
1.17経産省/環境省交渉報告    （地球救出アクション 97）minako-i@estate.ocn.ne.jp 

「エネルギー政策を勝手にさせない！原発ゼロに、石炭火力建設止めよ！国民・

市民の意見を聞き全国で討論せよ」は伝えられた。次回交渉へ、署名を拡げよう！ 
 

市民側の出席者は関西 5、広島 1、関東 19、福島議員、石川秘書の 27人でした。関西からの出席は少なかっ

たですが、よく準備し国側を追及しました。関東の多くの人たちの発言、その情報量の多さに助けられました。

交流も楽しいものでした。 

 

経産省に対しては①経産省の「エネルギー基本計画」見直しに対する基本姿勢の確認、②見直しの経過・内

容に市民から異議を申し立て、全国で説明・討論を要求することを目標としました。目標はほぼ達成したと思

われます。経産省は原発・石炭火力を優先電源とする現行「エネルギー基本計画」を議論することなく継続す

る目論見であったのを「決定を夏まで伸ばし、公開で審議する。意見箱も設ける」と修正したと考えられます。

政府は原発新増設は想定していないと断言しましたが、責任あるエネルギー政策には原子力は欠かせないとし

ました。石炭火力については環境省と話し合うと回答しました。市民・国民と討論することに経産省側出席者

たちは意欲をみせましたが、経産省として受け入れるかは疑問です。 

 

環境省に対する今回の目標は、原発は重大な環境破壊をもたらし、原発と石炭火力優先が再エネを阻んでい

ることを認めさせることでした。 

 原発維持と石炭火力を含むベースロード電源については政府としてのガードが固く、それを否定するような

発言は得られませんでした。送電線の「空き容量問題」では、まずつないで安い再エネを使えるようにする（コ

ネクト＆マネージ）ことでエネ庁と合意しているとのことです。環境省は石炭火力の新増設には経産省に反対

意見を言うし、再エネを優先電源にすべきとは強調するのですが、政府の立場を守りました。 

 

経産省出席者は、資源エネルギー庁から、赤松寛明（長官官房総務課戦略企画室 課長補佐）、梅田英幸（資

源・燃料部石炭課 課長補佐）、山瀬大悟（電力・ガス事業部原子力政策課 係長）、河合賢矢（電力・ガス事業

部原子力基盤整備課 係長）、山同康太（省エネ・新エネ部 新エネルギー課 係長）、産業技術環境局から、守

谷学（環境経済室 課長補佐）の方々。 

環境省出席者は清水延彦（大臣官房環境経済課 課長補佐）、鈴木啓太（地球環境局総務課低炭素社会推進室 室

長補佐）の方々。 

 

経産省  回答：経産省側の初めの回答と討論中の発言を統合して回答とした。＜ ＞は編集者のコメント。 

（1）世耕経産大臣の審議会冒頭の「現行基本計画

の骨格を変えない」発言は修正の姿勢 

回答：大臣は「私の考えでは骨格を変える必要ないと思うが」

に続き「委員の皆さんには白紙で討論していただきたい」旨、

述べている。したがって「変えない」が既定路線ではない。

11月の国会答弁でも同様の答えをしている。 

＜大臣発言を批判する辰巳委員に対する、大臣の「変えない」

に従うという事務局発言のあった事実も上げて何度も確認

したが、経産省は「白紙で討論」を繰り返した。大臣と事務

局は、現行基本計画をそのまま延長する方針であったのかも

しれないが、国民・市民から異議がどんどん上がったため、

発言趣旨の修正を行っていると考えられる。基本計画決定の

時期が夏までと延期になっているのも、「意見箱」なる装置

が1月はじめに作られたのも、広く意見を聞く形をとるため

ではないか。運動の成果であろう。私たちは意見をどんどん

経産省、政府に突き付けていくべきだ。＞ 

回答：基本計画見直しのスケジュールについては、年度末頃

ある程度の方向性が出るだろう。最終は夏ごろになる。5月

も8月も夏のうちに入る。日程は、その中の議論の熟度によ

る。事務局としては年度末に（審議会の議論を）ひとまず取

りまとめたい。 

<成り行きにより、「基本計画」決定の時期を延ばすようだ＞ 

 



（2）「原発の新増設は行わない」これまでの政府の

見解を確認 

回答：「現時点では、原発の新増設は想定しておりません。」

政府としては、新増設は必要ないと認識している（昨日 16

日の院内集会でも確認）。経済界の新増設の要求は、「一つの

ご意見として受け止める」。 

 

 

（3）フクシマ事故を反省し再稼動を止め、「早期原

発ゼロ」を明記せよに対して、「再稼働を目指す」 

回答：徹底した省エネと再エネ増加等で原発依存度を減らし

ていく。安全最優先で再稼働を目指していく。責任あるエネ

ルギー政策として原発活用は欠かせない。 

＜追及したが、変えなかった。ここは、経産省の基本中の基

本と考えられる。＞ 

 

（4）2030年原発の比率 22～20％は実現可能かに対

し、「ハードルは高いがみなさまのご理解を得て進

める」 

回答：エネルギーミックスはそれぞれの発電見込み量を積み

上げて作ったものではない。原子力だけでなく、省エネ、再

エネも相当ハードルが高いが、可能である。みなさまのご理

解を得て進める。 

＜私たちはいい加減な「計画」を作ってはいけない。国民の

大多数が反対し、見込みもない原発を22～20％とするのは

計画ではない。パリ協定で世界は変わっている。3,4年前と

は全く違う世界だ。原発撤退は世界の流れ、脱石炭は「事実」

だ、実証する必要もない。原発を可能な限り減らすというの

は40年運転で止めるということだ、20年延長はダメ。・・

等々批判した。＞ 

回答：ご意見として承りたい。審議会でも各国の状況も見極

めながら、最後どうするか決めることになる。再エネを中心

は変わらないが、石炭もCCS（排出したCO2を地下などに

貯留する）が考えられる。責任あるエネルギー政策でなけれ

ばならない。 

 

（5）「新興国における原子力の拡大見込み」は 

回答：IAEA の見通しで「長期的には発展途上国のエネルギ

ー需要は温暖化対策などで原発の需要は発展する」となって

いる。 

＜パリ協定以前の古い見解のようである。さらなる追及が必

要。＞ 

原発に関する質疑（以下、質問・意見→回答 で記述） 

①原発稼働率を上げると言うが、何％を何％に上げるのか。

→ 現在の70％を 80％に上げる。 

（注）2015 年の交渉で経産省は稼働率 90％のように高ければ全

機 60年運転しなくても目標を達成できると答えている。 

②80％とは定期検査の期間を短くすることだ。事故の危険

が増す。神戸製鋼の件で検査期間は延びるはずだ。 

→回答なし。 

③エネルギーミックスの原発 22～20％があるために中国

電力は「上関をやめた」と言えない。この数値を止めよ。 

→建設を止めるかどうかは中国電力がきめること。ご意見と

して持ち帰る。 

④原発周辺自治体の同意を基本計画に盛り込んでほしい。 

→「周辺自治体の意見を重視する」ことになっている。ご意

見として承らせていただく。 

⑤イギリスの原発建設に（日本）国が債務保証を行う。そん

なことをやってよいのか。 

→福島も踏まえ安全最優先で・・・ 

⑥原発は 33％と効率悪く、ウラン採掘も大量に放射性廃棄

物を出す。つまり原発は温暖化に寄与している。 

→回答なし。 

 

（6）原発と石炭火力をベースロード電源とするこ

とが再エネ導入を阻んでいる、に対して 

回答：ベースロード市場は新電力がベースロード電源にアク

セスしやすくする取り組みである。 

＜私たちはベースロードという設定自体の誤りを問題にし

たが、市場の問題にすり替えられ、議論できなかった。今後

の課題＞ 

 

（7）「接続可能量」と送配電網の「空き容量」が再

エネ増加を阻んでいる問題には、「ルール変更を検

討している」 

回答：現行ルールは太い電源につなぐ順番があり、早く申請

した先着優先。再エネを優先とした場合、事業計画の予見性

が担保できない。これを変えると前の人がかわいそう。しか

し、すべて再エネは後発であり、ルールを変えることを検討

しているところである。条件付きで、後から手を挙げた人も

とりあえずつないで、それから運用の仕方を考える。「コネ

クト＆マネージ」という。再エネをたくさんつないで、運用

で変えていくことを今検討している。外国の例も研究して。 

＜私たちは、国は大手電力に肩入れしすぎている。時代が

変わっているのに先着順は間違っている。経産省は電力業界

の再編も含めて考え直せ。既得権を温存しているのが経産省。

再エネ優先に政策を転換せよと迫ったが、これ以上の回答は

えられなかった。＞ 

回答：送電網の公有化ではなく、発送電分離を行っている。

民間でやることによってコスト意識、工夫が行われると考え



る。  

＜電力会社の利益が一番大きいのは送配電事業、これを地域

独占の電力会社に持たせたままでは電力自由化もできない。

等々追及したが、議論は不十分に終わった。今後の課題。＞ 

 

（8）石炭火力からの撤退を明記せよに対し、「エネ

ルギーミックスでパリ協定は達成できる」 

回答：エネルギーミックスでパリ協定の 2030 年約束は達

成できる。石炭火力については省エネ法で性能（どれくらい

効率が良いか）を定め、電源高度化法で量（2030年時点の

電力販売事業者に非化石電源比率 44％を義務づけ）を定め

ている。高性能の石炭火力を建設し、古いものを廃止するこ

ともある。  

質疑 

①経産省は石炭火力が座礁資産になることの責任をどうと

るのか。 

→電力会社が判断すること。 

②島根三隅火力について、環境省は反対の意見を出している

が経産省は認めるだろう。それではどこの火力を止めるのか

→今後、環境省と議論していく  

③パリ協定では、新しい目標を 2020 年に出すことになっ

ている。そのためのエネルギーミックス見直しはいつか。 

→まだ決まっていない。今のエネルギーミックスはパリ協定

に合致している。2020年までに削減約束をもう一回作り直

して出す。どんなものをいつだすか、まだ決まっていない。 

④原発も座礁資産だ、推進した経産省は責任をどうとるのか。

→エネルギーミックスはあるべき姿を示しているが、原発1

件1件をどうするかは企業が決めること 

⑤すでにつぶれている日本原電をどうするのか。東海第2を

動かすのか。 

→電力会社がどう判断するのかだ。 

（9）パリ協定を推進する経済的措置をとれない理

由は「産業界の負担が大きい」 

回答：炭素税、排出量取引を導入できないとは考えてない。

政策コスト、産業への影響、すでに行われている政策との整

合性を総合的に判断する。現在は、経団連が自主的取組を行

っている。産業界には更なる取り組みを求めるが、産業界は

すでにコストを払って自主的取組を行っている、その上に求

めるのは負担が重い。また、既に，従量課税を行っている。

4000 円/炭素・トンがすでに課税されている。この上に課

税すると国民生活に負担となる。 

＜これ以上に詰めた議論はできなかった。今後の課題＞ 

 

（10）「基本計画」への市民や自治体の意見の反映

は「意見箱で」「審議会全オープン」「機会があれば」 

回答：新たに意見箱の制度を作った。審議会も全オープンに

している。 

①民主党政権の革新的エネルギー・環境戦略のときの討論型

意見調査はよかった。もっと議論をするべきだ。 

→答えなし。 

②関西にも来て討論してほしい。 

→機会があれば、ご意見を伺いたい。いろんな立場のご意見

をいただいてやっていきたい。 

<今回の経産省出席者は、東京だけでなく他でも討論したいと

の意向だったが、経産省として許可が出るか疑問である＞ 

③大手電力会社を優遇する政策を止めてほしい。再エネ目標

を達成できる政策をやってほしい。 

→回答は得られなかった。 

④2012年に議論して曲りなりにも原発ゼロを決めた。今回

もよく議論して決めてほしい。 

→回答は得られなかった。 

 

 

環境省 回答：経産省側の初めの回答と討論中の発言を統合して回答とした。＜ ＞は編集者のコメント。 

（1）原発と石炭火力のベースロード電源について

「ムゲに否定できない」 

回答：脱原発は EU でも 2050 年 10～20％くらい原発を

残す計画。再エネを主力電源にしていくのは基本だが、移行

期にあるため、ベースロード電源の考えをムゲに否定できな

い。 

温暖化対策の中枢は累積排出量を減らしていくこと、毎年

毎年減らしていく、2030年に急に下げるということではな

い。したがって中国電力三隅発電所には厳しい態度をとって

いる。ただし、石炭火力の一律新増設はダメという態度はと

っていない。輸出についてもよく議論していきたい。 

原発は世界最高水準の規制で運用していく。順次減らして

いくことになっている。原発を進めるべきとも止めるべきと

も申し上げられない。 

質疑 

①EU では再エネを主力電源としている。原発、石炭火力が

ベースロードで再エネを大幅増やせるのか。 

→まずつないでみようという方式（コネクト＆マネージ）を

考えて、空き容量ではなく実潮流でということで資源エネ庁

がやっている。実際には送電線を使っていないのでそれは可



能、コスト有利な電源から使っていくことになる。大規模電

源には事故が起きた時などの価値があり、ベースロード電源

に対する意見は言えない。 

②再エネをつなぐのに莫大な金をとられ長くかかる。 

→現在、発電サイトを作った人が負担する（原因者負担）で

ある。エネ庁も問題意識を持っている。エネルギーは公共財

という考えもある。 

③発電者負担から消費者負担にすべき、ドイツでは安い再エ

ネから消費者につないでいく。 

→いろいろなステイクホルダーがあるのでよく議論してや

っていく。 

④原発稼働率を 80％に上げる規制庁の考えは危険。安全の

問題を環境省としても真剣に考えよ。 

→再エネで全部賄えない。原発も石炭も必要。 

⑤原発の事故の被害を計算したか？必要といえるのか？ 

→ 計算はやってない。経産省の管轄。 

⑥三隅石炭火力は 100 万 kw で関西に電気を売る。三隅町

は大騒動だ。新設の代わりに古い石炭火力を止めるのなら

100万ｋｗよりずっと多く止めるべきだ。NOｘやSOｘの

問題もある。 

→それは考えている。新たに建設を認めるとしても小規模ガ

ス発電をいくつかという考え方もある。 

⑦高効率石炭火力のCO2排出は LNGと比べてどうか。 

→2 倍ちがう。高効率石炭は 0.819、最新型 LNG は 0.3

くらい。 

⑧小規模分散型にすべきだ。大型設備投資は引き合わなくな

りつつある。初期投資を小さく、石炭よりガスが世界の動向

だ。石炭は設備費が高く長期間運転しないと引き合わない。 

→エネ庁中心で対応しているが、政府全体でという話もある。 

⑨「日本は遅れている」との外務大臣発言もあるが。→国際

会議などでも厳しく追及されているためではないか。 

⑩石炭火力のアセスは尻抜け、風力のアセスが進まない、メ

ガソーラ―も森林破壊する。 

→大規模のアセスは国が見る、小規模は地方が、と分担して

いる。アセスをすり抜けるケースもあるのでよく考えないと

いけない。風力は健康被害が訴えられ、建設に森林破壊もあ

り、人の健康との調和が重要と考える。風力に向いた土地の

指定情報を整理しゾーニングを公表している。 

 

（2）カーボンプライシングについて 

回答：カーボンプライシング活用のあり方に関する検討会を

昨年作った。中長期の排出大幅削減を考えている。温暖化と

経済社会問題の同時解決を図る。以前日本は世界に冠たる環

境立国であったが今はトップでなくなっている。炭素税、排

出量取引と炭素税の組み合わせ、直接規制（排出量制限、製

造禁止）などが考えられる。 

質疑 

①CO2 排出対策を行わないと相手国から輸入を止められ、

日本の産業崩壊もありうる。 

→それはありうる。国内で排出削減がパリ協定の基本である。 

②炭素税によって石炭火力建設が止まることもあるので

は？ 

→炭素税が消費者に負担をかける場合もある。所得の低い人

に負担を多くする逆進性にも注意が必要だ。慎重に検討する。 

③石炭火力発電の輸出では住民の反対が強く、裁判になって

いるところもある。 

→承知している。 

 

（3）低炭素ビジョンの重要性 

回答：排出量削減について経産省とも議論している。経産省

による「基本計画」見直しにも環境省はオブザーバー参加し

ている。経産省と連携してやっていきたい。「低炭素ビジョ

ン」は2050年を念頭に置いて、GHG（温室効果ガス）排

出を減らしていくもの。 

 

（4）「エネルギー基本計画」見直しの全国的議論  

①12月に依頼したのに関西に来てくれなかったが。 

→ どうしても都合がつかなかった。事前に調整すれば可能。 

②国民の意見を聞いて環境省の主張を通してほしい。炭素税

についても国民を味方にしてやってください。 

→伺いたい。 

③パリ協定の約束草案を 2020 年に再提出することになっ

ているが、いつから議論をするのか。 

→決まっていない。 

 

 

「エネルギー基本計画見直しに関する緊急署名 原発ゼロで日本の未来を切り拓く」を拡げよう。 

eシフト等の呼びかけ団体は 2月中旬に署名に基づく政府交渉（ヒアリング）を計画しています。

もっと進んだ追及を行いましょう。 

 


