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茨城県東海村の原子力諸施設をめぐる合意形成構造の変容
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1 本稿は、日本行政学会 2017 年度研究会・総会（5月 27日・28日　関西大学）分科会 B「行政と社会の相互作用」

において筆者が行った報告をもとに、内容を大幅に加筆し、かつ最新の情報に改めたものである。

Abstract

In this paper, I describe changes in consensus building system on nuclear facilities in Tokai 

Village, Ibaraki prefecture Japan, which is well known to “the village of nuclear power.”

Past days, the village used to just a poor hamlet without any industrials. In 1937, the fi rst national 

sanatorium for tuberculosis was established in the village on the initiative of public administration. 

At first, the sanatorium had been feared by the inhabitant. However, the sanatorium had given 

prosperity to the village. When the sanatorium had begun to decay, the village switched the target 

of the “dependency” from the sanatorium to nuclear facilities. With increasing affl  uence by nuclear 

facilities, the village’s “dependency” to those facilities had been deepen. While these consensus 

buildings had been done by the village’s public administration, local communities did not participate 

in these process. But after Fukushima Daiichi nuclear disaster occurred in 2011, the structure of 

consensus building system on nuclear facilities has begun to change, from “closed” to “opened.” 

Now therefore, the consensus building system on nuclear facilities in Tokai village has been more 

and more complicated.

１．問題の所在 1

本稿は茨城県東海村の原子力諸施設をめぐる合意形成構造、及びその変遷を検討するこ

とを目的としている。

茨城県東海村は、村内に数多くの原子力施設が存在し、「原子力の村」と知られている。
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東海村の経済や財政、雇用など様々な側面において、原子力諸施設が大きな役割を果たし

ていることは論を待たない。だが、そもそもなぜ東海村には原子力施設が誘致され、その

数を増やし、「原子力の村」と呼ばれるまでになったのであろうか。

また、2011 年の福島第一原発事故を契機として、日本国内の原子力に関する世論は大

きく変容した。それは「原子力の村」である東海村や、その周辺自治体も同様であると推

測される。では福島原発事故後、東海村の原子力諸施設を取り巻く環境はどのように変容

しつつあるのだろうか。

本稿はこれらの問いについて、特に原子力諸施設をめぐる合意形成構造に焦点を当てて

概説する。これらを検討することは、現代における地方自治のあり方を考察する一助とな

るであろう。

本稿の構成は以下のとおりである。はじめに、東海村に原子力施設が誘致される前、全

国初の国立結核療養所「村松晴嵐荘」が開荘した経緯と、村にもたらした変化について概

説する。次に結核療養所の衰退によって東海村が岐路に立たされた時、原子力研究所の誘

致を成功させ、その後も原子力諸施設が次々に建設された過程について述べる。続いて

1997 年と 1999 年に相次いで発生した原子力施設における事故を契機として、東海村が

民意を吸い上げる制度を導入したこと、及びその成果と課題を検討する。最後に 2011 年

の福島第一原発事故後に、原子力諸施設をめぐる合意形成構造が閉じたものから開かれた

ものへと変容しつつあることを論じる。最後に本稿の議論を概括し、数点の考察を行う。

２．原子力施設の前史～国立結核療養所の開荘 2

２－１　昭和前期までの東海村（旧村松村・石神村）

東海村（1955 年に合併するまでは村松村と石神村）は昭和前期までは茨城県北部に位

置する平均的な純農村だったが、砂地や砂山が多いため大規模な開墾ができない地域で

あった。また北に日立市、南に勝田町（現ひたちなか市）及び水戸市という、商工業で早

くから栄えた都市の狭間に位置し、商工業についても発展が望めないことが大正期から指

摘されていた 3。まさに「寒村」という表現がふさわしい貧しい地域だった。

2 村松晴嵐荘の開荘の経緯及び村松村に与えた影響について、筆者は既に別稿で論じているため本稿ではその概略を
述べるにとどめる。詳細は砂金 2011 を参照。

3 大正中期頃にまとめられた『村松村ノ過去ト現在』には当時の村松村の産業の状況について「本村産業ノ将来、本
村ハ農業ヲ以テ主生業トシ、耕地ノ如キ将来開墾ノ面積計リ知ルヘキナリ、（中略）工業ハ環境ノ変動アルニアラ
ザレバ決シテ望ム能ハサルナリ」とある（東海村史編さん委員会 1992：p695）。
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２－２　村松晴嵐荘の開荘の経緯と村にもたらした変化

村の社会的・経済的転機となったのが全国初の国立結核療養所「村松晴嵐荘」の開荘で

ある。

結核はわが国でも殖産興業の発展にともなって患者数が急送に増大し「国民病」「亡国病」

と呼ばれた。民間療養所は 1887 年に鎌倉海浜院を皮切りに相次いで設立されたが、ほと

んどは富裕層患者向けの施設であり結核患者の大多数を占める庶民には手の届かない存在

だった 4。1914 年「肺結核療養所の設置及国庫補助に関する法律」成立以後、大都市を中

心に公立（市立）結核療養所が設立された。しかし地方の財政事情の逼迫もあって昭和前

期の段階でも全国に約 2000 床しか整備されず、当時 100 万人を超えるとみられていた

結核患者のごく一部を収容する能力しか持たなかった 5。

1931 年に満州事変が勃発、結核に罹って除役になった兵士たちが増大し社会問題化し

たことを契機に、内務省内で国立結核療養所設立の機運が高まった。1935 年 10 月、日

本結核予防協会が茨城県村松村の国有林の一部を譲り受けるかたちで、結核療養所「村松

晴嵐荘」が開荘された。村松村が選ばれた理由として、①東京から比較的近い、②年間日

照時間が長い、③約 15万坪の用地を確保できる、などのほか当時の茨城県衛生課長が熱

心に誘致したことが伝わっている 6。ただし、この段階の村松晴嵐荘の運営主体は国ではな

く日本結核予防協会であり、国立療養所設立までのいわば「繋ぎ」であったとされている。

1937 年、国会で国立結核療養所の予算通過の目途が立つと、村松晴嵐荘の国有化と拡

張にともなう民有地買収が決まり、内務省は内密に村松村の照沼信忠村長に協力を依頼し

内諾を得た。5月 10 日未明に地主が集められ警察署長から所有地を国に売り渡すよう伝

えられた。地主たちにとって「全く寝耳に水」であったが、江戸時代以来代々「横目付 7」

を務めた地方名望家の出身である照沼村長の「お上の方針だと云うから、今更しようあん

まい」の一言で買収に応じることに決し、わずか 1日でかつ極めて安価での用地買収が

決定した。約 1か月後の 6月 23日、日本結核予防協会は村松晴嵐荘の施設いっさいを国

に寄付し、「日本初の」国立結核療養所、村松晴嵐荘が誕生した 8 。

当時結核は不治の病とされ、また用地買収への不満もあったことから、当初村松晴嵐荘

4 高三 2004：p59。
5 砂金 2011：p6。
6 国立療養所村松晴嵐荘 1976：pp10－11。
7 横目付とは、農村支配のための水戸藩独自の役職であり、庄屋や組頭、一般農民の生活を監視する任務を持ち、名

字帯刀を許されていた。照沼家が支配した村々は 10か村に及んだ（佐久間 2009：p118）
8 砂金 2011：pp7－10。
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は「招かれざる客」であった。しかし村の歳入の増加、無医村の解消、雇用の創出、商業

の発展など様々な利益がもたらされることが明らかになるにつれ、村松晴嵐荘は村の唯一

の「主要産業」として欠かすことのできない存在になっていった。

こうしてかつての寒村は、国策で設立された国立結核療養所に、財政、雇用、経済など

多方面にわたって依存するかたちで発展する契機を得た。そのきっかけは内務省及びその

意を受けた村長の主導で進められ、村民はそれを受け入れるという、閉じた合意形成構造

であったといえる 9。

３．結核療養所から原子力施設へ

３－１　原子力研究所の誘致

終戦後、結核の特効薬であるストレプトマイシンなどが輸入され化学療法がはじまると

結核患者の数は激減し、村松晴嵐荘の患者も次第に減少していった。

1955 年 3月に村松・石神両村が合併し新たに「東海村」が誕生した。しかし村発足前

後の社会増減は一貫して減少し続けた。その主たる原因が村松晴嵐荘の患者及び関係者の

減少であった 10。『茨城県史』には「（前略）晴嵐荘地区では約 400 人減ったが、これは国

立結核療養所村松晴嵐荘の入院患者の減少という特殊な事情によるものである」と記述さ

れている 11。それまで国立結核療養所を中心に発展してきた村のあり方は、東海村の発足

当初から岐路に立たされたのである。

同じ頃、政府内では新たなエネルギー政策の要として原子力を推進する動きが活発化し

ていた。1954 年 3月に原子力関係予算が国会で可決。翌 1955 年 11 月には「財団法人

原子力研究所（以下、原研）」が発足した 12。さらに同年 12月にはいわゆる「原子力三法」

が成立すると、原研は施設敷地の選定を開始した 13。

1956 年 1月時点での有力候補地は神奈川県横須賀市武山旧海兵団跡と群馬県高崎市外

白衣観音山一帯などであり、茨城県では阿見町の茨城大学農学部敷地と水戸郊外米空軍射

爆撃演習場が候補に挙がっていたが東海村は含まれていなかった。

9 砂金 2011：pp10－15。
10 東海村教育委員会編 1993：p42。
11 茨城県史編さん総合部会編 1972：p528。
12 原子力関連予算の成立から原研設立までの政界、官界、財界、科学界などの動きについては、吉岡 2011：pp69－

94 を参照。
13 土地収用委員会の選定過程の詳細については東海村史編さん委員会編 1992：pp775－820 に詳細に記述されてい

る。ほかに齊藤 2002：pp15－30、茨城新聞社編 2003：pp57－71 など参照。
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だが東海村初代村長であり、代々 「組頭14」 を務めた家柄出身の川崎義彦の 「ひらめき」

によって県に働きかけ、急遽原子力委員会の調査団の視察先として東海村村松地区が加え

られた。調査団は村松地区を「理想的」と評価し、有力候補地として浮上したことによ

り、県と村の誘致運動がにわかに活発化した。同年 2月、原子力委員会は横須賀市武山

を原研の敷地として決定し政府に答申した。だが 3月に入り政府は武山案の再検討を

原子力委員会に指示、政治問題化する 15。結局 4月に政府は武山案を不適当として原子力

委員会に差し戻し、原子力委員会は再検討の結果東海村村松地区を候補地に選定した。

こうした流れに対して東海村の村民たちはどのように見ていたのだろうか。当時は

1954 年の第五福竜丸事件をきっかけに国民の間に放射能の危険性に対する不安が広まっ

ていた時期であり、当初の決定先である武山では反対運動が起こっていた。だが東海村に

おいては反対の声はほとんどあがっていない。また建設に先立って私有地の買収、墓地移

転、入会権の制限などの懸案事項があったがこれらも問題なく解決している 16。

川崎村長らは「（原研を）村が積極的に受け入れることによって、東海村の将来の地域

開発につなげて行こう」と村のリーダーたちを説き伏せた。こうした説得が功を奏し、「村

長や村議会がいうのならば任せよう」という考えが大半の意見となった 17。候補地に選定

された直後の 1956 年 8 月に茨城大学が東海村の村民を対象に実施した世論調査による

と、「東海村に原子力研究所ができることになってあなたは喜んでいますか」という設問

に対し、「喜んでいる」と答えたのが 41.0％、「喜んでいない」と答えたのは 19.3％に過

ぎなかった 。そして「喜んでいる理由」としては、「交通の便がよくなる」「村の次男、

三男にとっては、就職問題が明るくなる」「村が繁栄する」などの意見があがっている 18。

３－２　村松晴嵐荘と原子力研究所の誘致の構造の比較

日本初の国立結核療養所である村松晴嵐荘と、日本初の原子力施設である日本原子力研

究所の誘致の構造を比較したのが表１である。

一寒村に過ぎなかった村松村は、村松晴嵐荘の開荘によって繁栄を享受した。そのきっ

14 組頭とは、水戸藩の農村支配の役職のひとつであり、横目付の下で実際の村政にあたった（東海村古文書を学ぶ会
編 2006：解題）。

15 背景には有力候補地だった高崎と武山が、原子力推進の超党派グループの中心だった中曽根康弘（自民党）と志村
茂治（社会党）それぞれの地盤だったことがある（東洋大学編 2005：p102）。

16 雨宮 2000：p82。
17 雨宮 2000：p82。
18 東海村教育委員会編 1958：p205。
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かけを作ったのが、横目付の家柄という伝統的権威と、村長という合法的権威とを併せ持っ

た照沼村長の存在だった。

やがて結核の特効薬が開発され、村松晴嵐荘の患者が激減したのとほぼ同時期に、東海

村は原子力研究所の誘致に成功する。大きな抵抗無しに受け入れがなされた背景には、か

つて村松晴嵐荘を受け入れ繁栄をもたらした成功体験が、原子力施設に対する村民の（と

りわけ旧村松村民の）抵抗感を減じ、その受け入れによってもたらされる受益を期待させ

る作用をもたらしたことが推測される。そしてそのきっかけを作ったのが、やはり組頭の

家柄という伝統的権威と、村長という合法的権威とを併せ持った川崎村長の存在だったの

である。

こうして東海村の繁栄は、結核療養所から原子力研究所にその対象を移行して存続する

こととなった。そしてその合意形成は、国や県などとのやりとりは村長を中心とする村行

政が一手に行い、地域コミュニティの住民たちは関与しないという、村松晴嵐荘の時と同

様の合意形成構造でなされたのだった。

３－３　原子力諸施設の建設と東海村の発展

表２にあるとおり東海村は原研誘致の後も次々と原子力発電所、研究所、事業所など原

子力関連施設を誘致した。

その結果いわゆる電源三法交付金や原子力関連施設からの固定資産税、都市計画税、法

人村民税などにより村の歳入は増加した。原研誘致後の東海村の人口及び財政の推移を示

したのが表３である。1955 年と 2015 年を比較してみると、人口は 3.25 倍、世帯は 7

倍にそれぞれ増加している。歳入も大幅に増え、1979 年度以降は不交付団体となってい

る。2015 年の財政力指数は 1.44 であり、これは全市区町村の中で 8番目に高い 19。

19 『e-Stat 政府統計の総合窓口』より。

　 村松晴嵐荘 原子力研究所
誘致の背景 産業のない寒村 晴嵐荘の患者減少
誘致した施設 日本初の国立結核療養所 日本初の原子力施設
中心人物 照沼信忠 川崎義彦
　・伝統的権威 「横目」の家系 「組頭」の家系
　・合法的権威 村長 村長
反対運動 なし ほとんどなし
用地買収など 一日で終了 短期間で終了

表１　ふたつの施設の誘致の構造の比較
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20

20 『東海村オフィシャルサイト』より。

1956 年 日本原子力研究所
（現・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　原子力科学研究所）

1957 年 日本原子力発電㈱東海発電所　※ 1998 年運転停止

1959 年 原子燃料公社 東海精錬所
※ 1967 年動力炉・核燃料開発事業団 東海事務所に改組
（現・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　核燃料サイクル工学研究所）

1960 年 科学技術庁放射線医学総合研究所　那珂湊支所東海施設　※ 2010 年廃止

1965 年 第一化学薬品㈱東海研究所
（現・積水メディカル㈱創薬支援事業部創薬支援センター）

1967 年 東京大学工学部付属　原子力工学研究施設
（現・東京大学大学院工学系研究科原子力専攻）

1971 年 日本電信電話㈱茨城研究開発センタ
※ 1999 年原子力研究中止、2002 年廃止

1972 年 三菱原子燃料㈱

1973 年 住友金属鉱山㈱原子力事業部東海試験所
（現・住友金属鉱山㈱　経営企画部グループ事業管理室事業センター）

1978 年 日本原子力発電㈱東海第二発電所　※ 2011 年より運転停止中

原子燃料工業㈱東海製造所
（現・原子燃料工業㈱　東海事業所）

1979 年 （財）核物質管理センター　保障措置分析所
（現・（公財）核物質管理センター　東海保障措置センター）

1980 年 日本核燃料コンバージョン㈱
（現・㈱ジェー・シー・オー　東海事業所）

1989 年 レーザー濃縮技術研究組合　東海濃縮実験所　※ 2005 年廃止

1990 年 ニュークリア・ディベロップメント㈱

1998 年 日本照射サービス㈱　東海センター

2008 年 大強度陽子加速器施設（J-PARC）

東海村史編さん委員会編 1992：p815、東海村 2016：pp39－55 をもとに筆者作成。

表２　東海村の原子力関連施設

　 人口 世帯 歳入 村税 固定資産税 村民税 財政力
指数

1955 年 11,583 1,880 35,470 19,018 10,025 5,328 -

1965 年 16,565 3,535 279,719 192,766 125,412 37,206 -

1975 年 25,151 6,270 2,647,828 1,135,409 650,675 332,788 0.78

1985 年 31,065 9,147 8,473,690 6,277,789 3,761,284 1,855,601 1.84

1997 年 33,168 11,321 14,889,912 10,317,972 6,189,622 3,196,560 1.52

2005 年 35,450 12,873 17,340,404 12,996,902 9,866,593 2,090,881 1.89

2015 年 37,716 14,476 20,736,320 12,460,083 8,752,457 2,730,042 1.44

東海村 2016：pp2 － 4、及び、「平成 27 年度東海村一般会計決算の概況 20」を基に筆者作成。
人口と世帯は実数。歳入・村税・固定資産税・村民税は千円単位。
なお引用した資料に 1995 年データが記載されていないため、1997 年のデータを用いた。

表３　東海村の人口と財政の推移（1955 年～ 2015 年）
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こうした豊富な財源によって、道路や公共施設などのインフラも整備され、東海村は日

本でも有数の豊かな村として発展していく21。原子力施設の誘致の主体となったのは川崎、

根本時之介、須藤富雄の歴代村長や村議会議員たちであり、地域住民は合意形成にほとん

ど関与せず恩恵を享受するだけだったという 22。こうした閉じた合意形成により、東海村

は発展していった。

４．ふたつの原子力事故と民意を吸い上げる制度の創設

４－１　相次ぐ事故と村上達也村長の就任

ところが 1990 年代後半に東海村で原子力事故が相次いで発生し、原子力をめぐるあり

方に変化の兆しがあらわれる。

1997 年 3月 11 日、動力炉・核燃料開発事業団のアスファルト固化処理施設で火災が

発生し 10時間後爆発。放射能閉じ込め機能を喪失する事故が発生した。これにより従業

員 37名が被ばくし、施設外部に微量の放射性物質が放出された 23。

また 1999 年 9月 30 日には、ジェー・シー・オー東海事業所の転換試験棟で臨界事故

が発生。従業員 3名が重篤な被ばくをし（うち 2名死亡）、周辺住民らも 663 名が被ば

くした。半径 10km圏内の住民約 31万人に屋内避難要請が出されたほか、村長の独断で

半径 350m圏内の住民約 150 名が避難する事態となった 24。

これらの事故はそれまで原子力の恩恵を享受していた東海村民に安全性への疑問と不安

を抱かせる契機となり、従来の閉じた合意形成ではそれを払拭することが難しい状況を生

んだ。そんな中 1998 年 9月に就任した村上達也村長は「安全重視」「地域コミュニティ

重視」を打ち出し 25、民意を吸い上げて村政に取り入れるための制度を次々と制定した。

４－２　民意を吸い上げるための制度

この時期に制定された「民意を吸い上げるための制度」のうち本稿では 3つを取り上

げる。

21 原子力諸施設が東海村にもたらす経済や財政などに及ぼす影響については、渥美 2015 を参照。
22 筆者によるヒアリング調査より。複数の東海村関係者、及び東海村民が同様の証言を行っている。
23 茨城県生活安全部原子力安全対策課編 2007：pp139－151。なおこの事故は国際原子力事象評価尺度（INES）に

おいて「レベル 3（重大な異常事象）」に分類されている。
24 茨城県生活安全部原子力安全対策課編 2007：pp152－167。なおこの事故は INESにおいて「レベル 4（事業所外

への大きなリスクを伴わない事故）」に分類されている。
25 『広報とうかい』第 654 号：pp2－3。
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⑴　村政懇談会 26

「村政懇談会」は、村上村長就任の 8か月後、ジェー・シー・オー事故の 4か月前の

1999 年 5月から始まった。この制度はふたつに分けられる。第一に「学区別村政懇談会」

である。これは年1回6小学校区ごとに各コミュニティセンターを会場として開催される。

村長はじめ村の執行部が出席し、村長による施政運営方針の説明のほか会場から自由に意

見を受け付け執行部が回答する。もうひとつが 2003 年から始まった「ミニ村政懇談会」

である。これは村民または村内に在学在勤の５人以上で構成された団体の申請を受け役場

職員が出向いて開催される。いずれの村政懇談会も行政と地域コミュニティが「開かれた

場」で意見交換することで民意を村政に反映させる制度である。

⑵　東海村第 4次総合計画 27

東海村第4次総合計画はジェー・シー・オー事故直後の1999年9月に策定が開始された。

第 3次計画までは役場職員によって素案が作られたが、第 4次計画の素案策定に関わる

役場職員は 12 人にとどまり、村内 6地区から計 120 人が地区委員として素案策定に参

画した。また基本計画とは別に 6地区ごとの「地区別計画」が策定された。地区別計画

のうち全村的な課題は基本計画に反映され、行政との連携が必要な施策は村の諸計画で取

り組むことが定められた。また行政の支援が必要な施策は「まちづくり推進室」が支援す

る体制が取られた。

⑶　自治会制度 28

2006 年 4月からは区長制度から自治会制度に移行した。それまでの区長制では行政の

下に区長が、その下に複数の組長が位置づけられた上意下達型の組織であり、閉じた合意

形成の結果を村民に伝達する側面が強かった。自治会制度ではそれが改められ、自治会長

を中心に自治会役員、各種団体の代表者など多様なアクターが地域の運営に参画する仕組

みが整えられた。また自治会の中で議論された様々な課題に対する意見を行政が吸い上げ、

政策に反映させることを目指した。また安全・福祉対策など広域にまたがった課題解決の

ために小学校区単位の「地区自治会」を創設が創設された。

26 『広報とうかい』第 639 号：p2、「村政懇談会について／これまでの村政懇談会開催結果報告」『東海村オフィシャ
ルサイト』より。

27 『広報とうかい』第 652 号 pp2－3、東海村 2001：p3。
28 『広報とうかい』第 733 号 pp2－3。
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４－３　民意を吸い上げる制度の成果と限界

これら「民意を吸い上げる」ための諸制度は、従来の閉じた合意形成から開かれた合意

形成への転換を目指すものであったといえる。これらの制度の成果として住民ニーズの高

い教育や福祉分野の政策が充実していった。例を挙げると、小中学校の任期付村費教職員

を採用することで村独自の少人数学級編成を実現した。また茨城県医療福祉費支給制度

に村独自制度を組み合わせることで 0歳から中学 3年生までの外来医療費が実質的に無

料となった。高齢者福祉の分野では介護保険在宅サービス利用料の 7割を助成するほか、

毎食型配食サービス事業、独居高齢者に乳酸菌飲料を週 3回配達することで安否確認や

孤独感の解消を目指す愛の定期便など村独自の事業が実施されている 29。

しかしこれらの諸制度の導入の契機となった原子力分野については「民意の吸い上げ」

が十分に機能したとは言えない。第 4次総合計画は素案にはなかった「原子力と共存共

栄をはかる」という文言を盛り込む修正動議が村議会で可決された 30。また村政懇談会で

住民から原子力についての話題にのぼることはほとんどなかった。「開かれた場」で原子

力を語ることの抵抗感が住民の間であったようである 31。また自治会制度においても従来

の上位下達機能は維持された。東海村の根幹ともいうべき原子力の分野においては、閉じ

た合意形成構造が維持されたのである 32。

５．福島第一原発事故後の「複雑化」

５－１　福島第一原子力発電所事故

東海村の原子力諸施設をめぐる環境が決定的に変わったのが、福島第一原子力発電所（以

下、福島第一原発）の事故である。

2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災の本震）による

地震動と津波の影響により福島第一原発が炉心溶解を起こし放射性物質が放出された。

29 これらの施策については、東海村 2013、『東海村オフィシャルサイト』などを参照した。
30 渋谷 2013：p19。
31 福島第一原発事故後に石神地区で開かれた村政懇談会（2011 年 7月 8日）において村上村長は「（東海第二原発

の再開について）あとは住民の皆さんの意思なのですが、そのことをキャッチするのはなかなか難しいです。今回
の村政懇談会でも原発についてたくさんの意見が出るかと思っていたのですが、東海村はなかなか出てきません。
やはりしゃべりづらいということがあるのでしょうか」と発言している（「平成 23年度村政懇談会開催結果及びそ
の後の進捗状況について」『東海村オフィシャルサイト』）。また筆者がヒアリングした複数の村民が同様の意見を
述べている。

32 ここに挙げた公的な制度のほかに、この時期に設立された注目すべきものとしては、NPO法人 HSEリスク・シー
キューブが挙げられる。同団体はふたつの事故後、リスク・コミュニケーションを実践するための、原子力安全・
保安院の提案公募型プロジェクトとして始動した。プロジェクト終了後、この活動を継続のために設立された。現
在にいたるまで活動を行っている（NPO法人 HSEリスク・シーキューブ編 2015）。
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福島第一原発から半径 20km圏内の地域（大熊町・富岡町・双葉町・浪江町の全域、及

び南相馬市・田村市・楢葉町・川内町の一部）及び事故当時風により放射性物質が飛散し

た北西方向の地域（飯館村・葛尾村の全域、川俣町の一部）に避難指示が出され約 15万

5000 人が避難した。2019 年 7 月現在も、4万 2480 人が福島県内外で避難生活を続け

ている 33。国際原子力事象評価尺度（INES）において最悪の「レベル 7（深刻な事故）」に

分類される極めて深刻な原子力事故である。

この事故の後の 2011 年 8 月 2日、東海村の村上達也村長は、村内で開かれた日本原

子力学会のシンポジウムで「脱原発の思想、理念に市民権を与え、国民全体で考える時

が来たと思う」「地震多発列島に 54 基の原発を抱え平然としていたことは、正気の沙汰

ではない。日本の社会風土の中で、原発を持つことは危険が大きすぎるので、やめるべき

だと思う」と発言し、原発立地自治体の首長として初めて「脱原発」の考えを明らかにし

た 34。またジェー・シー・オー事故から 12年目となる 9月 30日には、村役場の朝礼にお

ける職員訓示で改めて「脱原発」を表明した 35。ただし後述するように、「脱原発」ではあっ

ても「脱原子力」ではない点に注意が必要である。

５－２　福島第一原発事故の東海村及び周辺自治体への影響

福島第一原発事故は東海村やその周辺自治体の住民意識に大きな変化をもたらした。

表４は東海村が実施してきた「原子力についての村民意識調査」の結果である。実施年

によって質問項目が異なっている点に注意が必要であるが、「安全だと思う」は概ね 10%

台、「まあまあ安全だと思う」は 30% 前後で推移していたのが、福島第一原発事故後の

2015 年はそれぞれ 8.9% と 23.3% に減少している。「少し危険だと思う」は 24.9% とそ

れまでと大きく変わらないが、「危険である」は 33.6% と増加し、すべての項目中でも最

も割合が高い。

33 「平成 23年東北地方太平洋沖地震による被害状況速報（第 1756 報）」『ふくしま復興ステーション　復興情報ポー
タルサイト』。

34 『朝日新聞』2011 年 8月 3日。
35 『茨城新聞』2011 年 10 月 1日。
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36

福島第一原発事故前後の東海村民及び周辺自治体の住民の意識の変化をさらに精緻に分

析したのが渋谷による研究である 37。渋谷は 2010 年、2011 年、2012 年に実施した東海

村及び周辺自治体（日立市南部、那珂市、ひたちなか市）の住民に対する質問紙調査をも

とに、福島第一原発事故前後の原子力政策をめぐる政治的争点と住民意識の変化について

分析した。渋谷は多変量解析を用いて、原子力政策に対する態度を「成長・原子力肯定派」

「原発問題中立派」「原発問題不安派」「脱成長・脱原発派」の 4グループに分類した（表５）。

そして 2010 年の段階ではいずれの自治体の住民も「成長・原子力肯定派」が多数を占め

ていたが、福島第一原発事故後は周辺自治体においては「脱成長・脱原発派」と「原発問

題不安派」が過半数を占めるようになったこと、東海村においては「成長・原子力肯定派」

が 26.2% と依然として最も多いものの、「原発問題中立派」が 25.2%、「原発問題不安派」

が 23.3%、「脱成長・脱原発派」が 25.2% といずれも僅差で並んでおり、原子力に対する

村民意識が多様化していることを明らかにした。

36 なお 1956 年から 1973 年までの選択肢は「不安を感じない」「少し不安である」「不安である」「わからない」だが、
図表では 1980 年以降の選択肢に合わるかたちで文言を変更している。また「特に気にしていない」は 2015 年調
査にのみある選択肢である。

37 渋谷 2013。

　 1956 年 1968 年 1973 年 1980 年 1985 年

安全だと思う 4.0 29.6 18.0 11.2 17.8

まあまあ安全だと思う - - - 31.1 33.4

少し危険だと思う 53.2 40.2 41.8 24.2 25.1

危険だと思う 20.4 22.9 33.9 24.1 17.3

特に気にしていない - - - - -

わからない 21.9 5.2 5.3 8.7 6.4

無回答 0.0 2.1 1.9 0.7 0.0

　 1990 年 1995 年 1999 年 2009 年 2015 年

安全だと思う 18.3 17.8 11.0 15.6 8.9

まあまあ安全だと思う 29.9 33.5 32.6 34.5 23.3

少し危険だと思う 24.4 23.4 26.3 25.7 24.9

危険だと思う 21.5 16.0 25.8 19.7 33.6

特に気にしていない - - - - 5.4

わからない 4.4 6.3 4.0 4.4 4.0

無回答 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0

東海村 1996、東海村 2015 をもとに筆者作成 35。

表４　原子力の安全性に対する村民意識の変化
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これまで論じてきたように、東海村の原子力諸施設をめぐる決定は、閉じた合意形成構

造によって維持されてきた。だが福島第一原発事故後は原子力に対する村民意識が多様化

していることに加え、周辺自治体の住民も原子力施設とりわけ原発の問題を「我が事」と

して捉え不安視する意見が増大している。こうした状況においては、従来の閉じた合意形

成構造では、その正当性を担保することはもはや難しい。東海村民だけでなく周辺自治体

（及びその住民）に開かれた合意形成のあり方が問われるようになってきているのである。

５－３　TOKAI サイエンスタウン構想 38

福島第一原発事故後の東海村の原子力政策として、「TOKAIサイエンスタウン構想」を

取り上げる。

TOKAIサイエンスタウン構想は東海村第 5次総合計画（2011 年策定）に盛り込まれ

ていた「原子力センター構想」を、福島第一原発事故を受けて修正し、2012 年 12 月に

公表された。この構想は「はじめに」で「東海村にとって原子力は主たる個性のひとつ」

「東海村のまちづくりを考える時、原子力を抜きにしてその将来像を描くことはできない」

としたうえで、「しかし、これまで東海村は原子力自体の政策的な方向性は国主導で検討

すべきものとして地域の原子力に関する総合的な将来ビジョンをほとんど示して」こな

38 東海村 2012。

表５　東海村及び周辺自治体の住民意識の変化

　 　 脱成長・
脱原発派

原発問題
不安派

原発問題
中立派

成長・原子力
肯定派

2010 年 東海村 5.6 12.2 38.1 44.1

日立市 6.5 22.4 33.7 37.4

那珂市 6.2 25.1 27.8 41.0

ひたちなか市 22.5 24.3 32.8 34.4

2011 年 東海村 17.2 27.4 28.4 27.0

日立市 18.3 32.0 24.6 25.0

那珂市 32.3 27.3 20.2 20.2

ひたちなか市 26.2 33.7 17.2 22.9

2012 年 東海村 25.2 23.3 25.2 26.2

日立市 27.6 26.8 23.6 22.0

那珂市 30.1 30.1 23.6 16.2

ひたちなか市 26.5 32.8 26.1 14.7

渋谷 2013 をもとに筆者作成。
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かったとする。そのうえで「この地域において目指すべき原子力の将来像と、その原子力

と地域社会が調和したまちづくりの将来像」として、①最先端の原子力科学や原子力基

礎・基盤研究とその産業利用・医療利用、②原子力の安全など課題解決の先導、③社会

科学・政策分野の知を集約し研究・提言、④国際的に活躍できる原子力人材の育成を

謳っている。つまり（原発ではなく）2008 年に供用を開始した大強度陽子加速器施設

J-PARCを中心とする原子力の研究分野に主軸を置いたまちづくりを目指すものである。

これは「脱原発」に転じた村上達也村長の意向の反映であるとともに 39、前節で検討した

村民意識の多様化に配慮したものであるといえる。この構想に対しては「原子力科学と

いう新しい分野を隠れ蓑にしているに過ぎない」という批判もあるが 40、東海村の発展の

礎となってきた原子力と、村上村長の掲げる「脱原発」を両立させるための選択であった

といえよう。

５－４　東海第二原発の再稼働問題

⑴　再稼働までのプロセス

福島第一原子力事故後、東海村及びその周辺自治体において注目されているのが、東海

第二発電所（以下、東海第二原発）の再稼働の是非をめぐる動きである。

東海第二原発は 1978 年 11 月に運転営業を開始した日本原子力発電（以下、原電）の

原子力発電所である。2011 年 3月の東日本大震災で自動停止し、2019 年 8月現在も停

止中である。その後、原電は再稼働に必要な様々な手続きを進め、2019 年 2月には再稼

働を目指すことを茨城県知事と東海村長に正式に伝達した 41。

東海第二原発が再稼働するためには、原電は以下の 4つを達成する必要がある。

①原子力規制委員会が定めた新基準適合審査を受け許可を得ること

②安全対策設備の詳細設計をまとめた工事計画の認可を受けること

③原則 40年と定められた運転期限を超えて延長運転を行う認可を受けること

④原子力安全協定に基づき、「地元」自治体の同意を得ること

①～③は福島第一原発事故後に法律で義務付けられた手続きであり、審査及び許可・認

可は原子力規制委員会が行う。④は福島第一原発事故前から存在する制度であり、法的根

39 村上村長は「脱原発を目指す首長会議」に設立呼びかけ人になっている。村上・神保 2013。
40 相沢 2017：pp213－215。
41 『茨城新聞』2019 年 2月 23日。
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拠のないいわゆる「紳士協定」であるが、不可欠なプロセスであるとされている。これら

のうち、①は 2018 年 9 月 26 日に、②は 2018 年 10 月 18 日に、③も運転期限を迎え

る直前の 2018 年 11 月 7日に達成した。残るは④のみだが、2019 年 9月現在も「地元」

の同意を得るめどは立っていない。背景には、東海第二原発から半径 30キロ圏内の各自

治体に定められた、広域避難計画の策定が遅れていることに加え、東海第二原発をめぐる

合意形成構造の変化がある。

⑵　「地元」自治体の拡大

1974 年に原電と締結された原子力安全協定において、再稼働に際して同意を得ること

が必要とされる自治体（いわゆる「拒否権」を持つ自治体）は茨城県と東海村のみだった。

しかし福島第一原発後、東海第二原発の周辺自治体も「拒否権」を求めるようになった。

2012 年 2月、東海村、及び隣接する日立市、ひたちなか市、那珂市、常陸太田市、水戸

市の 6市村で「原子力所在地域首長懇談会」（座長・村上達也東海村長、2013 年 9月以

降は山田修村長）が結成され、東海第二原発について連携して対処することが合意され

た 42。同懇談会は原子力安全協定における5市の権限を拡大する要求書を原電に繰り返し

提出 43。原電側は当初難色を示したものの、2018 年 3月に「6市村のうち 1自治体でも拒

否すれば再稼働は認められない」とする「実質的な事前了解権」を盛り込んだ、新しい安

全協定を締結した 44。だがのちに原電側から「拒否権なんて言葉は新協定のどこにもない」

という発言があり、6市村の抗議により訂正するなど、新協定の解釈をめぐる食い違いは

依然として続いている 45。

また同懇談会とは別に、2014 年 12 月には、東海第二原発から半径 30 キロ圏内の緊

急時防護措置区域（UPZ）の自治体など15市町村が「東海第二発電所安全対策首長会議」（座

長・高橋靖水戸市長）を発足させた 46。安全協定の締結対象範囲を構成 15自治体全てに拡

大する、原発から原則 20キロ圏内の自治体の権限を所在自治体並みに引き上げる、運転

再開の可否判断などで意見を述べる権限の確保を図る、などを原電に求めている。2019

42 「東海第二発電所安全対策首長会議について」『水戸市オフィシャルサイト』。
43 『茨城新聞』2017 年 2月 10日。
44 『茨城新聞』2018 年 3月 10 日。なお「実質的な事前了解権」が周辺自治体にも拡大されたことについて、山田村

長は「立地の東海村も周辺自治体と足並みをそろえて権限拡大を要求してきた点が他県とは決定的に違う。よそは
立地が声を上げていない」と発言している（『茨城新聞』2018 年 4月 11 日）。この発言は極めて興味深いが、詳
細な検討は次稿に譲りたい。

45 『茨城新聞』2019 年 1月 11日。
46 『茨城新聞』2014 年 12 月 4日。
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年 2月には、「事前了解権」（拒否権）は含まれないが、周辺８市町が東海第二原発の事

業計画や定期点検に意見できるなどの権限を持つ協定が原電と結ばれた 47。

⑶　6市村における再稼働をめぐる動き

原子力所在地域首長懇談会や東海第二発電所安全対策首長会議は、関係自治体間の、あ

るいは関係自治体と原電の意見交換の場であり、東海第二原発の再稼働の是非を決定する

場ではない。再稼働に同意するか否かは（「実質的な事前了解権」の定義づけがあいまい

ではあるものの）、各自治体に、とりわけ原子力所在地域首長懇談会を構成する 6市村に

あると考えてよいだろう。以下、同懇談会を構成する6市村のこれまでの動きを概略する。

①　東海村

福島第一原発事故後、村上達也村長は明確に「脱原発」を宣言したが、村議会は再稼働

推進派と反対派に二分された 48。2013年 5月、村議会の原子力問題調査特別委員会は東海

第 2原発の廃炉や再稼働中止を求める 3件と、東海第 2原発や原子力施設の安全性向上

を求める 1件の請願 4件を、1年間の審議の末に不採択した 49。

同年実施予定の村長選も推進派と反対派に二分されることが予想された。だが村上村長

は高齢と多選を理由に引退を表明。副村長で茨城県から出向中だった山田修氏を後継指名

した 50。出馬に際し山田氏は、東海第二原発について「あくまで私は真ん中。ニュートラ

ルな位置で意見を聞くというスタンスで、真っさらなところから始めたい」と述べた 51。9

月８日の村長選では、村上前村長の支持者や再稼働推進派などから幅広い得票を得た山田

氏が、再稼働反対派の擁立した共産党推薦候補者を破り、初当選した 52。

山田修村長は所信表明の中で、東海第二原発の再稼働の是非について、改めて「中立

の立場でいろいろな意見を吸い上げ任期中に判断する」とした 53。しかし 2期目の立候補

を表明した 2017 年 3 月の村議会では、村の広域避難計画が策定中であり、東海第 2の

適合性審査も終わっていないことを挙げて、「現在はまだ判断できる状態ではない」とし

47 『茨城新聞』2019 年 2月 16日。
48 村上村長は、村議会内の勢力図について、「原発推進派が 10人、廃炉派が 8人、中間が 2人」と語っている（村上・

神保 2013：p119）。
49 『茨城新聞』2013 年５月 15日。なお６月の定例議会でも再度不採択となった。
50 『茨城新聞』2013 年 7月 25日。
51 『茨城新聞』2013 年８月２日。
52 『茨城新聞』2013 年９月 10日。
53 『茨城新聞』2013 年 11 月 19日。
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た 54。その後無投票で再選された山田村長は、2018 年 10 月、再稼働に反対する市民団体

と村役場で面会し、再稼働判断の合意形成について「当然、協議をしていく中で最終的に

は６自治体の理解を得なければ前へ進めない」との認識を示した。しかし再稼働是非の判

断時期については「まだ住民の意見をくみ取れていないので、いつとは言えない」と明言

を避けている 55。

②　那珂市

那珂市は 2015 年 11 月に、海野徹市長が常設型の市民投票条例の制定を目指したもの

の、市議会で否決された 56。その後、2017 年 1月に実施した市民アンケートに東海第二原

発の再稼働についての意見を問う項目を入れ、「反対」が 41.6%、「どちらかといえば反対」

が 23.2% を占めた 57。この結果を受け、海野市長は「事故が起きれば大きな被害をもたら

す。市民の命を守るのが行政の最大の使命だ」と述べ、周辺自治体の首長としては初めて

再稼働に反対する意向を明らかにした 58。しかし海野氏は 2019 年 1月の市長選に出馬せ

ず 59、無投票で新たに就任した先﨑光市長は、「市民の意向を大事にして、６市村の枠組み

で議論を深め慎重に判断したい」「一人で走らず、白紙から考えないとならない」と発言

した 60。

③　ひたちなか市

ひたちなか市の本間源基市長は、2012 年 3月定例市議会において「（広域避難計画を）

計画すること自体、現実的ではない」と発言した。また同年 4月の原子力所在地首長懇

談会の終了後には、「（避難）計画ができない以上、再稼働を認めることができない」と

発言した 61。また同市は、2016 年 3月策定の第 3次総合計画において「原子力防災対策」

を盛り込んだ 62。2018年にそれまで4期務めた本間市長が引退し、新たに就任した大谷明

市長は「実効性のある避難計画を含め、市民の安全が確保されない限り、再稼働はできな

いものと認識している」と前市長の姿勢を踏襲している 63。

54 『茨城新聞』2017 年 3月 10日。
55 『茨城新聞』2019 年 10 月 24日。
56 『平成２７年第４回那珂市議会定例会会議議事録』pp118－119
57 「平成 28年度 市民アンケート結果」『那珂市オフィシャルサイト』。
58 『茨城新聞』2017 年 10 月 23日。
59 その後海野氏は「再稼働反対」を掲げ 2019 年 7月の参議院選挙通常選挙に立候補したが落選した。
60 『茨城新聞』2019 年 1月 28日。
61 『茨城新聞』2012 年 6月 8日
62 ひたちなか市 2016。
63 『茨城新聞』2019 年 2月 23日。
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④　常陸太田市

常陸太田市は 2018 年 2 月に原子力所在地域首長懇談会の構成 6市村では最初に広域

避難計画を策定した 64。2018 年 10 月には大久保太一市長が定例記者会見で「一つの自治

体でも反対のところがあれば、再稼働はしないというのが協定の持つ原則の意味だと思っ

ている」との認識を示した 65。また広域避難計画の実効性を高めるために2019年 10月に

市民アンケートを実施する準備を進めている 66。

⑤　水戸市

水戸市は 2018 年 8月に市民や有識者らで構成する「原子力防災対策会議」を発足させ

た 67。同会議について高橋靖市長は「会議は（東海第二の）再稼働の是非を判断する場で

はない」とし、意見は集約せずに市の最終判断に反映させていくとしている 68。これまで

3回開催され、原電に対する質疑応答などがなされている。また高橋市長は再稼働の判断

材料として「相当数のサンプル」による市民アンケートの実施を表明し、「実効性ある避

難計画や市民理解が得られない限り、再稼働は絶対に認めない」と発言している 69。

⑥　日立市

日立市は 2019 年 6月に市民や有識者ら 22人で構成する「原子力安全対策懇談会」を

発足させた。懇談会として再稼働の是非について意見集約することはせず、小川春樹市長

が再稼働の是非を判断する際の参考意見を聴取する場と位置づけられている 70。また小川

市長はコミュニティの代表者と意見交換する市政懇談会の席上、「市民の安全が第一。広

域避難計画がしっかりできないと再稼働にはなかなか結び付かないと考えている」と発言

している 71。

以上のように、東海第二原発の再稼働をめぐる合意形成は、従来の閉じたものから、東

海村民や周辺自治体も含めた開かれたものへと移行しつつあるように思われる。東海村の

原子力諸施設は、もはや東海村だけの問題ではない。しかし、それゆえに合意形成構造は

「複雑化」し、合意形成を難しくしているように思われる。

64 常陸太田市 2018。なお 2019 年 8月現在、対象となる 14市町村のうち避難計画の策定を終えているのは、常陸
太田市、笠間市、常陸大宮市の 3市のみである。

65 『茨城新聞』2018 年 10 月 10日。
66 『茨城新聞』2019 年 7月 23日。
67 「水戸市原子力防災対策会議について」『水戸市オフィシャルサイト』。
68 『茨城新聞』2018 年 8月 23日。
69 『茨城新聞』2019 年 3月 12日。
70 『茨城新聞』2019 年 6月 5日。
71 『茨城新聞』2019 年 7月 27日。
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６．考察と結論

６－１　本稿のまとめ

東海村の発展は、1935 年に全国初の国立結核療養所「村松晴嵐荘」が開荘したことに

はじまり、1950 年代以後はその対象を原子力施設に替えて、さらに加速していった。そ

れは歴代の村長や村議会議員、その背後の国や県による閉じた合意形成の下に実施され、

村民はそれを享受するというシステムであった。

1997 年と 1999 年に相次いだ原子力事故により、こうしたシステムだけでは原子力へ

の不安を払拭することが難しくなると、「民意を吸い上げる」ための諸制度が整備された。

これは開かれた合意形成を志向したものであったと言える。その成果として住民ニーズの

高い教育・福祉政策の分野の充実がはかられたが、原子力政策の分野については「民意を

吸い上げる」諸制度が機能せず、従来の閉じた合意形成構造が維持された。

2011 年の福島第一原発事故は、こうした原子力諸施設をめぐる合意形成のあり方に決

定的な変化をもたらした。それまで原子力による恩恵を享受するだけだった東海村民の意

識が多様化したこと、また東海村の周辺自治体やその住民も東海村の原子力に無関心では

なくなったことは、従来の閉じた合意形成のあり方に修正を迫るものである。周辺 6市

村による原子力所在地域首長懇談会や、UPZ区域内 15市町村による東海第二発電所安全

対策首長会議は、自治体の枠を超えた開かれた合意形成のための取り組みのひとつである

といえるだろう。また東海村や周辺自治体の内部においても、住民らを巻き込んだ、開か

れた合意形成を広げる動きが始まっている 72。一方で、開かれた合意形成を志向せざるを

得なくなったことが、多種多様なアクターの利害を交錯させ、合意形成そのものを難しく

していることも事実である。

６－２　考察と残された諸課題

本稿を閉じるにあたり、本稿で十分に議論できなかった課題について若干の考察を加

え、今後の研究につなげたい。

⑴「開かれた合意形成」をめぐる諸問題

東海村の原子力諸施設をめぐる合意形成構造は、当初は「閉じた」ものだったが、二度

72 2012 年に制定された東海村自治基本条例はそうした模索のひとつと言ってよい。現在、同条例にもとづいて設置
された推進委員会を中心に地区自治会の見直しや行政協力員制度の廃止などが検討されている（「『東海村自治基本
条例推進委員会』の開催状況について」『東海村オフィシャルサイト』）。
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の原子力事故や福島原発事故を経て、「開かれたもの」に変容しつつある。こうした変容は、

立地地域に住む住民や周辺自治体も含んだ原子力リスク・ガバナンスを推進するものとし

て評価することもできるだろう 73。一方で、以下のふたつの問題もまた指摘されなければ

ならない。

第一に、「開かれた合意形成」を担保する制度のうち、原子力所在地首長懇談会のよう

な自治体間連携組織が、代議制民主主義の原則とどう整合するのか、という問題である。

木寺は、「自治体間連携に関すれば、地方自治法に基づかない相互交流のようなものには、

議会などそれ単独のための民主的統制装置が実装されることがない」ゆえに、エージェ

ンシースラック問題が、通常の自治体議会以上に生じさせる可能性があると指摘してい

る 74。言い換えれば、住民の目の届きにくい原子力所在地首長懇談会などにおいて 75、様々

な合意形成がなされることが、はたして代議制民主主義の原則と合致するのかについては、

慎重な議論が必要であろう。またこれは、市長から諮問を受けた市民代表や有識者らが、

やはり非公開で開催する原子力防災対策会議（水戸市）なども同様であろう 76。

第二に、原子力に関する住民の声、とりわけ、表 5における「原子力肯定派」でも

「脱原発派」でもないサイレント・マジョリティの意見をつかむことの困難さの問題であ

る 77。前述のとおり、周辺 6市村の首長は「住民から広く意見を聞く」ことを強調するが、

その具体的手続きは進んでいない。那珂市以外の市村は市民アンケートも未実施であり、

唯一市民アンケートを実施した那珂市においても、常設型の住民投票条例案は議会で否決

された。

第三に、「開かれた合意形成構造」になればなるほど、決定には時間がかかる、という

問題である。言い換えれば、東海村の原子力という政策問題は、限りなく悪構造に近づい

ていると言ってよい 78。東海第二原発ひとつをとっても、再稼働か廃炉かという二択を決

められない状況が続いている。無論、時間をかけて十分に議論することは重要であるが、

73 原子力立地地域の各アクターによるリスク・ガバナンスの構築と限界ついては、菅原・土屋（2015）に詳しい。ただし、
福島原発事故前の分析にとどまっている。

74 木寺 2015：pp82－83。なおエージェンシースラックとは、本人が効果的に代理人を監視できないことにより発生
する諸問題のことである。

75 原子力所在地首長懇談会は原則非公開で実施されている。
76 前述のように、高橋水戸市長が「会議は（東海第二の）再稼働の是非を判断する場ではない」と強調しているのは、

この問題を踏まえてのことだと推測される。
77 注 32 参照。
78 悪構造について、宮川は「悪構造の問題においては、多数の異なる意思決定者が関わる。彼らの間では価値観の違

いは必ずしも明確ではなく、競合する目標間で一貫した順位づけは不可能であり、さらにはコンフリクトが存在す
る」と論じている。詳細は宮川 1994：pp216－217 を参照。
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再稼働をめぐる手続き上のタイムリミットを迎え、なし崩し的に結論を出さざるを得ない

状況に追い込まれる可能性もある。

⑵　「原発依存」とは異なる概念の構築の必要性

原発を次々と誘致することで、雇用と補助金を獲得する地域の構図のことを、一般的に

は「原発依存」と呼ぶ。しかし本稿で概略した通り、少なくとも東海村については、原発

依存という言葉はふたつの意味で当てはまらない。

第一に、渥美も指摘する通り、「東海村の特徴は、研究機関、民間企業等、原発以外の

原子力関係事業所が集中していること」にあり、「東海村の経済を『原発』だけで理解す

ることは正確でない」からである 79。

第二に、東海村の「依存」の構造は、原子力から始まったわけではない。全国初の国立

結核療養所が設立されたことがきっかけであり、結核療養所の衰退後は、依存の対象を原

子力諸施設にシフトし、さらなる発展を遂げた。福島原発事故後は、原発以外の原子力諸

施設（とりわけ J-PARC）にその対象を移そうと模索している。こうした、行政が設立し

た（あるいは行政が設立を主導した）特定の施設が、立地する地域に雇用や税収の増加、

それらに付随する様々な恩恵をもたらし、その地域の政治、経済、社会、財政などに多方

面にわたり大きな影響を及ぼしている状況のことを、筆者は「公助依存」と定義したいと

考えているが、その詳細については別途議論が必要であろう。

⑶　「NIMBY」概念の再検討の必要性

原発は NIMBY（not in backyard）の典型のひとつとして位置づけられてきた 80。しかし、

NIMBYの定義を「いわゆる迷惑施設の立地に際しては、受苦圏に入る立地地域の人々（立

地地域少数者）と、受益圏に入る広範な人々（域外多数者）との間で、利害の不均衡が発

生する」とするならば 81、本稿の議論を踏まえる限り、原子力施設は（福島第一原発後は

特に）従来の NIMBYの概念では捉えきれない性質を有するように思われる。

第一に、東海村の原子力諸施設は、これから立地するわけではなく、すでにある物であ

る。立地をめぐる合意形成を第一ラウンドとするならば、存続か廃止かをめぐる合意形成

79 渥美 2015：p114。
80 清水 1999：pp107－192、Lesbiel 1998 など。
81 野波ほか 2016：p23。
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は第二ラウンドであるといえる。

第二に、東海第二原発に論点をしぼれば、受益圏に入るのは立地地域の人々（立地地域

少数者）であり、受苦圏に入るのは立地地域も含めた広範な人々（立地地域少数者と域外

多数者）と捉えることも可能である。つまり受益圏と受苦圏の立場が逆転しているのであ

る。こうした従来の NIMBYの定義との乖離は、①日本の原子力（特に原発）の固有性に

由来する側面と、②福島第一原発事故後のパラダイム・シフトによる側面、のふたつがあ

るように思われる。

この問題についても、本稿では論点を指摘するにとどめ、詳細な議論は別稿に譲りたい。
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Abstract

This paper explores the history of the Hitachi Corporation’s outsourcing policy with the aim 

of understanding the development of regional industrial accumulation in the Hitachi area of 

northern Ibaraki Prefecture, an area where SMEs that outsource manufacturing have developed 

through reliance on the business from subordinating factories of Hitachi, Ltd. Since it has 

long been argued that the realization of such SME’s independence through unique technology 

and business internationalization is quite important, we focus on the historical development 

of Hitachi’s outsourcing policy, which has supported the incubation and development of such 

SME’s technological competence and management skills.

１．はじめに

２．先行研究の確認

　⑴　日立製作所と中小企業の関係史に関する先行研究

　⑵　日立製作所各工場の中小企業との関係に関する先行研究

３．分析枠組みの設定

４．戦前・戦中における日立製作所と外注の関係

５．戦後～高度成長期における日立製作所各工場と外注企業の関係


