
衆議院議長

横路孝弘様

屋在三国量二寿毛伊茨｝-I'呑＼
rqr事仇符tJi 2012年 2月24日

＜構成団体＞

市民ネットワーク北海道

環境市民連絡会・札幌 代表
子どもの未来を守る市民の会 代表
原発公害に取り組む札幌市民の会代表

環境基本法「改正」に併せて、
「公害犯罪処罰法Jの放射性物質の適用等を求める緊急申し入れ

福島原発事故から 1年が経とうとしています。 2月 20日、政府が原子炉の冷温停止状鶴を宣言してか

ら初めて、深刻な事故現場が報道関係者に公隠されました。未だに高濃度の放射性物質を拡散し続け、

生命・身体や環境に甚大な放射能被害を与える原発事故は極めて重大な人権侵害です。放射性物質は最

悪の公害物質に他なりません。子どもたちを放射能の被爆から守るため、私たちはf汚染なき脱原発J

をめざし、法の空白である「放射能汚染防止法（仮称） Jの制定運動に取り組んでいるところです。

現在、政府は環境基本法を「改正」し、放射性物質を適用対象とする法案を国会に提出しています。

！日公害対策基本法以来、放射性物質は環境・公害関連法から適用除外され、特別扱いがなされてきま

した。この特別扱いを止め苅環境基本法と、これに関連する大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚

染防止法その他の環境・公害関連法の適用をするのは当然のことです。

一方、現行の環境関連法の中で、今後の放射能汚染防止のために重要な役割を担う法律として、人の

健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律（略称「公害犯罪処罰法J）があります。この法律は 1970年に

f公害国会jにおいて成立した法律で、水俣病を始め公害の被害を受けた多くの人々が差別l'.偏見に抗

して生み出した法律です。その第3条において「①業務上必要な注意を怠り、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。｝を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、 2年以下の懲役若しくは禁固文は 200

万円以下の罰金に処する。jf②前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、 5年以下の懲役若しくは

禁銅又は 300万円以下の罰金に処する。j と規定しています。人々の生命と健康を最優先に守るべき国

においては、環境基本法及びその関連法の整備に先立ち、 「公害犯罪処罰法jの放射性物質に対する適

用について、下記内若手の改正を、直ちに実現することを強く求めます。

記

1.人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律の「人の健康を害する物質Jに放射性物質が含まれる

ことを明記すること。

2.同法の「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、 Jを「工場又は事業場から排出し、 J

に改めること。

3. 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排出させた者に懲罰を科

する規定を設けること。
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環境基本法「改正Jと「公害犯罪処罰法j に関する緊急アピ｝ル

く構成団体＞

市民ネットワーク北海道

環境市民連絡会・札幌

1 環境基本法「改正j の動向について

私たちは「汚染なき脱原発」を目指し、放射性物質による環境汚染を防止するため「放射

能汚染防止法（仮称） Jの制定運動に取り組んでいます。

現在政府は環境基本法を改正して放射性物質を適用対象とする法案を国会に提出していま

す。

旧公害対策基本法以来、放射性物質は公害物質であるにもかかわらず、環境・公害関連法の

規制から適用が除外されてきました。

環境基本法という「基本法Jを改正するということは、これに関連する大気汚染防止法、

水質汚濁防止法、 3二壌汚染防止法その他の環境・公害関連法を改正して、放射性物質の適用除

外条項を廃止しfよければならないはずのものです。しかし、今国会にこれらの関連法律の改

正案は上程されていません。

このため環境基本法改正後は、環境基本法では放射性物質を公害物質としながら、具体的な

公害関連法では放射性物質を適用除外にするという矛盾した事態が生ずることになります。

2 I法の空白Jと国会の機能不全について

福島第一原発事故は、放射性物質を公害関連法から排除し、これに見合う法律もないという

「法の空白Jを背景に、危険な情報を無視、軽視するという無責任な体制が生み出したもので

す。

私たちは、国権の最高機関である国会が、永年にわたって法の空白を放置してきたこと、福

島第一原発事故後も、まともな法律を作ることのできない機能不全に陥っていることを強く非

難するものです。衆参両院はこれまでの怠慢を国民に謝罪し、緊張感を回復して立法作業に取

り組まなければなりません。
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3 f公害犯罪処罰法」の適用について

現行環境関連法の中で、今後の放射能汚染防止のために重要な役割を担う法律に「人の健康

に係る公害犯罪の処罰に関する法律J （略称「公害犯罪処罰法J）があります。放射性物質

が環境基本法において「公害物質Jと位置づけられる以上、放射性物質は当然に公害犯罪処

罰法の適用対象となるはずです。

この法律は1970年に「公害国会Jにおいて成立した法律であって、水俣病を始め公害の被害

を受けた多くの人々が差別と偏見に抗して生み出した法律です。その第3条は f①業務上必要

な注意を怠り、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。）を排出し、公衆の生命又は身体に危険

を生じさせた者は、 2年以下の懲役若しくは禁固又は 200万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、 5年以下の懲役若しくは禁固又は 300万円以下の

罰金に処する。 j と規定しています。

この法律は「公害物質をばらまくことは犯罪であるj という大原則を明確にしたものです。

放射性物質をばらまく行為を犯罪として取り締まるための重要な法律です。

ただ、この法律を放射性物質に適用するにあたって改正を要する点があります。福島第一

原発事故の被害の重大性を考えれば問題にならないほど刑が軽いこと、最高裁が f事業活動

に伴ってJの意味を狭く解釈し、有毒物質の漏洩事故について連続して無罪判決を出したた

め、骨抜きになって現在に至っています。これに対応した改正が必要です。また、危険性を

指摘する情報がありながら、それを無視しでも「想定外jの一言で責任逃れができるようなこ

とを許さない法律にすることも必要です。

4 原発再稼動を止めるために「公害犯罪処罰法」の緊急改正を

今、停止中の原発の再稼動が問題となっています。福島第一原発事故の汚染が拡大し続け、

事故原因の実体さえ明確でないにもかかわらず、安易な再稼動の動きがあるのは「事故が起

きても責任がない」という無責任な法律制度に大きな原因があります。

福島第一原発事故l土、今後も起こり得る事故の一つに過ぎません。法の空白を埋め、無責任

な行いを止めさせるためには、厳しい責任を問う法律が必要です。

環境基本法が改正されようとしている今、放射能汚染から環境を守ろうとしているすべての

人々が、放射性物質を「公害犯罪処罰法Jに適用させ、以下のような改正を実現するため活動

を展開するよう訴えます。

①人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律の「人の健康を害する物質jに放射性物質

が含まれることを明記すること。

② 同法の「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。

③ 刑事罰は無期懲役を含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。

④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。

-2 -



［主な質問等1

2012年7月26日

札幌市の環境を守るための取り組みについて

画E]]

1 .環境（大気、水、土壊、緑等を含む）の保全に向けて

・どのような条例、計画等がありますか。

・上記の主な内容について併せて伺います。

．公害防止に関する条例等はありますか。

2. 放射制物質による環境汚染を防止するための取り組みについて

－放射性物質の対応は、どのような基準に基づいて行っていますか0

．現在の条例等で対応できますか。

・できるとすれば、どのようなものですか。

3.環境基本計爾 T改正』に関連して

・これまで、留においては、環境・公害関連の法制度として、環境基本法や公害防

止などの一連の法律がありますが、放射性物質は適用除外されてきました。しか

し、 6月201:l，原子力規制委員会設置法が成立し、環境基本法の一部「改正Jに

より f放射性物質による大気の汚染防止等の防止のための措置について、環境基

本法の適用の対象とすること」、また、循環型社会形成推進基本法の一部「改正j

により「放射性物質及びこれによって汚染された物について、循環型社会形成推

進基本法の適用の対象とすることJとなりました。

子どもたちを放射能の被曝から守り、次世代に持続可能な社会を引き継ぐため、

北海道においても、放射性物質を規制対象とした取り組みを行うべきと考えます

が、いかがか伺います。

4. その他

「放射能汚染防止法J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法人材髄ワーカ｝ズ・コレクティプ

連絡協議会、市民ネットワーク北海道、環境市民連絡会・札幌、

子ども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

h連絡先：佐藤典子（市民ネットワーク北海道内）

札幌市中央区南2東 1TEL200-2206FAX200-2207 

※私たちは、チェルノブイリ原発事故をきっかけに「核と人類は共容できない」と脱原発に
同けだ活動を続けてきました．また、子どもたちを放射能の被爆カら守り、次世代に持続
可能な社会を引き継ぐため、 2011年11月、法の空白となっている「放射能汚染防止法」
を制定する市民の会を立ち上げました．放射能汚染に対する銀本的な対策を国lこ求め、排
出者責任や危険通報制度等を盛り込んだ「放射能汚染防止法J制定運動に取り組んでいます．



【主な質問等1

2012年明2日

北海道の環境を守るための取り組みについて

1 .環境（大気、水、土壌、緑等を含む）の保全に向けて

・どのような条例、計画等がありますか。

・上記の主な内容について併せて伺います0

．公害防止に関する条例等はありますか。

2.放射制物質による環境汚染を防止するための取り組みについて

・放射性物質の対応は、どのような基準に基づいて行っていますか。

．現在の条例等で対応できますか。

・できるとすれば、どのようなものですか。

3.環境基本計画『改正』に関連して

匿を3

・これまで、国においては、環境・公害関連の法制度として、環境基本法や公害防

止などの一連の法律がありますが、放射性物質は適用除外されてきました。しか

し、 6月20日、原子力規制委員会設置法が成立し、環境基本法の一部「改正jに

より「放射性物質による大気の汚染防止等の防止のための措置について、環境基

本法の適用の対象とすることJ、また、循環型社会形成推進基本法の一部「改正j

により「放射性物質及びこれによって汚染された物について、循環型社会形成推

進基本法の適用の対象とすることJとなりました。

子どもたちを放射能の被曝から守り、次世代に持続可能な社会を引き継ぐため、

北海道においても、放射性物質を規制対象とした取り組みを行うべきと考えます

が、いかがか伺います。

4. その他

「放射能汚染防止法」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法人北海描ワーヵーズ・コレクティブ

連絡協議会、市民ネットワーク北海道、環境市民連絡会・札幌、

子ども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

連絡先・佐藤典子（市民ネットワーク北海道内）

札幌市中央区南2東 1TEL200 2206FAX200-2207 

※私たちは、チェルノブイリ原発事故をきっかけに「核と人類は共容できない」と脱原発lこ
向けた活動を続けてきましだ。また、子どもたちを放射能の被曝から守り、次世代に持続
司能な社会を引き継ぐため、 2011年11月、法の空白となっている「放射能汚染防止法」
を制定する市民の会を立ち上げました。放射能汚染に対する抜本的な対策を固に求め、排
出者責任や危険通報制度等を盛り込んだ「放射能j吉染防止法」制淀運動に取り組んでいます。
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2012年 11月21日

2012年 12月衆議院議員総選挙立候補予定者のみな様

私たちは、チェルノブイリ原発事故以降、「核も原発もないJ社会を罰指し活動を続けて参

りました。しかしながら、 2011年 3月 11日、東京電力福島第一原発事故が起き、今なお放

射性物質が拡散し続けています。子どもたちを放射能の被爆から守るため、同年 11月より、

法の空白となっている「放射能汚染防止法j制定運動を行っております。

東日本大震災復興、福島原発事故への対応など課題が山積する中、衆議院が 2012年 11月

16日に解散、 12月4日公示の総選挙となりました。国民不在の政治に多くの市民が憤りを感

じています。民主主義国家において、選挙での 1票は、市民の貴重な意思表明の場であり、

決して放棄すべきではないと考えます。

そこで、この度の衆議院選挙へ立候補を予定されているみな様が、別紙政策についてどの

ようにお考えかをお聞きし、投票の参考とさせて頂きたいと思います。本来であれば、直接

お会いしお話を伺いたいのですが、今回は時間が限られているため、別紙の公開アンケート

にお答え下さいますよう、お願い致します。 HP等でアンケート結果を公表する予定です。な

お、大変お忙しいとは存じますが、ご回答は 11月 30日までに、 FAXあるいは郵送にてお願

いします。

※ f放射能汚染防止法（仮称）Jについては、別添資料をご覧下さい。

「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会

〒脚-oo42札幌市中央区大通西15丁目 1-12MS大通401
TEL 011-615-0711 FAX 011-615-0760 

アンケート担当連絡先山本行雄（山本行雄法律事務所内）

＜構成団体＞生活クラブ生活協同組合 理事長 船橋奈穂美

NPO法人北海道ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会

代表理 事嶋 明美
市民ネットワーク北海道 共同代表 伊藤牧子

佐藤典子
堀 弘子

環境市民連絡会・札幌 代表中島和子

子どもの未来を守る市民の会 代表 石川｜佐和子

原子力公害に取り組む札幌市民の会代表 山本行雄



2012年 月 日

2012年 12月衆議院議員総選挙原子力政策関連・公開アンケート

※該当する箇所にO巨Pをつけ、理由をお書き下さい。

1 .泊原発再稼働について、どのようにお考えですか。

a. 賛成 b. 反対 c. その他

理由

2.大関原発建設再開について、どのようにお考えですか。

a. 賛成 b. 反対 c. その他

理由

3. 「放射能汚染防止法Jの制定について、どのようにお考えですか。

a. 賛成 b. 反対 c. その他

理由

お名前 党

ご住所

電話 FAX 

※ご協力ありがとうございました。『放射能汚染防止法Jを制定する札幌市民の会 FAX011-615-0760 


