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はじめに 9 

福島第一原子力発電所（以下、「原子力発電所」は「原発」と略記し、発電所名とあわせ

て「◯◯原発」と表記する）の事故以後、一旦はすべて止まった原発の再稼動をめぐって、

各地で「地元合意」をめぐる政治対立が生じている。福島第一原発事故以前においては、12 

原発が立地する市町村、および道県の二つの「立地自治体」が「地元」と見なされていた。

しかし原発から３０キロ圏内が、防災区域（ＵＰＺ）1に新たに指定されたため、原発立地

自治体並みの「地元」としての「待遇」と「権限」を求める要求が、３０キロ圏内の自治15 

体から上がったのである。この結果、立地自治体として再稼動に自身の利益を有しながら

も、３０キロ圏内市町村の「同意」をとりつける仲介者・調停者として、原発立地道県（知

事）の役割が大きく影響することになった。本報告では、九州電力（以下「九電」と表記）18 

の川内原発（鹿児島県薩摩川内市）の再稼動をめぐる事例を通じて、「地方政治」分析の発

展に資する論点の抽出を試みる2。 

 21 

１ 原発３０キロ圏における政治過程の構図 

１．１ 「地方政治論」における自治体と首長・議会 

（１）旧来の自治体論とは異なり、自律的な政治過程として「地方政治」を対象とする研24 

究が登場してきた［曽我・待鳥、村松 2010］。 

（２）しかしそれらは都道府県を中心とし、都道府県における「二元代表」相互の関係や

国－都道府県関係を主軸とする。そこで国－都道府県関係のみならず市町村を加えた重27 

層的な「地方政治」過程を対象に、さらに研究を展開させることが求められる。 

（３）原発再稼動をめぐる事例は、そのような関心に応えることができる対象である。先

                                                   
1 Urgent Protective action Planning Zoneの略称。 
2 本報告は、拙稿で部分的に検討した事例を、観点を変え、発展させたものである［出水］。 
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行アプローチとしては（１）権力構造論、（２）環境経済学、（３）環境社会学における

蓄積がある［本田 2014：2-4］。 

（４）以上を踏まえ、本報告では、川内原発再稼動をめぐる諸主体の動向と、それを規定3 

する構造的・環境的諸条件の検討を課題として設定する。その際、特に、広域自治地帯

と基礎自治体の関係、および二元代表制を前提にした議会と首長の関係に注目する。 

１．２ 原発３０キロ圏における防災態勢－制度変更の影響 6 

（１）原発を受容させるために利益誘導態勢が構築され、「立地自治体」（道県、市町村）

が組み込まれた。立地自治体は当初、受動的な位置づけであったが、国内外の事故や、

それに伴う制度変革などが重なり、とりわけ立地県（知事）の主体的な役割が増大して9 

きていた［出水：173-183］。 

（２）福島第一原発事故によって大規模な制度変更がおこなわれた。原発より３０キロ圏

内が、原子力災害の防災地域とされたため、３０キロ圏内に該当する自治体が、あらた12 

な主体として登場することになった［出水：183-184］。 

 

２ 川内原発再稼動の事例分析 15 

２．１ 川内原発と再稼動の概要 

（１）九電は二つの原発を運営しているが、鹿児島県薩摩川内市に所在する川内原発は、

そのうちの一つである。二つの原子炉があり、いずれも福島第一原発とは異なる加圧水18 

型軽水炉で、１号機・２号機のいずれも電気出力は８９万キロワット3。 

（２）１９６４年に、当時の川内市が誘致決議をおこない、１９７０年に１号機、１９７

７年に２号機の建設計画が発表された4。漁業権をめぐる対立と紛争が市長選挙での対立21 

をひきおこしたり、地盤調査資料の改ざん疑惑と国会での証人喚問がおこなわれるなど、

建設までには紆余曲折があった［橋爪：257-275］。しかし１９７９年に１号機が、１９

８１年に２号機が着工し、それぞれ１９８４年と翌８５年に、営業運転を開始した。 24 

（３）いわゆる「立地自治体」は鹿児島県と薩摩川内市である。３０キロ圏内（ＵＰＺ）

には、７市２町が含まれる（別表および地図を参照のこと）。 

（４）福島第一原発事故後に、すべての原発は停止したが、新規制基準が策定され、九電27 

                                                   
3 九電のウェブサイト、川内原発の「概要」を参照。

http://www.kyuden.co.jp/sendai_outline_index.html（最終閲覧 2017年 5月 23日） 
4 この部分の川内原発建設の経過については九電のウェブサイト、川内原発の「発電所の

あゆみ」を参照。http://www.kyuden.co.jp/sendai_history_index.html（最終閲覧 2017年

5月 23日） 
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は２０１３年７月８日に川内１・２号機の安全審査を申請した5。そして全国で最初に川

内原発１号機が２０１５年８月１１日に再稼働し6、２号機は同年１０月１５日に再稼働

した7。 3 

 

 

川内原発の位置と３０キロ圏（ＵＰＺ）［内閣府統括官］ 6 

２．２ 再稼動「同意」をめぐる対立 

（１）九電の玄海原発の再稼動をめぐる事例と比較した場合、鹿児島県知事は、立地自治

体の特別な地位を堅持しつつ、３０キロ圏内自治体の違いを反映した複層的な安全協定9 

締結を仲介することで、川内原発の再稼動環境づくりに積極的に関与したと言える。そ

のため、玄海原発の事例のように、安全協定の締結自体がかけひきの材料にされること

                                                   
5 原子力規制委員会ウェブサイトを参照。

https://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/power_plants/index.html（最終閲覧

2017年 5月 23日） 
6 九電のウェブサイト「川内原子力発電所１号機の原子炉起動について」を参照。

http://www.kyuden.co.jp/notice_150811.html（最終閲覧 2017年 5月 23日） 
7九電のウェブサイト「川内原子力発電所２号機の原子炉起動について」を参照。

http://www.kyuden.co.jp/notice_151015.html（最終閲覧 2017年 5月 23日） 

立地自治体 薩摩川内市、鹿児島県

半径５キロ圏内 薩摩川内市

半径１０キロ圏内 いちき串木野市

半径３０キロ圏内 阿久根市、出水市、日置市、姶良市、鹿児島市、さつま町、長島町

川内原発周辺自治体一覧　　　※報告者作成
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はなかった。 

 

（２）しかしながら、川内原発の再稼動が具体化しはじめた２０１４年９月３０日に、３3 

０キロ圏の自治体である、いちき串木野市と日置市の議会は、再稼動の「同意権限」の

拡大を求める意見書を採択した。すなわち立地自治体並みに、原発の再稼動に介入でき

る権限要求が浮上したのである8。 6 

（３）これらの意見書は、各市議会が住民の意向および働きかけを反映した結果だと見る

ことができる。その背景には、２０１２年の鹿児島県知事選挙が、事実上「脱原発」単

一争点であったことによる３０キロ圏内各市の住民態度の変化があると考えられる。 9 

                                                   
8 いずれの議会も 2014年 9月 30日づけで意見書を採択している。いちき串木野市の「原

発再稼働に地元と位置づけ、地元自治体の意見を十分に尊重し、同意を得られることを求

める意見書」は、同市のウェブサイトを参照。

https://www.city.ichikikushikino.lg.jp/gikai1/shise/gikai/documents/26ikensyo5.pdf（最

終閲覧 2017年 5月 23日）また、日置市の「川内原発再稼動の地元同意に係る意見書」も、

同市のウェブサイトを参照。

http://www.city.hioki.kagoshima.jp/gikai/shisejoho/shigikai/ikensho-ketsugi/h26/ikens

ho-05.html（最終閲覧 2017年 5月 23日） 
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（４）しかし同年１０月２８日に、立地自治体である薩摩川内市議会は、臨時本会議で再

稼働に賛成する陳情を賛成多数で採択した。これを受け、薩摩川内市長は「原発の再稼

働を進めるという国のエネルギー基本計画について、立地自治体として理解することと3 

判断した。苦渋の決断だ」と再稼働に同意する意向を表明した9。 

（５）さらにもう一つの立地自治体である鹿児島県は、同年１１月７日に議会が再稼動を

求める陳情を賛成多数で可決した10。それを受けて知事が、記者会見で再稼動に同意す6 

ることを表明した。知事は会見において「地元の範囲」を「県と薩摩川内市で十分だと

思っている」とした11。同意権の拡大を求める意見書を採択した３０キロ圏内の各市の

首長は、かならずしも積極的に意見書の趣旨を実現するような姿勢を示さなかった。 9 

 ２．３ 知事介入の「限界」－知事交代と再稼動後の介入の試み 

鹿児島県知事選挙結果 

2008 年 伊藤（現職） 祝迫   

有権者総数 得票数 絶対得票率 得票数 絶対得票率 
得票率差 

（現職－対立候補） 

1383599 382342 0.27633874 149795 0.10826475 0.168073987 

2012 年 伊藤（現職） 向原   

有権者総数 得票数 絶対得票率 得票数 絶対得票率   

1367172 394170 0.28831047 200518 0.14666626 0.141644212 

2016 年 伊藤（現職） 三反園   

有権者総数 得票数 絶対得票率 得票数 絶対得票率   

1368480 342239 0.25008696 426471 0.31163846 -0.061551502 

（１）２０１６年の知事選挙では現職が破れ、原発対応に慎重な候補が当選した。しかし、

その選挙結果は、現職支持組織の離反や多選批判など、前回のような「脱原発」単一争12 

点化のみが要因とは言えない。とはいえ、原発をめぐる論点も、３０キロ圏内の市の投

                                                   
9 『日本経済新聞』ウェブサイト記事（2014年 10月 29日）

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFB28H5X_Y4A021C1EA1000/（2017年 5月 23

日最終閲覧）より。 
10『日本経済新聞』ウェブサイト記事（2014年 11月 7日）

http://www.nikkei.com/article/DGXLASJC06H15_X01C14A1000000/（2017年 5月 23

日最終閲覧）より。  
11 産経ニュースのウェブサイト記事（2015年 8月 10日）

http://www.sankei.com/life/news/150810/lif1508100031-n1.html（2017年 5月 21日最終

閲覧）より。 
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票行動の動向を踏まえると、重要な争点であったことは間違いない。そこには、直近の

熊本地震の発生による原発への不安の増大が影響した可能性もある。 

 3 

（２）熊本地震の影響を前提にした新知事の川内原発運転停止要請に九電は応じず、定期

点検での特別対応をおこなった。この点から、過去の事例が示すように、事故時におけ

る安全協定を介した知事の介入は、一定の影響力を及ぼせるのに対し、再稼動後の平常6 

運転時における知事の影響力は、依然として限定的であることが分かる。 

 

むすびにかえて 9 

事例の検討から得られた知見： 

（１）非公式の規範（「同意権」や安全協定など）と公式の制度（３０キロ圏の防災態勢

や電力会社の原発運営権限など）が錯綜する状況が、多様な主体が介入し、各主体の12 

戦略が交錯する過程を可能にしている。 

  →公式の制度に力点をおいて、地方政治を模式化する既存研究の傾向に貴重な示唆。 
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（２）規模などから住民（市民）の介入と影響力の行使が相対的に大きくなりうる基礎

自治体と、行政体としての論理が優先しがちな国・省庁（電力会社をも包摂して）と

の中間の「場」として広域自治体を位置づけ、さらに広域自治体の知事や議会といっ3 

た主体の特性や属性を規定することができる。 

→基礎自治体・広域自治体・国の重層的な政府間関係、その位置が、二元代表制と

の相互作用によって、主体を規定するという観点が、先行研究の枠組みに新たな6 

視点を加えうる。 

今後の検討課題： 

（１）事実上の単一争点選挙であった２０１２年知事選が住民（市民社会）、ならびに関9 

連自治体の当選者（首長・議員）の属性・構成にあたえた影響。 

（２）関連基礎自治体における意見書採択の政治過程および、そこでの各主体の戦略。 

（３）基礎自治体の首長と広域自治体の知事との間の関係。 12 

 

 

 15 
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