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放射性物質に係る公害防止のための法整備に関する政策・選挙公約について（要請）

1 私たちは、貴党が、放射性物質に係る公害防止のための法整備を、重要な政策課題とし、今

回の総選挙の中心公約とすることを要請します。

2 私たちは、放射性物質に係る公害防止法制度の整備を求めて活動しています。

私たちは東京電力福島第一原発事故を受け、原子力公害による放射能汚染を防止するための

法整備を求めて、放射能汚染防止法（仮称）の制定運動を進めています。衆参両院及び全国会

議員の方々には、法の不備を訴え、放射能汚染から国民を守るための法整備に取り組むよう要

望したところです。

3 環境基本法が改正され、放射性物資は公害物質になりました。しかし、具体的法整備はなさ

れていません。

国会においては、 2011年 5月 27日、水質汚濁防止法の改正法案を成立させるに当たってf関係

環境法令における放射性物質に係る適用除外規定等の見直しの検討を含め、体制整備を図ること。 j

とする付帯決議をし、放射性物質を公害規制法の対象とする法整備の方向を示しました。 2012年6

月27日には、原子力規制委員会設置法の制定時に、環境基本法 13条の放射性物質適用除外条項が削

除されました。

ここに、放射性物質は、環境関連法の体系に組み込まれ、公害物質として扱われることとなりま

した。

しかし、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・公害関係法の放射性

物質への適用除外条項は依然として存置されたままです。

4 国民は、法整備がないままに、場当たり的に、放射能汚染対策や原発再稼動問題が取り扱われて

いることに危機感を増大させています。

現在の原子力関係法は、原発関係者や医療従事者に向けられた「規制法」がありますが、国民を被曝



から守るための「汚染防止jという概念が欠落しています。そこには放射性物質を環境にばらまいて

汚染し、公衆を被曝させた者の責任も規定されていませんロ

要するに、現在の法制度は、電気事業者や医療従事者に向けられた「取扱マニュアルjを条文化し法

律の体裁をとりているに過ぎません。国民の安全は、取扱マニュアルによって事業活動をする電気

事業者からの「施しJ程度のものと扱われてきました。このような実態は現在も続いています。

多くの国民は、福島第一原発事故による放射能汚染の被害を受けるまで、法律にこのような

重大な欠陥があることを知りませんでした。

「警察の捜査がないのはなぜなのか」 f小さな火災より軽く扱われているJ「次の事故が起きても誰

も責任を負わないのかJ「こんなことでは老朽化原発の事故も防げないj等、このような一般の人々

の芦に応えることなく、場当たり的な汚染対策が進められ、原発再稼動問題が議論されています。

これが現実です。

これに応える責任は立法機関である国会にあります。

5 政党として法整備への取組方針を早急に国民に示してください。

原子力公害によって国民が直面している危機は重大かつ深刻です。立法機関が、現在の危機を行

政任せにし、その後追い批判をするような流れはあってはならないことです。

具体的な法案の発表に先立つて、貴党が放射能汚染防止に向けて、原子力公害防止のための法整備

に積極的に取り組むことを早急に表明してください。

そうすれば、多くの国民・有権者からの声が貴党に届けられるはずです。その上で、国民・有権者の

声に耳を傾け、あるべき放射能汚染防止のための法整備の基本方針をまとめ、貴党の政策とし、今

回の総選挙の公約とし、公党としての役割を果たしてください。

＜私たちの考えなどについての資料は、すでに全議員の皆様に送付してあります。＞

以上
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T 住所 TEL FAX 

民主党 100-0014 東京都千代田区永田町1-11-1 03-3595-9988 

自由民主党 100-8910 東京都千代田区永田町ト11-23 03-3581-6211 

公明党 160-0012 東京都新宿区南元町17 03-3353-0111 

日本共産党 151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 03-3403-6111 

社会民主党 100-8909 東京都千代田区永田町1-8-1 03-3592-7501 

みんなの党 102-0092 東京都干代田隼町会12緩和半蔵門コープ606号 03-5216-3710 ¥ 

新党大地 060-0061 
札幌市中央区南一条西5-17-2

011-251-5351 
プレシ・デント松井ピ｝レ1205

日本維新の会 542-0082 
大阪府大阪市中央区烏之内1-17-16
三栄長堀ピル2F

国民の生活が第一 100-0014 
東京都千代田区永田町2丁目12-8
永田町s民ビル3Fイ
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1区 。、
畏前 横路孝弘 060-0063 札幌市中央区大通商5丁目昭和ピル 011-233-2331 

自新 船橋利実 060-0001 札幌市中央区北1条西5T目2番地興銀ピル7階 011-272-0171 011-272-0172 

共新 野呂田博之 なし

維新 大竹智和 なし

2区 。民前 ニ井鱗雄 001-0036 札幌市北区北36条西4-2-5 第2泊ピ1~1F 911-738-3212 011-738-3213 

叫 自新 吉川貴量産 001-0045 札幌市北区麻生町9丁目1-8 011-728-3880 011-728-3885 

-:J ’共新 太田秀子 065-0018 札幌市東区北18条東7T目3-3 011-752-1257 

J み新 沢田隆ニ 065-0012 札幌市東区北＋ニ条東15-3-1-903 011-741-2991 011-398-3973 

維新 高橋美穂 なし

3区 o. 民前 荒井 聴 062-0935 札幌市豊平区平岸5条10-1-3 011-824-9520 011-824-9521 

J 自新 高木宏寿 062-0020 札幌市量豊平区月寒中央通5丁目 011-,-852-4764 011-852-0221 

共新 森英士 なし

4区 。民前 鉢呂吉雄 047-0024 小樽市花園2-6-7プラムピJレ5F 0134-27-8186 0134-27-8187 

、自新 中村裕之 046-0004 余市郡余市町大川町2丁目18 0135-22-6784 0135-22-6794 

共新 菊地菜子 なし

5区 01 民新 中前茂之 069-0813 江別市野幌町79-7ホワイトピ7野幌2F 011-382-1515 011-382-2500 

，司 自前 町村信孝 004-0053 札幌市厚別区厚別中央三条5-8-20 011-896-5505 011-896-8231 

共新 鈴木龍次 なし

み新 西国雄ニ 004-0053 札幌市厚別区厚別中央3条3T自17番32号 011四 802-3710 011-802-3720 
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6区 J 民前 佐々木隆博 070-0031 旭川市1条通4丁目右E号 0166-24-3131 0166-23-9408 

I 自前 今津寛 070-0039 旭川市9条通9-53-30 0166-22』 6811 0166』 22-8492

共新 荻生和敏 なし

7区 、民前 仲野博子 085-0046 劃ii路市新橋大通5-1-9ピースピ，し釧路521号 0154-32-2172 0154-32-2173 

、自前 伊東良孝 085-0021 釧路市浪花町13-2-1 0154-25-5500 0154-25-5755 

共新 佐々木亮子 なし

8区 定 民前 逢坂誠一 040・・0073 函館市宮前町8-4 0138-41-7773 0138-41-7774 

、J 自新 前回一男 040・舟 函館市松風町9番15号 0138-23-7702 0138-23-7703 

共新 高橋佳大 なし

9区 .j l民前 鳩山由紀夫 050-0083 室蘭市東町2-3-3セントラJレフォーム.YHY 0143-43-8108 

、」 自新 堀 井 学 053-0021 苫小牧市若草町3丁目1-4独楽ビル1F 0144-38-2525 0144・叩 38-2533

共新 花井泰子 なし

10区 、民前 小平忠正 068-0024 岩見沢市四条西7丁目 0126-22-2022 0126-22-2067 

、公前 稲津久 068-0024 岩見沢市四条西2T目3-27レンス．ピJレ3F 0126-22-8511 0126-22-8518 

A 共新 木村賢治 なし

11区 J 自新 中川郁子 080-0803 帯広市東3条南13丁目19番地 0155-27-2611 

共新 渡辺紫 なし

v 大前 石川知裕 080国 0015 手帯広市西五条南23-3-2 0155-20-3456 0155-20-3366 

12区 自新 武都新 なし

共新 菅 原 誠 なし

‘J 大前 松木謙公 090-0052 北見市北進町1-16-257エイマλ附TAMI 0157-22-6140 0157-22-6141 

比例 I 畏前 山崎摩耶 060-0042 札幌市中央区大通西5丁目B昭和ピル3F 011-219-1717 011-219~7575 

I J民前 山間違丸 060-0042 札幌市中央区大通西5丁目B昭和ピル3F 011-219-2100 011-219-7576 

~ 民前 工藤仁美 060-0043 札幌市中央区大通西5T目8昭和ピル3F 011-219-7733 011-219-7576 

自新 渡辺孝一 なし

公新 佐藤英道 なし

共新 畠山和也 なし

も 大前 浅野貴f専 060,-0061 
札幌市中央区南一条西5-17-2 011-251司 5351 011-251-5357 
プレシ．デント松井ピル1205
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