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福島第一原子カ発電所事故における政府の謝罪、及び、

放射性物質による環境汚染防止法の早期制定を求める緊急申し入れ

市民ネットワーク北海道は、核も原発もない平和な社会を次世代につなぐため、チェルノ

ブイリ原発事故以来、脱原発運動を続けています。

3月 11日の福島第一原子カ発電所で｛可が起こったのか、その後の経過についても国民は報

道でしか知らされていません。国民には知る権利がありますが、政府の事故報告は後出しで

あるばかりか、信滋性が無く疑念が残ることばかりです。放射能汚染によって、大気や土壌

が汚染された地域の7万人以上の人々は住むところを奪われ、子どもたちは安心して自由に

遊ぶこともできません。本来であれば喜びに満ちあふれで迎える妊娠、出産においても、母

親の不安は強くなるばかりです。酪農家が牛舎の壁に「原発さえなければj と書いて自ら命

を絶ちました。また、多くの経営者は、事業再建の目途すら立っていません。国は、今回の

原発事故を踏まえ既殺の発電用原子炉施設の安全性に関する総合評価の実施を指示しました。

電気事業者による総合評価の結果について、原子力安全・保安院が評価を行い、原子力安全

委員会が確認するとした一連の評価では、原子力を推進する身内の評価に止まっており安全

を担保できるものは何もありません。国民は、日々の生活の中で汚染された食物を口にする

ことや呼吸をすることにさえ恐怖を覚えながら生活しています。これだけの甚大な被害を生

みだし原発を推進している日本政府に対し、国民に謝罪することを強く求めます。

原発重大事故から 5カ月が過ぎましたが、収集の目途はなく、被災地や被災者への対応の

進展はみられず、放射能汚染が拡大しています。 i986年のチェルノブイリ原発事故後も、政

府は f原発は安全j として危機管理もせず増設し続けてきました。今回の事故によって明ら

かとなったのは、放射能汚染を規制する法律がないことです。関連する法律として環境基本

法、土壌汚染防止法、大気汚染防止法、水質汚染防止法、廃棄物汚染防止法などがあり、各

種化学物質については、環境基準、濃度基準、総量規制が定められていますが、放射能物質

は適用除外とされています。現在、留は、放射性物質に汚染されたがれきを処理するため特

別措置法案をまとめたとしていますが、排出者責任などの具体策は盛り込まれでおらず、付

焼刃的に対応しようとしています。

現行法では不備・不足が多くあることから環境の放射能汚染防止に関わる法整備が必要で

あり、市民、そして子どもの命の視点に立った産業優先ではない基準づくりが急務て、す。放

射性物質について環境汚染防止法の早期制定を強く求めます。



緊急要望
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一放射性物質は人の生命と健康を脅かす最悪の公害物質一

法の空白となっている f放射能汚染防止法』の早期制定、

公害犯罪処罰法『改正」を求め、国へ緊急要望

・内閣総理大臣野田佳彦、法務大臣平岡秀夫、厚労大臣小宮山洋子、

経産大臣校野幸男、 環境大臣細野豪志、衆議院議長横路孝弘、

参議院議長平田健二、民主党幹事長輿石東、衆議院議員大河原雅子、

衆議院議員逢坂誠二、衆議院議員工藤仁美、

東京電力福島原発事故から8ヶ月後、すさまじい爆発の現場が、初めて国民に、限られ

た報道機関により公表されました。今なお、全国規模で人や環境が汚染され、多くの国民

が内部被曝の恐怖と不安の中で暮らしています。

大量の放射性物質を拡散し、広範囲の人々に対し、長期にわたり深刻な影響を及ぼす原

発事故は、極めて重大な人権侵害であると言わぎるをません。また、放射性物質は、将来

にわたり人の生命と健康を脅かす最悪の公害物質です。にもかかわらず、一連の環境・公

害、原子力に関する法律は、放射性物質を適用除外していることは問題です。 8月初日、

福島原発事故に関連するがれき対処の汚染「特別措置法」が制定されましたが、根本的な

問題解決になっていません。

園内にある 54基の原発は、いずれ耐用年数を超え廃炉となります。東日本大震災並みの

地震・津波対策を行えば原発の安全性が確保されるとは言えず、同様の事故による放射能

汚染は、今後も起きる可能性があります。また、放射性廃棄物の処理・処分は、 100万年も

の問、管理下に置く必要があるなど、放射能汚染との果てしない戦いになります。 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、国において

は、放射性物質を公害物質として位置づけ、公害規制法の規制対象とし、排出者責任等を

盛り込んだ「放射能汚染防止法」を早期制定すべきです。また、現在の公害犯罪処罰法（人

の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律）を早急に f改正」すべきです。

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

置在三E
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野田佳彦様
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「放射能汚染防止法jの早期制定を求める申し入れ

東京電力福島第1原子力発電所の水素爆発事故後、国民の度重なる公開要請にも拘わらず

政府は情報統制を強行してきました。事故から 8ヶ月後、すさまじい爆発の現場が、初めて

国民に、限！られた報道機関により公表されました。再臨界、核燃料回収、廃棄物処分等の課

題・難題が山積し、「収束J「冷温停止Jとは名ばかりです。福島では約7万8,000人もの住

民が居住地域への立ち入りを禁止され、避難を強いられています。また、自主的避難をして

いる人々も多数にのぼり、多くの国民が内部被爆の恐怖と不安の中で生活しています。

1986年のチェルノプイリ原発事故後も、良識のある学識者や国民が原発の危険性を指摘・

警告してきたにも拘わらず、「原発は安全」とし、原子力政策を推進し続けてきた国の責任は

重大です。憲法では、平和のうちに生存する権利、誰もが健康で文化的な生活を営む権利が

保障されています。大量の放射性物質を拡散し、広範囲の人々に対し長期にわたり深刻な影

響を及ぼす原発事故は、極めて重大な人権侵害であると言わざるを得ません。

8月26日、福島原発重大事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関

する「特別措置法」が成立しましたが、放射性廃棄物の定義や排出者責任などの具体策は盛

り込まれておらず、場当たり的な対応のため、根本的な問題解決策にはなっていません。ま

た、現在の原子力関連の法律は、原子力を推進するためlこ作られた法律であり、原発の安全

基準は原発推進という目的の枠内に限定されています。環境・公害関連の法制度において、

環境基本法や公害紡止法など一連の法律がありますが、放射性物質はいずれも f適用除外J

され「法の空白j となっています。

圏内にある 54基の原発は、いずれ耐周年数を超え廃炉となります。東日本大震災並みの地

震・津波の対策さえ行えば原発の安全性が確保されるとはいえず、同様の事故による放射能

汚染は今後も起きる可能性があります。また、脱原発とそれに続く放射性廃棄物の処理・処

分は、 100万年もの問、管理下に置く必要があるなど、放射能汚染との果てしない戦いにな

ります。これ以上、放射能汚染物質を増やさず、今現実に警告されている老朽化、活断層等

による原発の事故を阻止し、脱原発を早めるためにも「原発推進jから「汚染防止Jの法体

系に転換することが急務です。

市民ネットワ」ク北海道は、チェルノブイリ原発事故以降、核も原発もない平和な社会の

実現に向け、脱原発運動を続けています。

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、国においては、

放射性物質を公害物質として位置づけ、公害規制法の規制対象とし、排出者責任等を盛り込

んだ「放射能汚染防止法Jを早急に制定することを強く求めます。



20日年11月25日
法務大臣
平岡秀夫様

Tel Oll-200-2206 F出 Oll-200-2207

人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律の「改正Jを求める緊急要望

東京電力福島第1原子力発電所の水素爆発事故後、国民の度重なる公開要請にも拘わらす被府は

情報統制を強行してきました。事故から8ヶ月後、すさまじい爆発の現揚が、初めて国民に、限ら

れた報道機関により公表されました。再臨界、核燃料回収、廃棄物処分等の課題・難題が山積し、

「収束Jr冷温停止j とは名ばかりです。今なお、搬す性微粒子が飛散し、首都圏でもホットスポ

ットが見つかるなど、全国規模で人や環境が汚染され、多くの子どもたちが内部被曝による掛槻

汚染の恐怖と不安の中で生活しています。

市民ネットヲーク北海道は、今年の夏、福島の子どもたちの一日お昼難の受け入れを行いました。

北海道で過ごした子どもたちから f放射能のことを考えず安心して過ごしたJr北海道で里親を探

したいJなど、切実な声が上がりました。多くの親が「子どもを守りたいjと訴えています。子ど

もたちも自分の未来への不安を抱き生活しています。

8月26日、国は、福島原発事故に関連するがれき対処の汚染「特別措置法jを制定しました。

しかし、糊性物質の識や排出者責任が盛り込まれておらず、場当たり的な対応のため、根本的

な問題解決策とはなっていません。現在の原子力関連の法律は、原子力を推進するために作られた

法律であり、原発の安全基準品原発推進という枠内に限定されています。また、環境保全の想念の

もと、国民の健康で文化的な生活の確保と人類の福祉に貢献するこどを目的とする環境基本法をは

じめ公害防止法など一連の環境・公害に関する法律がありますが、これらは搬す性物質を適用除外

どしており、搬す性物質による汚染に対応する法律は空白のままです。

福島原発事故は、東京電力（事業者）が人命を蔑ろにし、安全対策を怠ったことにより起きた公

害です。「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律J（略称地割目罪処罰法』）は、放射性物

質を除外するとは書かれてはいなし、にもかかわらず、｜日公害対策基本法も現在の環境基本法も搬す

性物質をl財トしていることから、放射性物質による汚染や被害には適用されず現在に至っています。

チェルノブイリでは、原発事故以降、内部被曝による健康被害が多発しており、次世代にまで重大

な影響を与える搬す性物質は、最悪の公害物質に他なりません。人の生命と健康を守るため、搬す

性物質を公害物質として位置付ける法整備が急がれます。

市民ネットワークは、法の空白である放射性物質を環境・公害関連法から除外している現行法体

系を全面的に改めることを主張していますが、公害犯罪処罰法は、単独で、すぐにでも改正可能な

法律です。また、福島事故、そして、今後予想されている原発事故による大汚染の危放への対応と

して重要な役割を果たします。子どもたちを搬す能の被曝から守り、次世代に持続可能な社会を引

き継ぐため、下記のとおり、早急に、公害犯罪処罰法を f改正jすることを強く求めます。

画ヨ



記

1.公害犯罪処罰法の公害物質に放射性物質を含むことを明記すること。

2. 改正にあたっては、次の事項を付加すること。

¢現行法より;Jf!Jを重くする。

②放射性物質の排出の可能性について、国民が危険性の情報を指捕して通報する制度を取り入れ

る。

G冶険性の通報を制見、ないし軽視して事故を起こし排出させたときは、故意犯に準ずる重さに

する。



画ヨ
放射性物質による環境汚染を防止する法整備を求める意見書

東京電力福島第一原子力発電所の事故から 9か月が経過しましたが、収束のめどは立っ

ておらず、放射能汚染が拡大し、多くの国民が放射能の恐怖にさらされながら暮らしてい

ます。

史上最悪と言われたチェノレノブイリ原子力発電所事故の後も、政府は、原子力発電は安

全であるとして十分な危機管理体制のないまま原子力政策を推進してきましたが、その責

任は重く、東京電力福島第一原子力発電所の重大事故は人災と言えます。

放射能は、微量でも遺伝子を傷つけ、未来の世代に影響を及ぼすため、国には放射能に

よる環境汚染を未然に防止する責務があります。

しかし、我が国には放射能による環境汚染を規制する法律がないことが、今回の事故に

よって明らかになりました。

環境保全に関連しては、環境基本法、土壌汚染対策法、大気汚染防止法、水質汚濁防止

法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等があり、化学物質については、環境基準、濃度

基準、総量規制が定められていますが、放射性物質はこれらから適用除外とされています。

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に

より放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法が本年8月26 

日に可決・成立しましたが、最も重要である放射性廃棄物の定義や排出者責任は盛り込ま

れていません。

放射能の恐怖に脅かされず、自然環境を守り、誰もが安心して暮らせる社会を実現する

には、これまで国が進めてきた現行法では不備・不足です。

よって、国におかれましては、放射性物質を規制対象と明記した放射性物質による環境

汚染を防止するための法整備を早急に進める主う強く要望いたします。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成23年 12月20日

提 出 先

内閣総理大臣

経済産業大臣

環境大臣

北海道江別市議会
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2011年12月20日

財団信／ず様

f放射能汚染防止法Jの制定、及び「人の健康に係る公害犯罪の

処罰に関する法律j の緊急改正に関する要請書

謹啓

＜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

原発公害に取り組む札幌市民の会
代表山本行雄

国権の最高機関である国会において、国民の負託を受け、全国民のために活動されて

いることに敬意を表します。

当会は、貴議員に「放射能汚染防止法Jの制定と「人の健康に係る公害犯罪の処罰に

関する法律Jの改正に、全力を挙げて取り組まれることを要誇致します。

敬具



第1 要請する事項

要請事項1 「放射能汚染防止法（仮称） Jを制定すること。

放射性物質を公害関係法から排除している現行法を全面的に改め、公害規制法の体系

に組み入れるとともに、放射性物質による環境汚染を防止する「放射能汚染防止法（仮

称）」を制定してください。改正の内容は資料1「放射能汚染防止法J（案）に示した内

容を取り入れてください。

要請事項2 f人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」を緊急に改正するとと。

「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又は「公

害罪法J）の「人の健康を害する物質Jに放射性物質が含まれるととを明示し、放射能

汚染を防止するために必要な改正を緊急に行ってください。改正内容には資料2「公害

犯罪処罰法の改正（案）骨子Jに示した内容を取り入れてください。

第2 要請の理由

1 要請事項1「放射能汚染防止法（仮称） J制定について

( 1 ）放射性物質の環境関違法からの適用除外

環境基本法は、放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染の防止措置

については、原子力基本法その他の関係法律で定めるところによるとして、適用を除

外しています（同法13条）。また、土壌汚染対策法、農用地の土壌の汚染防止等に

関する法律、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、化学物質の審査及び製造

等の規制に関する法律、廃棄物処理法、環境影響評価法も明文で放射性物質の適用を

除外しています。

要するに放射性物質は公害物質ではあるが、公害関係の法律の適用から排除してい

るものです。

ただし、 1970年の「公害国会Jにおいて成立した「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」）には放射性物質を除外するという明文の

規定はありません。しかし適用されることなく現在に至っています。この法律は、今

後の放射能汚染対策にとって重要であり「要請事項2」について述べるとおりです。

(2）原子力関係法令の実際

原子力関係の主な法律は以下のとおりですロ

① 原子力基本法

② 原子炉等規制法（核原料物質、核燃料物質及び原子炉等の規制に関する法律）

③ 放射線障害防止法（放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律）



④原子力災害対策特別措置法

⑤ 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律

⑥ 原子力損害の賠償に関する法律

⑦ 放射性物質汚染対処特措法（平成23年3月11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により放出された放射性物質による環境への対

処に関する特別措置法）

上記の①の原子力基本法は、その第l条に「原子カの研究、開発及び利用を促進す

る」とあるように、一言で言えば原発推進の法律であり、この基本法の下に「原発推

進法体系」ともいうべき法体系が形成されているものです。公害関係法に対応する法

律はありません。これが「法の空白j と言われるものです。

②の原子炉等規制法は、原発の安全規制などの基本的事項を定めています。しかし、

原発事故のような環境汚染を規制し処罰するような規制法ではありません。公害犯罪

処罰法に対応する法律もありません。要するに原発推進という枠の中で行政が事業者

を規制し、国民はその規制の恩恵を受けるに過ぎない地位に置かれていると言うこと

ができます。

このような法の空白の中で、場当たり的に④がJOG事故後に、⑦が福島事故後、こ

の事故のためだけに作られたものです。事故が起きたり汚染してからの場当たり的対

応が現在も続いています。

( 3）法の空白がもたらした無責任の横行

福島原発事故によるすさまじい放射能汚染、農産物、海産物が汚染され、母乳から

セシウムが検出される。環境省は動かず、警察の現場検証もない。被害が出てから慌

てて被爆の「暫定基準値Jを発表したり、福島事故だけに適用する場当たり的「汚染

特別措置法Jを制定する。危険性が指摘されていたのに無視してきた者が「想定外J

で言い逃れる。原発の世界は、危険な情報を無視し、データを誤魔化し、安全神話を

振りまく。こんなことが当たり前になっていたのです。

加えて、被爆の影響についての、あまりにも無責任な情報の横行。公害の規制は通

常、健康に影響を及ぼすぎりぎりの線ではなく、ずっと低い値で規制し、これに違反

した者は処罰される。 「直ちに影響」があろうがなかろうが、将来の被害がどの程度

であろうが、民事上・刑事上の責任が関われ、社会的にも「法律違反Jと糾弾される。

こうして公害を防止し、人間や環境を守っていくのです。この当然のことが無視され、

今なお続いているのが現状です。

(4) 「責任」！の欠落した現行法に次の大事故妨止機能はない

日本の54基の原発は、これから老朽化の時代に入っていきます。すでに庄力容器の

脆性劣化問題が指摘されるなど「危険な時代」に入っています。福島の事故は f今後

も起こりうる事故の中の一つに過ぎないJというべきです。

現行法は、原発推進という目的のために組み立てられた法律であり、 「安全基準」

も原発推進という目的の枠内のものです。現在の法律には「汚染防止」という基本的



な概念が欠けています。また公害規制法に当然伴う「責任J概念が欠落しています。

危険な情報を無視したり軽視しても「想定外」の一言で責任を免れるような法律に次

の重大事故・大汚染は防止できません。 「次の事故が起きても誰も責任を負わないの

か？」という真つ当な問いに答える必要があります。

(5) 脱原発後の超長期の汚染防止対策

放射性物質を f公害物質Jとして正面から認識する必要があります。

日本にはすでに膨大な量の使用済燃料、高レベル放射性廃棄物、 TRU廃棄物、低レ

ベル放射性廃棄物などの「放射性公害物質」が製造されてしまいました。この公害物

質を今後数千年、数万年にわたって環境を汚染させないように対策をたでなければな

りません。これを安全神話に委ねることは将来の人間に対する重大な犯罪です。

(6）早ければ早いほどよい脱原発

「放射能汚染防止」という視点で原発問題を捉え直すべきです。活動期に入ったと

言われる地震、老朽化に伴う過酷事故の危険性、とれに加えて110万KW級原発をl年運

転すれば約30トンという始末に負えない放射性廃棄物を製造してしまいます。目先の

電力不足問題と天秤にかけるような問題ではありません。

新規の原発建設をやめれば、今後30年ほどで、ほとんどの原発は廃炉となり、脱原

発は実現します。しかし、その問の事故の危険性と放射性物質のことを考えれば、脱

原発は早ければ早い方がよいのです。

(7）原発推進法体系から放射能汚染防止法体系への転換

以上のように、 2011年の現時点において我々が直面している課題は、今後永い永い

将来にわたって、いかに放射能汚染を防止していくかということです。原発推進のた

めの現在の法体系では、これに対処していくととはできません。次の重大事故を防止

し、 「汚染なき脱原発Jを実現し、永きにわたる放射能汚染防止のために、放射能汚

染防止法体系に転換しなければならないのです。

制定に当たっては、放射性物質を公害物質ととらえ、必要な汚染防止規定を設ける

とともに、危険性に関する情報の無視・軽視を許さない内容にしなければなりません。

当会の案は未だ不十分であると認識しています。しかし、現行法は早晩放射能汚染

防止の目的に性格を変えて書き直さなければなりません。早急に本格的な取り組みを

してください。

2 要請事項2「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律Jの緊急改正について

( 1 ）公害被害者が生み出した短い法律を生かす

この法律は、 1970年（昭和45年）の公害国会において成立した法律です。この法律

は、公害被害者の長い戦いを背景に生み出されたものであり、公害被害者が生み出し

た法律といえるものです。



この法律には、放射性物質の除外規定はありませんが、放射性物質に適用された例

はありません。公害対策基本法（当時）が放射性物質を除外していたためと考えられ

ます。

しかし、たった7カ条の短い法律を一読すると、このような法律こそ放射能汚染の

ために今にも必要であることが解ります。

「放射能汚染防止法」の制定は直ちに取り組みを始めるべきですが、整備されるま

でには一定の期間を要すると思われます。

そこで原子炉の老朽化など緊急に対応を迫られている問題に対処するため、との法

律を改正し、危険性に関する情報の無視や軽視を許さない制度を至急作る必要があり

ます。

( 2）改正内容の要点

① 放射性物質の適用を明文化する。

この法律の「人の健康を害する物質j に放射性物質を含むととを明示する改正が必

要です。

② 罰則を強化する

放射性物質の漏洩の被害の重大性から罰則を重くする必要があります。

③ 危険な情報の通報制度を設ける

人や環境を守るために有益な情報が有効に生かされないのが現在の法制度です。

危険性に関する情報を無視したり軽視した者の「想定外Jの言い逃れを許さない制

度が必要です。危険性に関する情報の通報制度を設け、これを無視したり軽視した場

合は重い罰則を設ける必要があります。
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