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開講帯解
●関雷と原発マネーについて

関西電力の原発工事の発注から始まり、高浜町の下請

け企業、高浜町の元助役（森山氏、関電子会社の元顧問等、

今年3月亡くなっている90歳）を通じて、3，2億円もの

金品が関電幹部に渡っていた。発注工事のお金は電気料

金であり原発マネーの還流の実態が明らかになってきた。

関雷は再稼働のための審査を受けながら、裏ではこの

ような犯罪に手を染めていたわけだ、原子力規制委員会

は再三にわたり「電力会社のコンプライアンス、社会的

責任と信頼」を強調してきたがロばかりであることがよく

わかった。関雷は〈手をつなごう　一緒に笑おう　友達

になろう〉などとブラックジョークのようなCMを流して

いた。

経産省大臣は、今回の金品受領の調査を「関電」に命

じた。原子力規制委員会が活断層の可能性が発覚した場

合でも、なぜか「電力会社自身」に調査を命じる。第三

者の調査委貴会と言っているが大丈夫だろうか。第三者

委員会の委員長は関竃が決め、調査範囲等は基本的に関

竃と協議した上で決定する。

この事件の各マスメディアの見出しを並べてみた。さすが

に当然、多角度的になるだけあり、構造がみえてくる。

（※は投稿者注）

＊関電役員の金品授受、経団連会長「友達で悪口言えな

い」

9／27（金目7：57配信朝日新聞デジタル

＊古賀茂明氏原発マネーは政治家にもと指摘…元経産

官僚、関雷への3億2千万問題で

9／27（金目7：32配信デイリ÷スポーツ

＊金品受領、値上げの裏でいつ返却、語らず関電社長

9／28（土日6：00配信有料朝日新聞デジタル

※「不適切ではあるが、違法性はない」などと述べている。

＊原発地元の高浜町民、恩恵と不名誉の闇で複雑な思い

関電役員金品受領問題

9／28（土）8：02配信福井新聞ONLINE

※住民は恩恵などと認識の傾きがうかがえるが、それは

大手マスメディアも飲み込まれているからだろう。

＊関竃の原発工事で売り上げ6倍元助役が関わる会社

文責：熊田　帆

携帯：090－9689－1816

9／29（日日9：03配信テレ朝news

＊関電‘‘金品”は金の延べ棒や小判1億円以上受領の役

員も

10／2（水）0：37配信FujiNewsNetwork

＊関西電力元副社長ら3人工事の発注先からも直接金

品受け取る

10／3〈木目9：26配信読売テレビ

＊関雷の「金品受領問題」拡大続く識者からは「政治

家関与を調べるべき」指摘も

10／3（木〉20：05配信J－CASTニュース

＊関西電力“金品受領’’監査役は去年に問題把握も適切

対応せず…株主総会にも報告せず

10／4（金）仕53配信MBSニュース

＊関電裏金事件幹部がおぴえる森山マル秘メモ　大金星

の金沢国税局で不可醇人事　‾

（前略）当時の金沢国税局長が辞職を申し出て、国税庁

長官官房付を経て昨年3月に退職している。（中略）当時

の局長は全容を把握していたでしょう。（中略）当時の国

税庁長官は、森友問題で世論批判が殺到した佐川宣寿氏。

（後略）
10／4発行「日刊ゲンタイ」3両より

＊閃電、金品受領をほぼ記録せず総額膨らむ可能性も

10／4（金〉21：33配信共同通信

＊元助役関連会社から献金、自民・稲田議員「面識なかっ

た」

10／4〈金）7：17配信読売新聞オンライン

＊高浜町元助役、地元警察署幹部にも多額の商品券

1990年代

10／5（土）8：02配信福井新聞ONLINE

＊国税調査後に1．6億円相当返還関電役員への調査お

それたか

10／7（月）6：26配信FujiNewsNetwork

※査察が入ってから一部返却、もし査察がなければその

ままポケットに？



＊元高浜町長、20年以上関電子会社の顧問に

10／7（月）20：35配信産経新聞

※投稿者注　拙著『日本の原発地帯』（1982年刊）には

高浜町長が関竃から9億円の「協力金」を受領していた、

町長は退任後、関電子会社の役員を長く務めたとある。

＊関電子会社の顧問『元町長』も…元助役と共に原発行

政をけん引した人物で報酬もあった

10／7（月日7：19配信MBS二ユ「ス

●関霞と稲田氏（元防衛大臣）

記者会見で贈与は一部国会議員にもという発言があっ

た○稲田朋美衆議院議員（福井1区）の後援会会長は、

森山氏が株主の警備会社（オーイング杜）の関連会社（ア

イビックス社）社長。

稲田氏が代表である「自民党福井県第1選挙区支部」の

政治資金収支報告書などによればオーイング杜とアイ

ビックス社から就金を受けている。

またパーティー券の購入などは北雷、九竃、中電、東

北竃、日本原電、電事連、ほか関竃の関連会社と勢揃い

である。

関雷は子会社（きん電）を通じ自民党（国民政治協会）

に40年間で3．6億円を就金。他にも自民党役員にも献金。

電気事業連合会（電事連）は自民党政治団体に数億

円献金。

東電など原発を持つ電力9社がそろって国会議員の政

治資金パーティーのパーティー券を「電事連」を窓口にし

て購入。

例えば、竹本直一議員の場合2年間で11国分400万

円になる。公益企業がこんなことしてはダメ。

稲田氏は、目本会議国会議員懇談会（設立者：小渕恵

三・森喜朗・小沢辰男）のメンバー。「日本独自の核保有を、

単なる議論や精神論ではなく国家戦略として検討すべき」

などと述べている。

ちなみに、日本会議の前名誉会長の三好達氏は、最高裁

長官。

●関電とマスメディア

関雷の八木誠会長が「読売テレビ放送」の社外監査役、

社長（岩根茂樹氏）が「テレビ大阪」の社外取締役をそ

れぞれ兼任。

関電幹部は2008年、毎日放送の「熊取6人衆」（京

大原子力実験所の小出裕章明敏ら反原発）番組に怒り、

毎日放送社長の携帯に電話をかI土て「CMをやめるぞ」

などと憫喝した過去がある。

ちなみに当時、朝日新聞や共同通信は関係者である電通

の取材も終えていたのに記事にしなかった。

関霞は10月2日、2回目の記者会見を開いた。テレビ

の中継でキシャクラブの幹事社の記者が質問した後、TB

S「報道特集」の金平茂紀キャスターが社長に、「法的責

任の他に企業トップとしての倫理責任がある」として辞職

の意思はないかを聞いた。

岩根社長は「原因究明や再発防止策に取り組み、経営

責任を果たしたい」として辞任を否定した。

金平氏はSNSで「記者会見の場で社長に辞任させる

べきだった」と投稿していた。「大阪の記者たちはおとな

しすぎる。パソコンに向かっているので、迫力がない。

細かいことは聞くが、最も大事なことを聞かない」と言っ

ている。

金平氏が関竃の会見に参加して、質問できたのは、関

雷の会見が官庁の記者室ではなく、民間のビルで開かれ

たためだった。

その後の展開で、会長は辞任、社長も続く雰囲気になっ

て来ているが、やはりキシャクラブ問題は大きいのかも

しれない。

●関霞と世親氏（元経産省大臣）

安倍首相の側近である世耕弘成参院幹事長（元経産

省大臣）が代表を務める「結成会」（資金管理団体）は、「柳

田産業」（非常勤顧問／森山氏）から1050万円を受領

している（内訳は同社社長の柳田祐一氏から600万円、

別の幹部3人から計450万円）。

「柳田産業」は森山氏が非常勤顧問を務め原発関係で

業績を伸ばした。I14－’18年度に関電側から約149億

円分の原発関連工事を受注している。

●「高浜町長暗殺計画」について

このようなことを言っているところがある。

＊関電金品授受問題、その陰で「高浜町長暗殺計画」が

あった

10／8（火〉7：00配信NEWSポストセブン

＊【極秘資料入手】関竃と森山元助役‘‘蜜月”の裏で反

原発町長襲撃計画〈週刊朝日〉

10／21（月日0：03配信AERAdot．

「まさか」と思われるかもしれないが、本が出るよう



だq

「関西電力反原発町長暗殺計画」駕藤真書　宝島社（再

販10／25店頭）
一冊の本になるだけの情報はある、という事だろう。読

んでいないのでこの件に関しては分からないが、原発関

連で暗殺で有名なのは「もんじゅ西村怪死事件」だろう。

遺品回収として今だ夫人が裁判で闘っている。裁判を傍

聴し話してみたこともあるが、あの事件は明らかにおか

しな点がいくつかある。

暗殺で思い出したが、原発ではないが（関係あるだろう）

2002年に衆議院議員の石井紘基氏が刺されて殺され

た事件があるが、これなぞは3日後の国会答弁を前にし

「これで与党の連中がひっくりかえる」と発言しており、

刺された日の鞄には国会へ提出する書類が入っていたが

盗まれている。犯人（山口系右翼団体の代表）は家賃の

トラブルでやってやったという事から捕まっているが、判

決でも「金銭トラブル」という動機は信用することがで

きないとしている。

このとき石井氏が書いていた本は外国で発売の予定で

あったそうだが残念である。しかし、石井氏の最後の著

書となる「日本が自滅する日一宮制経済体制が国民のお

金を食い尽くす－」は、まさに今回の関電事件の本質を

捉えているのではないがと思う。既に本屋などにはない

がインターネットなどで手に入れることはできる。

●見出し続き

＊関電・岩根社長がテレビ大阪の非常勤取締役辞任

10／7（月）17：15配信デイリ÷スポーツ

＊関雷へ金品、90年代にも元助役から元役員が証言

10／7〈月）6：30配信朝日新聞デジタル

＊「菓子の下に金貨か小判」20年以上前に元関電原子

力部門役員が証言

10／8（火口1：56配信産経新聞

＊関電金品問題世耕弘成・前経産棺にも‘‘元助役”関

連企業から献金

10／8（火日6：59配信デイリー新潮

＊関竃から2社で200億円超受注福井・高浜町元助役

の関連業者

10／8〈火口8：41配信共同通信

＊関電高浜原発の再稼働「現状は認められない」町長明

l＝：：l

10／8（火）22：08配信朝日新聞デジタル

＊関竃と‘原発のドン’’との“蜜月’’関係…稲田元防衛相、

高木元復興棺へ飛び火〈週刊朝日〉

10／8（火口0：00配信AERAdot，

＊関電会長ら辞任経産相「事案の重大性を鑑み判断」

業界共通でないと強調

10／10（木目：28配信産経新聞

＊〈関西電力とブラックマネー〉

関西電力会長の退職金は10億円

10月8日発売「女性自身」10，22・29合併号より抜粋

＊関西電力、「第三者調査委員会」に限界あり

10／10（木）5：45配信東洋経済オンライン

＊「まだまだ氷山の一角ちゃうか」嘆くOB。

関電「原発マネー」問題、深まる闇と出回る告発文

10／10（木）8：10配信BUSINESSINSIDERJAPAN

＊美浜原発でクレーン事故人的被害なく関雷は公表せず

10／10（木）18：42配信毎日新聞

＊20年以上前にも商品券や小判・・・‘‘高浜原発”元所長

も‘‘大飯原発’’元所長も金品受領

10／出金日7：20配信MBSニュース

●N［Kについて

関西電力の会長、社長はそれぞれ「読売テレビ放送」「テ

レビ大阪」の社外監査役、社外取締役を兼務しているこ

とがわかった。ではNHKはどのようになっているのか。

N［KはNHK経営委員会の12人が全員、安倍宮邸の選

任だ○村田晃嗣氏（同志社大学学長、防衛省与）が－18

年3月から作家の百田尚樹氏の後任で経営委員になって

いる。

例えば、－18年4月にNHK番組「クロ「ズアップ現代＋」

が取り上げた「かんぼ生命不正販売問題」これは悪質な

保険不正販売（疑い18万3000件）を伝えた責重なも

のだった。これに対し郵政の元総務省の事務次官、鈴木

康雄副社長はガバナンス（統治）などと訳の分からない

事を持ち出し抗議。結果、NHK経営委員会の石原委員

長は圧力に加担してNHK会長（上田良一氏）へ厳重注

意処分を行い、NHKは日本郵政に謝罪、動画削除、そし

て番組の続編は延期となった。

放送法32条では、個別の番組への干渉は禁じている

が経営委員会はN［K内部のものなので、どうなのだる



か。しかし、経営委員会の全員を宮邸が選べるというの

は官邸より上にある憲法21条「報道の自由」つまり「国

民の知る権利」に接触しているのではないか？がしかし、

憲法に違反していたとして日本にはそれを取り締まる枠組

みというのはおっただろうか。

●第三者委員会について

第三者妻の委員長になったのは、但木敬一氏。

但木氏は第1次安倍政権時の検事総長で、このとき起き

ていたのがゼネラルエレクトリック社（GE）の技術者の

暴露により福島原発は停止していた。

そのとき検察は原発に対し慎重派だった福島県知事（佐

藤栄佐久氏）の弟の不正を立件し、知事を辞職に追い込

んでいる。その後、原発は稼働。

ほかメンバーは、村木厚子元厚労局長が巻き込まれた

郵便不正事件で証拠改ざんに関わった検察関係者ぽか

り。

●大阪地検ついて

なぜ大阪地検は動かないのか？　退職後の天下りを先

を本気で調べるわけにはいかない、もしくはそれ以上で

はないのか。

関竃の社外監査役を長年務めていたのくま、元検事総長（土

肥孝治氏）。その後任も元大阪高検検事長（佐々木茂夫

氏）。

また、関電社内にある調査委員会で委員長を務めてい

たのも、元大阪地検検事正（小林敬氏）。小林氏は
2010年に「大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件」

と言うので辞任している。そんな小林氏は社会的評価を

失っているはずが、その後も阪急阪神ホテルズの食材偽

装改ざん問題の第三者委員会の委員長、積水ハウスの社

外監査役、山陽特殊製鋼の社外取締役などを務め、そし

て関雷の調査委員会委員長まで務めていたということに

なる。

●見出し続き

＊関電問題、本当に追求すべきは政府・経産省「逃げの

政策」だ

10／15（火）6：31配信現代ビジネス

＊関電社長、日本原電取締役を退任「一身上の都合、9

日付で」

10／15〈火口6：00配信共同通信

＊古賀茂明「封印された関電疑惑の政治家ルート」

10／15（火〉7：00配信「AERAdo盲

＊“高浜原発のドン”元助役の原発マネーリスト稲田、

高木、世耕各氏へ関係会社から献金

10／16（水）8：00配信デイリー新潮

＊「小判2枚」「商品券20万円分」・・・90年代の大飯・高

浜原発元所長も『金品もらった』

10／16（水口2：11配信関西テレビ

＊金品だけじゃない元助役‘原発マネー接待”パトカー

に寒ブリ、就職あっせんも

10／17（木〉8：00配信デイリー新潮

＊贈答品、菅原経産棺が指示＝立憲・杉尾氏が元秘書の

音声データ開示

10／17（木）22：12配信時事通信

＊関雷から高浜町への寄附、10年間で35億円

森山元助役の在任時に集中

10／20（日）12：00配信「朝日新聞デジタル」

＊関電OBが新証言「幹部は口座番号を伝えていた」

10／21（月）6：01配信タイヤモンド・オンライン

＊関雷に「言語道断」の菅原一秀氏（経済産業相〉辞表

自らもカネ巡り退場　野党「疑惑より深まった」

10／25東京新聞夕刊2両より見出し

※交代した梶山弘志新経産相は日本原子力研究開発機

構に勤めていた。茨城県連会長でもあるゆえ、日本原電

の東海第二原発に焦点があるように感じる。

驚きの元原子力親制委員長の発言

今月の月刊『選択』11月号にて、元原子力規制委員

長の田中氏が信じがたい発言をしている。

「日本の原子力政策は嘘だらけでここまでやってきた。結

果論も含め本当に嘘が多い。最大の問題はいまだに核燃

料サイクルに拘泥していること。」

SNSにて数年に及ぶデモの写真

とこの様な原発ニュースを投稿しています。
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