
1

大手電力の損害賠償負担金、こっそり２９３億円減額

松久保 肇 （NPO法人原子力資料情報室）
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今回明らかになったこと

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の一般負担金の一部を託送

料金に年間６１０億円上乗せして回収（事実上の国民負担）しな

がら、原子力事業者の負担額を２９３億円減額していたことが、

質問主意書（※）への政府回答で明らかになった。
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※令和四年六月九日提出質問第一一〇号 「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法
に基づく一般負担金額に関する質問主意書」 提出者 山崎誠
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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の
一般負担金とは？
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https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/touden_1f/pdf/006_s01_00.pdf

原賠機構
一般負担金＋特別負担金

で回収
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https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/kokyoryokin/takuso/doc/007_20200807_shiryou2_1.pdf
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6https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu/pdf/2016/1220_01.pdf

年約600億円を託送料金に上
乗せして40年間で回収する
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• 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法

（負担金の納付）
第三十八条 原子力事業者（次に掲げる者（これらの者であった者を含む。）であって、原子炉の運転等（賠償法第二条第一項に規
定する原子炉の運転等のうち第一号に規定する実用発電用原子炉又は第二号に規定する実用再処理施設に係るものをいう。以
下同じ。）をしているものをいう。以下同じ。）は、機構の事業年度ごとに、機構の業務に要する費用に充てるため、機構に対し、負
担金を納付しなければならない。
（後略）

（負担金の額）
第三十九条 前条第一項の負担金の額は、各原子力事業者につき、一般負担金年度総額（機構の事業年度ごとに原子力事業者か
ら納付を受けるべき負担金の額（第五十二条第一項に規定する特別負担金額を除く。）の総額として機構が運営委員会の議決を
経て定める額をいう。以下この条において同じ。）に負担金率（一般負担金年度総額に対する各原子力事業者が納付すべき額の割
合として機構が運営委員会の議決を経て各原子力事業者ごとに定める割合をいう。以下この条において同じ。）を乗じて得た額
とする。
（後略）

• 電気事業法施行規則

（賠償負担金の回収等）
第四十五条の二十一の二 一般送配電事業者（第四十五条の二十一の四第一項の通知を受けた一般送配電事業者に限る。次項
において同じ。）は、当該通知に従い、賠償負担金（次条第一項に規定する賠償負担金をいう。）をその接続供給の相手方から回収
しなければならない。
２ 一般送配電事業者は、第四十五条の二十一の四第一項の通知に従い、各原子力発電事業者（次条第一項に規定する原子力発
電事業者をいう。）ごとに賠償負担金相当金（第四十五条の二十一の四第一項第三号に規定する賠償負担金相当金をいう。）を払
い渡さなければならない。
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一般負担金の回収構造
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託送料金で回収 規制料金で回収
（ただし、北陸電力・
中国電力除く）

自由化料金等で回収

原子力事業者の負担部分電力消費者全体の
負担部分

今回減額が判明した部分

規制料金で回収
（ただし、北陸電力・
中国電力除く）

自由化料金等で回収
2019年まで

2020年から
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２０２０年 託送料金改定
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2020年度下期の託送料金改定

https://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2020/0828_iken.html



112020年度下期の託送料金改定の根拠数値
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https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc/pdf/286_04_00.pdf
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https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc/pdf/286_04_00.pdf

2020年度下期の託送料金改定の根拠数値
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※実際の託送料金では小数点第三位以下は切り捨てとなっている。

2020年度下期の託送料金改定の根拠数値をもとに
した計算結果

回収が完了した使用済燃料再処理等既発電費（2.7兆円）の減額分、託送料金は値下げされるは

ずが、賠償負担金・廃炉円滑化負担金が算入されることで、複数事業者で値上げが発生
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一般負担金の変遷

14



15

15
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331020/20200331020.html

2019年度までの一般負担金総額



16

16
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210331017/20210331017.html

20２０年度の一般負担金総額

年約600億円の半期
分を託送回収したので
３０５億円増えている
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https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220331005/20220331005.html

20２1年度の一般負担金総額

年約6１０億円を託送回収
したはずが、

２０２０年度の総額とほと
んど変動がない
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1. 令和二年度及び令和三年度に認可した一般負担金につい
て、託送回収された賠償負担金額を原子力事業者ごとに示
されたい。

2. 令和二年度及び令和三年度に認可した一般負担金につい
て、その算定根拠を原子力事業者ごとに示されたい。

3. 令和三年度の賠償負担金額を約六百億円と想定した場合、
令和三年度の一般負担金総額から託送回収分 を除いた額
は約千三百四十七億円になる。一方、令和二年度の賠償負
担金額を約三百億円と想定した場合、令和二年度の一般負
担金総額から託送回収分を除いた額は約千六百三十五億
円になる。すなわち、原子力事業者の負担部分は三百億円
減額されていると推定できるが、政府の見解を問う。併せ
て、減額されている場合は、その理由を明確に示されたい。

4. 一般負担金を認可料金の原価等を算定する基礎となる営
業費に算入している事業者及び、事業者ごとの認可申請書
類上での販売電力量想定及び一般負担金想定額を示され
たい。
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三について

機構法第三十九条第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び経
済産業大臣が各年度において認可した一般負担金年度総額か
ら、電気事業法施行規則（平成七年通商産業省令第七十七号）
第四十五条の二十一の九第三項の規定に基づき経済産業大臣
が令和二年七月二十二日付けで承認した賠償負担金の総額を、
それぞれ除いた額は、令和二年度にあっては千六百三十億円、
令和三年度にあっては千三百三十七億円であり、 両者の差は
二百九十三億円である。

また、当該一般負担金年度総額については、機構において、機
構法第三十九条第二項の規定に基づき、 機構の業務に要する
費用の長期的な見通しに照らし、当該業務を適切かつ確実に実
施するために十分であり、かつ、各原子力事業者の収支の状況
に照らし、電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業
の円滑な運営に支障を来し、又は当該事業の利用者に著しい負
担を及ぼすおそれのないものであるように、 適切に算出してい
るものと承知している
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● 一般負担金については、各電力より小売全面自

由化による競争の激化や原発の再稼働が進んで

いない等の事情により、足下の経営状況が厳し

いとの御意見を頂いた。また消費者、産業界他の

有識者からも、消費者に過度な負担とならないよ

うしてほしい、情報発信の強化等にしっかりと取

り組んでほしいといった御意見を頂いた。こうい

った御意見も踏まえ、前年と同様の1,630億円と

させていただきたい。

22

第77回原子力損害賠償・廃炉等支援機構運営
委員会 議事要旨

日時：令和3年3月25日

第73回原子力損害賠償・廃炉等支援機構運営
委員会 議事要旨

日時：令和2年3月30日

● 一般負担金については、各電力より小売全面自

由化による競争の激化等の事情により、足下の

経営状況が厳しいとの御意見を頂いた。また消

費者、産業界他の有識者からも、消費者に過度な

負担とならないようしてほしい、東京電力の経営

改革をしっかりと進めてほしいといった御意見を

頂いた。今年度からは賠償の備えの不足分を広

く託送料金から回収することとされており、頂い

た御意見も踏まえ、一般負担金は前年と同様の

1,630億円に賠償の備えの不足分の305億円を加

えた1,935億円とさせていただきたい。

原子力事業者が求めた一般負担金減額

https://www.ndf.go.jp/gyomu/g_shidai/g_s73.html https://www.ndf.go.jp/gyomu/g_shidai/g_s77.html
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電気料金に含まれているのに
減額？
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質問主意書

一般負担金を認可料金の原価等を算定する基礎となる営業費に算入している事業者及び、事業者ごとの認可申

請書類上での販売電力量想定及び一般負担金想定額を示されたい。

24

政府答弁書
①北海道電力株式会社 ②平成25年4月24日 ③33910MkWh ④65億2千万円

①東北電力株式会社 ②平成25年2月14日 ③84307MkWh ④107億910万円

①東京電力株式会社 ②平成24年5月11日 ③291705MkWh ④567億4千万円

①中部電力株式会社 ②平成25年10月29日 ③132440MkWh ④124億2060万円

①関西電力株式会社 ②平成24年11月26日 ③152834MkWh ④315億2420万円

①四国電力株式会社 ②平成25年2月20日 ③29275.1MkWh ④65億2千万円

①九州電力株式会社 ②平成24年11月27日 ③89691MkWh ④169億1940万円

料金原価に一般負担金を盛り込んで回収している。
規制料金のみならず、自由化料金でも、規制料金の認可内容に基づいて料金設定をおこなっ
ていることを考えると、一般負担金を原価に組み込んでいる事業者は、規制料金・自由化料金

の関係なく、電気料金に加算して回収している推定される。
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今回料金値下げを受けた大手
電力のうち、北陸・中国を除く
6社は、総額258億円の超過
利潤を得ていることになる
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問題点
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過去分という異例のロジックで、負担金の一部を託送料金＝事実上の国民負担で回収しながら、原子力事業者の負担
金を２９３億円減額することは許されるのか？ そもそも、今回の負担金の託送回収は、使用済燃料再処理等既発電費の
回収完了（２００５～２０２０）に合わせて実施されている。本来、託送回収が完了して、減額されるべきタイミングでの上
乗せだった。

国民負担を強いながら、原子力事業者の負担軽減

2017年の原賠機構法改正では、衆議院経済産業委員会が一般負担金の過去分の託送回収について「需要家に確実に
伝えるための措置を講ずるとともに、過去分回収に係る考え方や回収額等について需要家がより具体的な情報が得ら
れるよう、政府及び送配電事業者等により提供されるよう措置」「今後同様の措置が安易に導入されること等が無いよ
う、措置に係る十分な情報公開を行う等、第三者によるチェックが可能となるよう措置を講じる」こと等を求める附帯
決議をおこなった。こっそりと原子力事業者の負担部分を減額することは、この方針にかなっているのか。

こっそり減額

負担額はおおむね8割になるよう減額されているが、一部、増額になった事業者も存在する。減額の理由等を経済産業
省・原子力損害賠償・廃炉等支援機構は説明するべき。

不透明な減額理由

一般負担金は、北陸・中国を除く大手電力は、電気料金原価に一般負担金を加算して回収している。減額された258億
円は、超過利潤に該当するのではないか？

電気料金に加算しているのに支払わない
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https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/genshiryoku/pdf/027_06_00.pdf
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回収期間長期化に伴う金利負担の増加
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回収期間の長期化に伴い、国が負担する支払利息は増加する。
上記は金利0.1%で試算されているが、金融政策の変更に伴う金利上

昇リスクも。

https://report.jbaudit.go.jp/org/h29/YOUSEI2/2017-h29-Y2023-0.htm#2023_2_2_3_3
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さらに

２０２０年から託送料金
で廃炉円滑化負担金を
回収しながらさらに資
金確保の在り方とは？


