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1現状：原子力産業Iii:公害規制の負担を免れ、国民を鵬輸関染から守る法俸がない．

2 立法還勤：環償基本法改革1ζ伴う法整備を進めつつ、汚染妨止法制定を包指す

(1) 法整備の進鯵状況（2015年5月末現在｝

①現在、環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、その他の法律の放射性物質適用除

外規定は削除されたが、土域汚染対策法その他の適用除外規定は削除されないままである。
｛本文8-04参照）

②環境基本法による搬す性物質の環境基準は未整備であり、大気汚染防止法、水質汚濁防

止法による規制基猶も整備されていない。これらの環涜基準、規制基準は政令・省令を整
備すれば完成する段階であるが、政府は怠っている。
（本文9-01)

(2) 環協基本法の般射性物質適用除外規定（13条｝削除！ζ伴う迭盤備を進める．

①環境基本法は旧公害対策基本法をほぼそのまま取り込んでいる。公害法として「公害国

会Jにより整備された比較的完成度の高い法体系である。 （有害物質指定が少ないなど多
くの問題はあるが）

②放射性物質について、その特性に即した内容で、環境基本法以下の公害関連法の整備を

進めていけば、その延長線上には放射能汚染防止法（仮称）が展望できる。

従って、脚縮染弱止涼制定運動の当面の援国欄纏憲法改革1ζ的法蹴混動で
ある。

③公害法とじての環境基本法とその下位法は産業活動の規制法体系であり、原子力基本法

とその下位法は原子力利用による産業振興法体系であって、価値体系が異なる。両者は峻

別されなければならない。従って原子炉等規制j法の手直しなどをしても環境・公害法の整
備にはならない。 （本文講座9)

3 当面の大気汚染防止法、水質汚濁防止法の箆備

(1) 緋出口における総量規制を般射性物質による公審規制溶の中心に鋸えるべきである．

原子炉等規制法による排出規制は、排気、排水とも濃度規制であり希釈して排出する限

り排出量に制限がなb、又、同法による放出管理目標値は、原子炉設置者が保安規定に定
める努力目標値に過ぎない。

環境基本法による環境基準、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法による規制基準は、排
出口における総量規制を規制の中心に据え、放射性物質の環境への放出を厳しく規制すべ
きである。 （本文少04)

(2) 大丸宅猿防止、水質汚濁防止法における続勝腫i準値

（規制基準＝基準違反に罰則を伴う強制カある基準）
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「公害規制Jという目的から、現在の原子炉等規制法のもとで行われている強制カのな

い「放出管理目標値Jの数値と同じ基準値を基礎とすべきであり、加えてセシウムなど正

常操業では排出されない核積は I検出されないj とすべきである。
（本文9-05)

3 締役割誌、世栂勘らの臨も、海洋構築物からの憾と同じぐ禁止すべきである．

(1) 鰍射性物質の海洋銀漢の犠止
ロンドン条約も原子炉等規制法でも糊地物質の海洋投棄を禁じているが、政府は、陸上

強設からの投棄は劉上対象外であるとb、う解釈を行っている。海洋汚染行為であることは同

じであるから、陸上からの投棄も禁止すべきである。 （本文7-05)

(2) 糊ζto調再処謹施慢の海洋役割試組上＠必要伎が大きい
六カ所持処理工場では、 3km沖合の海底までパイプで運び水中に噴出投棄している。船で

運べば違法でパイプで運べば適法とb、うのは法の欠陥である。
（本文7-02 7-05) 

4政射性物質の公曾法規制の滋整備がないのに原発を湾稼働させるのは遣法である．
福島第一原発事故直後の177回国会において、衆参両院は水質汚濁防止法改正法制定に

当たり環境省が『行政を法に基づき遂行できるよう水質汚濁防止法23条を含む環境関違法

令における糊性物質の適用除外規定等に見直しを含め、体制整備を図ること。 Jと附帯決

議しているように、現在の法制は「行政を法に基づき遂行できる』状態になし、このような

法の未整備の下で原発を再稼動させるのは違法と言うべきである。

（本文8-08)

5汚染対処特措濠は公害法＠鐙鏑1ζ含わせ全面見直しをすべきである．
特に、汚染ゴミを人家の近くで焼却するのは中止すべきである。（本文10-08)

6 叡射性物質による公容に対する刑罰法規の盤備
公害法の未整備に伴う刑罰規定の不備は速やかに解消すべきであり、公害犯罪処罰法の放

射性物質の特性問、じた改正、刑法の搬す性物質の漏洩や飛散に対する法整備を早急に行う
べきである。（本文9-08)

7 高レぺル廃棄物＠地層処分l設中止し研究からやり直すべきであi>
（本文講座11)

8 協会、践島活動への鮒寺
（本文I-08、か08、11-06)
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日本弁護士連合会会長山岸鐙司殿

札幌弁護士会所属 弁護士

連結先宇060-0042 札幌市中央区対車商15丁目 1・12

MS大道401 弁護士山本行雄

1EL 011-615-0711 fax 011-615-0760 

闘す性物質に係る公害関違法整備の取組みに演する意見書

日弁連は、阜くから原子力の問題に取り組んできました．私たちも日弁連の会員とし

て、又市民として、この問題にかかわってきました。

しかし、日本は、世界第3位の原努保有国となり、遂には、福島第一原子カ発電所の

事故という悲惨な結果を招いてしまいました．このような結呆の背景には、法律制度の欠

陥という重大な問題が横たわっています。

放射性物質は、環境基本法以下の環境関連の法律と、原子カ基本法以下の原子力関遠の

法律に係わっています．前者については、全面的に適用語会外とされてきました．後者は、

原子カ利用のための法律体系であり、放射性物質を公害物質として規制するものではあ

りませんでした。従来放射性物質については『法の空白jと指摘されてきたものです。

福島第一原発事故を契機に、国会において、との訟の空白が問題となり、2012年6月初

日環境基本法13条の放射性物質適用除外規定の削除法案が成立し、放射性物質は、同法

上の公害物質と位置づけられるに至りました。

環境基本法では、『政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境

上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持され

るととが望ましい基準を定めるものとするJ（第 16条｝とされています。これに従い、

放射性物質についても環境基準を設け、これを規制しなければならなくなりました。

しかし、環境基本法改正に伴う 2013年6月17日改正の大気汚染防止法と水質汚濁防

止訟では、槻地物質の適用脚ト規定は削除されましたが、新たに規定された内容は、

大気の汚染や水質の汚濁についての監視左、汚染・汚濁状況の公表のみです。放射性物質
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に対する公害規制法在しての実質を欠いており、依然として法の空白のままです。

同時に法待改正によって、闘す性物質の適用除外規定が削除されたのは、環境影響評価

法、南極地域の環境の保護に関する法律のみであり、土壌汚染対策法など重要な環境・公

害関連の法律は、依然として、放射性物質を明文で適用除外にしたままになっています。

私たちは、北海道における高レベル放射性廃棄物関連施設の問題を通して、人間が生

み出した搬す性物質が、環境と人聞に及ぼす深刻な公害物質であることを強く認酸させ

られてきました。膨大な量の放射性廃棄物についても、公害という視点から捉え直し、

その性質に対応した法制度を構築する必要があります。

私たちは、これまで脱原発を求めてきました．これからも求めていきます。しかし、福

島第一原発事故に直面して、改めて現実を見直したとき、最阜、脱原発で安心できる段階

は温かに超えてしまったことを認畿せざるを得ません。日本には、福島第一原発事故で破

接された4基の原発の外に50基の原発があります。加えてこれまでの原努操業が生み出

した、大量の放射性廃棄物があります。更に、福島第一原発事故によってもたらされた放

射能汚染という深刻な問題があります。これに対処するには、放射性物質を公害物質とし

てE面から捉え、必要な汚染防止のための法律を整備する必要があります。

わが国には、公害問題に取り組んだ箇民的経験がありますE「公害国会Jに至る歴史的経

験摂あります。この経験を放射能汚染に対処するために生かすべきです。

環境基本訟が改正された今、日弁連は、人権擁護の立場から、放射簡による環境汚染街、

止のための公害法の整備に本格的に取り組むべきです。

そこで、次の2点について、私たちの意見を述べさせていただきますので、検討いただ

くようお願いいたします。

記

I，放射能汚染に対する公害訟の整備について、総合的に調査研究して、その立法化に寄

与すること。

2，日弁連として、早急に、次の趣旨に沿った内容の方針を明らかにし、広く国民に知ら

せること。

r現在の法制度では、放射性物質による環境汚染及び人への健康被害を妨止できないこ

じ環境基本訟の改正を踏まえ、放射能汚染を防止するための、放射性物質に対する総

合的な公害防止法を盤備する必要があること。 j 以上
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汚染なき脱原発のため

（仮称）『放射能汚染防止法』制定を！

国へ
緊急申し入れ
ハガキを送ろう 1

公害についての法律は、汚染すれば罰するという基本的な構

造になっています。例えば、カドミウムは 1'Irあたり 0.1問、

PCBは 1irあたり 0.0003腿等の規制基準を超えたら、直ちに罰

則が適用になります。

しかし、放射性物質の公衆被爆線量限度は年 1ミリシーベル

トですが、これを超えて、福島原発事故のように住宅や農地を

汚染まみれにし、放射性汚染水を垂れ流しでも罰則はありませ

ん。事故をおこしても誰も責任を問われない。強制捜査も現場

検証も、逮捕もない。これが「原子力規制法」です。

2012年6月、環境基本法が「改正Jされ放射性物質

の適用除外規定は削除になりましたが、具体的公害 r

f去の整備は全くと言っていいほどすすんでいません。

福島第一原発事故により、未だに高濃度の放射性物質が放出され続けて

います。生命や環境に甚大な影響を与える原発事故は、極めて重大な人権

侵害であり、放射性汚染水などは最悪の『公害Jです。しかし、これらを規制

対象とし処罰する圏内法はなく、法律上野放しとなっていることは問題です。

喧生責任がない、とんでもない原子力湖町

点線を切り取りハガキと
して投函下さい。切手は
カンパでお願いします。
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［原発事故（原子力「公害」）の責叶
問う法律を ｜ 
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脱原発を求める多くの国民の声を無視し、

2014年4月、政府は原発重視の「エネルギー基

本計闘j を閣議決定しました。原子力規制委員

会の新たな基準による原発再稼働への動きも

「事故が起きても責任がないj という無責任な

法律や制度に大きな原因があります。

原発事故に収束はありません。今後避けられ

ない廃炉に伴う放射能汚染対策や膨大な量の放

射性廃棄物の問題など、無責任な行いを止めさ

せるためには、排出禁止や排出責任、罰則等を

盛り混んだ、厳しい責任を問う法律が必要です。

子どもたちを放射能の被曝から守り、人々の

生命や環境を守り、汚染なき脱原発とするため、

国に対し、市民発議で「放射能汚染防止法（仮称） J制定を求めていきましょう。



『撤射能涛染防止濃（仮称）』 の基本方針：車産E開審

回『放射能汚染防止法（仮称）Jの原型・出発

点となる『入の健康に係る公害犯罪の処罰

伝聞する法律』（略称『公害犯罪処罰法』 1970
集成立）とは。

水俣病など公害被害者が生み出した法律で

す。世界初の、公害は犯罪として処罰する、と

いう大原則を打ち立てました。7カ条の短い法

律で「（故意犯）第二条①工場又は事業場にお

ける事業活動に伴って人の健康を害する物質

（身体に蓄積した場合に人の健康を害するこ

ととなる物質を含む。以下同じ。）を排出し、

公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者

は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金

に処する。②前項の罪を犯し、よって人を死傷

させた者は、七年以下の懲役又は五百万円以

下の罰金に処する。」と規定されています。過

失犯についても、懲役若しくは禁鋼、罰金等が

明記されています。

福島原発事故のような場合にも適用可能と

し、罰則も強化されるべきです。

※「公害犯罪処罰法Jの原則を延長発展させる。

①放射性物質は、人の健康に有害な物質＝公害物

質であり、環境を汚染する物質であることを明

示する。

②放射能汚染を防止し、人の健康を守り、環境汚

染を防止する。

③放射性物質の環境への排出の原則禁止。罰則規

定を設ける。例外は放射能汚染防止の活動に必

要な限りにおいて最小限度に認められる。

④産業目的・営利自的による放射性物質を増加さ

せる行為を禁止する。

⑤安全性・汚染防止は経済的ないし経営上の事由

に優先する。

⑥放射性物質の希釈拡散禁止・集約管理の原則。

⑦危険な情報を無視・軽視した者への重罰化。

⑧軍事利用の禁止。

「放射能汚染防止法j を制定する札幌市民の会
の基本方針（案）より抜粋

下記の点線を切り取り、国へハガキを送ろう！ 切手は各自（カンパ）で貼って投函して下さい。
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汚染なき脱原発の実現に向け、

「放射能汚染防止法（仮称）』制定を！

生命や環境に甚大な影響を与える原発事故

は、極めて重大な人権侵害です。また、放射

性物質や汚染水は最悪の「公害」であるにも

関わらず、規制し処罰する法律がないのは問

題です。放射性物質の排出禁止と罰則、漏洩

など排出責任（事業者）などを盛り込んだ法律

を早急に整備すべきです。

・下枠には、脱原発・反原発に対するご自分の考え

や意見、アピールをお書き下さい。

（例）＊原発事故を起こしても責任をとらない法律。

これでも法治国家といえるのでしょうか。

＊今の法律では地球を汚染まみれにじてしまい

ます。放射性物質の排出責任や罰則を盛り込

んだ法律をつくるべきです。

本将来の人々への責任として、放射能汚染防止

のための法整備を急いでください。

＊海に汚染水を流さないで下さい。流した者は
厳罰すべきです。

＊原発はいらない。 など

・ハガキの表にご自分の住所・氏名をお書き下さい。

・ハガキの宛先を安倍首相の他、各大臣（環境・法務

等）や国会議員に変え、どんどん送りましょう。

＊このチラシをご自由に複製するなど活動を鉱げて下さい。

発行：『放射能汚染防止法lを制定する札幌市民の会
〈構成団体〉生活クラブ生活協同組合、 NPO法人北海道
ワー力ーズ・コレクティブ連絡協議会、市民ネットワーク
北海道、環富市民連絡会・札幌、子どちの未来を守る市民
の会、原発公害に取り組む札幌市民の会
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