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福島第一原子力発電所を視察して
横浜弁護士会
2015年８月10日、第58回人権擁護大会シンポジウムの
ための調査として、21名で福島第一原子力発電所を視察
しました。
広野町のＪビレッジに集合し、専用のバスで20㎞ほど
北にある原発に向かいます。車窓から楢葉町、富岡町、
大熊町の国道沿いを見ることができますが、帰還困難区
域では、ガラスが割れ、草に覆われつつある店舗建物も
多数あり、筆者が2013年に訪れたチェルノブイリ原発周
辺の街と風景が重なるようです。
原発に到着後、手袋と靴カバーとマスクを着用し、個
人線量計を身に着け、視察用のバスに乗り込みました。
事故前は敷地に桜の木をはじめとする緑が多くありま
したが、事故後は、増える一方の汚染水のため、木を伐
採し設置されたタンクが林立しています。合計80万m3
分あり、既に約66万m3が満たされています。一日当た
り400m3増加しているとのことですから、増設などがさ
れないと約１年で満杯になる計算です。
進んでいくと、まぶしいほどの白い壁で覆われた多核
種除去施設（ALPS）が視界に入ってきます。トリチウ
ムを除く62核種を取り除くことができるとされていま
す。運用には相当の電気代がかかるようでした。
次に、タンクやALPSが建っている海抜30m余りの所
から、原子炉建屋を望みます。１号機から４号機の事故
状況、現在の作業内容の説明を受けました。４号機で
は、燃料プールから使用済み燃料を取り出すための構造
物が作られましたが、要した鋼材は東京タワー一つ分で
あるとのことです。このような話を聞くと、新国立競技
場の費用の話も、原発事故に比べれば小さな話のように
錯覚してしまいます。建屋は遥か下方にあり、元々断崖
だった土地を掘り下げて建屋を建設したこと、それゆえ
に、地下水が建屋に流れ込み、汚染水となっているのだ
ということを実感します。
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急坂を下り４号機の建屋の傍まで行き、問題が多く挙
げられている凍土壁の工事状況も視察しました。一部で
は凍結試験中とのことですが、凍結管を流れる冷媒の温
度を測るなどしており、実際に凍結しているのかどうか
の確認には至っていない状況です。本当に凍結して壁に
なり、遮水可能になるのか疑問に思うところでした。本
視察ではこの辺りで空間線量が最も高く、バス内で毎時
42マイクロシーベルトでした。
その後、５、６号機、免震重要棟等を視察し終了で
す。バスに乗って見ているだけなのに、とても疲れる視
察でした。世界中から注目され、多くの人に損害を被ら
せた原発の事故の現場にいること、短時間ですが目に見
えない高線量の中にいることによる緊張がそうさせたの
でしょうか。しかし、ここでは平日一日当たり約6700人
もの方が作業に従事しています。作業員の被ばく線量管
理等の重要性も感じました。事故収束、廃炉作業は数十
年続いていくこと、その間の作業員の方々の被ばくを伴
う労働、事故処理に要する費用は途方もなく、事故が生
じたときの損害の甚大さに改めて思いが至りました。

汚染水タンク（出典：東京電力株式会社）
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カリフォルニア・生物多様性オフセット・バンキング調査
兵庫県弁護士会
１ はじめに
⑴調査の目的、背景
ア 生
 物多様性は、今、開発や乱獲等により、深刻な
危機にさらされています。この危機に対応するため、
最近、国際社会において、
「ノーネットロス原則」が
法制度化され始めています。これは、開発によりあ
る地域内の自然の損失が避けられない場合に、開発
者に対し、代償措置（ミティゲーション）として、
損失される自然と同等の自然価値を創出させること
を課して、自然の量を一定に保とうとする原則です。
イ そ
 の実践の一つが、生物多様性オフセット・バン
キングです。先行投資として、生物多様性創出の事
業を行っておき（バンクの創出）
、開発者に対し、クレ
ジットを売却することで、開発者は開発許可要件を
具備し、バンク事業者はバンクの創出・維持にかか
る資金を回収するという仕組みです。米国では、水
質汚濁防止法（CWA）と種の保存法（ESA）の下、生
物多様性オフセット・バンキングが機能しています。
⑵旅程・主な訪問先等は、表１のとおりです。本調査に
は、当委員会委員等が11名参加しました。本稿では、
紙幅の都合上、生物多様性オフセット・バンクの創出
事業を行っているウェスターベルト社（以下「Ｗ社」
といいます。
）の取組を報告します。
【表１】旅程概要

主要滞在地

主要訪問先

６月13日

移動

モノ湖

６月14日

ヨセミテ

ヨセミテ国立公園

６月15日

移動

移動

６月16日

サクラメント

ウェスターベルト社

６月17日

サクラメント

ウェスターベルト社

６月18日

サンフランシスコ

UCバークレー

６月19日

サンフランシスコ

ミュアウッズ

２ ウ
 ェ ス タ ー ベ ル ト 社 に よ るCosumnes氾 濫 原 ミ
ティゲーション・バンク（Cosumnes Floodplain
Mitigation Bank）の取組について
対象地は、もとは畑でしたが、度重なる洪水（浸水）
により耕作放棄されていました。Ｗ社が購入した土地の
面積は、472エーカー（約190ha）で、周辺の湿地環境の
調査データを参考に、再自然化計画が作成されました。
当バンクが生み出すクレジットの量は、290クレジッ
トで、290エーカーの土地の開発の許可要件となること
ができます。クレジットの種類は、①氾濫原モザイク状
湿地クレジット、②氾濫原川岸生息地クレジット、③木
陰川岸水性生息地クレジットの３種類です。開発許可の
ために当バンクのクレジットを利用できる開発エリア
は、図１の太線で囲まれたエリアで地域的に限定されて
います。このようにして、損失する自然価値が実質的に
代償されることが図られています。
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吉江仁子

【図１】開発可能エリア

３

バンクのメリット、開発の免罪符とならないための
仕組み
開発者は、ミティゲーションを実施しようとしても、
生物多様性創出のノウハウを持っていません。一方、バ
ンク事業者には、自然生態系創出・維持のための専門的
技術・知識があります。
また、生物多様性創出の取組は、狭い面積で個別に行
われる「点」の取組より、広域で相互関連性を持つ「面」
あるいは「ネットワーク型」の取組の方が効果的です。
クレジット販売であれば、複数の開発に対応できる広域
のバンクを創出することが可能です。
それに加え、バンク事業は、連邦政府、州政府を含む
４つの政府関連機関の認可を受けており、バンクとしての
規制は対象地に永久にかかり続けるとのことでした。すな
わち、対象地の再自然化プロジェクトは、Ｗ社とは独立に
存在し、たとえ対象地の所有権が売却されても、バンク
の維持保全は買い手の義務となるのです。バンクの自然
創出機能を制度的に長期的に担保する仕組みと言えます。

バンク事業地。川岸生態系が回復している。

４

最後に
生物多様性オフセット・バンキングは、よく出来た制
度だと感じました。今後、当委員会自然保護部会では、
今回の調査を踏まえ、日本での導入可能性を研究し、報
告していく予定です。
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 画全面見直しになった国立競技場問題
計
根本問題は、市民参加も司法統制も不十分な公共事業の進め方
第二東京弁護士会

日置雅晴

国立競技場問題は、2015年７月17日安倍総理による突

外苑の歴史的文脈で考える」と題した論文を発表、これ

然の白紙撤回宣言で、大きな転機を迎えることになりま

を契機に国立競技場の建て替えを巡る論争が盛り上がる

した。

こととなりました。

この問題は、2011年２月に国会のラグビーワールド

市民の側で疑義を呈したのは作家の森まゆみ氏など女

カップ2019日本大会成功議員連盟が2019年のラグビー

性11人が共同代表となった「神宮外苑と国立競技場を未

ワールドカップ招致を目的として、国立競技場の建て替

来へ手わたす会」（2013年10月設立）で、これ以降槇氏

え決議を行ったことに端を発しています。競技場の建設

などとも協力しながら、旧国立競技場の保存・改修によ

主体のJSC（独立行政法人日本スポーツ振興センター） り神宮外苑の環境を保全することを訴えてきました。
は、密かに旧国立競技場の改修案を検討させたりもして

しかしながら、JSC及びこれを管轄する文部科学省は、

いましたが、2012年に全面建て替えの計画を発表、同年

批判の声に一切耳を貸すことなく計画を進め、2013年に

11月にデザインコンペによりザハ・ハディド氏の案が選

は地区計画が変更されて高さ規制が75mに緩和され、

定されました。

2015年１月には旧国立競技場の解体を強行、周囲の樹木

ザハ案は、高さ75m、延べ面積29万㎡という巨大な施
設であり、当初予算は1300億円とされていましたが、

もほぼ全て伐採されてしまいました。
しかし、解体強行後の2015年になり、改めて予算の膨

3000億円を超える結果となったことから、その後計画内

張を心配する声が上がるとともに、文部科学省が東京都

容をかなり縮小して延べ面積を22万㎡に縮小して1600億

にも財政負担を求める意向を示し、政府や東京都内での

円程度とする案に修正されました。それでも過去のオリ

調整不足が改めて露呈されました。最終的には６月24日

ンピックのメインスタジアムの建設費がせいぜい600億

に2520億円という工事費が出され、一端はこれで建築を

円程度であることに比べると膨大な金額であり、さらに

進めることが政府内でも承認されましたが、タイミング

は本当にこの金額で完成できるのかと言う声は根強くあ

的に安全保障法案の裁決と時期が重なったこともあり、

りました。また、完成後には年間50億円以上の維持費が

急速に国民の反対の世論が高まり、政府としても急遽計

想定され、本当に維持できるのかという声も上がってい

画見直しをせざるを得ない状況に追い込まれ、ついに白

ました。

紙撤回に至りました。

   この計画は、巨大な二本のキールアーチを設置し、そ
こに開閉式の屋根（正確には遮音装置）を設置するとい

この問題は日本の公共事業の抱える問題の象徴的なも
のだと思います。

うものですが、そもそもラグビーやサッカーなどの球技

まず、計画の段階で何を目的にどのようなコンセプト

と陸上競技のトラックを併設し、さらには音楽コンサー

で公共事業を行う（行わないことも含め）のかについ

トまで行えるという多目的を追求した結果、全ての面に

て、市民に十分に情報を公開して議論し、政策に取り入

おいて不十分かつ巨大な計画となってしまいました。ち

れる手続（事業アセスメントと情報公開）が全くなされ

なみに、陸上競技の正式な開催に必要とされるサブト

ておらず、決まった内容についてもその内容を司法によ

ラックがなく
（大会時は10億円かけて仮設で設置する。）、 り争うこともできません。さらには、国や独立行政法人
世界陸上はおろか、国体も開催できない施設です。ま

の行為については、住民訴訟のような制度がなく原則と

た、屋根を付けることから、天然芝が育たないなどの問

して司法統制が及びません。都市計画の変更についても

題も指摘され、本当にアスリートのことを考えたのかと

日本では処分性がないとされています。

いう疑問もあり、IOCの掲げるオリンピックのアジェン
ダ21に違反しているという声もありました。

結果的に世論の盛り上がりで計画は白紙撤回されまし
たが、これを教訓に、公共事業の在り方、司法審査の在

このような計画に対して最初に疑義を呈したのが、著

り方を見直すきっかけになれば、むなしく解体されてし

名な建築家の槇文彦氏であり、2013年８月号に公益社団

まった国立競技場も国民の心に永遠に生き続けるのでは

法人日本建築家協会の機関誌に「新国立競技場案を神宮

ないかと思います。
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「長期エネルギー需給見通し

（案）」に対する意見書と
「日本の約束草案（政府原案）」に対する意見書について
東京弁護士会
１

はじめに

久保田明人

とした系統連系の下で導入可能量を限定して算定するこ

日弁連では、経済産業省資源エネルギー庁から長期エ

とにより、再生可能エネルギーの割合を22から24％まで

ネルギー需給見通し案（以下「見通し案」といいます。）が

にとどめており、今後、再生可能エネルギーの促進させ

公表され、また、内閣官房、環境省及び経済産業省か

る見通しとは到底言えません。

ら、温室効果ガスの削減目標に関する「日本の約束草案
（政府原案）
」
（以下「約束草案」といいます。）が公表さ

将来の電源構成については、上記の基本的な考え方を
基に、根本的に見直されるべきです。

れ、パブリックコメントに付されたことを受けて、2015
年６月17日付けで、「長期エネルギー需給見通し（案）」 ３ 「約束草案」
に対する意見書と「日本の約束草案（政府原案）」に対
する意見書を公表しました。

約束草案は、本年12月に開催される気候変動枠組条約
締約国会議で決定が予定されている、2020年以降におけ
る日本の削減目標の原案となるものです。2014年に公表

２ 「長期エネルギー需給見通し（案）」

された気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第５次

「長期エネルギー需給見通し」は、エネルギー基本計

評価報告書によれば、人類にとって危機的な状況を回避

画を踏まえ、将来のエネルギー需給構造の見通しとある

するためには、産業革命前と比べて2100年の気温上昇を

べき姿を示すものとされています。しかし、長期エネル

２℃に抑える必要があり、そのためには、2010年比で

ギー需給見通しの策定には法的根拠はそもそもなく、そ

2050年の世界の温室効果ガス排出量を40％～70％、2100

の性格は不明確で、閣議決定を経ることもなく、国会へ

年にはほぼゼロ又はマイナスにする必要があるとされて

の報告もありません。このような長期エネルギー需給見

います。そして、先進国全体では、2050年までに80％削

通しによって、国のエネルギー政策の根幹を定めること

減することが合意されています。

は、エネルギー政策の策定手続について定めたエネル
ギー政策基本法の趣旨にそもそも反するものです。
また、見通し案が想定する電源構成については多くの
問題があります。
電源構成の基本的な考え方としては、福島第一原発事
故による被害、気候変動の悪影響の最小化などを踏ま

この点、約束草案では、温室効果ガスの削減目標を
「2030年に2013年比26％減（1990年比18%減）」としてい
るにすぎません。2050年80％減との長期目標と整合的で
あるためには、2030年にはより高い削減目標を設定すべ
きであり、２℃目標達成のための長期的な削減経路と整
合的とは到底言えません。

え、原子力に依存することなく、エネルギー自給率を高

将来世代に対する現世代の責任として気候変動の悪影

め、二酸化炭素排出をより削減していくために、再生可

響を最小限に抑えるべく２℃目標を達成し、また、その

能エネルギーを拡大し、原子力や石炭火力から脱却して

ための先進国の責任を果たすために、日本の削減目標を

いく電源構成案を策定すべきです。

引き上げ、より高い削減目標を掲げるべきです。

しかし、見通し案における2030年の電源構成は、原子
力は20から22％、石炭は26％であり、この割合は、福島
第一原発事故前10年間の平均（原子力27％、石炭24％）
から基本的に変化しておらず、石炭はむしろ増加してい

４ 「見通し」及び「約束草案」の決定
以上のような問題点があるにもかかわらず、経済産業
省が見通しについて2015年７月16日、内閣官房等が約束

ます。そして、原子力の20から22％までという割合は、 草案について同月17日に、それぞれ、ほぼ原案と同じ内
既存の原発に設置許可済みの原発３基を全て稼働させ、 容で決定しました。
更にこれらを60年に延長することを前提としたもので

日弁連では、引き続き、この問題を取り上げていくと

あって、
「可能な限り低減させる」としたエネルギー基

ともに、内容が是正されるよう意見書提出等の活動を

本計画にも反するだけでなく、実現可能性に欠けるもの

行っていきます。

です。また、見通し案では、原発の最大限の稼働を前提
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 射性物質汚染対処特措法
放
─もう一つの「ノット アンダー コントロール問題」
東京弁護士会
福島原発事故によりセシウム134、セシウム137ほかの
放射性物質が拡散し、２割程度がわが国の陸地に沈着し
たとされています。その事故から約半年後、平成二十三
年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原
子力発電所の事故により放出された放射性物質による環
境の汚染への対処に関する特別措置法（平成23年８月30
日法律第110号。以下「特措法」といいます。）が公布され
ました。特措法は、いろいろな問題点をかかえています。
⑴ まず、福島原発事故以前、放射性物質は廃棄物処理
法（以下「廃掃法」といいます。）の対象となってい
ませんでした。廃掃法は、「廃棄物」を定義する中で、
「放射性物質及びこれによって汚染された物」（以下
「放射性物質汚染物」といいます。）を除くとしていま
す。そのため、
「放射性物質汚染物」は、廃掃法に基
づく処理はできず、厳格な管理がされてきました。
「放射性物質汚染物」にあたるとして廃掃法以外の処
理がなされるか否かを区分する基準は「クリアランス
レベル」と呼ばれ、セシウム134とセシウム137につい
ては、合計100ベクレル／kg以下とされています。
 ところが、特措法、同規則の下では、福島原発事故
で放出された放射性物質汚染物については、上記セシ
ウム二種の合計濃度が8000ベクレル／kg以下であれ
ば「放射性物質汚染物」にあたらないとされ、一部に
ついて特別な処理基準が定められているほかは、放射
性物質が含まれない廃棄物と同様の焼却や埋立てがで
きることとなりました。しかし、これまで「100ベク
レル／kg以下」との基準に基づいて判断されてきた
ものが、なぜ、福島事故からの放射性物質汚染物に
限って、基準が緩められたのか、合理的な説明がなさ
れているとはいえません。「8000ベクレル／kg超」の
基準は、クリアランスレベルが100ベクレル／kgであ
ることを十分に踏まえて、相当程度引き下げられる必
要があると考えられます。
⑵ また、特措法20条は、「対策地域内廃棄物」（11条）
と「指定廃棄物」（17条）とを併せて、「特定廃棄物」
としています。
「指定廃棄物」とは、対策地域外で、
環境大臣が「環境省令で定める基準に適合しないと認
め」て指定するものをいいます。問題は、どのような
ものが「指定廃棄物」に指定されるかです。水道施設
など、一部施設の管理者には調査義務が課せられてお
り（特措法16条）
、調査の結果、セシウム二種の合計
濃度が8000ベクレル／kgを超えていれば「指定廃棄
物」とされます。しかし、それ以外については、廃棄
物占有者が環境大臣に申請して指定されなければ、セ
シウム二種が8000ベクレル／kgを超えていても「指
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定廃棄物」として指定されません（特措法18条）。そ
の結果、廃掃法によって既存の最終処分場で処理され
る、8000ベクレル／kg超の廃棄物が生じてしまいま
す。申請されないのは、指定廃棄物に指定されると県
内処分の負担が生じることや、風評被害をおそれての
ことだといわれています。そこで、基準を超えた廃棄
物について、申請がなくとも、漏れなく「指定廃棄
物」に指定されるよう、法改正を行う必要がありま
す。そうしなければ、特措法は汚染物質を拡散させる
との批判を免れないでしょう。なお、福島県内の業者
が排出した放射性物質汚染物が、滋賀県内で発見され
たケースがあります。
⑶ さらに、特措法20条、同規則25、26条は、指定廃棄
物を含む特定廃棄物の焼却や埋立処理の基準を定めて
いますが、いずれもその安全性について十分な検証が
なされたといえるか疑問があります。より安全性に配
慮した特定廃棄物の処理基準を策定し、焼却施設や処
分場の建設、管理に当たっては、適切な環境アセスメ
ント、安全審査、十分な情報公開、住民参加の制度を
設けることが不可欠です。
⑷ ほかに、特措法に基づく「基本方針」では、指定廃
棄物について、各県ごとに１か所ずつ最終処分場を設
置する方針が定められています。けれども、その方針
に合理性があるのか、最終処分場は、公正・公平に選
定されるのか、国の有識者会議で定められた基準と、
各県ごとの選定基準との間の整合性は保たれているの
か、住民参加手続は保障されているのかといった問題
があります。
⑸ さらに、指定廃棄物は、未だ最終処分場などが決ま
らないなどのなか、現在、一時保管されていますが、
その一時保管が、環境を汚染し、周辺住民の健康を阻
害していないか、十分に検証する必要があります。
現在、特措法は、施行の状況、所要の措置を講ずるか
どうか等の検討が進められていますが、上記の問題点に
ついて抜本的改正が求められているといえます。
なお、特措法に関して日弁連は、2011年に「放射性物
質汚染対処特措法省令事項素案についてのパブリックコ
メントに対する意見書」、「放射性汚染物質対処特措法施
行に当たっての会長声明」を提出したほか、2015年７月
16日付けで「放射性物質汚染対処特措法改正に関する意
見書」を提出し、また、2015年度に千葉県において開催
された第58回人権擁護大会でもシンポジウムのテーマの
一つとなりました。

5

小売全面自由化と再エネ表示問題について
東京弁護士会
2016年４月に始まる小売全面自由化は、消費者に電力
の選択の自由をもたらすもので、低炭素の再生可能エネ
ルギーの普及促進には大きな役割を果たします。消費者
の選択の自由を実質的に確保するには、消費者に電力に
関する正確かつ適切な情報が提供されることが必要とな
ります。改正電気事業法で規定された消費者に対する説
明義務の具体的内容に関し、「小売電気事業の登録の申
請等に関する省令案」（以下「省令案」という。）が策定
され、2015年６月２日にパブリックコメントに付されま
した。しかし、省令案には再生可能エネルギー普及促進
の面から２点問題がありました。
１点目は、省令案４条及び８条で、小売電気事業者
が、FIT制度により交付金の交付を受けている再生可能
エネルギー電気が環境への負荷の低減に資するものであ
る旨の説明を行うことを禁止していた点です。CO2排出
量、放射性廃棄物排出量など環境負荷に関する情報は、
消費者の選択にとって極めて重要なものですが、その説
明の禁止により再生可能エネルギー電気を選択する自由
も実質的に制約します。また、法は説明義務を定めるも
のであるのに対し、省令案では説明を禁止しており、法
律の委任がないにもかかわらず、小売電気事業者の権利
を制限し、ひいては、消費者の選択の自由を侵害するも
のであり、侵害留保原則や憲法41条に違反するものと
なっていました。
２点目は、省令案では、原発・火力といった発電源の
種類や割合の説明が、小売電気事業の任意に委ねられて

江口智子

いる点です。発電源の種類とその割合を消費者に対して
提供することは、消費者に対し主体的な選択を促すこと
を通じて電力自由化と環境保護を同時に進展させていく
ことを目指すものです。小売電気事業者が積極的に提供
することを望まない情報こそ、消費者に対して提供され
なければなりません。EU諸国では、全ての小売電気事
業者に対し、発電源の種類と割合や環境負荷について表
示することを義務付けており、消費者に対する発電源情
報の提供は今日では必要不可欠なものとして認識されて
います。
そこで、日弁連では、2015年６月17日付けで「小売電
気事業の登録の申請等に関する省令案に対する意見書」
を公表し、上記の問題点を指摘した上で、省令案４条及
び８条を削除すること、及び、小売電気事業者に発電源
の種類と割合の説明や表示を義務付けることなどを求
め、パブリックコメントを提出しました。
パブリックコメントの結果、小さいながらも省令案が
変更となりました。省令案４条及び８条は削除となり、
FIT制度による交付金の交付を受けた再生可能エネル
ギー電気の場合、買取費用が賦課金により賄われている
ため、二酸化炭素が排出されないという付加価値を訴求
せずに説明すること、つまり、FIT制度の説明をすること
を義務付けるという形の規定となりました。消費者に対
する詳しい説明内容は、今後、ガイドラインで規定され
る予定です。また、発電源の種類や割合の義務付けにつ
いては、引き続き、審議会で議論されることとなりました。

原
 子力事業に対する経済的優遇措置に関する意見書について
「これでいいの? 原子力事業者の経済優遇策」
新潟県弁護士会

松永仁

１ 2015年 ８ 月21日 付 け で、 日 弁 連 は、 政 府 に 対 し、 る電力システム改革によって将来電気料金が自由化され
「原子力事業者に対し、原子力事業の維持、継続を支援 たときに備えて原子力事業者に対し経済優遇措置を与え
する経済的優遇措置を導入すべきではない」という内容
の意見書を提出しました。
日弁連はこれまで、原発、核燃サイクル政策からの速
やかな撤退を繰り返し求めてきましたが、政府が閣議決

る制度の導入を検討しています。
現在、政府が進めている電力システム改革では、2016
年４月から電力の小売が自由化され、2020年には発送電
が分離されて、電気料金規制がなくなります。現在、電

定した「エネルギー基本計画」では、原発を重要なベー
スロード電源と位置付け、2015年に経済産業省が定めた

気料金規制の下で総括原価方式により電力会社は投資、
費用を電気料金から確実に回収できます。将来電気料金

「長期エネルギー需給見通し」では、2030年の電力に占
める原子力の割合について20％～22％とする等、将来に
わたり原発に依存したエネルギー政策を維持しようとし
ています。また、政府はこの一環として、現在進めてい

が自由化された場合、他の電源との価格競争となりま
す。原発が他の電源と比較して低コストであるならば、
特に原発に対して経済的優遇措置を与える必要はないは
ずですが、政府は、初期投資額が巨大である、廃炉、使
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用済み燃料の処理処分費用がかさむ、人材を育成する必

提訴しています。このような制度は、国民の多大な負担

要がある等として、自由競争下でも原子力事業者が安定 の下に、原子力事業を長期にわたって固定化するもの
的に資金の回収・確保を諮るために経済的優遇措置を与 で、不合理というほかありません。
える制度の導入を検討しています。総合資源エネルギー
本年８月31日、当委員会は「これでいいの？原発事故
調査会電力・ガス電力事業分科会原子力小委員会では、 賠償制限、原子力事業者の経済的優遇策」と題して院内
そ の 具 体 例 と し て、 英 国 の「 差 額 決 済 契 約 」 学習会を開催しました。髙橋洋都留文科大学教授、大島
（CfD=Contract for Difference）と呼ばれる電力事業者 堅一立命館大学教授から原発のコスト、経済的優遇措置
支援制度に言及しています。CfD制度とは低炭素化政策
の一環として導入された長期固定価格買取制度なのです
が、英国では原発の閉鎖が続き、経済的にも原発の新設
が困難なことから、原発の新設を促すためにこの制度を

を与えることの是非について講演があり、参加者からは
経済的優遇策は許されないとの声が多数あがりました。
政府がこのような制度を導入しようとしていることを
国民の多くは知りません。これからできるだけ多くの国

適用したのです。オーストリア政府はこのような財政的
支援措置は新しい技術に対し認められるもので、原発へ

民にこの問題を知ってもらい、国民的な反対運動を展開
する必要があります。

の適用は競争上不公正であるとして、欧州司法裁判所に

原子力発電所事故による損害賠償制度の見直しに関する意見書について
第二東京弁護士会
原子力委員会損害賠償制度専門部会はじまる
原発事故賠償に関する新たな制度の検討が始まってい
ます。原子力委員会の下に設置された原子力損害賠償制
度専門部会（部会長＝濱田純一・前東京大学総長）が
2015年５月21日に、初会合を開き、福島原発事故の教訓
を踏まえた賠償制度の見直しの作業を開始しました。会
合では委員から、損害賠償に関わる国の役割や事業者の
責任範囲を明確化するよう求める意見が相次いだといい
ます。

海渡雄一

なる危険性があります。原子力発電以外に、安全なエネ
ルギーの供給方法があるにもかかわらず、なぜ民間企業
の事業にすぎない原子力発電にこのような優遇策を講ず
る必要があるのか、合理的な説明は不可能です。ドイツ
では過去、有限責任を定めていた原子力損害賠償制度が
改正され、無限責任に転換されています。
もし今後の議論によって国が無限責任を負うとして
も、原子力事業者の無限責任を否定することは、電気事
業の市場の自由化が展望される中で、原発の事故リスク
を国が肩代わりすることとなり、再生可能エネルギーや
天然ガスなどの様々なエネルギー供給業者間の公正な競
争条件を阻害します。

聞かれない、被害当事者の意見
この部会には原子力事業者と保険関係者などが集めら
れていますが、事故の被害者や潜在的な被害者というべ
き全国の原発立地地域住民の代表は選ばれていません。 次の事故が起きても、被害者は最初から切り捨てられる
何人かの弁護士は委員に選ばれていますが、被害を受け
また、もし国が無限責任を負わないとすれば、将来、
た住民の委任を受けて損害賠償の実務に当たっている弁
護士も選ばれていません。

原子力発電所事故が生じた場合にその被災者が本来得ら
れるべき損害賠償額が、定められた賠償負担の上限額に

日弁連は有限責任の導入に反対する
日弁連は、2015年７月17日付けで「原子力発電所事故
による損害賠償制度の見直しに関する意見書」を取りま

よって一部の賠償しか受けられなくなり、被害救済が図
られなくなります。
福島原発事故は、電気事業者の深刻な過失に基づいて
発生した人災であり、被害は、深刻かつ継続的なもので

とめました。その趣旨は、有限責任制度の導入に強く反
対し、無過失・無限責任制度を維持することを求めると

す。その完全賠償こそが、必要であると日弁連は指摘し
てきました。有限責任制が導入されれば、次なる原発の

いうものです。
無限責任を限定することとすれば、電気事業者はその
賠償措置額を賠償するための損害保険契約を締結するこ
としか求められず、どのような重大事故が発生したとし

大事故が発生したとしても、被害者の賠償は最初から不
可能で、最初から切り捨てられることとなります。
日弁連は、2015年８月31日に高橋洋氏（都留文科大学
教授）と大島堅一氏（立命館大学教授）をお呼びして院

ても、それ以上の損害の補償を求められることはありま
せん。厳格なリスク評価がされないというモラルハザー

内集会を開催し、原子力賠償制度さらには原子力への経
済的優遇策について討論しました。

ドをもたらし、原発事故防止のための対策がおろそかに
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今後も引き続き取り組んでいきます。
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開
 発審査会・建築審査会アンケート調査について
─快適で心豊かに住み続けられる権利の実現に向けて─
大阪弁護士会
１

はじめに

針原祥次

いていくでしょう。

2007年、浜松市で開催した第50回人権擁護大会におい
て、
「憲法13条、25条によって保障された環境権の一側

３

開発審査会・建築審査会の問題点

面を具体化するものとして、だれもが良好な環境のも

開発審査会・建築審査会は、取消訴訟の前置手続とい

と、快適で心豊かに住み続ける権利を有」し、その実現

うだけでなく、行政型ADRとして紛争解決手段の一つ

のためにサスティナブルシティ（持続可能な都市）への

として重要な役割を果たすことが期待されています。と

転換を求める旨の決議が採択されました。同決議におい

ころが、現実にはその期待に十分応えられているのか疑

て指摘された住民参加の問題点のうち、開発審査会・建

問なしとしないところです。その原因は、処分庁（行政

築審査会における弁護士関与の実情についてアンケート

庁）から独立した準司法機関としての公正な判断が求め

調査を実施しました。

られながら、実際には、行政担当者が処分庁（行政庁）

今回のアンケート調査は、2013年１月から2014年12月

の結論を維持する方向での裁決案を起案し、これに対し

まで各弁護士会における開発審査会・建築審査会の弁護

て十分な審査が行われることなく住民側の審査請求を却

士委員推薦の在り方についてのものです。全弁護士会か

下・棄却するケースがあるからではないでしょうか。他

ら回答がありましたので、そこから読み取れる問題点と

方、審理の形骸化の要因としては、審査委員の選任・構

課題について報告します。なお、意見にわたる部分は日

成の問題が挙げられます。例えば、法律分野の審査委員

弁連の見解ではなく報告者個人の見解であることをあら

には行政法及び都市計画・建築法令の最前線の知見が求

かじめお断りします。弁護士会に対するアンケートと同

められているにもかかわらず、専門家として弁護士委員

時に、都道府県・政令都市を対象にしたアンケートも実

が選任されていないか、選任されているとしても、当該

施しましたが、それについては別の機会に報告したいと

自治体の顧問弁護士や代理人を勤める弁護士がいわゆる

思います。

一本釣りで選任され、弁護士会には推薦がこないか、あ
るいは推薦がきても上記問題点を意識しないまま漫然と

２

開発審査会・建築審査会の位置付け
開発審査会・建築審査会は、開発・環境・景観・まち

づくりに関わる都市法制の中核である都市計画法及び建

指名推薦に応じるとか、役職者を推薦しているケースが
少数ながら存在することが今回のアンケート結果からも
読み取れました。

築基準法の公正な運用をチェックする重要な機関です。
とりわけ、開発許可や建築確認がなされたことに対し、 ４

今後の課題

生命・身体・財産・生活環境・景観・交通上の支障等の

開発許可や建築確認に関する開発審査会・建築審査会

影響を受ける周辺住民が、当該開発許可や建築確認の取

の審理が充実し、国民の権利救済の実効性を図るために

消しを求めて審査請求を行うケースが大都市やその周辺

は、次のような点を検討すべきことが考えられます。

地域において増加しています。また、2016年４月施行の

まず、各自治体において、開発審査会・建築審査会の

改正行政不服審査法では、開発許可や建築確認の取消訴

法律委員として弁護士が審査委員に選任される必要があ

訟に関する開発審査会・建築審査会の「審査請求前置」 ります。そして、弁護士が審査委員に選任される場合に
が廃止される一方で、審査請求手続の行政からの独立性

は、行政型ADRとしての実質的公平性が保てるように

を高めることや手続の明確化などが規定されました。

弁護士会を通じた選任手続を行うべきです。さらに、行

これまで以上に、処分庁（行政庁）の立場から独立し

政法及び都市計画・建築法令の最前線の知見を有する弁

た準司法機関としての公正な判断が求められるところで

護士の選任を行うこと（弁護士会により委員会の名称は

あり、法律分野の審査委員には、行政法及び都市計画・

異なるため一概には言えませんが、日弁連でいうと、行

建築法令の最前線の知見と司法的な手続の実務経験を持

政訴訟センター及び公害対策・環境保全委員会に推薦者

つ人材が当たることが必要になっていきます。また、開

について諮問ないし意見照会を行うこと。）が必要と考

発審査会・建築審査会における審査委員の選任手続、実

えられます。

務能力や公正さに対して、今まで以上に国民の関心が向
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