
「海辺村に原発がやってきた！」

（1） 紙芝居を行う
 〈留意点〉
 解説：紙芝居が表現している背景について説明。
 台詞：紙芝居の中の台詞。
 （◎　　）は、台詞の読み方や紙芝居の引き方について説明している。
（2）4～ 6人のグループで以下の質問について話し合う
【Question1】「なぜ、原発は大都市圏ではなく、海辺村のような地方に建設されたのでしょうか？」
【Question2】「なぜ、多くの村人が原発の建設を歓迎したのでしょうか？」
【Question3】「なぜ、海辺村にはたくさんの補助金や税金が入ったのでしょうか？」
【Question4】「あなたは、地方から供給された電力によって明るい食卓を囲む大都市の家庭をどう

思いますか？」
【Question5】「原発があり電力を大都市圏に供給する地域と、電力を大量に消費する大都市圏は、

公平だと思いますか、それとも不公平だと思いますか。その理由についても話し
合いましょう。」

（3）各グループで話し合ったことを発表する。

活動の流れ3

準備物2
紙芝居、またはPCとプロジェクター、紙芝居データ

ねらい1
ある村が原発の建設を受け入れた経緯と、原発が建設された地域と大都市圏との不平等な関係性を理
解する。
（1）原発が建設される経緯を知り、地元には補助金や税金が入り公共施設ができることを知る。
（2）原発の建設を受け入れる地域住民や建設に反対する地域住民の気持ちを理解する。
（3）原発が立地している電力を供給する地域と、電力を消費する大都市圏との不公平な関係を理解する。

（1）紙芝居
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【台詞】
ここは日本のとある海辺の村です。村人たちのほとんどが、漁業か
農業で生計を立てています。都会とは違い仕事も収入も少ないので、
冬は出稼ぎに出る人も多く、若者が都会に出ていくなどの過疎化が
進んでいます。
そんな静かな海辺の村でしたが、ある時原発の建設計画が持ち上が
りました。建設予定地は村のはずれ、集落もなく誰も住んでいない
ところです。
（◎村長が村人たちに胸を張って演説をしている感じを出す。）
村長さんが言いました。
村長「この村に原発を建設しよう。働く場所が増えるので、収入も

増え、若者が都会に行かなくても村で働くことができる。た
くさんの補助金や税金が入って、村はもっと豊かになるんで
すよ、みなさん。」

（※興味を持たせるために、どの辺に原発が作られるかを予想させる
のも一つの方法です。）

【台詞】
この紙芝居は、平和で静かな海辺の村に原子力発電所（原発）の建設
計画が持ち上がったところから始まります。どんな経緯がそこにあっ
たのでしょう。原発がどのように建設され、村はどのように変わっ
ていったのでしょうか。

【解説】
国の定める「原子炉立地審査指針」には、原子炉の周囲はある範囲内は非居住区域
とすること、非居住区域の外側の地帯は低人口地帯であること、原子炉敷地は人口
密集地帯から離れていることの3条件が示されている。
原発は地方に作らなければならないわけではないが、前述の指針に合わせると地方
に建設されることになる。原発の建設に当たっては、市町村、都道府県による誘致活
動、そして市町村での誘致決議を経て、電力会社が建設を決定する運びとなること
が多い。
都道府県、市町村、電力会社の三者において建設協定が結ばれると、用地取得や漁
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表紙

海辺村の紹介

海辺村に原発がやってきた！

業補償協定の締結に向けた活動が進む。原発が完成すると、発電所や関連会社での
雇用が増え、電源三法（電源開発促進税法・電源開発促進対策特別会計法・発電用
施設周辺地域整備法）による巨額の補助金や税金が入ってくるため、財政の厳しい
市町村の首長や議員は原発建設を受け入れる立場をとることが多い。
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【台詞】
村長は原発の建設を進め、議会もそれに賛成しました。そして県、国、
電力会社も原発建設に向けて動き出しました。
原発はウランを燃料にして発電します。原子炉の中にはとても高い
レベルの放射能がありますが、この高いレベルの放射能は私たちに
とって危険なものです。
村人たちが話しています。
（◎村人たちは原発とはどんなものかよく分かっていない状況。安全

【解説】
原発の建設にあたって、地元の理解や協力を得ることを目的とした2回のヒアリング
が行われる。第1次公開ヒアリングは経済産業省（旧・通商産業省）の主催で行わ
れ、電力会社が施設内容などの説明を行う。原発の建設について地元住民から意見
を聴くためのものである。
日本で原発が建設され始めた初期（1950年代から60年代）、地域振興への期待から
賛成に回る人が多かった。それでも原発の安全性に疑問や、漁業権の放棄に対する
不満から反対に回る者なども存在した。原発の建設の際には賛成派と反対派という
地域住民の利害対立がうまれる場合も多い。電力会社は一貫して原発の絶対的な安
全性を説き、漁業権の放棄に対しては金銭的に十分な漁業補償が得られるとして説
得することが多い。
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【台詞】
原発の建設予定地では様々な調査が行われ、国の役人が調査結果を
説明しています。会場には原発建設に賛成する村人たちが多い中、
一方で反対する村人たちもいます。
役人は、落ち着いた口調で自信を持って話しだしました。
役人「地質の調査結果から、原発の建設予定地は地盤が固く、十分

な強度があることがわかりました。仮に地震が起きても、発

【解説】
第2次公開ヒアリングは、原子力安全委員会の主催で行われる。現在では原子力安全委
員会と原子力安全・保安院は廃止され、原子力規制庁が設置されている。国により安全
評価の結果を説明し、地元住民や学識者などが意見を述べたり質問をしたりする。
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性への不安や、本当に村が活性化するのか疑問を持っている。）
村人A「原発って本当に安全なの？放射能ってこわくないのかな？」
村人B「本当に仕事はあるのか？若者は帰ってくるのか？」
村人C「村にたくさんお金が入って豊かになるって信じていいのか？」
村人D「私は今のままでいいけどねえ。」
そんな中、公民館で原発の建設計画の説明会がありました。村人た
ちは、村がどうなるのか不安な気持ちで説明を聞きに来ました。
電力会社「原発は村はずれに建設するので、皆さんの住んでいると

ころには何の影響もありません。建設が始まったら、村
に働く場所ができて収入が増えます。働く人もたくさん
来るので人口も増えます。旅館やホテルに泊まる人が増
え、日用品や食料品などもたくさん売れます。村の経済
が発展するのです。原発が完成すると、発電所や関連会
社で働くことができるので、都会に出て行った若者たち
も戻ってきます。たくさんの補助金が村に入り、道路や
公共施設も立派になるでしょう。」

と電力会社の人は言いました。
村人「漁業ができなくなるというのは本当ですか。」
電力会社「原発では、原子炉を冷やすのにたくさんの水を使い、温まっ

た水は海に流します。だから原発の近くで漁業はできな
くなります。でも、ご安心ください。十分な補償をします。
漁業をやめても、生活に困らないようにいたします。」

村人「原発は本当に危険ではないのですか。」
電力会社「危険はありません。安全第一で運転します。」
村人たちは、お金が入る、働くところはできる、安全だということ
なので一安心しました。でもまだ原発がどんなものなのか、不安を
抱いています。
村人「原発ができると、いいことばかりだねえ。」
村人「そんないいことばかりかな。やっぱり、原発は危険もあるん

じゃないのかな？」

電所は震度7まで耐えられます。」
地震学者が聞きました。
学者「原発の敷地内にある断層は、地震を起こす活断層ではないで

すか。」
役人「この断層は専門家に調べて頂きましたが、活断層ではないと

の報告をいただいております。」
と役人は答えました。
活断層とは過去に地震があり、今後も地震が起こる可能性のある断
層です。法律で、原発を活断層の上に建設することはできないこと
になっています。
村人「原発が、爆発するおそれはないのですか？」
役人「爆発するようなことは絶対にありません。原発は五重の壁に

守られていて、万全の安全対策をしています。大きな事故が
起こることはありえません。信頼してください。」

反対派の村人「うそだ！原発は危険だ！原発はいらない！」
役人「ご心配なのはわかりますが、設計上も安全性については問題

はありません。」
村人「本当に安全なのかな。」
こうして2回のヒアリングは終わりました。少しの不安はあります
が、建設予定地は集落から離れた場所であるというし、電力会社や
国の役人が絶対に安全だというので原発の建設を受け入れることに
しました。建設反対の人もいましたが、その意見は取り上げられま
せんでした。

第1回公開ヒアリングに戸惑う村人たち

第2回公開ヒアリングで対立する村人たち
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【台詞】
原発ができて村は変わりました。道が広くなり、村の公民館は大き
な文化会館に変わりました。新しい体育館もできました。すばらし
い施設ばかりです。
（◎村人によって立場が異なることを意識して話す。村人A・Bは原
発ができて恩恵を受けた人。村人C・Dは原発ができてもあまり変
わらない人。）
村人A「文化会館や体育館が新しくなってよかったね。」
村人B「道路も新しく広くなったね。町に行くのも便利になったよ。」
村人A「村にお金が入るのはいいことだよ。村に活気が出てきたよ。」
村人C「私はそんなに変わらないなあ。確かに施設もできたけど、

そんなに使わないのに大きすぎるよ。電気代もかかるし、
掃除するにもお金がかかるし、もったいないんじゃないの。」

村人D「大金が入った人もいれば、何も変わらない人もいる。それ
でみんないいのかなあ。不公平じゃないかな。」

原発の恩恵はすべての村人にはなかったようです 。
（◎次の紙芝居は最初に半分だけ引いて、もう半分は隠しておく。）

【解説】
原発の建設は、経済産業大臣による工事計画の認可で進められる。多くの場合、発電
所の工事は大手ゼネコンなどの建設業者による共同企業体で進められ、原子炉の設計
や製造、配管などは専門の企業が行う。

【解説】
原発が建設された地方自治体には「電源三法交付金」による財政措置がとられ、たくさん
の公共事業が行われる。多くの自治体では文化会館や道路などの整備が進められる。漁
民に対しては、漁業権を有する関係漁業協同組合との間で漁業補償協定が結ばれ、補償
金が支払われる。
原発の建設による恩恵は、雇用の増加、消費財の売り上げの増加、固定資産税収の増
加、そして前述の交付金などである。金銭的な恩恵を受ける業界や住民は、一般に建設業
界やその労働者、原発関連の労働者、そして漁協や漁民などである。一般の市民には公
共施設の拡充としての恩恵がある。しかし、たくさんの公共施設ができたものの、自治体
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電力会社・建設会社・政治家が集う祝賀会

原発完成後の村と村人たち

【台詞】
村では建設工事が始まり、数年かけて原発が完成しました。電力会
社社長、建設会社社長、村長、有力政治家をはじめ関係者が集まっ
て祝賀会が行なわれています。
（◎完成を祝い、喜びに満ちた気持ちで言葉を交わす。）
電力会社社長「順調に原発が完成しました。ありがとうございまし

た。」
建設会社社長「電力会社社長さん、こちらこそありがとうございま

した。いよいよ次は営業運転ですね。」
電力会社社長「村長さん、本当にお世話になりました。用地の買収

や漁業者への補償もスムーズに進めていただき感謝
しています。村の発展に、これからもできる限り支
援させていただきます。」

村長「みなさん、ありがとうございます。電力会社社長さん、原発
は安全が大事、しっかりおねがいします。」

海辺村のキャッチフレーズは「新しいエネルギーと歩む明るい村」
です。きっとすばらしい未来がまっているに違いないでしょう。会
場に招待されている人々はみんな喜んでいます。しかし、本当によ
いことばかりなのでしょうか。

によっては、十分に活用していないところも多い。ただし、交付金の額は一定ではなく原
発の着工から運転開始までの金額に対して、8年目以降は前年の4割程度に落ちる。（結
果として、2号機・3号機と次々に建設されることが多くなる。）
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【台詞】
（◎紙芝居は左手に半分だけ引いている状態。発電所の配管を修理し
ている場面のみ見せる。）
原発の試運転と検査が終わり、本格的に発電する営業運転が始まり
ました。いくつかの小さなトラブルはありましたが、海辺村の原発
は安全に運転していました。
ところがある日のこと、電力会社の人たちが慌てています。何か起
こったようです。
　ブーブーブー、ブーブーブー

【解説】
原発の事故レベルはレベル1から7まであり、レベル1を「逸脱」、レベル2から3を
「異常事象」、レベル4から7を「事故」と呼ぶ。すなわち、国は原発の外部に放射
能が漏れることを「事故」と呼んでいる。日本における原発事故は、最悪のレベル7
が福島第一原発の事故の1件、レベル4がJCO臨界事故の1件、レベル3が8件ほど起
こったといわれている。一方で、電力会社によるトラブル隠しも起こっている。自主
点検でトラブルが見つかった時も程度に応じて国に報告するよう義務付けられてい
るが、その報告を怠ったものである。

【解説】
首都圏で消費されている電力は、東京湾岸の火力発電によるものと関東の山間部にあ
る大規模なダムによる水力発電のほか、東日本大震災以前は福島県の福島第一・第二
原発、新潟県の柏崎刈羽原発、茨城県の東海第二原発によってまかなわれていた。当
時、東京電力の電力供給量の約3割が原発によるものだった。
原発の多くは地方の過疎地域にあり、そこで発電された電気は発電した地域ではなく
大都市圏に送られて消費されている。スイッチを押せば簡単に使うことができる電気器
具であるが、その電力は地方から送られている事実をどれだけの人が意識して生活をし
ているだろうか。送電線によって遠くの原発と東京はつながっているのである。
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警報音が鳴っています。
（◎慌てている様子をだすために、緊迫感をこめて強い口調で話す。）
電力会社職員「大変だ。配管から水漏れだ。大至急現場へ向かえ！」
放射能を含んだ汚染水が漏れたようです。水漏れから大事故になる
かもしれません。放射能は人間にとって危険なものです。作業員が
放射能から身を守る防護服を着て必死で配管を直しています。
　ブーブーブー、ブーブーブー
作業員A「これ以上、水が漏れないようにするんだ。」
　ブーブーブー、ブーブーブー　
作業員B「とまりません。どうしよう。」
作業員C「落ち着け。もう一度やってみよう。」
　カンカンカン　コンコンコン
（◎間をあけてから読む）
作業員B・C「ふー、よかった。水漏れが止まったぞ。」
（◎ここで、左手の方から紙芝居をすべて引く。中央制御室での様子
に変わる。）
中央制御室にいる電力会社の職員も緊張しています。制御盤を深刻
そうな顔で見ています。
（◎漏れが止まったことに安心して、ゆっくりと落ち着いて話す。）
職員D「やれやれ、やっと止まったか。どうなることかと思ったよ。」
職員E「よかったなあ。あのまま放射能を含んだ汚染水が止まらな

かったら、事故になるところだった。」
職員D「さてどうしよう。あれだけ安全だと言っているから、村人

たちを心配させないように報告しないといけないなあ。」
職員E「うーん、そうだなあ。でも今回は少し漏れただけだから、

事故ではないし、報告については上の人と相談しよう。」
あれ、原発は安全なはずだったのではないのでしょうか。放射能が
漏れれば、健康に害を及ぼすことにもなりかねません。村人たちの
健康や生活は、そして村の植物や動物は大丈夫なのでしょうか？ 

原発トラブル発生とトラブル隠し

地方で作られた電力で豊かな暮らしをする都市住民 【台詞】
（※描かれている家庭にどんな電気器具があるか質問することで、家
にはたくさんの電気器具があることを意識させることもできる。）
さて、ところ変わってここは東京です。幸せそうな家族が晩ご飯を
食べています。でも誰もいない部屋の電灯はつけっぱなし、ポット
などの電気器具のスイッチは入ったままになっています。
子ども「ねえねえ、おとうさん。今日学校で電気の勉強したんだよ！

電気は遠くからきているんだって。」
お父さん「そうか、電気のことを勉強したんだね。」
子どもは、普段何気なく使っている電気が遠くから来ていることを
知ったので、両親に教えたくて話しかけています。しかし、お母さ
んはそのことには関心がないようです。
お母さん「電気のことよりも、宿題はちゃんと終わったの？きちん

と終わらせてから寝るのよ。」
子ども「わかってるよ。」
部屋の照明やテレビ、そして調理器具、エアコンと、都会では電力
がどんどん使われていきます。窓の外には送電線が見えます。この
送電線は海辺村につながっています。海辺村の原発でつくられた電
力が、今こうして都会で使われているのです。都会の人たちは、そ
のことを知っているのでしょうか。　
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