総則

原子力 損害賠償 支援機構 法要綱
第一
目的

国 の責務

国 民生活の安 定向上及 び国民経 済の健全 な発展に 資すること を目的と すること 。

（第一条関 係）

保すると ともに電 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 営の確 保を図り 、もって

ために 必要な資 金の交付 その他の 業務を行う ことによ り、原子 力損害の 賠償の迅速 かつ適切 な実施を 確

に 規定する賠 償措置額 を超える 原子力損 害が生じ た場合にお いて 、当 該原子力 事業者が 損害を賠償 する

「賠償法 」という 。）第三条 の規定に より原子 力事業者 がその責め に任ずべ き額が賠 償法第七 条第一項

原子力 損害賠償 支援機構 は、原子 力損害の賠 償に関す る法律（ 昭和三十 六年法律第 百四十七 号。以下

一

二

国は、こ れまで 原 子力政策を 推進して き たこ と に伴う社 会的な責 任を負って いるこ と に鑑み、 原子力

損 害賠償支 援機構が前 条の目的 を達する ことがで き るよう、 万全の措 置を講ず るものと すること。

（第二 条関係）
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三

第二
一

二

第三
一

法 人格等

（第三 条から第 八条まで 関 係）

原子力損 害賠償支 援機構（以 下「機構 」という 。）は法 人とするこ と、一を 限りに設 立される ことな
ど 、所要の規 定を設け ること。
設立
発起 人

（第 九条関係 ）

機 構を設立す るには、 電気事業 に関して 専門的な 知識と経験 を有する 者三人以 上が発起 人になるこ と
を必要 とするこ と。
設立 の許可等

（第十 条から第 十三条ま で関係）

定 款の作成、 登記等、 機構の設 立につい て 所要の 規定を設け ること。

運 営委員会
運営委 員会の権限

機構に 運営委員 会を置き 、資金援 助及び負担 金の額等 の議決な どのほか 、定款の変 更、業務 方法書、

- 2 -

二

三

第四
一

予算及 び資金計 画等の作 成又は変 更の事項に ついて 、 議決を行 うこ と。 （第十四条 及び第十 五条関係 ）
運営 委員会の 組織

運 営委員会は 、委員八 人以内並 びに機構 の理事長及 び理事を もって 組 織するこ ととし、 委員長一人 を

（第十 六条関係 ）

運 営委員 会の委員 は、電気 事業、経 済、金融 、法律又は 会計に関 して 専門 的な知識 と経験を有 する

委員 の任期等

置くこ ととする など、運 営委員会 について 所 要の規定 を設ける こ と。

１

者のう ち から、 機構の理 事長が主 務大臣の認 可を受け て 任命す ること。

委員 の任期は 二年とし、 秘密保持 義務等を 規定する など、委員 について 所要の規 定を設け るこ と。

（ 第十七条か ら第二十 二条まで 関係）

機構に 、役員とし て 理事長 一人、理 事四人以 内及び監事 一人を置 くこと。

２

役員等

１

理 事長は、 機構を代 表するこ ととするな ど、役員 の職務、 権限につ いて 所要の 規定を設 けるこ と 。

役員 の職務等

２
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二

第五
一

二

（第二 十三条及 び第二十 四条関係 ）

理事長及 び監事は 、主務大 臣が任命 し、理事は 、理事長 が主務大 臣の認可 を受けて 任命するこ と。

役員 の任期等
１

役 員の任期 は二年と し、秘密 保持義務等 を規定す るなど、 役員につ いて 所要の 規定を設 けるこ と 。

（第二十 五条から 第三十四条 まで 関係 ）

（第 三十五条か ら第三十 七条まで 関係）

各 事業年度 に原子力 事業者（ 実用発電用 原子炉又 は実用再 処理施設 を設置し、 原子炉の 運転等を し

負担金

など、業 務につい て 所要の規 定を設け ること。

機 構は、業 務開始の 際、業務 方法書を作 成し、主 務大臣の 認可を受 けなければ ならない こととす る

務 に附帯する 業務を行 うこと。

機構 は、目的 を達成する ため、負 担金の収 納、資金 援助に係る 業務、相 談に係る 業務、こ れらの業

業 務の範囲 等

業務

２

１

２

１
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三

２

３

１

て いる ものをい う。以下 同じ。） が機構に納 付すべき 負担金の 額は、各 原子力事業 者につき 、機構が

当該事業 年度にお いて 原子力 事業者か ら納付を 受けるべ き 額の総額 として 機 構が定め る額（以 下「一

般 負担金年度 総額」と いう。） に、各原 子力事業者 の負担の 割合とし て機構が 定める割 合（以下「 負
担金率 」という 。）を乗 じて 得た 額とするこ と。

一般 負担金年 度総額及び 負担金率 は、主務 省令で 定 める基準に 適合する ように、 運 営委員 会の議決
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を 経て 、定め なければ ならない こ ととし 、機構が 一般負担金 年度総額 若しくは 負担金率 を定め、又 は

これら を変更し ようとす るときは 、主務大臣 の認可を 受けなけ ればなら ないこと。 その際、 主務大臣
は、あら かじめ、 財務大臣に 協議しな ければな らないこ と。

（第三十 八条から第 四十条ま で関係）

負担金を 納期限ま で に納付 しない場 合の公表 、延滞金そ の他負担 金につい て 所要の 規定を設け るこ
と。
資金 援助

原子力 事業者は 、その損 害を賠償 する責めに 任ずべき 額（以下 「要賠償 額」という 。）が賠 償措

通則
(一)

置額を 超えると 見込まれ る場合に は、機構が 次に掲げ る措置（ 以下「資 金援助」と いう。） を行う
ことを、 機構に申 し込むこと ができ る こと。

原子力事 業者に対 する、要 賠償額か ら賠償措置 額を控除 した額を 限度とす る資金の 交付（以下

ハ

ロ

原 子力事業 者が発行 する社債 等の取得

原子力事 業者に対 する資金 の貸付け

原子 力事業者 が発行する 株式の引 受け

イ

ニ

原子 力事業者 による資金 の借入れ に係る債 務の保証
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「資金 交付」と いう。）

ホ

資 金援助の申 込みを行 う原子力 事業者は 、機構に 対し、原子 力損害の 状況、要 賠償額の 見通し及

うかど うかを決 定しなけ ればなら ないこと。

機 構は、資 金援助の申 込みがあ ったとき は、遅滞 なく、運 営 委員会の 議決を経 て 、資金 援助を行

関する中 期的な計 画などを記 載した書 類を提出 しなけれ ばならな いこと。

び損害 賠償の迅 速かつ適 切な実施 のための方 策、希望 する資金 援助の内 容及び額、 事業及び 収支に

(二)
(三)

２

資金援 助の決定 を受けた 原子力事 業者は、資 金援助の 内容又は 額の変更 の申込みの 必要が生 じた

場合には 、機構に 対し、

の 書類を提 出しなけ ればなら ないことな ど、資金 援助の内 容等の変 更に

つ いて 所要の 規定を設 けるこ と 。

機構は 、資金援 助を受け た原子力 事業者が損 害賠償額 を超えて 資金の交 付を受けた 場合には 、残

（ 第四十一条 から第四 十四条ま で関係）

余の額を 機構に納 付すること を求めな ければな らないこ と。

特 別事業計 画には、 １の

と いう。） を作成し、 主務大臣 の認定を 受けなけ ればならな いこと。

同して 、 損害賠償 の実施その 他の事業 の運 営及 び資金援 助に関す る計画（以 下「特別 事業計画 」

の交付 を受ける 必要があ るとき は 、運 営委員 会の議決 を経て 、 申込みを 行った原子 力事業者 と共

機構は、 資金援助 の申込み があった 場合にお いて 、資金 交付に要 する費用 に充て る ため、国債

特別事業 計画の認 定

特 別事業計 画の認定 等

イ

ロ

の 事項、原子 力事業者 の経営の 合理化の ための方策 、賠償資 金を確

(二)
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(二)

(四)
(五)
(一)

保する ための関 係者に対 する協力 の要請その 他の方策 、原子力 事業者の 資産及び収 支の状況 に係
る評価に 関する事 項などを定 めること 。

機構は、 特別事業 計画を作 成しよう とするとき は、原子 力事業者 の資産に 対する厳 正かつ客観

的な評 価及び経 営内容の 徹底した 見直しを行 うととも に、当該 原子力事 業者による 関係者に 対す

る協力の 要請が適 切かつ十分 なもので あるかど うかを確 認しなけれ ばならな い。

主務大臣 は、特別 事業計画 が、経営 の合理化 のための方 策が賠償 資金を確 保するた め最大限の

努力を 尽くすも ので ある か、厳 正 な資産評価 等を行っ た結果の もので あ るかなど一 定の要件 に該

当すると 認めると きは、あら かじめ、 財務大臣 その他関 係行政機関 の長に協 議した上 で、イの 認
定 を行うこと ができ る こと。

のニ の認定が あった日か ら、認定 特別事業 計画に基 づく資金援 助（以下 「特別

（第四十 五条関係 ）

主 務大臣は 、認定を 行ったと きは、認定 に係る特 別事業計 画（以下 「認定特別 事業計画 」とい
う。）を 公表する ものとする こと。
認 定特別事 業計画の履 行の確保 等
主 務大臣は 、
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ハ

ニ

ホ

イ

(一)

(二)

３

ロ

資金援 助」とい う。）の 実施の状 況等に照ら し、新た に国債の 交付を行 う必要がな いと認め られ

るこ と、 機構の国 庫納付の額 が一定の 額に達し て いるこ となどの条 件が満た されたと 認めて 主 務

大 臣が告示す る日まで の間（以 下「特別 期間」とい う。）、 必要があ ると認め られると き は、認

定を受 けた原子 力事業者 （以下「 認定事業者 」という 。）に対 し、認定 特別事業計 画の履行 状況

について 報告又は 必要な措置 を命ずる こ とがで き るこ と とするなど 、認定特 別事業計 画の履行 の

- 9 -

確 保について 所要の規 定を設け るこ と。

認 定特別事 業計画の 変更をし ようとする ときは、 主務大臣 の認定を 受けなけれ ばならな いこと

（ 第四十六条 及び第四 十七条関 係）

とするな ど、認定 特別事業計 画の変更 について 所要の規 定を設ける こ と。

め、国 債を発行 すること ができ る こと。

政府は 、機構が資 金援助に 係る資金 の交付を 実施するた めに必要 となる資 金の確保 に用いるた

国債の交 付

特 別資金援 助に対す る政府の 援助

イ

(一)

ロ

政 府は、イ により、 予算で 定 める金額の 範囲内に おいて 、 国債を発 行し、機構 に交付す るもの
とするこ と。

イにより 発行する 国債は、 無利子と するなど、 国債の交 付につい て 所要の 規定を設 けること。
国債の 償還

ハ

機構 は、

資金の交 付

の ロにより交 付された 国債の償 還の請求 をすること ができ る こととし 、政府は 、機

の ロにより交 付された 国債のう ち償還さ れて いない ものがあ る場合に 、その償 還さ

規定を 設けるこ と。

れ ていない国 債を政府 に返還し なければ ならない ほか、当該 国債の返 還及び消 却につい て所要の

機構 は、

交付さ れた国債 の償還に ついて 所 要の規定を 設けるこ と。

構 から償還の 請求を受 けたとき は、速や かに、そ の償還をし なければ ならない こととす るなど、

イ

ロ

(一)

(一)

のロによ る国債の 交付がさ

れても なお当該 資金交付 に係る資 金に不足を 生ずるお それがあ ると認め るときに限 り、当該 資金交

政 府は、機 構が特別資 金援助に 係る資金 交付を行 う場合にお いて 、

(一)
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(二)
(三)

四

４

（第四十 八条から 第五十一 条まで 関 係）

付を行 うために 必要とな る資金の 確保のため 、予算で 定める額 の範囲内 において 、 機構に対 し、必
要な資金 を交付す ることがで き ること 。
負担金の 額の特例

らない こと。

により算 定した額 に特

可 を受けなけ ればなら ないこと 。その際 、主務大 臣は、あら かじめ、 財務大臣 に協議し なければな

ればなら ないこと とし、機構 は、特別 負担金を 定め、又 は変更しよ うとする ときは、 主務大臣 の認

特別負 担金額は 、主務省 令で 定め る基準に適 合するよ うに、運 営委員会 の議決を経 て 、定め なけ

を いう。以下 同じ。） を加算し た額とす ること。

別負担金 額（認定 事業者が追 加的に負 担するこ とが相当 な額として 機構が事 業年度ご とに定め る額

認定事 業者が、 特別期間 内の事業 年度に納付 すべき負 担金の額 は、２の

(一)

（ 第五十二 条関係）

の認可 を受けたと きは、特 別負担金 額を認定 事業者に 通知しなけ ればなら ないこと 。

損 害賠償の 円滑な実 施に資す るための相 談その他 の業務

機構は、

(二)
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（一）
(二)
(三)

第六
一

１

機 構は、資 金援助を 行った場 合には、原 子力損害 を受けた 者からの 相談に応じ 、必要な 情報の提 供

機構は、 資金援助 を受けた 原子力事 業者から、 その保有 する資産 の買取り を行うこ とができ る こと。

及び助言 を行うこ と。当該業 務を第三 者に委託 でき るこ と。
２

機 構は、資 金援助を 受けた原 子力事業者 の委託を 受けて 、 当該原子 力事業者に 係る原子 力損害の 賠

（第五 十三条か ら第五十 五条まで 関係）

機 構は、毎 事業年度 （四月一 日から翌年 三月三十 一日まで ）、予算 及び資金計 画を作成 し、事業 年

事業年 度等

財 務及び会 計

に 基づく支出 の決定及 び交付の 事務を除 く。）を 行うことが でき るこ と。

県知事の 委託を受 けて 、仮払 金の支払 に関する 事務の一 部（会計法 （昭和二 十二年法 律第三十 五号）

号）の 定めると ころによ り、同法 の主務大臣 又は仮払 金の支払 に関する 事務の一部 を行う都 道府

機構は、 平成二十 三年原子 力事故に よる被害 に係る緊急 措置に関 する法律 （平成二 十三年法律 第

償の全部 又は一部 の支払を行 うことが でき るこ と。

３

４

１
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二

２

１

２

３

度の開 始前に、 主務大臣 の認可を 受けなけれ ばならな いこと。 その際、 主務大臣は 、あらか じめ財務
大臣に協 議しなけ ればならな いこと。

機構は、 毎事業年 度、財務 諸表を作 成し、事業 年度の終 了後三月 以内に主 務大臣に 提出し、そ の承

認を受 けなけれ ばならな いこ とと し、負担金 について 、原子力 事業者ご とに計数を 管理しな ければな

（ 第五十六条 から第五 十八条ま で、第六 十二条及 び第六十三 条関係）

らないこ ととする など、機構 の財務及 び会計に ついて 所 要の規定を 設けるこ と。

利 益及び損 失の処理

機構 は、毎事 業年度、損 益計算に おいて 利 益を生じ たとき は、 前事業年 度から繰 り越した 損失を埋

め 、国庫に納 付しなけ ればなら ない額を 控除して なお残余が あるとき は、その 残余の額 は、積立金 と
して 整 理しなけ ればなら ないこ と 。

機構 は、毎事 業年度、損 益計算に おいて 損 失を生じ たとき は 、１による 積立金を 減額して 整理し、

な お不足が あるとき は 、その不 足額は、 繰越欠損 金として 整 理しなけ ればなら ないこ と 。

機 構は、１ による積 立金を資 金援助など の業務に 要する費 用に充て るこ とがで き るこ と 。
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三

第七

４

１

２

機 構は、特 別資金援 助を行っ た場合には 、１に規 定する残 余がある ときは、国 債の償還 を受けた 額

（ 第五十九条 関係）

の合計額 から既に 国庫納付し た額を控 除した額 まで を限 り、国庫に 納付しな ければな らないこ と。

借 入金及び 原子力損 害賠償支 援機構債

機構 は、政令 で 定める額 の範囲内 で 、主務 大臣の認 可を受けて 、金融機 関等から 資金の借 入れをし

、 又は原子力 損害賠償 支援機構 債（以下 「機構債 」という。 ）の発行 をするこ とができ ること。そ の
際、主 務大臣は 、財務大 臣に協議 しなければ ならない こと。

政府 は、法人 に対する政 府の財政 援助の制 限に関す る法律（昭 和二十一 年法律第 二十四号 ）第三条

の 規定にかか わらず、 国会の議 決を経た 金額の範 囲内におい て、１の 借入れ又 は機構債 に係る債務 の

（第六十 条及び第 六十一条関 係）

保証を するこ と ができ る こ ととす るなど、機 構の借入 れ等につ いて 所要 の規定を設 けるこ と 。

監督

機構は 、主務大 臣が監督 すること とし、主務 大臣は監 督のため 、報告及 び検査等を 行うこと ができ る こ
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雑則
政府によ る資金の 交付

（ 第六十四条 及び第六 十五条関 係）

政府は 、著しく 大規模な 原子力損 害の発生そ の他の事 情により 、電気の 安定供給そ の他の原 子炉の運

罰則

（第六十 八条関係 ）

（第六十 六条、第 六十七条及 び第六十 九条から 第七十二 条まで 関 係）

定款の 変更、解 散、法人 税の特例 など所要の 規定を設 けること 。

その他

に限り 、予算で 定める額 の範囲内 で 機構に対 し必要な 資金を交 付するこ とができ る こ と。

担 金を定める こととな り、国民 生活及び 国民経済 に重大な支 障を生ず るおそれ があると 認められる 場合

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 ぼす過大 な額の負

と。
第八
一

二

第九

こ の法 律の規定 に違反し た者につ いて 、所要 の罰則規 定を設け るこ と。
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第十
一

二

三

そ の他
施行期日

（第七 十三条か ら第七十 九条まで 関係）

こ の法 律は、公 布の日か ら施行す ること。た だし、第 五の四の ４は、平 成二十三年 原子力事 故による

（附 則第一条関 係）

被害に係 る緊急措 置に関する 法律の施 行の日又 はこ の法 律の施行の 日のいず れか遅い 日から施 行するこ
と。
経 過措置

この法律 の施行前 に生じた原 子力損害 に関し資 金援助を 機構に申し 込む原子 力事業者 は、その 経営の

合 理化及び経 営責任の 明確化を 徹底して 行うとと もに、当該 原子力損 害の賠償 の迅速か つ適切な実 施の

ため、 当該原子 力事業者 の株主そ の他の利害 関係者に 対し、必 要な協力 を求めなけ ればなら ないこと な

（附則第 二条から 第五条ま で関係）

政 府は、こ の法律の 施行後で き るだけ早 期に、平 成二十三 年三月十 一日に発生 した東北 地方太平 洋

検討

ど所要の 経過措置 に関する規 定を設け ること。

１
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２

沖地震 に伴う原 子力発電 所の事故 （以下「平 成二十三 年原子力 事故」と いう。）の 原因等の 検証、平

成二十三 年原子力 事故に係る 原子力損 害の賠償 の実施の 状況、経済 金融情勢 等を踏ま え、原子 力損害

の 賠償に係る 制度にお ける国の 責任の在 り方、原子 力発電所 の事故が 生じた場 合におけ るその収束 等

に係る 国の関与 及び責任 の在り方 等について 、こ れを 明確にす る観点か ら検討を加 えるとと もに、原

子力損害 の賠償に 係る紛争を 迅速かつ 適切に解 決するた めの組織の 整備につ いて 検討 を加え、 こ れら

の 結果に基づ き、賠償 法の改正 等の抜本 的な見直 しをはじめ とする必 要な措置 を講ずる ものとする こ
と。

政府 は、こ の 法律の施行 後早期に 、平成二 十三年原 子力事故の 原因等の 検証、平 成二十三 年原子力

事 故に係る原 子力損害 の賠償の 実施の状 況、経済 金融情勢等 を踏まえ 、平成二 十三年原 子力事故に 係

る資金 援助に要 する費用 に係る当 該資金援助 を受ける 原子力事 業者と政 府及び他の 原子力事 業者との

間の負担 の在り方 、当該資金 援助を受 ける原子 力事業者 の株主そ の他の利害 関係者の 負担の在 り方等

を 含め、国 民負担を最 小化する 観点から 、こ の法 律の施行状 況につい て 検討を 加え、そ の結果に基 づ
き 、必 要な措置 を講ずる ものとす ること。
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四

３

政 府は、国 民生活の 安定向上 及び国民経 済の健全 な発展を 図る観点 から、電気 供給に係 る体制の 整

備を含む エネルギ ーに関する 政策の在 り方につ いて の検 討を踏まえ つつ、原 子力政策 における 国の責

（ 附則第六 条関係）

任 の在り方等 について 検討を加 え、その 結果に基づ き 、原子 力に関す る法律の 抜本的な 見直しを含 め
、必要 な措置を 講ずるも のとする こと。
関係 法律の整 備

エ ネルギー対 策特別会 計に原子 力損害賠 償支援勘 定を設ける こととす る特別会 計に関す る法律（平 成
十九年 法律第二 十三号） の一部改 正など、そ の他所要 の改正を 行うこと 。

（附則第 七条から 第十五条ま で関係）
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