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【はじめに】

数年前の選挙でマニフェストを読んだとき、既存の環境法や環境政策を勉強しているのかと疑う内容も多く、政党の

環境政策のレベルが低いことに悲しみを覚えました。そこで、政党の環境政策レベルを上げ、有権者にも環境政策比較

をわかりやすくするために、毎選挙前に環境分野におけるマニフェスト比較を行うことにしました。環境に関する政策は全

体の一部ですが、1票を入れる際の参考にしてください。

【お読みになる前に】

このレポートは、2017年の衆議院選挙に候補者を擁立した政党が2017年10月9日から12日12時までに各政党の

ホームページ上で公開したマニフェストに基づいています。抽出作業は、政治的にニュートラルな立場で行っています。項目

によっては、環境以外の項目と複合し、提案されている内容もあるため、完全に網羅できていることを保証するものでは

ありません。

【ＮＰＯ法人木野環境の所見】

温暖化対策や人口減少に対応するための持続可能な循環型社会を構築するためには、日本は社会全体を大きく

作り替える必要性があります。焼却炉（15年程度）や発電所（40年程度）の寿命から考えると、どのように持続可

能な社会を構築するのかを決断するべき時期が訪れています。しかし、今回のマニフェストでは、それらの視点は少なく、

社会全体のイメージを描いているマニフェストはありませんでした。

また、既存の環境法の問題点や追加すべき事項を明確に書いている内容は極めて少なく、生物多様性やSDGｓに

ついてもほとんど触れられていませんでした。とくに野党のマニフェストは、前回の参議院選挙に比べ、内容が薄くなってい

る傾向がありました。
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【環境テーマ別マニフェスト比較】

＜循環型社会（廃棄物）＞

自由民主党 ■ライフサイクル全体での資源循環への取り組みを加速し、食品ロス削減の取り
組みを強化します。■マイクロプラスチック等の海洋ごみの実態把握や発生抑制
対策等を進めます。■廃棄物処理施設の広域化・集約化、老朽化施設の更新、余
熱利用の推進等を通じ、地域の安全・安心を確保します。また、浄化槽の普及を
通じ、暮らしやすいまちづくりを目指します。

希望の党 ■一定規模以上の食品提供事業者を対象に、フードロス率の公表、ロス率の低い
事業者の表彰、NPO 等への寄付の促進などにより、「フードロスゼロ」を目指す。

公明党 ■近年の災害等における教訓・知見を踏まえ、災害時に発生する廃棄物を円滑に
処理する体制を確保するとともに、地震や水害により廃棄物処理施設が稼働不能
とならないよう、施設の耐震化や浸水対策等を推進します。

日本共産党 （該当部分みつからず）
立憲民主党 （該当部分みつからず）
社会民主党 ■食材偽装や農薬混入問題への対策強化、遺伝子組み換え食品への規制強化、食

品への放射線照射反対なども含めて、食の安全の取り組みを進めます。■里山や
棚田、里海など、日本の美しい原風景や地域に深く根ざした文化を守ります。■
樹木葬を広げ、緑の保全や森の再生につなげます。

日本のこころ （該当部分みつからず）
幸福実現党 （該当部分みつからず）
日本維新の会 （該当部分みつからず）



＜低炭素化社会（温暖化対策）＞

自由民主党 ■再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図るため、技術開
発、規制改革、系統制約の克服などを進めるとともに、徹底的な省エネ対策、ゼロ
エミッション技術の導入を行い、カーボンフリー社会を目指します。また、これら
の分野における新産業創出や地方創生を通じて投資を拡大し、GDP600兆円への起
爆剤とします。■地球温暖化を食い止めるため、「パリ協定」の実施に貢献します。
再生可能エネルギーの導入拡大等により、2030年度温室効果ガス26％削減目標の
達成に取り組むとともに、2050年80％削減を目指し、経済成長につなげるための
長期戦略を策定します。また、気候変動の影響を軽減する適応策の充実強化を図る
ための法制度の整備を行います。

希望の党 ■地球温暖化対策の徹底、EV（電気自動車）・FCV（燃料電池自動車）など「ゼ
ロエミッション車」化の加速、ESG投資（環境、社会貢献、企業統治に配慮する企
業への投資）の促進、建物における断熱促進など徹底した省エネ推進などを通じて、
エコ社会の実現を加速させる。

公明党 ■「パリ協定」で国際社会に約束したわが国の温室効果ガス26％削減の達成に向け、
地球温暖化対策計画の着実な実施を推進します。■日本が世界に誇る優れた低炭素
技術の海外展開を通じて、日本企業の低炭素技術の世界市場拡大を図り、「パリ協
定」で位置付けられた二国間クレジット制度（JCM）を積極的に活用し、わが国の
削減目標をさらに高めるとともに、地球規模での排出削減に一層貢献します。
■中小企業等の省エネ投資を喚起するため、省エネ補助金や省エネ診断などの促進
策を講じます。

日本共産党 ■環境税を強化します。石油石炭税は、「地球温暖化対策の課税」が上乗せされて
いますが、国際的な水準などからみて、不十分なものにとどまっており、強化をは
かります。同時に、原油の国際価格高騰などの際には、課税額が少なくともエネル
ギー消費抑制効果があることを考慮し、税率を変動できるような柔軟な仕組みを検
討します。また、低所得者や寒冷地の負担軽減策をあわせて行います。

立憲民主党 ■パリ協定もとづく地球温暖化対策の推進
社会民主党 ■温室効果ガスを２０５０年までに１９９０年比８０％減を実行するための「地球

温暖化対策基本法」を早期につくります。
日本のこころ （該当部分みつからず）
幸福実現党 ■人為的な温室効果ガスの排出が地球の気温上昇の主な原因であるとする仮説には、

大きな不確実性があることから、現行の地球温暖化政策を抜本的に見直します。■
地球温暖化対策の国際枠組み（国連気候変動枠組条約、パリ協定）への参加は、国
際衡平性が担保されることが大前提であり、米国の脱退や目標の下方修正などによ
り日本が不利になるおそれがある場合には、これらの国際枠組みから脱退すること
も含め、日本の国益を守るための措置を講じます。■「地球温暖化対策計画」
（2016年5月13日閣議決定）を撤回します。■産業界への温室効果ガス排出規制を
撤廃し、製造業の国内回帰を推進することによって、国民の利益を守ります。■
「地球温暖化対策のための税」を廃止します。また、環境省が企図する大型炭素税
の導入を阻止します。■地方公共団体による独自の温室効果ガス排出規制を禁止し
ます。

日本維新の会 （該当部分みつからず）



自由民主党 ■原子力は安全性の確保を大前提に、エネルギー需給構造の安定性に寄与する重要
なベースロード電源との位置付けのもとに活用します。いかなる事情よりも安全性
を最優先し、原子力規制委員会によって世界最高レベルの新規制基準に適合すると
認められた場合には、立地自治体等関係者の理解と協力を得つつ、原発の再稼働を
進めます。■「エネルギー基本計画」を踏まえ、徹底した省エネ、再生可能エネル
ギーの最大限の導入、火力発電の高効率化などにより、原発依存度を可能な限り低
減させます。また、安定供給を確保し、経済成長とCO2排出抑制を両立させるバラ
ンスの取れたエネルギーミックスの実現に向け、責任あるエネルギー政策を遂行し
ます。

希望の党 ■地球に希望を～エコ社会を実現し、2030年までに原発ゼロを目指す～■東京電力
福島第一原発事故を経験した我が国は、新規原発の建設をやめ、40年廃炉原則を徹
底する方向で「原発ゼロ」の2030年までの実現を目指す。■原発の老朽度など総合
的な安全性を原子力規制委員会が厳しく確認するとともに、確実な住民避難措置が
取られることを前提に、原発の再稼働を認める。■将来政権交代が起きても原発ゼ
ロの方針が変わらぬよう、幅広く与野党合意を形成し、原発ゼロを憲法に明記する
ことを目指す。

公明党 ■原発の新設を認めず、徹底した省エネルギーや再生可能エネルギーの最大限の導
入、火力発電の高効率化を図り、原発に依存しない社会・原発ゼロをめざします。
原発立地地域の財政・経済雇用対策に万全を期します。再稼働については、原子力
規制委員会が策定した厳格な規制基準を満たした上で、立地自治体等関係者の理解
を得て判断します。また、地域住民の不安を一掃するような自治体の避難計画が充
実したものとなるようしっかりと支援します。高レベル放射性廃棄物の最終処分問
題については、科学的な知見を踏まえ、安全性の確保を大前提としつつ、安定的か
つ着実に進めます。実現に向けては、関係住民や国民の理解と協力を得ることが重
要であり、情報公開の徹底等を図りつつ、国が責任を持って進めます。■原発の廃
炉・汚染水対策の安全かつ着実な実施に向けて、燃料デブリの取り出しや、原子炉
の内部調査を行い、技術的難易度の高い研究開発への補助を推進します。

日本共産党 ■原発の再稼働反対。原発ゼロの日本、再生可能エネルギー先進国をめざします。
再稼働せずに原発ゼロにすすみます。どの世論調査でも、再稼働反対は国民の中の
揺るがない多数派です。約２年にわたって「稼働原発ゼロ」となり、日本社会が原
発ゼロでやっていけることも証明されています。「原発ゼロ」をめざすのであれば、
再稼働は必要ありません。しかも、原発を再稼働すれば、計算上わずか６年で、す
べての使用済み核燃料貯蔵プールが満杯になります。「核のゴミ」（使用済み核燃
料）の問題を深刻化させるだけです。再処理をすればプルトニウムが出ますが、日
本は、すでに国内外に４７トンものプルトニウムを保有しています。ほんらい核拡
散防止の観点から利用目的のないプルトニウムの保有はできません。■「原発ゼ
ロ」の政治決断を行い、原発の再稼働を中止し、すべての原発で廃炉のプロセスに
入ります。再稼働させた原発は、停止します。原発の輸出をやめます。■核燃料サ
イクル（プルトニウム循環方式）からただちに撤退します。再処理工場などの関連
施設を廃止します。

立憲民主党 ■一日も早く原発ゼロへ。原発ゼロを単なるスローガンとして語る次元はとうに過
ぎています。原発は未来に対する私たちの世代の責任です。再稼動は現状では認め
られません。原発の稼動がなくとも日本経済は成り立ちます。再可能エネルギーや
省エネ等の技術開発によって、もはや原発にゼロはリアリズムです。■東京電力福
島第一原発事故の被害者に責任ある対応を取り、原発立地自治体への対策、使用済
み核燃料の処理などに関する具体的なロードマップを示す原発ゼロ基本法を策定、
一日も早く原発ゼロを実現します。

＜エネルギー政策１（原発）＞（1／2）



社会民主党 ■東京電力福島第一原発事故の完全収束と原因究明に全力をあげて取り組みます。
■原発の新増設はすべて白紙撤回し、既存原発の再稼働に反対します。福島第２原
発は直ちに、その他の既存原発は危険性の高いものから順次廃炉作業に着手し、早
期の脱原発実現をめざします。■原子力事業者には３０キロ圏内の自治体との安全
協定締結を義務づけ、実効性のある原子力防災計画や避難計画の策定を求めます。
■“高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉だけでなく、六ヶ所再処理工場など核燃料サイク
ル計画から全面撤退します。日米原子力協定の延長に反対します。■高レベル放射
性廃棄物の地層処分計画を凍結し、当面の間は回収可能性のある形で暫定保管する
ことします。

日本のこころ （該当部分みつからず）

幸福実現党 ■“原発依存度低減”と“地球温暖化対策”を基調とする現行のエネルギー政策を抜本
的に見直し、安全保障と経済成長を軸とした新しい「エネルギー基本計画」を策定
します。■国家の独立と安全保障の基盤である原子力エネルギーを絶対に手放さず、
原子力の利用をさらに推進します。■原発の安全性を高めた上で、原子力エネル
ギーの利用を推進します。安全性が確認された原発は再稼働します。■原発を速や
かに再稼働できるよう、原発再稼働の障害となっている原子力規制委員会による規
制のあり方、組織・権能について抜本的な見直しを行います。また、環境省の外局
である原子力規制委員会を、環境省の廃止に伴い経済産業省の外局に再編します。
■国の安全保障に深く関わる原子力政策に地方公共団体の首長が介入することを防
止するため、国の専権事項である原子力政策への地方の関与のあり方を見直します。
■地方公共団体の不当な介入で原発の運転ができない場合には、当該地方公共団体
に対する地方交付税等を減額し、電力会社の燃料費に充当することによって、電気
料金の上昇を緩和します。■原発40年運転規制を直ちに撤廃し、安全性が確認され
た原発は経過年数にかかわらず運転を継続します。また、原発の新増設を進め、次
世代原子炉など新技術の研究・開発を推進します。■原子力事業者に無限責任を課
す現行の原子力損害賠償制度を見直し、万一の場合には国が責任を持って損害を補
償するよう制度を改めます。■2018年7月に満期を迎える日米原子力協定を継続し
ます。■原発から出た使用済み核燃料の再処理を進め、核燃料サイクルの確立を目
指すとともに、高速増殖炉の実用化を進めます。「もんじゅ」に代わる新たな高速
炉を国内に建造します。■高レベル放射性廃棄物の地層処分に向けた検討を進める
とともに、核物質を消滅する核変換技術などの開発を推進します。■日本の優れた
原子力技術を海外に積極的に輸出することで、世界のエネルギー供給と原発の安全
性向上に寄与するとともに、強力な外交関係を築きます。■東京電力の分割を突破
⼝とする、現政権による発送電分離の方針を撤回し、電力会社の発電・送配電・小
売の一体経営と大規模化を推進します。これにより、電気料金の引き下げと電力の
安定供給を図り、安全保障と経済成長を支える強靭な電力供給体制を再構築します。
■環境省を廃止し、厚生労働省の外局として環境庁を設置します。環境庁の所掌事
務を、公害の防止、自然環境の保護・整備および地球温暖化を除く地球環境保全に
限定し、エネルギー政策や産業政策と密接に関わる温暖化行政および原子力に関連
する行政を、経済産業省の所掌とします。

日本維新の会 ■既設原発は市場競争に敗れ、フェードアウトへ。■原発再稼働には、1）世界標準
の安全規制、2）原子力損害賠償制度の確立、3）避難計画策定への国の関与、4）
地元同意の法定化、5）使用済み核燃料の最終処分を内容とする「原発再稼働責任
法」の制定が不可欠。■国会事故調が提言したアドバイザリーグループを国会の原
子力問題調査特別委員会の下に設置する。■原発に係る訴訟を専門的に扱う原子力
高等裁判所を設置する。■破綻の明らかな現在の核燃サイクル事業は廃止。ただし、
廃炉技術と使用済み核燃料の有毒性を低減するための次世代原子炉の研究は継続す
る。

＜エネルギー政策１（原発）＞（2／2）



＜エネルギー政策２（再生可能エネルギー）＞

自由民主党 ■「エネルギー基本計画」を踏まえ、徹底した省エネ、再生可能エネルギーの最大
限の導入、火力発電の高効率化などにより、原発依存度を可能な限り低減させます。
また、安定供給を確保し、経済成長とCO2排出抑制を両立させるバランスの取れた
エネルギーミックスの実現に向け、責任あるエネルギー政策を遂行します。

希望の党 ■再生可能エネルギーの比率を30%まで向上させるよう開発導入支援を行う。再生
可能エネルギーと地域農業の高度化を組み合わせ、エネルギーの地産地消、地域循
環型のグリーンな経済構造を作る。■離島など島しょ地域でのEV化の促進を図る
とともに、集合住宅におけるEV充電設備設置を促進する。

公明党 ■温室効果ガス削減のために、再エネの最大限の導入や優れた省エネ製品の導入を
促進します。また、再エネの全国的な広域融通の拡大や開発期間の短縮、電力シス
テム改革の実行による電力産業・市場の活性化を通じて、再エネ導入による国民の
負担軽減を図ります。■国民負担を抑制しつつ、再エネの最大限の導入で、発電コ
ストの低減やメンテナンス効率化を含めた安定的な発電を進めます。■次世代の高
効率火力発電や水素発電の本格入に向けた研究・技術開発を促進するとともに、風
力や地熱、バイオマス発電などの地域資源を活用した取り組みを強力に支援し、地
域主導の自立・分散型低炭素エネルギー社会を構築します。

日本共産党 ■２０３０年までに電力の４割を再生可能エネルギーで■再生可能エネルギーの普
及は世界の大きな流れです。「原発ゼロ」に踏み出したドイツでは、再生可能エネ
ルギーが2015年に発電量の30％に達しました。日本の再生可能エネルギーによる
電力供給はいま14～15％にすぎず、2030年度でも22～24％にすぎません（政府の
「需給見通し」）。「原発固執政治」が、再生可能エネルギー普及の最大の障害と
なっています。■２０３０年までに電力の４割を再生可能エネルギーでまかなう目
標をかかげ、省エネ・節電の徹底と、再生可能エネルギー大幅導入の計画を立てて、
実行していきます。■電力会社による再生エネルギー「買い取り拒否」をやめさせ
ます。家庭や市民共同のとりくみに、適正な買い取り価格を保障します。■乱開発
にならないよう、環境保全や住民の健康に配慮しながら計画的に推進します。■福
島第一原発の事故後も、国の原子力関係予算は減らず、４０００億円前後の高い水
準を維持したままです。安全対策や除染対策などを除いて、原発推進の予算は全額
削除して、再生可能エネルギーなどの予算に切り替えます。

立憲民主党 ■成長戦略としての再生可能エネルギー・省エネ技術への投資拡大と分散型エネル
ギー社会の実現。

社会民主党 ■再生可能エネルギーの割合を２０５０年までに１００％とすることをめざしてす
べての政策資源を投入します。再生可能エネルギーの拡大を、イノベーション、雇
用創出や内需拡大、地域振興につなげます。洋上風力発電を推進します。

日本のこころ （該当部分みつからず）
幸福実現党 ■再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）は、莫大な国民負担をもたらす

一方、不安定な電源を増加させるためエネルギー安全保障に役立たず、温室効果ガ
ス削減のコストが非常に高いことから、新規の受付を直ちに停止し、制度を速やか
に廃止します。

日本維新の会 ■地方のまちづくりにおいて地産地消の自然エネルギーの供給とコジェネレーショ
ンの先駆的なスマートコミュニティ整備を推進。■送電系統への接続の平等、電力
の市場取引の拡大、再生可能エネルギーやコジェネレーション（熱電併給）等の導
入促進。■グリーンエネルギー推進による成長実現。経済成長と利便性を享受しつ
つ、エネルギー消費を減らし、環境汚染を減らす社会を実現。地方経済の活性化に
は、太陽光発電や風力発電等の環境産業と観光産業が有力な産業となりうる、とい
う観点から、地方創生に取り組む。■自転車道、自然エネルギーやゴミ処理施設の
コジェネレーションを利用した地域暖房等環境公共事業の推進で地域経済の活性化
をはかる。■大阪府市のほか2府県2政令市の国際戦略総合特区「関西イノベーショ
ン国際戦略特区」で、バッテリー戦略研究センター機能の整備や、再生可能エネル
ギーなどを利用した電力インフラのシステム構築などを推進。



＜エネルギー政策３（水素）＞

自由民主党 ■水素社会実現のため、基本戦略を策定し、燃料電池（燃料電池自動車、家庭用
燃料電池など）の導入、水素ステーションの戦略的な整備、水素発電、国際的な
水素サプライチェーンの構築に向けた技術開発や各省庁にまたがる規制の改革を
進め、将来のエネルギーの新たな選択肢を創出します。

希望の党 （該当部分みつからず）
公明党 ■CO₂フリーの「水素社会」実現に向けて、まずは、エネファームなどの水素を

利用した家庭用燃料電池システムの低コストでの導入促進をめざします。また、
電気自動車や自動走行車、燃料電池自動車などをはじめとする次世代自動車の普
及に取り組むとともに、水素ステーション等の整備を強力に推進し、事業の自立
化をめざします。

日本共産党 （該当部分みつからず）
立憲民主党 （該当部分みつからず）
社会民主党 ■水素をエネルギーとして日常生活や産業活動に幅広く利活用する「水素社会」

の実現に向けた取り組みをすすめていきます。
日本のこころ （該当部分みつからず）
幸福実現党 （該当部分みつからず）
日本維新の会 ■水素エネルギーの利活用を積極的に推進。出力不安定な自然エネルギーの貯蔵

手段及び、環境汚染の少ないクリーンエネルギーとして重視。

投票を呼びかけるポスターを同封していますので、職場での掲示用
にご使用頂けます。ポスターはQRコードのリンクからダウンロード
することができます。


