
資料① 公害~B罪処罰法の改正を求める要望書（偶I)

宛先法務大臣

福島第一原発事故は、広大な土地を汚染し、 15万人もの人々から住み処を奪い、役場機能の移転を余儀

なくされ、農業や漁業，林業に甚大な被害を及ぼし、崩壊した原発は高濃度汚染水の製造工場のような状況

となっている。

原子力産業は重大な危険性を伴う公害産業である。しかし，最悪の公害f事件Jである福島第一原発事故に

対して，何らの刑事責任も関われていない。電源喪失も，水素爆発も，従来から繰り返し指摘されてきたに

もかかわらずである。これは法制度に重大な欠陥があるからであるロ法制度を整備し厳しく規制しなけれ

ば、なおざりな福島第一原発事故による汚染は拡大し，次の重大事故を紡ぐこともできない。

従来、放射性物質は，環境・公害関連法からほぼ全面的に適用を除外されてきた。福島第一原発事故後，

環境基本法の適用除外規定は削除され，「基本法Jとしては、放射性物質は公害原因物質として扱われること

になった。しかし、既に福島第一原発事故後3年にもなろうとしているのに、 f実施法jレベルの法律はほと

んど未整備のまま放置されている。

放射性物質が，環境基本法において、公害原因物質として位置づけられたことにより、公害犯罪に関する

公害犯罪処罰法（正式名称f人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律J）も、原子力公害に対応した実効性

ある法改正が必要であるロ

我々は，法に携わる者の怠慢を強く非難し、原子力産業による公害犯罪を厳しく取り締まるために，全面

的な法整備を要求すると共に、公害犯罪処罰法については，次のとおり改正することを要望する。

記

1 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第2条及び第3条の「工場又は事業場における事業活動に

伴って・・・排出し、 Jを「工場又は事業場から排出し、」に改めること。注①

2 刑事罰は，無期懲役を合む放射能汚染の重大性に対応したものとすること。原子力関連施設の危険性に

関する情報を無視ないし軽視して放射性物質を放出させた者には特に重罰を規定すること。

3 刑事罰を現場責任者に転嫁することを防止するために、事業経営者、安全規制機関に携わる者の刑事責

任を明確に規定すること。 以上

注①最高裁は，有毒物質の漏洩事故について、 I事業活動に伴ってj発生したものでないからという理由で無

罪にし、公害犯罪処罰法を骨抜きにしました。福島第一原発事故のような次の事故を予防するためには、

f事業活動に伴ってJを削除する必要があります。
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資料②環境基本法政正lζ伴い当面盛聾怠法整備寵署菩

前注：骨子という形で整理しておきます。但し、国などに要求する場合、ここにあるような全面的体系的な

内容の要求から始めるよりも、大気汚染防止法や水質汚濁防止法の整備要求や、刑事罰の整備要求のよう

に、具体的な課題に的を絞った方が実践的でしょう。差し迫った問題として、法整備無しに再稼動が許され

るのかという問題があります。

1 法盤備の葛本概念

1-01 公害法としてのー元的法整備をする

。

放射性物質に対する公害関係法の整備は、原子力基本法以下の法体系と峻別し

公害規制の基本法である環境基本法以下の法体系の下に一元的に整備すること。特に環境基準や規制基

準を原子炉等規制法その他の原子力関係法の定める基準を援用ないし代用しないこと。

1-02 放射性物質と非放射性物質は峻別して扱うこと

1-03 放射性物質は集約管理し、環境への拡散・希釈は原則的に行わないこと。やむなく拡散・希釈する

場合も厳格な排出口における総量規制を前提とすること。

1・04 汚染者、原因者負担の原剣

2 国会と行政＠組織と役割

公01 国会に放射性物質による公害を防止するための法整備及び政策を審議するための特別委員会を設置す

ること。

2-02 環境省に放射能汚染を公害として扱う部門を整備し、産業振興法である原子力基本法以下の法令に基

づく行政から独立して行政を行うこと。

3. li!{射能汚染1ζ対する公害規制法＠纂本的構造

3・01 環境基本法 13条の削除に伴い、全ての公害・環境法の放射性物質適用除外規定を削除し、原子力基本

法体系とは峻別した公害・環境法の体系として、放射性物質の特性に応じた法整備をすること。

3・02 大気汚染防止法、水質汚濁防止法における総量排出規制を柱とする法整備を行うとともに、それとの

整合性ある土壌汚染防止法を整備し、更に、それらの法整備の上に環境評価法その他の法律を整備する

こと。放射性物質の混合処理は行わず、放射性物質とその他の廃棄物は峻別して扱うこと。
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3・03 放射性物質の排出規制は排出口における総量規制を基本にすること。総量規制のない拡散・希釈によ

る濃度規制lや線量規制という方法は採らないこと。

3・04 環境基準、規制基準、常時監視、箭郎の他、情報公開、情報隠蔽の規制、住民、

自治体の権限などを内容とする総合的、体系的な法整備をすること。

3・05 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、現行原子力発電

所の年間放出管理目標値の数値と同ーの数値を基礎とし、測定期間を短くし、核種ごとに詳細に定め、

セシウムなど通常運転では漏洩しないはずの核種については「検出されないjを環境基準、規制基準と

することロ

環境基準、規制基準の数値については、低減するための見直し検討を常に行うことを法律上明記する

こと。

3・06 環境基準、規制基準については、事業の種類によって差別化することなく一律に設定すること。特に

再処理施設について特別緩和した基準を定めないこと。

3・07 土嬢汚染については，既存の士嬢汚染対策法，農用地土嬢汚染防止法の放射性物質適用除外規定を街j

除すると共に、放射能土壌汚染に対しては，重い罰則をもって規制すること。漏洩企業の除染義務，賠

償義務を定め、賠償については賠償保険の加入など賠償資力の保持を義務づけること。

仕08 自治体の横出し、上乗せ条例による法整備

（但し、明文で規定しなくても既存の公害法で認められている）

3-09 放射性物質の常時監視、公表制度については都道府県知事の法定受託事務とすること。

＊関連本文：含05

3・10 都道府県による放射性物質の管理状況の検査、調査、改善命令を整備すること。

4 事故由来放射性物質lζ関する溶盤儀

4・01 事故由来放射性物質については、汚染対処特措法に代えて、環境基本法に基づく公害規制法として法

整備し直すこと。この法整備は、環境基本法による環境基準、大気汚染紡止法及び水質汚濁防止法によ

る規制基準の整備を前提として行うこと。

企02 事故由来放射性物質については、物理的距離的に人の生活圏から遠ざけ、集約し、封じ込めることを

原則とし、既存の焼却施設による焼却を禁止し、焼却によらない方法や、焼却をする場合には放射性物

質のための特別の焼却施設を義務付けること。

4・03 従来のクリアランスレベルの維持を前提とすること。
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4・04 事故由来廃棄物の処理・処分施設に対しては、立地規制を定め、排出規制は、総量規制を基本とし

て、セシウムについては「検出せずjとすること。また、常時監視システムを採用すること。

4・05 住民は本来事故前の自然環境を享受する権利を有し、これを侵害されたものであることを前提に、従

来の原子力関係法による公衆被爆線量限度年1ミリシーベルトを厳格に守らせること。

4・06 東京電力の除染義務、賠償義務を明記すること。

4・07 都府県知事市町村長に除染命令、管理命令の権限を認めること。

4・08 自治体の検出し、上乗せ条例を明記すること。

4・09 自治体の除染命令権限、管理命令権限、検出し、上乗せ条例制定権を環境基本法 17条の特定地域に

おける「公害防止計画」において生かせるようにすること。

4・10 住民に国ないし自治体に対する除染請求権を認めること。

5 放射性物震の海洋投棄、漏洩の規制

仔01 放射性物質の陸上施設からの海洋への廃棄は、海上構築物施設からの投棄と同様 に禁じること。

5・02 放射性物質の管理義務、漏洩禁止を明確に定め、海洋への漏洩は故意、過失とも

重い罰則をもって厳しく規制し実効性を確保すること。

5・03 放射性物質の海洋への漏洩について漁業関係者、周辺住民への損害賠償制度を整備 すること。

5・04 放射性物質の海洋投棄についての排出基準は再処理施設も原子力発電所の規制と同一基準とし、別途

扱いをしないこと。

6 績害賠償鵠鹿

6・01 放射性物質による環境汚染は、人格権、財産権に対する権利侵害であることの原則

を明示すること。

6・02 原子力損害賠償に関する法律第3条 1項の「ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動

乱によって生じたものであるときは、この限りでない。 Jを削除するか、又は「地震や津波などの自然

災害の程度如何、社会的動乱の程度如何にかかわらず、冷却機能を喪失させ、又は水素爆発によって放

射性物質を漏洩させたことによる賠償の責めに任ずる。」を加えること。
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6・03 原子力損害賠償に関する法律第4条 1項を削除し、製造物責任を明記すること。

7 刑事法の盤備

7・01 原子力公害法の罰則規定は放射性物質による被害の醤大性、超長期に及ぶ影響、汚染回復の困難性な

どの特性に応じた厳しい内容とすること。

7・02 公害犯罪処罰法の「事業活動に伴ってJは削除し、放射性物質については、公衆の生命又は身体に

「危険を生じさせた者」を「公衆の生命又は身体に危険を生ずるおそれを生じさせた者」とすること。

放射性物質の排出に対しては特に罰則を強化すること。

7・03 放射性物質の漏洩、拡散について刑法を合む刑事法を整備すること。放射性物質の管理者、業務従事

者による業務上の漏洩、拡散はいわゆる核テロ防止法に準じた刑罰とすること。

7・04放射性物質の漏洩、拡散についての刑事法は、地震や津波などの自然災害の程度如何にかかわらず、

冷却機能の喪失防止、水素爆発による放射性物質漏洩防止の注意義務があることを明記し、罰則を強化

すること。

8 高レベル飯射性廃棄物

8-01 国会に設霞した特別委員会において、現行の特定放射性廃棄物最終処分法の前提となった原子力委員

会の地層処分行政を全面的に検証すること。

8-02 原子力委員会の 1984年 8月7日の原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会の「放射性廃棄物処理処

分方策について（中間報告）」が結論付けた「有効な地層の選定（終了） Jは撤回すること。

含03 地層処分方針を撤回し、特定放射性廃棄物最終処分法は廃止し、長期の暫定保管と処分の研究のため

の法整備をすること。

8・04 高レベル放射性廃棄物は続発生分を総量とし新たに増加させないこと。

9 酒報鰐慶

9-01 原子力に関する、汚染の要因となる危険性に関してう何人にも留に対して通報する

権利を認め、これに対して国は、調査し、公表し、対策を講ずる義務を負うこと。

以上
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櫨久的融射能活染防止法｛仮称｝整備嚢骨子資料③

「放射能汚染防止法整備運動」ガイドブックより

く前注：この案は大きな目標である恒久的な放射能汚染防止法を目指した内容です。当面は、環境基本法改

正に伴う当面の法整備運動を優先しましょう。＞

動機・目的、原側、組織1 

( 1 ）動機・目的

① 2011年福島第一原発事故を契機として、現在と将来の人類のために汚染なき脱原発を国の基本政策と

する。

②原発産業が地上にもたらした放射性物質による環境汚染を防止し、人類の生存環境の存続を目的とす

る。

( 2）畠本原則

産業目的・営利目的による新たな核分裂生成物を増加させる行為を禁止する

放射能汚染防止は予防優先の原則を基本とする。

安全性ないし汚染防止は経済的ないし経営上の事由に優先する。

放射能汚染物質と非汚染物質は峻別して扱う。

放射性汚染物質の集約管理を原則とし環境への拡散・希釈を原則的に禁止する。

軍事利用の禁止

①

②

③

④

⑤

⑥

 

（以下「汚染防止

(3）恒常的国家組織

①国会に放射能汚染防止のための恒常的委員会を設置する。

②環境基本法の体系に属する独立行政委員会として放射能汚染防止委員会を設置する。

委員会」と略称）

汚染防止委員会は、汚染なき放射性物質の、管理、処理、処分政策について、基本方針、

長期計画、調査、研究等基本的事項について企画，審議、決定するロ

放射能汚染防止条項の内容要旨2 

①放射性物質の大気・海洋を合む水域への放出廃棄を原則として禁止する。例外は放射能汚染防止のため

の活動に必要な限りにおいて最小限度において認められる。

②やむを得ない放射性物質の環境への廃棄を規制するため、厳格な総量規制を定める。

③放射性物質の環境への漏洩を実効的に防止するため、行政的監視と命令システム、民事上の賠償制度、

刑事上の罰則規制を詳細に定める。
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④放射性物質の漏洩について排出者責任（漏洩者責任）を明記する。

⑤放射性物質を漏洩した者に対する除染義務および放射性物質により汚染された物の引取保管義務規定を

設ける。

⑥地震、津波など、自然現象による放射性物質の漏洩は民事上、刑事上、行政の責任免脱の理由にならな

いことを定める。

3 廃炉・騎止に関する法整備

①原子力発電所の廃炉に関する実施手順及び安全基準は法律をもって定める。

②再処理施設その他の放射能汚染施設の廃止に関する手順及び安全基準は法律をもって定める。

4 高レベル放射性廃棄物lζ関する法盤備

①高レベル放射性廃棄物の長期暫定管理を法制化し、現在の特定放射性廃棄物最終処分法は廃止する。

TRU廃棄物もこれに準ずるロ

②暫定保管は、現在の原子力発電所の廃炉跡地に立地することを合む選択肢について、国会の委員会にお

いて広く国民の意見を聴いて決定する。

③使用済燃料は再処理をしないことを前提とし、高レベル放射性廃棄物の長期管理と処

分方法に関する長期研究体制を法制度化する。

5 低レベル放射性廃棄物l乙関する法整備

①低レベル放射性廃棄物の管理・処分は減衰度に応じた長期計画を法制度化する。

②放射性廃棄物は、非放射性廃棄物である一般廃棄物や特定廃棄物と峻別して扱う（混合焼却や混合廃棄

の禁止）。

6 福島第一原発事故による汚染防止対策

①福島第一原発事故による崩嬢した原子炉の扱いについて、国会内に法整備および恒常

的に汚染防止の対策を検証、協議するための特別な委員会を設置する。

②崩壊した核燃料の、管理、処理、汚染水の管理などについて、東電、国の責任を明ら

かにし、研究体制を合む汚染対策について長期展望に立った法を整備する。

③海洋への漏出の禁止と、漏洩に対する簡易な手続による漁業者等関係者への賠償を法

盤備する。

7 臣民による恒常的監視システムの法制化：危険通報、異臨鯛鹿

①放射能汚染対策に、非政府組織や個人からの、危険性に関する意見を反映させるための、危険性に関する

通報制度を設ける。

②通報制度には、調査義務、応答義務、司法の関与を盛り込む。

③原子力施設の設置運転については、当初の設置運転時はもとより、運転計画や設計の変更、検査などに

ついて、広く何人にも異議申立権を認め、司法審査の対象とする。
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8 製造者責任

原子力施設、原子力関連機械、機器の建設、製造者について製造者責任を具体的に定めること。

9 被爆者＠知る権利など

被爆者が、自己の被爆線量について匿の費用で知る権利を有すること。

10 罰則

罰則規定には次の内容を合むこと。

①原子力施設設置者が故意又は過失により放射性物質を管理施設外に放出（漏洩）させたときの刑罰規定を

設けること。罰則には公衆を放射性物質で被爆させる罪と環境を放射性物質で汚染する罪を、その程度に

応じて体系的具体的に定めることロ

注：「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律jの対象に放射性物質を合む内容 の改正が先行

している場合は本法と競合的に適用させること。

②被爆させる罪の結果致死傷に至った場合の被爆致死傷罪、環境汚染の結果財産の使用・利用が制限さ

れ、公共の施設（公有地、自然公園を合む）の利用・使用が制限された場合の汚染による財産等棄損罪を

設けること。

③この罰則規定には、放射性物質の漏洩が非政府組織や個人からの通報内容を無視し又

は過小に評価し、必要な安全措置（原子炉等の運転停止を合む）を怠ったことと因果関

係がある場合は、重過失放射性物質漏洩罪として、厳罰をもってのぞ、むことロ

④ 懲役7聞に加え損害に対応する罰金を併科すること。

⑤原子力施設設置者が除染義務規定に違反したときの罰則規定を設けること。

⑥原子力施設設置者が法人である場合、法人と法人代表者を合む責任者個人の刑罰規定を設けること。

⑦原子力施設設置者及び関係する国の機関の関係者による事実の隠蔽や虚偽の事実の公

表やデータの改憲、危険情報の公表を怠る行為に対しては特に厳罰を規定すること。

⑧刑法に放射性物質に被爆させる罪を設けるなど刑事法全体を整備すること。

以上
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資料④ 3晋染ゴミ言問題の法的拡課題

「放射能汚染防止法整備運動」ガイドブックより

①汚染対処特措法は、福島第一原発事故に伴い、環境基本法その他公害関係法の全面的放射性物質適用除

外のもとで、場当たり的に制定された法律であって、我が国の法体系上位置づけが暖昧であり、公害法の

体系に組み込まれた法律ではない。

吋環境基本法 13条の削除、大気汚染防止法、水質汚濁防止法の放射性物質適用除外規定が削除された現

在、汚染対処特措法は公害規制法として全面的に見直すべきでる。

司福島第一原発事故による放射能汚染について、汚染者である東電及び原子力行政の責任者である国に全

面的な法的責任があることを明確にし、自治体は東電と国に対する被害者として位置づけ、国に対する除

染請求権、賠償請求権を法律上明示し、条例による規制基準の横出し上乗せ制定権を確認明示するととも

に、住民は汚染前の環境を享受する権利を侵害された者であることを確認し、東電と闘に対する除染請求

権、賠償請求権を明記すべきである。

②我が国の公害規制法体系上、公害物質に対する公害規制は、環境基準、規制基準が規制の柱となるもの

である。汚染対処特措法は放射性物質について、これらの法整備無しに、廃棄物処理法で処理することと

した。その結果、廃棄物処理法による処分施設が、環境基準も規制基準もない放射性物質の公害発生源施

設となった。

司 聞は、汚染対処特措法の見置しに先立って、放射性物質に関する、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を整備し、土嬢汚染関連の法律の適用除外規定を削除すると

ともに必要な法整備をし、その前提の上に汚染対処特措法の全面見置しを行うべきであるロ

司事故由来廃棄物の処理・処分施設は、放射能公害の発生源施設であるから、水源地への影響、人の居住

地、学校、保育所・幼稚園、病院からの距離など、立地基準を具体的に定めるべきである。

③汚染対処特措法の下で8、OOOBq/kgまでは、ー廃や産廃のような「ゴミ扱いJをするに至ったが、それ

は人の健康や環境への影響を検証したものではなく場当たり的に決したものである。

司 事故由来廃棄物については、廃棄物処理法とは別途法制化するか、又は同法による場合であっても、一

廃、産廃とは「分別処理」することを原則とし、事故由来以外の廃棄物とは明確に区分すべきである。

司 自、OOOBq/kgを区切りとする特定廃棄物と特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物の区分による固と自治体

の役割分担を廃止し、全て国の責任分担で処理・処分すべきである。

時 いかなる処理過程で発生したかを関わず、従来のクリアランスレベルを超える廃棄物は一般廃棄物、産

業廃棄物とは明確に区分して扱うべきである。

④ 国による特定廃棄物処分も、自治体による特定一般廃棄物・特定産業廃棄物処分も、大気中への排気、水

中への放流については、出口による排出規制を行わず、強制カのない濃度限度が示されているだけであ

る。この制度では薄めて捨てるのに上限がない。

4 汚染させないためには排出口における総量規制が必要であり、測定単位は当然ベクレル単位でなければ

ならない。

司指定廃棄物の中間貯蔵、最終処分施設はいずれも出口総量規制を行い、規制基準をベクレル単位で定

め、セシウムの排出基準については「検出せず」とすべきである。

→大気、地下水、土壌についての精度の高いモニタリングシステムを構築すべきである。
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吋 モニタリングは漏洩状況の正確な把握のために、時間的な数値の変動を記録する「常時監視」とすべき

である。

⑤焼却処分、指定廃棄物の中間貯蔵、最終処分のいずれについても、放射性物質の漏洩に関する管理責任

の定めがなく、ずさんな管理による漏洩があっても誰も責任を負わない法制度になっている。

司放射性廃棄物の焼却、中関貯蔵、最終処分の各業務について、管理責任者を具体的に定めるとともに、

規制基準違反に対する罰則を整備すべきである。

司 自治体の検査権、是正命令権を定めるべきである。

⑥ 緊急なゴミ焼却問題

現行汚染対処特措法によれば、放射能に汚染された地域の枯れ葉や稲葉を人家近くの焼却施設に運び込

んで通常のゴミとして焼却することになるロ予定焼却施設周辺の居住状視などは考慮外になっている。

司 国は、放射性物質汚染された災害廃棄物の焼却施設における焼却を一旦中止し、廃棄物の汚染度、焼却

予定量、焼却施設周辺の居住状況などを調査公表し、住民や白治体の意見を聴くところからやり産すべき

である。

司 関係自治体は、仮に焼却を行うにしても、条例により、焼却施設の立地規制や、放射性物質の排出規制

など、大気汚染防止法や水質汚濁防止法が明文で認める条例制定権を生かして、独自の基準を設けて放射

性物質による公害被害から住民を守るべきである。

→焼却施設からのセシウム排出規制基準は「検出せず」とすべきである。

⑦ 自治体、特に福島県を始めとする汚染被害自治体は、住民の健康と地域の環境汚染に対処するために、

自治体固有の権限と義務がある。特に、環境基本法、大気防止法、水質汚濁防止法の放射性物質適用除外

規定が削除され、住民の健康と環境を守るための条例制定への道が大きく聞けたのに、国が一方的に定め

た取扱マニュアルのような汚染対処特措法を忠実に実行するばかりである。自治体としての役割Jを果たす

にいたっていないロ

4 放射能汚染被災自治体は、環境基本法などの改正に伴い、自治体として何ができるのかについて、独自

にあるいは関係自治体と連携して、本格的な検討に入るべきである。特に、自治体として整備すべき条例

や放射性物質に対する公害防止計画、国の法制度や汚染対策を検証したり要求する体制を整備し、住民結

束の中心になるべきである。

⑧原子力施設が春在する以上、放射性物質による汚染対策の公害法整備が必要である。

現在の法制は、次の事故が起きたら、起きた汚染の度合いに合わせて「特措法」を制定し、あるいはゴミ

扱いのレベルを自由に設定できる。

司 このような恋意的行政を防止し汚染を防止するためにも、放射能汚染廃棄物（事故由来廃棄物）は「分

別処理」の原則の下に、廃棄物処理法による一般廃棄物、産業廃棄物とは峻別を図り、放射能汚染に対す

る汚染者の除染義務、民事上、刑事上の責任を明確にした環境基本法体系に組み込んだ総合的法整備を行

うべきである。
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