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原発再稼働及び規制委設置法見直しに係る条文・答弁等 

 

○原子力規制委員会設置法 

（目的）  

第一条  この法律は、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

電所の事故を契機に明らかとなった原子力の研究、開発及び利用（以下「原子力利用」という。）

に関する政策に係る縦割り行政の弊害を除去し、並びに一の行政組織が原子力利用の推進及び規

制の両方の機能を担うことにより生ずる問題を解消するため、原子力利用における事故の発生を

常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなければならないという認識に立って、確立さ

れた国際的な基準を踏まえて原子力利用における安全の確保を図るため必要な施策を策定し、又

は実施する事務（原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する

規制に関すること並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的

利用の確保のための規制に関することを含む。）を一元的につかさどるとともに、その委員長及び

委員が専門的知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使する原子力規制委員会を設置し、

もって国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目

的とする。  

 

（設置）  

第二条  国家行政組織法 （昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項 の規定に基づいて、環

境省の外局として、原子力規制委員会を設置する。  

 

（任務）  

第三条  原子力規制委員会は、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安

全保障に資するため、原子力利用における安全の確保を図ること（原子力に係る製錬、加工、貯

蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関すること並びに国際約束に基づく保障

措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関することを含む。）

を任務とする。  

 

（所掌事務）  

第四条  原子力規制委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。  

一  原子力利用における安全の確保に関すること。  

二  原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他こ

れらに関する安全の確保に関すること。  

三  核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する

こと。  

四  国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のため

の規制に関すること。  

五  放射線による障害の防止に関すること。  
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六  放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関する基本的な方針の策定及び推進並びに

関係行政機関の経費の配分計画に関すること。  

七  放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。  

八  原子力利用における安全の確保に関する研究者及び技術者の養成及び訓練（大学における教

育及び研究に係るものを除く。）に関すること。  

九  核燃料物質その他の放射性物質の防護に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。  

十  原子炉の運転等（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）第二

条第一項 に規定する原子炉の運転等をいう。）に起因する事故（以下「原子力事故」という。）の

原因及び原子力事故により発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。  

十一  所掌事務に係る国際協力に関すること。  

十二  前各号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。  

十三  前各号に掲げるもののほか、法律（法律に基づく命令を含む。）に基づき、原子力規制委

員会に属させられた事務  

２  原子力規制委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機

関の長に対し、原子力利用における安全の確保に関する事項について勧告し、及びその勧告に基

づいてとった措置について報告を求めることができる。 

 

附則 

（原子力利用における安全の確保に係る事務を所掌する行政組織に関する検討） 

第五条  原子力利用における安全の確保に係る事務を所掌する行政組織については、この法律の

施行後三年以内に、この法律の施行状況、国会に設けられた東京電力福島原子力発電所事故調査

委員会が提出する報告書の内容、原子力利用における安全の確保に関する最新の国際的な基準等

を踏まえ、放射性物質の防護を含む原子力利用における安全の確保に係る事務が我が国の安全保

障に関わるものであること等を考慮し、より国際的な基準に合致するものとなるよう、内閣府に

独立行政委員会を設置することを含め検討が加えられ、その結果に基づき必要な措置が講ぜられ

るものとする。 

 

○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

（目的）  

第一条  この法律は、原子力基本法 （昭和三十年法律第百八十六号）の精神にのつとり、核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力

施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を設置する工

場又は事業所の外へ放出されることその他の核原料物質、核燃料物質及び原子炉による災害を防

止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃

棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関し、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪

行為の発生も想定した必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他

の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行い、もつて国民の

生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。 
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○衆議院環境委員会決議 

一 本法律が、「国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資する

こと」を目的としていることに鑑み、原子力規制行政に当たっては、推進側の論理に影響される

ことなく、国民の安全の確保を第一として行うこと。 

七 今回の東京電力福島第一原子力発電所事故から、緊急時の防災は平時から防災に対する備え

が重要であるとの教訓を得たことに鑑み、原子力防災会議と原子力規制委員会は平時から緊密な

連携関係を構築し、防災体制の一体化を図ること。 

八 内閣に置かれる原子力防災会議及びその事務局長、事務局の在り方については、原子力災害

を含む大規模災害への対処に当たる政府の組織の在り方についての抜本的な見直しの方向性を踏

まえつつ、この法律の施行後三年以内に行われる原子力利用における安全の確保に係る事務を所

掌する行政組織に関する検討と併せて、その見直しを行い、必要な措置を講ずること。 

九 地方公共団体、住民等が編成する地域の組織と、国、原子力事業者及び関係行政機関等との

緊密な連携協力体制を整備するため、フランスにおける原子力透明化法に規定される地域情報委

員会制度等、諸外国の事例等を踏まえつつ、望ましい法体系の在り方について検討し、必要な措

置を速やかに講ずること。 

 

○参議院環境委員会附帯決議 

九、原子力規制委員会は、安全神話から脱却し、常に安全性の向上を求める安全文化、少数意見

や異論を重んじ、活発な議論が奨励される組織文化を確保しつつその業務の適正を確保するため、

所掌事務に関する評価機関の設置を始めとする必要な措置を講ずること。 

十、緊急時の原子力規制委員会と原子力災害対策本部の役割分担や連携については、縦割りの弊

害が新たに生じないよう、国民の生命・健康の保護及び環境の保全を第一に、十分に検討するこ

と。また、平時からの防災対策の強化が重要であることから、原子力規制委員会と原子力防災会

議は、それぞれの明確な役割分担の下、平時から緊密な連携関係を構築し、防災体制の一体化を

図ること。 

十八、原子力発電所の再起動については、「事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の

努力をしなければならない」との目的に照らし、万が一の重大事故発生時への対応策も含め、ス

トレステストや四大臣会合による安全性の判断基準などの妥当性に関して、原子力規制委員会に

おいて十分に検証した上で、その手続を進めること。 

十九、防災対策を確実に実施するため、実施機関及び支援機関の役割、責任について、法令、防

災基本計画、地域防災計画、各種マニュアル等において明確にするとともに、これに必要な人員

を十分確保すること。また、これらについて、その妥当性、実効可能性を確認する仕組みを検討

すること。併せて、地域防災計画策定において安定ヨウ素剤の配付等を含めた住民等のニーズに

対応した仕組みを検討すること。 

二十、原子力発電所事故による周辺環境への影響の度合いや影響を与える時間は、異常事態の態

様、施設の特性、気象条件等により異なることから、原子力発電所ごとに防災対策重点地域を詳

細に検討し、地方公共団体と連携をして地域防災計画等の策定に活かすこと。 

二十一、原子力事業者が行う防災訓練は、原子力事故の際に柔軟な危機対応能力を発揮して対処
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することの重要性に鑑み、抜き打ち訓練、想定外も盛り込んだブラインド訓練を含め、重大事故

の発生を含めた厳しい条件を設定して行い、その実効性を確保すること。 

二十三、本法附則に基づく改正原子炉等規制法の見直しにおいては、速やかに検討を行い、原子

力安全規制の実効性を高めるため、最新の科学的・技術的知見を基本に、国際的な基準・動向と

の整合性を図った規制体系とすること。特に、審査・検査制度については、諸外国の例を参考に、

これが形骸化することがないよう、原子力規制委員会が厳格かつ実効的な確認を行うとともに、

事業者が常に施設の改善を行わなければならないような規制体系を構築すること。 

二十四、政府は、東日本大震災により甚大な被害が生じたことを踏まえ、原子力災害を含む大規

模災害へのより機動的かつ効果的な対処が可能となるよう、大規模災害への対処に当たる政府の

組織の在り方について、米国のＦＥＭＡ（連邦緊急事態管理庁）なども参考に抜本的な見直しを

行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとすること。 

二十六、従来からの地方公共団体と事業者との間の原子力安全協定を踏まえ、また、原子力の安

全規制及び災害対策における地方公共団体の役割の重要性に鑑み、本法施行後一年以内に地方公

共団体と国、事業者との緊密な連携協力体制を整備するとともに、本法施行後三年以内に諸外国

の例を参考に望ましい法体系の在り方を含め検討し、必要な措置を講ずること。 

二十七、国会に置かれた東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告書については、原子力

安全規制組織にとどまらず、原子力の安全規制及び災害対策に関しても十分に検討し、本法施行

後三年にかかわらず、速やかに必要な措置を講ずること。 

二十八、政府は、東京電力福島第一原子力発電所の事故の反省を深く心に刻み、毎年三月十一日

に、全国の原子力発電所の安全性の総点検、原子力防災体制の確認、政府の原子力規制に関する

取組の公表等を行い、二度と重大事故を起こすことのないよう、自らの取組を見直す機会とする

こと。 
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○国会事故調提言 

提言 5 新しい規制組織の要件 

規制組織は、今回の事故を契機に、国民の健康と安全を最優先とし、常に安全の向上に向けて自

ら変革を続けていく組織になるよう抜本的な転換を図る。新たな規制組織は以下の要件を満たす

ものとする。 

1) 高い独立性：①政府内の推進組織からの独立性、②事業者からの独立性、③政治からの独立性

を実現し、監督機能を強化するための指揮命令系統、責任権限及びその業務プロセスを確立する。 

2) 透明性：①各種諮問委員会等を含めて意思決定過程を開示し、その過程において電気事業者等

の利害関係者の関与を排除する。②定期的に国会に対して、全ての意思決定過程、決定参加者、

施策実施状況等について報告する義務を課す。③推進組織、事業者、政治との間の交渉折衝等に

関しては、議事録を残し、原則公開する。④委員の選定は第三者機関に１次定として、相当数の

候補者の選定を行わせた上で、その中から国会同意人事として国会が最終決定するといった透明

なプロセスを設定する。 

3) 専門能力と職務への責任感：①新しい規制組織の人材を世界でも通用するレベルにまで早期に

育成し、また、そのような人材の採用、育成を実現すべく、原子力規制分野でのグローバルな人

材交流、教育、訓練を実施する。②外国人有識者を含む助言組織を設置し、規制当局の運営、人

材、在り方等の必要な要件設定等に関する助言を得る。③新しい組織の一員として、職務への責

任感を持った人材を中心とすべく、「ノーリターンルール」を当初より、例外なく適用する。 

4) 一元化：特に緊急時の迅速な情報共有、意思決定、司令塔機能の発揮に向けて組織体制の効果

的な一元化を図る。 

5) 自律性：本組織には、国民の健康と安全の実現のため、常に最新の知見を取り入れながら組織

の見直しを行い、自己変革を続けることを要求し、国会はその過程を監視する。 

 

提言 6 原子力法規制の見直し 

原子力法規制については、以下を含め、抜本的に見直す必要がある。 

1) 世界の最新の技術的知見等を踏まえ、国民の健康と安全を第一とする一元的な法体系へと再構

築する。 

2) 安全確保のため第一義的な責任を負う事業者と、原子力災害発生時にこの事業者を支援する他

の事故対応を行う各当事者の役割分担を明確化する。 

3) 原子力法規制が、内外の事故の教訓、世界の安全基準の動向及び最新の技術的知見等が反映さ

れたものになるよう、規制当局に対して、これを不断かつ迅速に見直していくことを義務付け、

その履行を監視する仕組みを構築する。 

4) 新しいルールを既設の原子炉にも遡及適用すること（いわゆるバックフィット）を原則とし、

それがルール改訂の抑制といった本末転倒な事態につながらないように、廃炉すべき場合と次善

の策が許される場合との線引きを明確にする。 
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○原子力災害対策特別措置法 

（目的）  

第一条  この法律は、原子力災害の特殊性にかんがみ、原子力災害の予防に関する原子力事業者

の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策

の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、核原料物質、核

燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」とい

う。）、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）その他原子力災害の防止に関する法

律と相まって、原子力災害に対する対策の強化を図り、もって原子力災害から国民の生命、身体

及び財産を保護することを目的とする。 

 

（国の責務）  

第四条  国は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害対策本部の設置、地方公共団

体への必要な指示その他緊急事態応急対策の実施のために必要な措置並びに原子力災害予防対策

及び原子力災害事後対策の実施のために必要な措置を講ずること等により、原子力災害について

の災害対策基本法第三条第一項の責務を遂行しなければならない。  

２  指定行政機関の長（当該指定行政機関が委員会その他の合議制の機関である場合にあっては、

当該指定行政機関。第十七条第七項第三号を除き、以下同じ。）及び指定地方行政機関の長は、こ

の法律の規定による地方公共団体の原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後

対策の実施が円滑に行われるように、その所掌事務について、当該地方公共団体に対し、勧告し、

助言し、その他適切な措置をとらなければならない。  

３  内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、この法律の規定による権限を適切に行使するほか、

この法律の規定による原子力事業者の原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事

後対策の実施が円滑に行われるように、当該原子力事業者に対し、指導し、助言し、その他適切

な措置をとらなければならない。  

 

第四条の二  国は、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為による原子力災害の発生

も想定し、これに伴う被害の最小化を図る観点から、警備体制の強化、原子力事業所における深

層防護の徹底、被害の状況に応じた対応策の整備その他原子力災害の防止に関し万全の措置を講

ずる責務を有する。  

 

（地方公共団体の責務）  

第五条  地方公共団体は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害予防対策、緊急事

態応急対策及び原子力災害事後対策の実施のために必要な措置を講ずること等により、原子力災

害についての災害対策基本法第四条第一項及び第五条第一項の責務を遂行しなければならない。  

 

（関係機関の連携協力）  

第六条  国、地方公共団体、原子力事業者並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、原子力

災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策が円滑に実施されるよう、相互に連携
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を図りながら協力しなければならない。 

 

第一章の二 原子力災害対策指針  

 

第六条の二  原子力規制委員会は、災害対策基本法第二条第八号に規定する防災基本計画に適合

して、原子力事業者、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体、指定公共機

関及び指定地方公共機関その他の者による原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災

害事後対策（次項において「原子力災害対策」という。）の円滑な実施を確保するための指針（以

下「原子力災害対策指針」という。）を定めなければならない。  

２  原子力災害対策指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一  原子力災害対策として実施すべき措置に関する基本的な事項  

二  原子力災害対策の実施体制に関する事項  

三  原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の設定に関する事項  

四  前三号に掲げるもののほか、原子力災害対策の円滑な実施の確保に関する重要事項  

３  原子力規制委員会は、原子力災害対策指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

 

（災害対策基本法 の規定の読替え適用等）  

第二十八条  原子力災害についての災害対策基本法 の次の表の上欄に掲げる規定（石油コンビ

ナート等災害防止法第三十二条第二項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の適用

については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とす

る。 

 

第四十条第二項第二号 災害予防 原子力災害予防対策 

災害に関する予報又は警報の

発令及び伝達 

原子力緊急事態宣言その他原子力

災害（原子力災害が生ずる蓋然性を

含む。）に関する情報の伝達 

消火、水防、救難  救難 

災害応急対策並びに災害復旧 緊急事態応急対策並びに原子力災

害事後対策 

第四十条第三項 災害 原子力災害（原子力災害が生ずる蓋

然性を含む。） 

第四十二条第一項 防災基本計画  防災基本計画及び原子力災害対策

指針 

第四十二条第二項第二号 災害予防 原子力災害予防対策 

災害に関する予報又は警報の

発令及び伝達 

原子力緊急事態宣言その他原子力

災害（原子力災害が生ずる蓋然性を

含む。）に関する情報の伝達 
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消火、水防、救難 救難 

災害応急対策並びに災害復旧 緊急事態応急対策並びに原子力災

害事後対策 

第四十二条第三項及び第

四項 

災害 原子力災害（原子力災害が生ずる蓋

然性を含む。） 

 

 

  



9 

 

○災害対策基本法 

（国の責務）  

第三条  国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのつとり、国土並びに国民の生

命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防

災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。  

２  国は、前項の責務を遂行するため、災害予防、災害応急対策及び災害復旧の基本となるべき

計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、地方公共団体、指定公共機関、指定

地方公共機関等が処理する防災に関する事務又は業務の実施の推進とその総合調整を行ない、及

び災害に係る経費負担の適正化を図らなければならない。  

３  指定行政機関及び指定地方行政機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、第一項に規

定する国の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。  

４  指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、この法律の規定による都道府県及び市町村

の地域防災計画の作成及び実施が円滑に行なわれるように、その所掌事務について、当該都道府

県又は市町村に対し、勧告し、指導し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。  

 

（都道府県の責務）  

第四条  都道府県は、基本理念にのつとり、当該都道府県の地域並びに当該都道府県の住民の生

命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該

都道府県の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、

その区域内の市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、

かつ、その総合調整を行う責務を有する。  

２  都道府県の機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、前項に規定する都道府県の責務

が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。  

 

（市町村の責務）  

第五条  市町村は、基本理念にのつとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並び

に当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共

団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれ

を実施する責務を有する。  

２  市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団その他の組織の整備並びに当該

市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織及び自主防災組織の充実を図るほか、住

民の自発的な防災活動の促進を図り、市町村の有する全ての機能を十分に発揮するように努めな

ければならない。  

３  消防機関、水防団その他市町村の機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、第一項に

規定する市町村の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。 

 

（都道府県地域防災計画）  

第四十条  都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地
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域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、

これを修正しなければならない。この場合において、当該都道府県地域防災計画は、防災業務計

画に抵触するものであつてはならない。  

２  都道府県地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。  

一  当該都道府県の地域に係る防災に関し、当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定

地方行政機関、当該都道府県、当該都道府県の区域内の市町村、指定公共機関、指定地方公共機

関及び当該都道府県の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者（次項において「管

轄指定地方行政機関等」という。）の処理すべき事務又は業務の大綱  

二  当該都道府県の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練

その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消

火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画  

三  当該都道府県の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、

資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画  

３  都道府県防災会議は、都道府県地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生した場合に

おいて管轄指定地方行政機関等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができ

るよう配慮するものとする。  

４  都道府県防災会議は、第一項の規定により都道府県地域防災計画を作成し、又は修正したと

きは、速やかにこれを内閣総理大臣に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。  

５  内閣総理大臣は、前項の規定により都道府県地域防災計画について報告を受けたときは、中

央防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該都道府県防災会議に対し、

必要な助言又は勧告をすることができる。 

 

（市町村地域防災計画）  

第四十二条  市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市

町村長。以下この条において同じ。）は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村

地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、

これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画

又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。  

２  市町村地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。  

一  当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その

他防災上重要な施設の管理者（第四項において「当該市町村等」という。）の処理すべき事務又は

業務の大綱  

二  当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練そ

の他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、

水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画  

三  当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、

資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画  

３  市町村地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、市町村内の一定の地区内の居住者及
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び当該地区に事業所を有する事業者（以下この項及び次条において「地区居住者等」という。）が

共同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材の備蓄、災害が発生

した場合における地区居住者等の相互の支援その他の当該地区における防災活動に関する計画

（同条において「地区防災計画」という。）について定めることができる。  

４  市町村防災会議は、市町村地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生した場合におい

て当該市町村等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮する

ものとする。  

５  市町村防災会議は、第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したときは、

速やかにこれを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。  

６  都道府県知事は、前項の規定により市町村地域防災計画について報告を受けたときは、都道

府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村防災会議に対し、

必要な助言又は勧告をすることができる。  

７  第二十一条の規定は、市町村長が第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修

正する場合について準用する。 
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○原子力基本法 

第一章の三 原子力防災会議  

（設置）  

第三条の三  内閣に、原子力防災会議（以下「会議」という。）を置く。  

 

（所掌事務）  

第三条の四  会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一  原子力災害対策指針（原子力災害対策特別措置法 （平成十一年法律第百五十六号）第六条

の二第一項 に規定する原子力災害対策指針をいう。）に基づく施策の実施の推進その他の原子力

事故（原子炉の運転等（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）第二

条第一項 に規定する原子炉の運転等をいう。）に起因する事故をいう。次号において同じ。）が発

生した場合に備えた政府の総合的な取組を確保するための施策の実施の推進  

二  原子力事故が発生した場合において多数の関係者による長期にわたる総合的な取組が必要

となる施策の実施の推進  

 

（組織）  

第三条の五  会議は、議長、副議長及び議員をもつて組織する。  

２  議長は、内閣総理大臣をもつて充てる。  

３  副議長は、内閣官房長官、環境大臣、内閣官房長官及び環境大臣以外の国務大臣のうちから

内閣総理大臣が指名する者並びに原子力規制委員会委員長をもつて充てる。  

４  議員は、次に掲げる者をもつて充てる。  

一  議長及び副議長以外の全ての国務大臣並びに内閣危機管理監  

二  内閣官房副長官、環境副大臣若しくは関係府省の副大臣、環境大臣政務官若しくは関係府省

の大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者  

 

（事務局）  

第三条の六  会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。  

２  事務局に、事務局長その他の職員を置く。  

３  事務局長は、環境大臣をもつて充てる。  

４  事務局長は、議長の命を受け、命を受けた内閣官房副長官補及び内閣府設置法 （平成十一

年法律第八十九号）第四条第三項 に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣の協力を

得て、局務を掌理する。  

 

（政令への委任）  

第三条の七  この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

  



13 

 

○質疑（再稼働判断関係） 

 

【問】加藤修一君 日本ではなかなか実施されておりませんが、テクノロジーアセスメント、技

術評価というふうに訳しては私はいけないと思うんですね。これは単に科学的あるいは技術的な

評価だけに限らないと思っています。例えば倫理の問題あるいは技術の問題、それから経済、社

会制度、そういう枠組みで、従来の既存のリスクアセスメント、それに加えて、不確実性が伴う

分野でありますから、原子力の分野というのは。だから、そういうことを含めて、いわゆるテク

ノロジーアセスメントというものを実施して全体的に評価をしていくということが非常に正しい

と思います。 

 その中には若干の、先ほど申し上げましたように政治的な判断の部分も入ってくるわけですよ

ね。ですから、私は単に、例えば原子力、今の原子力の運転中のことについて安全だと例えば確

認、そういうことができたとしたとしても、これ以外の問題というのはたくさんあるわけですよ。

原子力の関係については、それは、そこから出てくる使用済燃料棒の関係を含めて核の廃棄物と

いうのは相当あるわけですから、それについての処理、処分という体系が全くできていないこと

も含めて考えていかなければいけない。であるならば、幅広い形で、いわゆる、さっき申し上げ

ましたようなテクノロジーアセスメントという観点から問題を解きほぐしていかなければいけな

い、こういうことに私はなってくると思うんですね。 

 ですから、私は単に、関電の社長がつい先日も、これも新聞でありますので確認しておりませ

んが、技術、科学的な面からだけというのは私は、先ほど答弁者も同じようなことをおっしゃい

ましたけれども、そういうことではないように私は思っておりますけれども、この辺についてど

うお考えでしょうか。 

【答】衆議院議員（田中和徳君） 判断の中には、私が言う話ではないかもしれませんが、総合

的な判断も含まれるものだと思います。当然、新しく選ばれた委員会の委員の方々が、今先生が

おっしゃったようなことも含めて、いろんな状況も含めて、私は判断をされることだと思ってお

りますし、そういう専門家を私たちが組織をつくって選び出す、国会議員の一人として是非すば

らしい結論が出ることを信じたいと思っております。 

（2014年 6月 18日参環境委） 

 

【問】小坂憲次君 去年、この法案が提出をされ、そして調整をされて、どのような形であれ国

会で審議がされて、そして原子力規制に関する新しい委員会組織あるいは規制庁、いろいろな形

でそれが実現していたならば、今回の大飯原発の再稼働に際しても、一定の国民の信頼の上に築

かれる基準というものが提示をされて実現していただろうと思うわけでありますが、残念ながら、

経済状況あるいは電力事情、新たなエネルギー政策がまだ決定をしない中での再稼働を決断せざ

るを得ないところに野田総理は追い込まれたということであります。 

 総理の決断は決断として私は一定の評価はしたいと思っておりますが、しかし、この新たな規

制組織、規制委員会ができたところで再度この再稼働に対して見直しを行い、そしてそこにはバ

ックフィット制度という新たな知見も交えてその基準を設定し、そして結論を出していくと、こ

のようになっているというふうに承知をいたしております。 
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 しかし、そうであるとするならば、この原子力規制委員会が出す結論というのは一体どういう

ようなものなのか。言ってみれば、再稼働よし、安全宣言ですというようなものになるんでしょ

うか。それとも、規制委員長が、私が、そして委員会が現在得ている情報や知見を総動員して判

断するに、国として現時点で稼働に支障があるとは考えられないというような、こういう発言で

その結論を表現したとしたら、じゃ、これは一体誰が最終的に再稼働を決断することになるんで

しょうか。 

 この規制委員長が出す結論というのは、私は、原子炉の機能と運転に支障がないということに

お墨付きを与えるんだと思います。そしてそれは、現時点における最大限の安全を追求した上で

の結論という、そういうバックグラウンドを持った形でそれがなされるのではないかと思います

が、この点について、発議者、大臣それぞれの御意見を伺いたいと思います。 

【答】衆議院議員（田中和徳君） 原子力規制委員会が原子力発電所の再稼働に関し出す結論と

はどのようなものか、安全宣言なのかという意味かと存じますけれども、原子力発電所の安全性

の評価だとか再稼働の判断については、今回の事故の反省を踏まえて原子力規制委員会において

適切に行わなければならない、このように考えておりまして、特に今回、独立性を持ってこの委

員会をつくるということを提案をさせていただいておりますのは、やはりそこに国民の信頼とい

うものを大きく考えておるからでございます。 

専門家、特に国会が選ぶ、内閣が責任を持って人選をしたすばらしい委員を皆様方に決めてい

ただくことによって信頼が得られるものだと思っております。 

【答】国務大臣（細野豪志君） 基本的な認識は、今御答弁をされた中身と私も共通認識を持っ

ております。 

 ただ、一点だけ、小坂先生が御質問になった中で、私なりの現段階での所見を申し上げると、

安全宣言というようなものは恐らくこれからしていくということにはならないというふうに思い

ます。安全性というものは完全がないという中で、レベルをあくまで高いところを目指していく

ということであって、それは、もうこれで完全ですというようなことは、これから恐らく規制委

員会でも言うということにならないのではないかと思います。 

 その上で、若干悩ましいなというふうに思いますのは、再稼働というものをどう説明をしてい

くのかと、これを誰がどのようにやるのかというのは実は悩ましい問題としてあるというふうに

思います。これまで同様に四大臣会議をやって、そこで再稼働を判断をするというようなことは

もうやるべきではないし、やることは考えておりません。 

 しかし一方で、今回の大飯原発で我々経験をしたのは、地元の県知事さん、町長さん、周辺の

自治体の首長の皆さん、いろんな不安を持たれるわけですね。そういった皆さんに一つ一つきっ

ちり説明をして、今回万全だったかといったらそこも課題が残りましたけれども、それでも最大

限私もそこは私なりに誠意を尽くして説明したつもりであります。こういうことというのを、政

務の人間というのは、ある種政治家同士の話も含めてする役は担うことができるわけですが、こ

れが全くなくなったときに、果たして地元の理解が得られるんだろうかという課題は残ったとい

うふうに思います。 

 あえてその役を誰がやるかと言われれば、それは私は、原子力を動かす立場にある資源エネル

ギー庁と、安全性についての確認は原子力規制委員会ということになりますので、そこは客観的
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にできるだけ丁寧な説明をするということになると思うんですが、あえて動かさなければならな

いというその必要性について説明をするということになれば、資源エネルギー庁がその役を担う

ということになるのではないかというふうに考えております。 

【答】国務大臣（細野豪志君） 再稼働が認められるかどうかという判断は当然安全サイドでや

るべきですので、それは原子力規制委員会がしっかり判断をし、丁寧に説明をしていくというこ

とになるわけです。 

 ただ、いろんな方が当然いらっしゃいますし、町の中でもいろんな御意見を持たれる、そうい

う自治体も当然あるというふうに思うわけですね。中には、これは、これだけの事故があったわ

けだから、もう原発はそもそも再稼働すべきではない、全てのもの、このまま廃炉すべきだとい

う、そういうお考えの方も我が国にはたくさんいらっしゃる。そういった方も含めて、安全性に

ついては確認は規制委員会がするにしても、なぜ動かさなければならないのか、なぜ電力を原発

で供給しなければならないのかというそういう説明は、これは規制委員会が負うということにな

ると、これは結局、規制委員会は推進している側になるんではないかという疑いを持たれかねな

いわけですね。 

 ですから、再稼働に向けて地元を説得をして動かさなきゃならないんですよということは、私

は規制委員会は言うべきではないと思うわけです、安全性についての説明はするけれども。その

部分をあえてどこが担うのかというと、それは資源エネルギー庁ということになるのではないか

ということを申し上げました。 

 

【答】国務大臣（細野豪志君） 再稼働についての判断自身はしっかり規制委員会がやります。

ですから、その判断をするわけです、再稼働できるかどうかの判断は。ただ、それでも当然反対

の方もおられるし、当然という言い方はよくないですね、それでも反対の方もおられるかもしれ

ません。自治体として、なぜ動かす必要があるのかというエネルギーの供給面からの疑問が出て

くるかもしれません。そういった皆さんに、実はエネルギーはこうなっていて原発が必要なんだ

とか、再稼働がこういう事情で必要なんだとかいう必要性の方の説明は、そこまで原子力規制委

員会がするということになると、まさに推進サイドということになってしまいますので、そこま

ではやるべきではないということを申し上げたということであります。 

 

【問】市田忠義君 資源エネルギー庁は、必要性の説明はする権限はあるけれども、原発の再稼

働を決めたり、そういう権限はないということを確認しておいていいですね。 

【答】国務大臣（細野豪志君） 資源エネルギー庁が再稼働について許可をするとか判断をする

権限は全くございません。 

 

【問】委員以外の議員（福島みずほ君） 大飯原発以降は原子力規制委員会が再稼働を判断する

ということでよろしいですね。今後、原発の再稼働について四閣僚が判断するということはない

ということでよろしいでしょうか。 

【答】国務大臣（枝野幸男君） この法律が可決、成立をして施行をされれば、施行された以降

は安全性については一元的に規制委員会が行いますので、今の保安院と安全委員会を前提とした
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昨年七月の三大臣合意というのはそこで効力を当然に失うことになります。 

 

【問】委員以外の議員（福島みずほ君） 規制委員会は規制官庁なわけですから、絶対に推進と

いう立場で再稼働について自治体に説明に行かない、だとすると、一体誰が自治体に説明に行く

んでしょうか。 

【答】国務大臣（細野豪志君） 規制委員会はあくまでブレーキ役ですから、安全について判断

をするわけですね。ですから、そこは、これまでの保安院は、もちろん安全について判断はして

いたんだけれども、一方で供給サイドについても半分かかわっていたようなところがありますか

ら、それとは性質を分けなければならないというふうに思っています。 

 ただ一方で、自治体から安全性について説明を求められた場合に、いや、規制委員会は自治体

には説明をしないんですというわけには私はいかないと思うんです。ですから、そこは安全性に

ついてどう考えるのか、再稼働についてどう判断をしているのかということについては、これは

説明に行かなければならないであろうというふうに思っております。 

 その上で、自治体に最終的に御理解をいただくプロセスの中で、なぜ原発が必要なのかとか、

なぜエネルギー供給としてそれを活用するのかという説明については、これは資源エネルギー庁

がやっていくと、そういう役割分担になります。そこをこれまでは混然一体としてやっていまし

たが、これからはしっかり分けなきゃいかぬと思います。 

 ですから、規制委員会が安全性について説明するところはしっかりそれを説明をしていくとい

う、そこについて推進側と何か密接不可分な関係にあるようなことが、少なくともそういう印象

を持たれることがあってはならないというふうに考えております。 

 

【答】衆議院議員（吉野正芳君） 今まで経産大臣が持っていた例えば炉規制法とか電気事業法

関係、いわゆる定期検査をしなさいとかという、こういう権限は今度は規制委員会の方に移りま

すね。ですから、移るわけなんで、全てこれからは規制委員会で、再稼働の判断も規制委員会に

移ってきます。そういうことです。 

【答】国務大臣（細野豪志君） そこは完全に移ります。ですから、再稼働の判断そのものは規

制委員会がやるということです。ただ、従来は、従来というか三・一一までは、その許可が出た

場合に、再稼働については事業者が安全協定に基づいてやれることになっていたんですが、昨年

の三・一一を受けて、なかなかそれが受け入れられない状況の中で、いろんな説得に、例えば私

も含めて説明に歩いたという経緯があるわけですね。 

 そこをじゃどうするのかという問題が残るので、あえてそういったことが必要だということに

なった場合は、規制委員会が動かさなきゃならないんですよということを説得に行くのはおかし

いですから、許可はしますよ、再稼働そのものについては判断をするんですけれども、動かさな

きゃならない必要性を訴えるのを規制委員会がやってしまうと、それは推進サイドと同じになっ

てしまうので、そういう説明が必要であれば、そこは資源エネルギー庁が担当することになると

いうことを申し上げたわけであります。 

（以上、2014年 6月 19日参環境委） 
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【問】亀井亜紀子君 規制委員会が安全性について説明をする、その責任を持っているからとい

って、規制委員会が自治体まで出向いていって、安全だから大丈夫です、大丈夫ですと言ったら

ば、それはつまり再稼働をしてくださいということで、つまり原子力の利用を推進していること

にはなりませんか。そう取られませんか。 

【答】国務大臣（細野豪志君） そこは非常に難しいところだと思うんですね。突然その規制委

員会の委員なり事務局がやってきて、そのときだけ説明をしたら、まさに説得ということになる

と思うんです。ですから、そこはもう少し日常的な自治体との安全性に対して国が取り組んでい

ることについてコミュニケーションをして、相互理解を図っていくということがなければ、突然

やってきて、安全ですから進めてくださいと言うと、そういうことになってしまう懸念があると

思いますので、そこはやり方を考えなければならないというふうに思っています。 

 ただ実際、現実的、技術的なこと、実際のオペレーションの話を少しだけしますと、再稼働を

するとき、これでよしとなった場合には、規制委員会が検査終了証というのを交付をするわけで

す。これが最終的に再稼働の実質的な許可に近いものになるわけですね。ですから、この検査終

了証の交付に入る前の段階で、起動のいろいろ手続に入るときにいろんなチェックをするわけで

すから、それについて今どういう状況になっているのかということについて、やはり説明する責

任は規制委員会にあるということです。そのことを自治体から求められた場合に、いや、それは

説明しませんと言うわけにはこれいかぬと思いますから、そこはやり方を考えていく必要がある

のではないかというふうに思っております。 

 

【問】亀井亜紀子君 原子力の規制と利用を分けるという法案の目的にのっとり、資源エネルギ

ー庁が再稼働の調整、つまり首長や周辺住民への説得を行う場合、それは資源エネルギー庁長官

の役割なのでしょうか。 

【答】副大臣（牧野聖修君） 経済産業省に置かれている資源エネルギー庁は、原子力政策や原

子力の利用に関する事項を所管しているところでありますが、新たな規制機関において安全性が

判断された後に、立地自治体や周辺自治体からエネルギー政策における原子力発電の位置付けや

再起動の必要性について国としての考え方を求められた場合には、経済産業省の政務又は資源エ

ネルギー庁の事務レベルで説明を行う必要があると、そのように考えております。 

（以上、2014年 6月 20日参環境委） 
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○質疑（原子力防災関係） 

 

【問】舟山康江君 この安全というものは当然、その原子炉の安全もそうだと思いますけれども、

その原子炉の安全に加えて、人々の安全ですとか、環境への安全、地域の安全、そういったもの

も全て含めて安全をしっかりと確保していくんだということが含まれているのではないのかなと

理解しておりますけれども、法案提出者にその思いを確認したいと思います。 

【答】衆議院議員（近藤昭一君） 「目的」の中で原子力利用における事故の発生を常に想定し、

という一文が入っておるわけでありますが、ここにあるのは安全に絶対はないという下で万が一

の事故はあるんだと、こういう想定の下に対処をしていく。それは今、舟山議員からも御指摘も

ありましたように、原子炉の安全性、そしてまた、いざというときの災害発生した場合に対して

の避難経路の問題、あるいは日ごろの防災対策、こうしたものを全てを含んでいるということで

あります。 

（2012年 6月 18日参環境委） 

 

【問】江田（康）委員 危機管理とか防災体制の強化は、地方自治体のもう最大の関心事項であ

ります。原発事故があった際にその影響を最も大きく受けるのは、地域住民の方々です。また、

地方自治体は、原子力の安全規制に何ら関与できないにもかかわらず、原発事故の際にはいきな

り当事者となって、地域住民の避難を初め、地域住民を守らなければならない立場にさらされま

す。 

 このような立場を改善すべく、一部の地方自治体は、原子力事業者と地域協定を結んで、地域

の声を取り入れるべく努力をされていますが、こういう取り組みはあくまで自主的なもので、法

的な位置づけは全くありません。 

 このような中で、地方自治体からは、みずからが関与する仕組みをつくるべく、国に働きかけ

が今行われ始めました。本年四月には、山田京都府知事、また嘉田滋賀県知事の連名で提案書が

出されています。その中に、「確固たる安全体制づくりに向けて、地元自治体と地元住民参加の仕

組みの創設を図り、安全性を住民とともに追求する意識の醸成を図るべきである。」また、「国民

理解を得るためには、まず国民の判断基準となる情報を徹底的に公開すべきである。」こういう提

案がございます。 

 フランスでは、原子力安全透明化法という法律の中で、地方自治体、国、事業者との間で協議

の場をつくって、徹底的に情報公開を行って、地域の声を拾い上げて、それを原子力の安全性の

向上に生かすための取り組みが構築されております。 

 ここで大臣に御提案であり、質問をいたします。 

 地方自治体は原子力事故の際に大きな影響を受ける。したがって、放射線による有害な環境か

ら人と環境を守るための原子力の安全体制づくりとして、地方自治体が関与できる仕組みを構築

することは大変重要だと思いますが、大臣の見解を最後にお伺いいたします。 

【答】細野国務大臣 これまでは、立地自治体及び隣接の自治体に対してのさまざまな原災法上

の関係というのはございましたけれども、自治体においては、それ以上に事業者との安全協定と

いうのがむしろ重視をされてきた面があったやに私は感じております。やはりそれは、国として
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のコミュニケーションのあり方として、それ自体は否定をしません、これからもいろいろな役割

を担うというふうに思いますが、やはり、もう少し密なるコミュニケーションをとるべきであっ

たのではないかという反省は必要だというふうに感じています。 

 特に、指針の中間報告でも、ＵＰＺという形で範囲を拡大をするというようなことも本格的に

これから検討されますので、その中で、地元の自治体との事業者も含めた建設的なコミュニケー

ションをどのように深めていくことができるか、ここは知恵の出しどころだというふうに思って

います。 

 余り慌てるよりは、じっくり地元の自治体と少し協議をした方がいいのではないかというふう

に思っておりますので、新しい規制組織ができた暁には、真っ先にそうしたことに取り組みたい

と考えておるところでございます。 

（以上、2014年 6月 5日衆環境委） 

 

【問】塩崎委員 原子力防災会議がつくられることになりました。修正案では、原子力防災会議

が創設されて、その事務局長をなぜか環境大臣が担うということになっておりますが、その理由

は、三条委員会たる原子力規制委員会が、たまたま今回、環境省に軒をお借りをするという格好

になっているからだというふうに私は考えておりますが、それでよろしいか。 

 そうすると、附則第五条の、三年以内に見直しというのがありますが、内閣府の三条委員会と

なる可能性が高いわけでありまして、その場合は、当然のことながら、環境大臣は副議長及び事

務局長から外れて、事務局長には原子力規制委員会ないしは日本版ＦＥＭＡ担当大臣などが充て

られることになると理解しておりますけれども、それでよろしいでしょうか。 

 それから、原子力防災会議の事務局スタッフについては、昨日の交渉の担当をしておった林政

調会長代理は、内閣府の職員が担うというふうに言っておりました。それでよろしいか、環境省

からどっと異動が行われることはないか、そのことを確認したいと思います。 

【答】吉野委員 おっしゃるとおりでありまして、原子力防災会議の副議長及び事務局長を環境

大臣が務めることについては、御指摘のとおり、三条委員会に規制委員会がぶら下がっておりま

すので、環境省の軒を借りている、私たちは内閣府の防災大臣にしてくれということを主張しま

したけれども、こういう形になりました。 

 当然、原子力規制委員会の設置を環境省から内閣府等へ移管する三年後の見直しの際には、副

議長、事務局長から外れると思っております。 

 また、附則第六条七項において、日本版ＦＥＭＡのようなものを政府に検討させることとして

おります。将来的には、原子力災害と一般災害対策は一元化され、内閣が責任を持って担うこと

となろうと考えております。事務局長は、原子力規制委員会ないしは日本版ＦＥＭＡ担当大臣と

なるのではないかと思っております。 

 さらに、事務局スタッフについては、内閣府に設置されていることから、当然、内閣府の職員

が担うこととなり、特定の省庁からの動員、異動によって本来のあり方から逸脱することは法律

の想定していないことであり、そうしたことになるべきではないと考えております。 

【問】塩崎委員 この法案の附則第十二条におきまして、原子力防災会議のつかさどる事務は、

原子力規制委員会の策定する原子力災害対策指針に基づく施策の実施の推進を担うことになって
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おります。もともと自公案では、平時のオフサイト対策は原子力規制委員会が担うこととなって

おりましたが、自公案の規制機関の独立性と専門性という本来の趣旨はこの修正案においても損

なわれてはならず、あくまでも、防災会議の所掌事務は規制委員会が策定する指針の範囲内とい

うふうに考えております。 

 その観点から、確認したいと思います。 

 「その他原子力事故が発生した場合に備えた政府の総合的な取組を確保するための施策の実施

の推進」、これは第二十六の二項だと思いますが、これはきのうの要綱だったのでちょっと違うか

もわかりませんが、及び「原子力事故が発生した場合において多数の関係者による長期にわたる

総合的な取組が必要となる施策の実施の推進」というのは、いずれも、原子力規制委員会が定め

る指針や方針等に従って、そこから何ら裁量的に逸脱したり拡大したりしない範囲において原子

力防災会議によって実施されるというふうに理解してよろしいでしょうか。 

【答】吉野委員 原子力防災会議、これは、事故が起こって初めて原災本部が立ち上がるわけで

すから、ふだんの訓練、これが大事なんです、平時のオフサイトの訓練。そのために、防災会議

が事故時の場合は原災本部に即変わり得る、そういう位置づけで原子力規制委員会と原子力防災

会議の関係はこういう関係になろうかと思っております。 

 

【問】斎藤（や）委員 ちょっと今回一つ心配なのは、内閣に設置された原子力防災会議という

ものでございます。これも修正協議で出てきたものでございますけれども、組織をたくさん立ち

上げて権限のすみ分けが難しくなるというのが今までの原子力の規制組織だったと思うんですが、

結果的に混乱が助長されるリスクを抱えております。 

 今回の修正案で急に出てきたこの原子力防災会議という組織、これに関しての業務内容、それ

から内閣府に置いた理由というのを教えていただければと思います。 

【答】大谷（信）委員 平時のオフサイト対策のうち、原子力安全についての専門的、技術的知

見に基づくものは原子力規制委員会、そして、原子力防災推進のために、地方公共団体や自衛隊

等実力部隊との調整、放射能環境汚染対策など、多数の関係者により、また、長期にわたる総合

的な取り組みの推進が必要なものは原子力防災会議及び事務局がそれを担っていくということで

あります。 

 ここは緊密な連携あってこそ初めて可能だというふうに考えています。 

（以上、2014年 6月 15日衆環境委） 

 

 


