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 ＜第 64 回人権擁護大会シンポジウム第 1 分科会＞ 
高レベル放射性廃棄物問題から考える脱原発 

～原発に頼らない、地域社会と日本のエネルギー自立～ 

ご参加の皆様へ 
第１分科会シンポジウムにご参加くださり、ありがとうございます。ご参加に当た

り、以下の注意事項をご覧ください。 

 

■録音・録画等について 

当連合会では、本シンポジウムを今後の活動に利用するため、会場での写真・映像撮影及

び録音を行っております。撮影した写真・映像及び録音した内容は、書籍、ホームページ、

パンフレット等にも使用することがあります。また、報道機関による取材も予定されており、

撮影された映像・画像は、新聞、テレビ等の各種媒体において利用されることがあります。 

撮影を望まれない方は、舞台に向かって左右後方に設けております撮影禁止席にお座りく

ださい。 

大変恐縮ながら、本シンポジウムの撮影等は、本シンポジウム関係者及び報道機関の方に

限ります。会場における撮影及び録音・録画、ＷＥＢ配信の録音・録画及び画面のキャプチ

ャ等はお控えくださいますようお願い申し上げます。 

 

■ＷＥＢ配信について（オンライン参加の皆様へ） 

ＷＥＢ配信において、何らかのトラブルで通信が中断し、１５分経っても復旧しない場合

は、配信を中止しますので予めご了承ください。 

また、配信媒体であるＹｏｕＴｕｂｅＬｉｖｅ自体の障害が生じた場合、当初ご案内して

いる配信アドレスが変更となります。再開後の配信アドレスが分かり次第、日弁連ウェブサ

イトに掲載いたします。 

いずれの場合も、配信の再開までお待ちいただくこととなりますが、配信の状況にかかわ

らず、現地会場においてはシンポジウムを中断せず実施いたします。 

 

■新型コロナウイルス感染対策について（会場参加の皆様へ） 

新型コロナウイルス感染症対策のため、座席の間隔を空けてご着席ください。間隔を詰め

る座席の移動はご遠慮ください。 

また、お手元の配付資料の中の座席表をご確認の上、ご自身が着席している座席番号を記

録くださいますようお願い申し上げます。 

 

■アンケートについて 

今後の運営の参考とするため、アンケートへのご協力をお願いします。下記ＵＲＬまたは

二次元コードからご回答いただけます。 

 

https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/2022jy1enq/0929/ 
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＜第 64 回人権擁護大会シンポジウム第 1 分科会＞ 

高レベル放射性廃棄物問題から考える脱原発 

～原発に頼らない、地域社会と日本のエネルギー自立～ 

進行次第 

総合司会 

牛島 聡美（東京弁護士会） 

石松 慶康（札幌弁護士会） 

 

開会  １２時３０分 

 

■開会挨拶 

矢倉 昌子（日本弁護士連合会副会長） 

 

■第１部 脱原発、２０５０年カーボンニュートラルに向けての課題 

１ 基調報告 

大野 輝之 氏（公益財団法人自然エネルギー財団常務理事） 

２ 質疑応答 

只野 靖（第二東京弁護士会） 

 

■第２部 高レベル放射性廃棄物処分はどうあるべきか 

１ 導入報告 

木場 知則（札幌弁護士会） 

 

２ 論点解説「地層処分の適地はあるのか、「安全である」とはどういうことか」 

コーディネーター： 

長崎 玲（第二東京弁護士会） 

橋野 成正（山口県弁護士会） 

パネリスト： 

小野 有五 氏（北海道大学名誉教授） 

伴 英幸 氏（特定非営利活動法人（認定 NPO）原子力資料情報室共同代表） 

 

３ 事例報告及びパネル・ディスカッション「処分の在り方について合意形成はど

うあるべきか～世代間倫理・将来世代の視点も踏まえて～」 
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（１）寿都町の視察報告、町民の声 

兼平 史（函館弁護士会） 

三木 信香 氏（子どもたちに核のゴミのない寿都を！町民の会） 

（２）パネル・ディスカッション 

コーディネーター： 

中野 宏典（山梨県弁護士会） 

パネリスト： 

寺本 剛 氏（中央大学理工学部教授） 

寿楽 浩太 氏（東京電機大学工学部人間科学系列教授） 

 

■第３部 持続可能な地域社会に向けて 

１ 趣旨説明 

渡部 貴志（愛知県弁護士会） 

２ 各地の事例報告 

（１）ニセコ町 

山本 契太 氏（ニセコ町副町長） 

（２）智頭町 

國岡 将平 氏（合同会社 MANABIYA 代表社員） 

（３）興部町 

推名 徹 氏（興部町副町長） 

３ パネル・ディスカッション 

コーディネーター： 

菅澤 紀生（札幌弁護士会） 

松岡 幸輝（広島弁護士会） 

パネリスト： 

上園 昌武 氏（北海学園大学教授） 

山本 契太 氏（ニセコ町副町長） 

國岡 将平 氏 

推名 徹 氏（興部町副町長） 

 

■閉会挨拶 

須藤 良太（旭川弁護士会副会長） 

 

閉会  １８時００分 
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高高レベル放射性廃棄物処分は
どうあるべきか

2022年9月29日

人権擁護大会シンポ第１分科会

伴 英幸

原子力資料情報室共同代表

HHLW処分の選択肢

•
•

•
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長長期貯蔵(暫定保管)にメリットあり

原原子力委員会の依頼
学術会議の回答

•
•

•

•

•
•
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特特定放射性廃棄物の最終処分
に関する法律（最終処分法）

•
•
•
•

•

•
•

•

地地層処分対象の廃棄物

4万本以上 1,9000㎥以上
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高高知県東洋町の事件

•
•

•

•
•

•
•
•

処処分場の設計・施工と安全評価

•

•

•
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処処分技術は開発途上
第8回地層処分研究開発会議（22.8.10）資料より作成
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安安全評価シナリオとめやす線量
将来世代に押しつけてよいのだろうか

シナリオ区分 シナリオの説明 めやす線量

基本シナリオ
生じる可能性が最も高いシナリオ
（1000年でオーバーパックが腐食消失
し放射能が漏れ始める想定）

目標値 10μSv/y

変動シナリオ
基本シナリオに対し、不確実性を考
慮したシナリオ
（複数の同時変動は考慮していない）

300μSv/y

稀頻度事象
シナリオ

発生可能性が極めて小さいと考えら
れる自然現象にかかわるシナリオ
（例：断層が発生し処分場を切る）

最初の1年
20~100mSv
2年目以降
1〜20mSv/y人間侵入

シナリオ
（偶然にしろ意図的にしろ、人が掘り起
こす）

包括的技術報告2021より作成

想想定されている被ばく経路
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（包括的技術報告書2021概要版より）

（包括的技術報告書2021概要版より）
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稀稀頻度事象が起きた場合

断層直撃ケース
4〜14ミリシーベルト/年

• 地下水の水の流れや岩の亀裂などな

ど平均値や中央値を採用している。

• 地下環境の微生物やその挙動につい

てはよくは分かっていない。

• 悪い条件が重なれば、想定より早く

漏れ出て、高い被ばくになる

あり得ることは起こる。
あり得ないと思うことも起こる。
畑村洋太郎所感：東京電力福島原子力発電所に

おける事故調査・検証委員会最終報告書

科学的有望地から
科学的特性マップへ
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要要件・基準とNUMO公募要件
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文文献調査における規制

原子力規制委員会

10 
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放放射性廃棄物WGの活動

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
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段段階的調査の概念
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総延長距離
200〜300km

掘削作業は人
埋設作業は
遠隔操作
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VVHLW処分場の操業手順
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被被ばく限度は原子力利用と
健康影響の釣り合い

「放射線被ばくに安全な量はない（閾値なし）」

「社会的、経済的要因を考慮に入れながら、合理的に達成可能な

限り低く抑える」（国際放射線防護委員会）

原子力利用からのメリット（電力）と健康影響の釣り合いで被ば

く限度が決まっている（年間1ミリシーベルト）

事故が深刻であればあるほど、被ばく線量が緩和される（例：

福島原発事故）

原子力の時代が終わった後の世代（メリットなし）に、現在の

甘い被ばく限度を適用して良いのか？ 倫理的に許されない。
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第64回人権擁護大会シンポジウム（2022年9月29日）

第1分科会 第３部「持続可能な地域社会に向けて」

持続可能な地域社会の構築に向けて

オーストリアの政策から学ぶ

上園 昌武

北海学園大学 経済学部

1

自治体が地域脱炭素で困っていることは何か

◆取組の阻害要因

市町村が気候変動対策を推進できない要因として、取組のニーズが感
じられないこと、取り組むための人員が不足していること、専門知識が不
足していることがあげられている

2

項目 主な回答

気候変動対策関連で各種
宣言を検討していない理由

・議論や話題が挙がらない：78.2％
・宣言後の対応が難しい（事業実施など）：43.7％
・宣言の利点が分からない：18.4％

地球温暖化対策実行計画
の策定・改定を検討してい
ない理由

・人員の不足：69.9％
・専門知識の不足：65.1％
・他業務と比較して優先度が低い：51.8％

脱炭素化に関する取組に未
着手で、今後検討する予定
はない理由（自由記述）

・人員の不足
・専門知識の不足など

（出所）北海道脱炭素モデル地域構築懇話会（2021）を加筆修正。

（注）道内179自治体を対象に2021年8月5日～23日に実施（回収率100％）
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小規模自治体の地域づくりで不足しているものは何か

1. 知見・ノウハウ

地域のエネルギーの実態を把握できていない（再エネの分布、省エネ
の可能性など）

再エネや省エネ事業を適切に計画し、実施していくノウハウがない（プ
ラニング、設備、土地管理、経営・会計、経済性、法律・・・）

2. 人材
再エネや省エネ事業の専門知識をもつ人材がほとんどいない

地域内で事業を進めていく上で、住民や事業者、役所などと意見調整
していく人材がいない（コーディネーター）

自ら事業に関与・参加し、運営していく事業者や住民がいない

3. 資金
再エネや省エネ事業を進めていくためには、金融機関から融資を受け、
国などから助成金を獲得する必要がある

3

紛争を回避し、地域経済循環を高めていく事業計画が必要

オーストリアの概要

面積約8.4万㎢、人口約880万人、国土の6割

をアルプスが占める。この10年間で人口が1
割増加

機械、鉄鋼、食品加工、化学、自動車産業、
農業、観光業が盛ん。農地の2割で有機農業

水・森林資源が豊富。原子力発電がない

9つの連邦州（ウィーン州：約180万人、ブル
ゲンラント州：約28万人）

基礎自治体数は約2,100。大半の基礎自治
体は小規模（人口2位のグラーツで25万人）。
自治体連合・組合組織が多数存在
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2040年CO2排出実質ゼロ目標（「2040年気候中立宣言」2020年）

• 2020年に、国民党と緑の党連立政権は、2040年CO2排出ゼロ（気候中
立）を公約した（EU目標を前倒し）。

(ただし2019年のCO2排出量は1990年比9%増加、特に運輸部門が増加している。)
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気候変動枠組条約へのオーストリア政府通報より作成

5

国・州・基礎自治体の役割分担

◆気候エネルギー政策での国・州・自治体との関係

◆住民自治と州政治

連邦憲法の2条2項では、「連邦国家は自律的な諸州から形成される」と
記されており、各州が自治的な政治主体

戦後のオーストリアの国と州の政治は、協調民主主義体制が取り入れ
られ、「包括的、交渉的、妥協的」な特徴を有してきた。この特徴が気候
エネルギー問題において、国民合意や住民自治が政策の運営・実施プ
ロセスで重視されていると解される

国（連邦政府） 州政府（9州） 基礎自治体（2098）
EU

国連

欧州排出量取引制度

再エネ固定価格買取制度

建築物

空間計画

公共空間

土地利用管理

枠組みの構築／広域の取り組み 現場の運営・担い手

中間支援組織

（気候エネルギー基金・e5） （エネルギーエージェンシー）

脱炭素、持続可能性・・・

地域社会・経済の発展、
生活の質の向上・・・
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環境エネルギー対策での自治体への支援プログラム

日本では、優れた計画や実績をもつ自
治体に対して、事業予算が配分される
（トップランナー支援）

事業運営や計画づくりは、外部の力に
依存（コンサル、域外事業者、地域お
こし協力隊）

住民参加が弱い

裾野の取り
組みが広が
らない

オーストリアでは、レベル別の支援プロ
グラムが用意されており、どの自治体で
も目的や能力などに応じて選択できる

事業運営や計画づくりは、外部の力を借
りても（KEMマネージャー、エネルギー
エージェンシー）、地域主導で取り組む

住民参加が強い（原則）

●日本
高

低

地域脱炭素先行地域、
環境モデル都市、
SDGs未来都市、等

後発組への支援が弱いため、自治体の高い意欲と
能力がなければ、取り組みのレベルアップが困難

国・自治体の政策

●オーストリア（ニーダーエスターライヒ州）
高

低

どの自治体も能力やニーズに応じて、レベルの高
い支援プログラムへステップアップが可能

州の政策

州の環境アドバイス

気候同盟への加入

エネルギー帳簿によるエ
ネルギー収支の把握

e5プログラム認証自治体

7

気候エネルギーモデル地域（KEM）－小規模自治体支援

Mahler：E-カーシェアリング

Freistadt：市民参加型太陽光
発電 Helios

Ökoregion Kaindorf：農地から
のメタン発生抑制

Lech Warth:学校プロジェクトと
LEDアクション

Baden: 自転車ステーション

◆ 事業例
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気候エネルギーモデル地域（KEM）の特徴
1. 気候エネルギーモデル地域（KEM)とは

地域での気候エネルギー戦略・コンセプトづくりを進めるボトムアップ型のプロジェクト

国内の120地域、1060の自治体（ゲマインデ）がKEMに参加（総人口309万人）

複数の自治体と共同でモデル地域を形成（人口規模は3千～6万人、約9つの自治体連合）

2. 気候エネルギーコンセプトの作成が必要
自治体はKEMへ申請手続き前に、「気候エネルギーコンセプト」を策定する必要がある

気候エネルギーコンセプトは、地域の潜在可能性をもとにしてCO2排出削減量などの目
標を設定。目標達成に必要な10の対策を提示し、実施する。また、30の要素から5つ選

び、その達成状況を記録し、認証評価を受ける（例：人口当たりの太陽光発電の導入実
績や電気自動車の普及率、ガス消費量など）。最大100万ユーロの補助を受ける

4． 州・市のエネルギーエージェンシーが政策立案を支援
州や市に委託された研究機関やコンサル会社などが州や自治体の環境エネルギー政
策の基礎資料を提供し、政策立案を支援する

9

KEMマネージャー（国の予算で３年間、１名雇用。国内に約100名）がコンセプトを作成
（住民や事業者、自治体などとの橋渡し役で、自ら計画を主導して立てることはない）

KEMマネージャーは、コミュニケーション能力に長けている。国や州、EUなどの補助金
や助成システムを熟知し、当該自治体の取組みに相応しいプログラムを申請・獲得する

3. KEMマネージャーの役割

KEM地域のHP情報（KEMマネージャー、事業情報他）

KEM地域毎に、事業内容（目標、対策の計画、
実施事業）、評価レポート、指標と進捗状況など
の情報がHPに掲載されている

https://www.klimaundenergiemodellregionen.at/modellregionen/liste-der-regionen/
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KEMの小規模自治体への支援体制

国・州・EU 政策の方向性を提示
補助金・資金（人件費も）の提供

KEM地域（自治体広域連合）

気候エネルギーコンセプト作成
の義務
エネルギー実施計画の策定

住民や事業者

KEMマネージャーエネルギー・エージェンシー

気候エネルギーコンセプトの作成
補助金の申請と獲得

環境エネルギー全般の情報
提供

コミュニケーション知見・ノウハウ

資金提供と枠組み提示

気候エネルギーコンセ
プト作成で参加
事業の運営や関与

協働

11

子供の身体に優しいエコ幼稚園（ツヴィッシェンヴァッサー村）

12

緑に囲まれたエコ幼稚園の外観

化学物質フリーの室内

幼稚園の遮熱シャッター（外側）

幼稚園の遮熱シャッター（室内）45/50



脱炭素の建築基準：クリマアクティブ（klimaaktiv）

クリマアクティブは、高品質の対策を促
して気候中立（脱炭素）を実現していく
国の戦略

2020年基準は、以下の4つの指標の通
り（1000点満点）

① 立地（衣食住近接の社会インフラ、環
境に優しいモビリティ）＜150点＞

② エネルギーと供給（冷暖房や一次エネ
ルギー需要、CO2排出量、気密性、断
熱性）＜550点＞

③ 建築材と建設（気候に悪影響を与える
物質や有害物質の使用回避、リサイク
ルや解体性、エコラベル付き製品の促
進）＜150点＞

④ 快適性と室内換気（夏の居住快適性、
換気技術、低化学物質）＜150点＞ 13

高断熱の木造集合住宅（グラーツ市）

全ての必須基準を満たすとブロ
ンズ、総得点750点以上でシル
バー、900点以上で最上位の
ゴールドとランク付けされる

補助金を活用した省エネと再エネ促進

築20年以上経過した民間住宅は、クリマアクティブ基準の達成や40％以
上の暖房エネルギーの削減につながる断熱改修を行う場合に4,000～
6,000ユーロ（52～78万円）の補助金を利用可能

断熱材が再生可能な原材料であれば、最大で3,000ユーロ（39万円）の
補助金か、費用の最大30％相当額が供与

1．断熱改修への補助金

石油暖房から木質バイオマス暖房への転換や
バイオマス地域暖房への接続を促す

OÖ州の場合、国から最大5,000ユーロ、州から
最大3,000ユーロ、合計で8,000ユーロの補助金
を利用可能

14

2．「オイルからの脱却」（Raus aus Öl）ボーナス

3．「日焼け防止」補助金

住宅の遮熱用シャッター設置への補助金。助
成額は設置費用の50％、最大で1,500ユーロ
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地域脱炭素で求められる中間支援組織

◆地域脱炭素を支援する構成メンバーと役割

中間支援組織には、脱炭素事業を実施していく主体に対して、継続性、専門性、公益性
が求められる

中間支援組織のメンバーは、技術者や有識者のほかに、地域に精通した人材、ファシリ
テーターやプロジェクトネージャーが想定される

オーストリアでは、KEM・KLAR!マネージャー等の専門人材の雇用と自治体への派遣が

制度化され、政策形成、進行管理とともに、住民参加、合意形成等を支援し効果を上げ
ている 15

構成メンバー 主な役割 担い手の具体例

ファシリテーター 地域の合意形成、ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ間の調整役、協議
会運営等

専門の団体、コン
サル

プ ロ ジ ェ ク ト マ
ネージャー

事業化等の検討ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを実際に回す進行管理、
意思決定役

コンサル、民間事
業者

地域に精通した
人材

ステークホルダー間の繋ぎ役、地域視点のアドバイ
ス

地域住民・事業者

技術者 再エネ導入等に関する技術的なアドバイスを行う コンサル、民間事
業者

有識者 検討プロジェクトに関する客観的なアドバイスを行う 大学教授など

（出所）北海道脱炭素モデル地域構築懇話会（2022）を加筆修正。

地域金融の役割

ドイツの低所得者のエネルギー貧困（燃料貧困）

純
世
帯
収
入
（€

）

純
世
帯
収
入
に
占
め
る
電
気
代
の
割
合
（％
）

ドイツでは、低所得層の世帯収入に占めるエネルギーコストの割合は、
家計を圧迫している

所得階層 低い 高い

16

（出所）Seifried et al. (2015)
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欧州諸国のエネルギー貧困問題

EU議会・EU理事会は、2009年に電力市場自由化指令（2009/72/EC）と天然ガス
市場自由化指令（2009/73/EC）において、顕在化しているエネルギー貧困の緩
和に向けて国家行動計画や適切な対策をとるべきと提唱

2012年にエネルギー効率指令（2012/27/EU）において、「エネルギー戦略2020
（2020 Energy Strategy）」の中にエネルギー貧困世帯を優先して省エネ対策を実
施していくことが盛り込まれた

◆EUのエネルギー戦略

◆EU諸国のエネルギー貧困対策
英国では、2002年にエネルギー効率コミットメントにおいて、低所得者を優先して
省エネ対策に取り組むことが義務化。2013年にグリーン・ディール（Green Deal）
が施行され、あわせて「エネルギー企業への義務（Energy Company Obligation；
ECO）」も導入

英国の冬季の推奨室温は、居間 21℃、寝室 18℃
アイルランドの「より温かい住宅スキーム」、フランスの「エネルギー管理労働へ
の社会支援基金」、オーストリアの「燃料貧困への試行的プロジェクト」、ドイツの
「省エネ診断制度」、ドイツなど5ヶ国の「低所得世帯を対象とした訪問とエネル
ギー診断による省エネ行動（ACHIEVE）」 17

貧困リスク
105万人

深刻な
モノ不足
32.5万人

21.9万人

13.3万人

9.5万人

18万人

エネルギー貧困

エネルギー貧困の実態（オーストリア）

エネルギー貧困者は、失業者
や社会保護者などの低所得層
に多い

しかし、低所得者であっても、
エネルギー貧困状態にならな
い場合がある

◆エネルギー貧困人口

断熱改修された公営住宅や賃貸住宅に居住すれば、暖房費を大幅に
節約できる（低所得者≠エネルギー貧困者）

18

札幌市里塚団地の断熱改修（RC造5階建・30戸）
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エネルギー貧困世帯の不安と生活の不便（オーストリア）

19

エネルギー・アドバイスの結果、コンサルタントから分割払いの提案や安い電力
会社の紹介などによって顧客の半分が問題を解決

貧困世帯は、安い製品を使うと光熱費が高くなることを知らない人が多い。その
ため、エネルギー・アドバイスを実施したことで、受診者は切電や省エネの知識
を得て、環境意識の啓発にもつながる

札幌市里塚団地の断熱改修の効果

◆灯油消費量が平均43％削減

「通常の外部改修に比べて工事費が高くなることが課題となりますが、経済性のみなら
ず、快適性が向上することや、健康上のメリット、地球環境への貢献度など総合的な価
値の向上が期待できます」 20

◆入居者の実感

（出所）札幌市「集合住宅の高断熱化モデル改修効果検証について」
https://www.city.sapporo.jp/toshi/jutaku/08osirase/koumoku/shuugoujuutakuko
udannnetukaishuu.html

「断熱改修の実施により、エネルギー使用量の減
少や室内温度の改善による快適性の向上など顕
著な効果が見られ、環境負荷の低減だけでなく入
居者の健康増進にも寄与する可能性がある」
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まとめ：「地域脱炭素」の構築に向けて“哲学”が重要

脱炭素地域づくりにおいて、気
候変動対策が住民の生活の質
を向上させ、地域経済の発展や
社会課題の解決につなげていく
視点が欠かせない。

日本には、脱炭素地域づくりが
未着手段階の自治体が大半を
占めている。

これまでの研究や政策論議で
は、資金、人材、ノウハウの支
援に焦点が当てられてきたが、
オーストリアのように、地域社会
においてコーディネートや調整
する人材を含めた中間支援組
織の創設や拡充が求められる

21

◆「地域脱炭素ロードマップ」の哲学？

地域社会の発展

住民参加
地元企業の関与

個人・社会・環境の持続可能性

公平な社会

貧困の解消
平和社会
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