的になかなか進まないことが数々あり、それにトラブルや
また不祥事なども重なって、どんどんどんどん完成が伸びました。1997 年から完成の予定が 1 年ごと延
びて、すでに 25 回にわたって完成年度が先送りされていて、今は、来年完成だということが言われてお
りますが、どうなるか分かりません。このため、着工の時点では、全体にかかる建設の費用は 7600 億円
だということが言われていましたが、今は、すでに 2 兆 9 千億円。3.8 倍の金額になっています。これも
もっと増えるかもしれません。
また、この再処理工場を作って稼働をして最後にクローズをする、ま、ライフサイクルコストと言いま
すが、その全体にかかるコストがどれぐらいかということを何年かに⼀回発表されていますが、ちょう
ど先月 25 日に発表された数字を見ますと、この再処理工場のライフサイクルコスト、14 兆 4400 億円と
いう金額になっております。これほどの膨大な金額を誰がどうやって負担するのかということですが、
基本的には原⼦力発電所を持っている 10 の電力会社がこれまで積⽴金、拠出金を出してその金額を賄っ
てきました。ところが、2016 年、それまで積⽴金という任意の形で積み⽴てられていた資金集めが、法
律が改正されて、電力会社ごとに、燃料を 1 本使えば 1 本についていくらを拠出して下さいという拠出
の義務付けということが行われました。なぜ、拠出金がたんなる積⽴から義務付けになったのか。これに
ついて資源エネルギー庁は次のように説明をしています。電力の自由化によって競争が激しくなって、
電力会社の経営が悪化をした時に、自由な任意の積⽴であれば、そのお金を出さないところが出てくる
かもしれない。そうなれば、この核燃料サイクル計画そのものがつぶれてしまう。そうなっては困るので
拠出を義務付けることにした。つまり、このことは資源エネルギー庁自身が、自由に競争が行われれば、
もはや再処理をしてプルトニウムを取り出して MOX 燃料を使って燃やすということが経済的には成り
⽴たないということを重々承知の上、それをあえて続けている。だから義務付けているんだということ
を自ら⽴証しているということになるだろうという風に思います。
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＜使用済み核燃料の行き場を確保するためのごまかし＞
では、どうして、このプルサーマル発電などの核燃料サイクルというものが止まらないのか？というこ
となんですが、そこには電力会社側、また国側それぞれの事情があるということが言われているし、私も
思っています。
まず、電力会社ですが、繰り返し同じ話をしますが、原⼦力発電所で核燃料を燃やして発電をします。
その発電が終わったら、燃料を取り出し、使用済み核燃料を発電所内のプールにいったんおさめて冷や
しておきます。これがだんだんだんだんいっぱいになってきます。だからどこかに持って行かなきゃい
けないということになります。いま、全国の発電所にある貯蔵プールには 2 万 1400 トンの使用済み核燃
料が収納できるスペースがあるということなんですが、去年の 3 月の時点でもう 75％までがいっぱいに
なっています。これがもう満杯になりますと、新しい発電の為に燃料を持ってきても、古い燃料を引き抜
いて貯蔵プールに入れることができなくなる、つまり、発電そのものが出来なくなります。ですから、こ
の貯蔵プールにあるものをどこかに持っていく。ババ抜きのババのようなかたちで、どこかにババを引
いてもらわなきゃいけない。その先がこの再処理工場にある貯蔵庫というものです。今は⻘森県の六ヶ
所村に再処理工場があり、そこに⼀時貯蔵という形で使用済み核燃料を格納する場所がありますが、こ
こも、もうそろそろ満杯になるということが言われています。その六ヶ所村に近いため、⻘森県のむつ市
という所に新たな⼀時貯蔵庫というものが作られて運営をされつつあります。こちらは東京電力ホール
ディングスと日本原⼦力発電という物がお金を出して作ったものなんですけれども、その運用にあたっ
て、他の電力会社、まあ、この全国で原⼦力発電をしている 10 の会社が「うちも共用で使わせてくれ」
と言い出しました。これに対してむつ市が「そんなことは許されない」と言って喧々諤々の議論になって
います。
この議論から見えることは何かということなんですが、電力会社は、本当は再処理なんか、なされよう
が、なされまいがかまわない。とくにそんな高いコストをかけて MOX 燃料なんか作っても、それで利益
が上がるわけでもない。だけど、この原発内の貯蔵プールにたまって、もう満杯になってる使用済み核燃
料をどこかに持って行ってもらわないと、もう原⼦力発電ができなくなってしまう。再処理はどうでも
いいんだけど、再処理のためという理屈を⽴てて、六ヶ所村なり、むつ市なりに使用済み核燃料を持って
いってるということになります。これに対して、⻘森県や六ヶ所村やむつ市は「これは再処理をするその
為の材料として受け付けているのであって、使用済み核燃料をそのまま捨てる、核のゴミだという扱い
で私たちは受け入れたんじゃない。だから、そのことを明確にしてくれ」というので、むつ市と電力会社
の間で、いま色んな議論がなされているということになります。
つまり、電力会社からいえば、繰り返しになりますけども、再処理工場があってもなくてもいい。だけ
どこの再処理工場にある、それを理屈に置かれる六ヶ所村やむつの使用済み核燃料の⼀時貯蔵庫がない
と自分たちの原発の中のプールがいっぱいになって新しい発電ができなくなってしまう。だからこの核
燃料サイクルの再処理ということを続けていってもらいたい。こういう理屈になります。

＜破綻しているのは国も電力会社も分かっている＞
⼀方の国はどうかということなんですが、国の役⼈の⽴場からしますと、1960 年代から 70 年代に日
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本がエネルギーの資源に不足している。それを補うために使用済みの核燃料を再処理をしてプルトニウ
ムなど新しい燃料として新たな発電を起こすんだ。という夢のエネルギー、核燃料計画として再処理と
いうものが始まった。そういう先輩たちの思いを引き継いで後輩たちがこの事業を続けてきた。いまに
なって、冒頭にも申しましたように、時代も変わってとても必要のない、それどころか大きな経済的な負
担、⼦どもや孫に大きな負ツケを残す仕組みになってきたといっても、いきなりなかなかやめるという
のは、組織の中の考え方としてやりにくいねと、いうことと同時にもひとつ重要なことは、国の役⼈から
すれば、⻘森県また六ヶ所村、むつ市などとの関係で、とてもなかなか言い出せないねということになり
ます。
というのは、先ほども申しましたように、⻘森県や六ヶ所村、むつ市はそこに持ってこられる使用済み
核燃料は、核のゴミとして捨てるものとして持ってこられるのを受け入れるわけではない。そうではな
くて、再処理のための新しい資源の材料として持ってこられる、だから受け入れたんだ。もしこれがその
まま再処理・核燃料サイクルというのをしないということになって、そのまま使用済み核燃料をそこに
捨てるということになったら約束違反だ、だからそういうことになる場合にはもう元の電力会社ににそ
れぞれ、この使用済み核燃料を持ち帰ってもらいたいし、こちらから送るぞと言って、当然文句をつけら
れるということになります。それは電力会社にとってもそうにもならない困ることですし、国にとって
も非常に困る。また国の役⼈からすれば自分がそういう問題を担当するのはせいぜい 3 年から 4 年くら
いだろう。その間に⻘森県からなんか言われてゴタゴタを起こして、その対応に追われて自分の役⼈⽣
活を台無しにしたくないな。というような思いからさわらない。つまり電力会社も国も、もう既にほとん
ど破たんした計画で、財政的には成り⽴たないことが分かりながらも、なかなかやめることができない
というので、ここまで来てしまっているということが言えると思います。

＜河野太郎さんも警鐘を鳴らしている＞
じつは、こういうことに気が付いて警鐘を鳴らしている⼈は、現役の自由⺠主党の有力な政治家のなか
にもおられます。誰かというと、いま行政改⾰担当の大臣をされている、いま現在は新型コロナウイルス
のワクチン接種の供給と配分の担当をしていらっしゃいます河野太郎さんです。河野太郎さんは⻑年、
この核燃料サイクルのバカバカしさってことをずっと言っておられて、自ら書いておられる「ごまめの
⻭ぎしり」というタイトルのブログのなかでも、使用済み核燃料の処分という問題にしっかりと正面か
ら向き合ってこなかった、このためにその時間稼ぎのためにこの核燃料サイクルという⾺鹿げた計画に
いつまで引きずられるんだということを明確に書いていらっしゃいます。今は大臣ですから、なかなか
表だってそういうことはおっしゃらないだろうし、有力政治家としてステップアップすれば、なかなか
今申し上げたことは言いにくくなるかもしれませんけれども、本音を書いていらっしゃった段階ではブ
ログにもそういうことを明確に書いておられました。

＜原発は経済的に成り⽴たない＞
このように、この核燃料サイクル計画というものは、もうまったく破たんした経済的に成り⽴たないも
の、将来にも大きなツケを残すものです。ただ、今はその出口である高レベル放射性廃棄物の処分場とい
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うものがありませんので、国としては何とかその処分場を作って、その出口を作ってしまって、いつまで
も無駄と分かっても続いていけるような形にしたい。そういうことから、いま候補としてあがって調査
が進められているのが、この寿都や神恵内だということになります。
ですから、このことにもっとしっかりと目を向けていかなければならないと思いますけれども、いま申
し上げたようなその核燃料サイクルの問題というだけでなく、いま、原⼦力発電所についても色んな意
味で大きなクエスチョンマークがつき始めています。
そのひとつはですね。廃炉という問題です。全国に 54 基の原⼦炉があります。このうち 24 基は既に
廃炉が決まっています。このうち事故を起こしました福島の第⼀原⼦力発電所。ここは廃炉にするだけ
で 20 兆円かかると言われています。ただ、もっとお金がかかってくるだろうと思います。なぜかといい
ますと、この福島の第⼀原⼦力発電所で水素爆発を起こして、その結果、炉心が溶けて、下の原⼦炉が溶
けてしまって、デブリというものすごい放射性レベルの高いものが落ちて固まっています。これにどう
やって接近していくのか、近づいていくのか、どうやって処理するのかいう計画がまったく⽴っていま
せん。ですから、こういうものを進めるだけでも 20 兆どころでないお金がかかっていくだろうと思いま
す。他の原⼦力発電所で事故を起こしていないものは、これほどのお金はかからないにしても、しかし早
いうちからきちんとした計画を⽴てていかなければ、もっともっと予想よりもお金がかかっていく。そ
のことも含めて、つまり作って運転をしたというだけのコストではなくて、そういう廃炉にかかってい
くコストを含めたら、とても社会的に見合う発電ではなくなってきているということを思います。
じつは、⼈に聞いた話ですが、アメリカでは廃炉ビジネスといって、廃炉 1 基あたり 100 億ドルで請
け負う企業があるんだそうです。100 億ドルで請け負って 50 億ドルほどで解体をし、そしてアメリカで
すから、広大な砂漠や荒野がいっぱいありますから、そういう所に⽳を掘って埋めてしまう。で、残りの
50 億ドルを収入として売るという、きわめてダーティといえばダーティなビジネスがある。日本もおち
おちしていたら、とくに福島のような状況の場合には、こういうダーティビジネスにからめとられてい
くんじゃないかということを思いますし、そもそも 20 兆円かけて更地にしたとして、誰が何にその土地
を使っていくのか。まったくばかばかしい話ではないかなと思います。
こうした廃炉だけではなくて、もう事故が起きたら後始末はどうしようもできないということは、私た
ちもずっと体験をしてきたことです。原発事故から 10 年がたちましたが、現地に行かれた方はほぼ口を
そろえて「東日本大震災だけで、原発の事故さえなければ、これほど復興が遅れることはなかった」とい
うことを言われています。もう取り返しのつかないというか計算つかないくらいの損害が、後遺症が残
っているということになりますが、そのことは、別に今の原⼦力発電のコストとして計上されているわ
けではない。こういうことを考えた時には社会的なコストがとても見合うものではないということにな
ります。
あわせて、こういう福島のような出来事を起こさない、あの時は「想定外」ということが言われました
が、想定外を起こさないための安全基準ということで、どんどん厳しい判断が出てきています。たとえ
ば、去年の 12 月 4 日ですが、大阪地方裁判所で、関⻄電力の大飯 3 号機、4 号機について、再稼働の原
⼦炉について設置許可を取り消すという判断が下りました。地裁の段階ですから、なんとも言えません
し、地裁の段階ではこういう判決も時々出たこともあります。ただ、これまでの設置許可取り消しの理屈
というのは、避難計画が不十分、また、活動層の調査が不十分だというものでした。ところが、去年 12
月 4 日の大阪地方裁判所の判決は「活断層の調査はきちんとできてる。だけどその活断層によって起き
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る地震、その地震の規模、大きさがどれぐらいかという計算の時の上限の作り方が甘すぎる、低すぎる。
もっと上限を高く見て計算をしないと、これは違法だ」として設置許可の取り消しになりました。つま
り、福島の原発に例えて言えば、津波の高さということで、ある程度この経済的な原則から上限を作って
いた。だけど、それを超える津波に襲われて全ての発電装置が止まって爆発が起きたということですか
ら、そういう想定外をもう許しちゃいけないという思想から、活断層が揺れた時の地震の大きさという
ものの検討幅を高めなければいけないということになっています。今後、高等裁判所また最高裁判所の
判決がどうなっていくかは全く分かりませんけれども、こうした厳しい見方というのは今後も変わって
いかないでしょう。
であれば、ただでさえ色んな意味でコストがかかってきている原⼦力発電というもの、今後はますます
コストの面で対応できなくなってくるんじゃないか。そのことを考えますと、そこにさらに核燃料サイ
クルという本当にバカバカしい計画を続け、その後始末である高レベル放射性廃棄物という出口を与え
てしまったら、⼦どもや孫の世代には膨大なツケが残っていくということを考えていかなきゃいけない
なと思うんです。

＜原発のあり方に国も疑問を持っているのではないか＞
で、多くの国⺠の皆さんは、原⼦力発電所という問題をどう見ているかということなんですが、去年の
10 月から 11 月にかけて、NHK が東日本大震災から 10 年ということで世論調査をしました。そのなか
に「原⼦力発電所の将来をどう思いますか？考えますか？」という質問があり、「もっと増やすべきだ」
と答えた⼈が 3％、
「今のまま現状維持でいくべきだ」という方が 30％、
「減らすべきだ」という方が 50％。
「すべてやめる。全廃すべきだ」という方が 17％でした。つまり、67％の方は、すべてやめるか減らす
かということを言っておられ、大方の国⺠の思いではないかなということを思います。
では、国の本音はどうなのか？ということなんですが、第 6 次のエネルギー基本計画というものを策
定中です。そのなかで、昨年 12 月、この策定にかかわる有識者の方々の懇談会に資源エネルギー庁が、
2050 年、30 年後ですが、電源の構成、なになに発電なん％、なになに発電なん％という構成をどう考え
るかという数字をだしています。それによると、風力・水力などの再⽣可能エネルギーが 50％〜60％、
火力・原⼦力が 30％〜40％という書き方なんですが、注目されるべきことは第 5 次の基本計画までは原
⼦力発電というのが単独の項目で出ていました。それが単独の項目が消えて原⼦力と火力二つ合わさっ
た発電形式で出ています。その心は何かということの判断の仕方は二つあります。ひとつは、いま、2021
年の段階でですね、運転から 40 年以上たった老朽化した原⼦力発電所の再稼働がこの間始まりましたけ
れども、再稼働することがどうかというこれだけの議論があるのに、それよりも 30 年後に原⼦力発電所
を議論することが現実的か、また国⺠がどう思うかということをおもんぱかって名前を消したというこ
と。もうひとつは、国そのものが原⼦力発電所というもののあり方にもう将来は疑問符を持っているの
ではないか。そのため、自ら名前を表に出すことを止めたのではないか？ということが言われています。

＜原発を動かす電力会社の問題＞
このようにもう原⼦力発電そのものが大きな岐路に⽴たされているという時なんですけれども、まさ
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にその原⼦力発電を運営している、実際に企業として運用している大手企業のあり方、コンプライアン
ス、法律順守だとか倫理観ということのなかで大きな問題だと言われることがここ数年でいくつか起き
ました。
ひとつはですね。皆さん方もご記憶にあると思いますが、関⻄電力の幹部が、この原⼦力発電所を抱え
る福井県の敦賀市の元助役から、あわせて 3 億 6 千万円余りの金品等の供用を受けていたという問題で
す。報告書によれば、関⻄電力の幹部 61 ⼈、⼦会社の幹部 14 ⼈あわせて 75 ⼈が 3 億 6 千万円の金や金
品の供用を受けていたということなんですが、その話を聞いてわたしは「おや？」と思いました。これが、
⺠間会社が、行政に元助役にお金をあげて何か便宜を図ってくれと言ったのならば⽴派な贈収賄ですけ
れども、分かりやすい構図になります。逆に、この元助役が関⻄電力の幹部にお金をあげるというのは何
なんだろう？と思いました。これもその関⻄電力の報告書で「ああそういうことか」と分かりました。何
かと言いますと、関⻄電力から原発マネーということで、または国の色んな交付金という風な形で福井
県内に敦賀市に色んなお金が下りてきます。そういうものを何らかの形で元助役さんがプールをする、
集めていく。そして、そのお金を使って関⻄電力の幹部、また⼦会社の幹部に金品を贈る。そして、県内
で、敦賀市内で、仕事をする時には「この業者に回してくださいね」ということをたのみ、言われた通り、
その業者に仕事を出す。報告書のなかには個別に名前を出されている建設会社・企業もありますけれど
も、そういうようなことがなされている。つまり原発マネーの還流ということなんですが、この元助役が
もう亡くなっているため、それ以上の刑事事件などの追及ができなかったという事例ですが、氷山の⼀
角とは言いませんけれども、こういうことが行われているということは、何があるか分からないなとい
う不信感を私たちに与えます。
また、東京電力は、福島の事故によって大きな反省をしたということ、そこから教訓を得たということ
をおっしゃっています。ところが、去年の 3 月の段階になって、この柏崎刈羽発電所の中のテロ対策な
どのためにある警備の装置、検知の装置そういうものが機能しないままになっていたとか、また 9 月に
は同じ柏崎刈羽発電所の中で、中央指令室という心臓部の所に、別の社員が⼈の ID を持って入ったとい
う杜撰な対応というものが明らかになって、この 4 月に原⼦力規制委員会から柏崎刈羽原⼦力発電所の
なかでは核燃料をしばらく動かしてはいけない、つまり発電してはいけない。こういう措置命令が下り
ました。
さらに、福島の第二原⼦力発電所でも、同じような色んな警備のために必要な扉が、いい加減な扱いの
ままになっていた等々のことがあって、あれだけの事故を起こしながら、このような有様かということ
を思います。
この高レベル放射性廃棄物処分場を運営していきます原⼦力発電環境整備機構という団体は、まさに
そういう電力会社が⼈を出し合い、お金を出し合って運営をしている団体です。なにも、だから悪いとい
うことではありません。しかし、なかにはこういうような状況で、福島の事故から 10 年たっても、いい
加減な形が行われているのであれば、どんな⼈的なミスや、また故意による怠慢が起きるか分かりませ
ん。原⼦力発電所にしろ、こうした高レベル放射性廃棄物の処分場にしろ、0.0001％であれ、0.000001％
であれ、何らかの形で自然災害や⼈為的なミスなどがあれば、それでもう取り返しのつかないことにな
るということは、我々が福島で経験をしていることだということを考えたうえ、今の仕組みというもの
はどうかということ、改めて身近な問題としてとらえていただきたいなと思いました。
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＜倉本聰さんですら混同している？＞
身近ということで言いますと、北海道のみなさんにとっては、割と身近な存在である富良野を基盤とし
て活動してこられた脚本家の倉本聰さんが、3 月 2 日にテレビ朝日の「報道ステーション」という番組に
お出になって、この高レベル放射性廃棄物や再稼働についてインタビューに応じておられました。この
なかで、まだ高レベル放射性廃棄物の棄てる場所も決まってないのに再稼働を始めるのは恥ずかしいこ
とだと言われていて、それはそうだなと思ったんですが、ひとつ気がかりな言葉がありました。何かと言
いますと、
「日本⼈は電気の恩恵をずっと受けてきた。にもかかわらず放射性廃棄物ということについて、
これだけ電気の恩恵を受けた日本⼈がどこも受けつけない、受け入れないのがちょっと卑怯な気がする」。
こういうような表現をされていました。まさに冒頭、⽚岡町⻑が高レベル放射性廃棄物という言葉で、原
⼦力発電所から出る使用済み核燃料と、それを再処理した高レベル放射性廃棄物とを混同しているので
はないかということを申し上げましたが、倉本聰さんも少しそこは混同されているのではないかという
ことを思うと同時に、この発言を、テレビで、もし資源エネルギー庁や原⼦力発電整備機構の幹部が見た
ら、
「しめた」と思うのではないかとおもいました。つまり、倉本さんの所に行って、
「いいこと言ってく
れました。放射性廃棄物を全国どこも受け入れない。これは卑怯だと思う話をぜひしてください。寿都に
行ってその話をぜひしてください」と働きかけるんじゃないかな。もしかすると、もう働きかけてるかも
しれないなということを思ったんです。ただ、今申し上げた通り、使用済み核燃料とそれを再処理した高
レベル放射性廃棄物とは全く別の物です。そのことを、もし私は倉本さんにお目にかかることがあれば
早めにお話もしておきたいなと思いました。

＜楽しい運動をしましょう＞
今日は、この文献調査の意味を考えるという全体的なトーンのタイトルで、まずは、⽚岡町⻑さんのこ
の問題に対する考え方について、自分の疑問点を申し上げ、そして 14 年前に起きた高知県の東洋町での
高レベル放射性廃棄物の処分場の問題で自分が経験し、知識として得たこと、さらにこの問題において
経済的な問題と安全性の問題とどちらに重点をおくべきか。これは私たちに身近に考えられる経済性の
問題に焦点をあてて考えるべきではないかということを申し上げました。
が、もうすでにこれでですね。お話を始めてから 1 時間 45 分くらいは話をしたということで、74 歳
の私はもうほぼへとへとになってきております。皆さん方もお聞きになってくたびれてですね、途中寝
たけど、まだやってるのかと思われた方もいらっしゃるかもしれません。忘れた方もいらっしゃると思
いますので、しつこくて恐縮ですが、最後に自分が今日申し上げたかったことを、もう⼀度まとめて繰り
返して申し上げたいと思います。
まず、大切なポイントは、原⼦力発電所から出てくる使用済み核燃料と、その使用済み核燃料を⻘森県
六ケ所村に持って行って、プルトニウムと燃え残りのウランを取り出したその高レベル放射性廃棄物と
は全く別の物だということです。ところが、非常にややこしいことに、この使用済み核燃料のプルトニウ
ムを取り出したあとの高レベル放射性廃棄物も放射能のレベルの違いというものはありますけれども、
いずれも高いレベルの高レベル放射性廃棄物であることに変わりはありません。また、これを「核のゴ
ミ」とまとめて呼んでしまえば、いずれも核のゴミであることにも間違いありません。このために、核の
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ゴミを使用済み核燃料と考えた場合に、核のゴミを自分たち電気を共有しているその繁栄を享受した者
が、まったくどこにも受け入れないのは無責任ではないか、おかしいではないかという⽚岡町⻑の言い
分はそこでは成り⽴つだろうと思います。
しかし、この高レベル放射性廃棄物、いま、寿都で調査が始まっている高レベル放射性廃棄物は、その
発電所から出る、泊なら泊から出てくる使用済み核燃料そのものではありません。それをわざわざ再処
理をしてプルトニウムとウランを取り出した、もう今の時代には全く必要性のない無駄な、そして余計
なお金をかける、そういうものです。
ところが、この再処理計画、核燃料サイクルというものが、電力会社の事情、つまり使用済み核燃料の
捨て場がないということから、また、国の事情から⻘森県などと揉めたくないという事情から、政治的に
なかなか止めようがないということで、だらだらだらだらときて、結局はその捨て場を作ろうというこ
とから、いま寿都町にツケが回されようとしているという問題だということです。このことをぜひお考
えを頂いたらということを思います。
また、どうすればそれに対していいのかということなんですが、やはりこれは使用済み核燃料という物
をそのまま捨てていく、もう再処理をするためにわざわざ⻘森まで持って行って、プルトニウムを抜き
出し、それを使って無駄な高い値段の発電をする必要は全くないという風に思います。という話をしま
すと、どこに使用済み核燃料の捨て場を作るのかというご質問が必ず出てくるだろうと思います。
私はお叱りを構わずに言わせてもらえれば、例えば福島の原発事故の跡地というものも当然考えてい
かなきゃいけないことだと思いますし、また現状、使用済み核燃料を資源だという口実というか、建前で
受け入れている六ヶ所村やむつ市にお願いをしていくということもあるでしょう。さらには、ご当地の
方には失礼ですけども、幌延の地下の⽳を使っていくというアイデアも出てくるのかもしれません。
それぞれ色んなご批判があるだろうと思いますけれども、いま申し上げたようなことから、再処理とい
うことを続け、⼦や孫の世代に膨大なツケを残していくことを止めるためにも、どこかで使用済み核燃
料を受け入れるということを国⺠的な議論として、また地域の方とも十分話をしながら進めていかなき
ゃいけないなということを思っています。
次に、この今日の話で申し上げたかったことは「⼀度始まった調査は絶対に止まらない」ということで
す。これは 14 年前の町⻑さんも今の⽚岡町⻑さんも国も、口をそろえて「止めることができる」「概要
調査の前に知事や町村⻑の反対があれば、そこで⽴ち止まる」ということを言われております。それは⽴
ち止まるということであって、調査を中止するわけでも断念をするわけでもありません。そこで知事さ
んが反対しようと、町⻑さんがクレームをつけようと、その知事や町⻑さんが変わるのを待つ。また住⺠
投票で反対が出ても、その住⺠の皆さんの思いが交付金によって変わるのをただ待つ。
「鳴かぬなら
くまで待とう

鳴

ほととぎす」が国の狙いであって、町が直接「引き下げます」と積極的にきちんと言わな

い限り、この問題は絶対に止まらないということをしっかり覚えておいていただきたいと思います。
もう⼀つは、この問題を考えるのに安全性の問題と経済性の問題とどちらで考えるべきかということ
ですけれども、安全性の問題は、何点なん％という確率論であって、とても議論として噛み合うものでは
ありません。それでも、いったん事故が起きたらもう取り返しがつかないということは福島で証明済み
ですので、そのことを前提に、心ある方はお考えになればいいと思います。けれどもそういう安全性の問
題が出てくるのは何十年か何百年何万年後かもしれない。私たちに関係ないねと言って、目先の、やはり
利益の方がいいねというお考えも私は成り⽴つだろうとは思います。
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が、しかし、その時に考えていただきたいのは経済性のことです。安全性のことは、今は目をつぶって
いることもできる。福島の原⼦力発電処を誘致した先輩方がこの事故を知らずに向こうの世界に行かれ
たであろうということを考えれば、目をつぶっていることもできる。だけど、この経済性の問題は、まさ
に日々ですね。電力料金であり、税金という形で私達に降ってくる、このような無意味な核燃料サイクル
というものを続けていれば、なお、そのツケがかさんでくるということは、ぜひお考えをいただきたい、
ということが今日申し上げたいことでした。
ただ、こういう運動をしていくのはですね。大変くたびれるものですし、また、
「自分の想いが通るか
な」というような想いを持っていらっしゃる方も数多くいらっしゃるだろうと思います。
私は、最初に 30 年前に選挙に出たとき、色々有利な条件はありましたけれども、もう NHK を辞めて
しまって、これで選挙に落ちたら家族の⽣活はどうなるんだろう、ということも、もちろん思いました。
⽀援してくれる団体もまったくありませんでした。医師会も、⻭科医師会も、建設業協会も、森林林業の
組合も、漁協も、農協も、すべての団体が相手の候補についていて、私を⽀援してくれる⼈は、誰も、そ
ういう意味では団体はありませんでした。けれども、多くの、名もないというと失礼ですが、⼀般の方々
が、静かに応援をして下さって、ものすごく楽しい運動をすることが出来ました。皆さん方も大変でしょ
うが、ぜひ楽しい運動をですね、していっていただけたらなと。
そして、⼦どもたちに核のゴミのない、と言われているように、その⼦どもたちがその何十年か経った
あと、振り返って、⼦供のとき、ああいう、お⽗さんお⺟さんの運動に加わって、すごい楽しかったねと、
結果はどうであれ、ものすごい楽しい思い出になった、と言われるような、ぜひ運動をしていただきたい
ということを申し上げて、少し、もう、喋り過ぎましたけれども、話を終わらせていただきたいと思いま
す。どうもありがとうございました。

【質疑応答】
司会：橋本様、本当に貴重で、今の寿都町、そしてこれからの寿都町に必要なご講演、本当にありがとう
ございました。さて皆様、ここからは橋本様のご厚意により、町⺠の皆様から質問をお受けしたいと思い
ます。ただ時間の都合上、⼀⼈か二⼈くらいだと思いますが、もし質問のある方、挙手の上、こちらから
マイクをお渡ししますのでいかがでしょうか。
質問 1：国⺠的議論が必要だと言いましたが、これは政治的判断だと思いますが、政治の責任という部分
ではどうお考えでしょうか。
回答 1：それは、政治家の責任というものはずっとあります。けれども実際に動いていない、しかもそう
いう動いていない状況を中心になって作っているのは、党の名前をあげれば、自由⺠主党を中心とする
グループを国⺠が否定していないという状況にあります。そういうなかで、政治家だけ責めても何も動
かないだろうと思うんです。
⺠主主義というのはですね。⺠主主義でその選ぶ有権者のレベルを超えて、失礼な言い方ですが、その
レベルを超えた議員選良が選ばれないということがよく言われます。まさに、そうやって皆さんの選ん
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だ方々が、こういう風潮を作っている。それを政治家がどうだという風な言い方をしても、何⼀つ変わら
ないのではないのかなということを思います。
で、今日は町⻑選挙の話はしないということを申し上げましたから、それ以上言いませんけれども、こ
うした流れに、それこそ⽚岡町⻑さんの言われる「⼀石を投じる」ということであれば、自分たちは町⻑
選を前にした町⺠としてどうすればいいかということを、⼀⼈ひとり考えられることが、政治家を責め
るよりも身近にできることじゃないか、ということを自分は思います。

質問 2：いま、この問題をどうにかして解決したい私たち町⺠が、いま、北海道の鈴木知事や道議会議員
に働きかけられること、またできそうなこと、できることというのは、どういうことがあるのでしょう
か。
回答 2：それは、まったく北海道の政治情勢も何も知らないので、何とも申し上げられませんけれども、
さきほど、話のなかで言いました通り、⽚岡町⻑が鈴木知事とお話をした時に、泊の原⼦力発電所を北海
道は受け入れながら、そこから出てくる核のゴミを受け入れないのはおかしいんじゃないか、というこ
とを言ったと、知事からお答えもなかったと言っておられたと思います。私は、知事さんにもですね、泊
から出てくる使用済の核燃料と、そしてそれを、さきほどから申し上げている通り、再処理をしてプルト
ニウム等を取り出した後の高レベル放射性廃棄物は全く違いますよと、町⻑さんそれを混同してません
かということを、私は反論として言って欲しかったなと、いうことを思うんですけれども。もし、鈴木知
事に道⺠として仰るならば、そういうことをお伝えをしていくということも⼀つ、ありはしないかなと。
ただ、道議会議員ということになりますと、もっと別の政治的な力で、利害で動いているだろうと思い
ますので、なかなか、そこは難しいだろうと思います。というのは、自由⺠主党だけがこれを進めてきた
わけではなく、この原⼦力発電所を持っている電力会社の労働組合、電力労連。昔は⺠主党、今は国⺠⺠
主党を⽀持している団体ですけれども、そういうところにご⽀援を頂いている議員さんは、今の構図か
らいえば、野党であっても、けっして、いま私が申し上げたようなことに「そうだそうだ」とは仰らない
だろう、というようなことも踏まえていかないといけないので、なかなか難しいのではないかなと思い
ます。
質問 3：⽚岡町⻑の言葉の中に⼀石を投じるという話がありましたが、逆にこの経済界のなかに、この原
⼦力政策に⼀石を投じることが出来そうな政治家として、さきほど、河野太郎さんのお名前があがって
いましたが、この方以外に若い方がいらっしゃるのかどうか。加えて、その方々に私たちのこういうこ
と、核のことを動かせることがもしあるのであれば、どんなことができるのでしょうか。
回答３：それはですね。さきほど他の方にもお答えをしたように、野党のなかにも電力労連の応援を受け
るとか、様々な力関係が働きますので、まあ、なかなか、⼀⼈二⼈、三⼈とそういう方を見つけても、大
きなうねりを起こすのは難しいだろうと。本当に大きなうねりのきっかけになるのは、皆様方、町⺠の力
なんだということを、もっとお⼀⼈お⼀⼈考えられて、国の政治家に働きかけに行かれるよりは、この町
内をぐるぐる回られて、話をされていくことの方が現実的で、まだ身近な運動の方法ではないかと自分
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は思います。
司会：ありがとうございました。ではこれで質疑応答を終了いたします。橋本大二郎様、素晴らしいご講
演とともに、町⺠からの質問に真摯にお答えいただきまして本当にありがとうございました。
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