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脱原発・再生可能エネルギ一政策の促進、及び、

「放射能汚染防止法」 （案）の制定等を求める申し入れ

世界中を震掘させた東京電力福島第一原発事故から 2年が経過しましたが、 3月 18日、原因不

明の停電により福島原発 1、3、4号機の使用済み核燃料プールの冷却装置等が停止するなど、事

故の収束はありません。未だに高濃度の放射性物質が放出され続けており、福島の子どもたちを

はじめ多くの国民が放射能被害の恐怖に苛まれながら暮らしているのが現状です。この問、国に

おいては、国策として原発政策を推進してきましたが、福島原発事故により、原発に安全はない

こと、地震大国・日本において安全な原発立地場所はどこにもないこと、原発に関する園内法は

全て原発推進のためであり原発事故から生命や環境を守るための法律が空白であること、また、

現時点での法律では次の放射能汚染事故を防止し、汚染した者（事業者）に責任を課す法律さえ

ないこと等が明らかになりまじた。 3.11後、多くの国民が自分の暮らしを見つめ直し、原子力で

はない再生可能な自然エネルギーへの政策転換を求め、反・脱原発の行動を起こしてきまし？と。

このような中、安倍政権は、何ら国民議論もないまま、前政権の「戸030年代に原発稼働ゼロJ方

針を白紙に戻すのみならず f新たな安全基準に基づき再稼働する」としたことは、脱原発を求め

る多くの市民の声に逆行し、国民を蔑ろにしたものであり決して許すわけにはいきません。

国は、国民の生命と健康、財産を守る責務があります。子どもたちを被曝から守るためにも、

日本における原発ゼロ社会の確立が急務であることから、下記の事項について要望致します。

記

1.脱原発・再生可能な自然エネルギー政策の促進について

ドイツにおいては、環境と経済は持続可能な社会を支える両輪として、政策の中核に環境を据え

た取り組みをすすめており、福島原発事故後「2022年までに原子力全廃Jを決めました。日本に

おいても、次世代に負の遺産を押し付けず、持続可能な社会を引き継ぐため、今こそ、原発では

ない、再生可能な自然エネルギ」政策への転換の道筋を明確に示し、積極的に取り組むことを強

く求めます。

2. 「放射能汚染防立法J（案）の制定について

生命や環境に甚大な被害を与える原発事故は極めて重大な人権侵害に他なりません。放射性物質

は、最悪の公害物質であるにも拘わらず、それを規制対象とする園内法が整備されていない

ことは問題です。子どもたちを放射能の被曝から守るため、 f汚染なき脱原発1をめざし、放

射能汚染に対する抜本的な対策が急務です。排出者責任や原発に関する危険通報制度などを

盛り込んだ「放射能汚染防止法J （案）の早期制定を求めます。
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「原子力ではない再生可能な自然エネルギ一政策の積極的な取り組み、及び、『放射

能汚染防止法』制定を求めるJ国会要請行動 【行程｝①

圃当日の流れ 2013年3月29日（金） 11時30分～夕方まで ・印は15分程度懇談予定。

※参加者石川｜、田辺、干場、岩野、佐藤、品川、菱沼、嶋（川CD)

陳・第2議員会館1 ※横路さん秘書 03-3508-7516 

11 : 30 I 茂木敏光 衆 2lOll 経済産業大臣

河野太郎 衆 2-ll03 外部へ出ている 白、「原発ゼロの会J世話人

下村博文 衆 2622 文部科学大臣

山 内 康 一 衆 2609 予定あり みんな、ゼロ世話

12 : 00 昼食（地下食堂）

13 00 ・横路孝弘 衆 2-516 民、北海道、ゼロ会員、脱原発

社元清美 衆 2504 外部へ出ている 民、「脱原発基本法案」賛同議員

近藤昭一 衆 2-402 既に地元 民、ゼロ世話

30 〈地下通路より、移動〉陳・第1議員会館へ｜※阿部さん秘書 03-3506-7303

＊歩いて 5～10分程度。 * 14: 00に、阿部さんのところで、品川さん合流。

14 00 ・阿部知子 衆 1-424 未来、ゼロ世話

30 安倍晋三 衆 11212 内閣総理大臣

亀井静香 衆 1-1022 もう、来ない みどり、ゼロ会員、脱原発

石原伸晃 衆 1-824 環境、原子力防災大臣

小沢一郎 衆 1-605 もう‘来ない 生活、脱原発

荒井 聴 衆 1516 地元へ戻る 民、北、脱原発

菅 直人 衆 1-512 地方へ行っている 民、脱原発

15 : 30 〈移動〉｜参議院会館ベ※徳永さん秘書 03-6555-0701

＊歩いて5分稜度。 牢一度、福島さん秘書に確認の連絡 036550寸lll

16 : 00 徳永エリ 参 701 地元へ戻る 民、北、脱原発

糸数慶子 参 712 委員会忙しい 無、ゼロ会員、脱原発

大河原雅子 参 417 委員会忙しい 民、ゼロ会員、脱原発

岡崎トミ子 参415 地元へ戻る 民、脱原発

川田龍平 参 508 本会議後、取材 みんな、ゼロ会員、脱原発

谷岡郁子 参 524 委員会虻しい みどり、脱原発

相原久美子 参 6ll 委員会忙しい 民、脱原発

長谷川岳 参 619 地元へ戻る 白、北、ゼロ世話

森ゅうこ 参 805 委員会忙しい 生活、脱原発

加藤修一 参 1207 16 30? 公、ゼロ世話

17‘10 ＠福島みずほ 参 1111 社民、ゼロ会員、脱原発
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放射性物質に係る公害関連法盤備の取組みに関する意見書

日弁連は、早くから原子カの閑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、貝本は、世界第3位の原発保有国となり、遂には、福島第一原子力発電所の

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

陥という重大な問題が横たわっていますe

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連の

法律iζ係わっています。前者については、全面的に適用除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賓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、この法の空白が問題となり、2012年6月初

日環境基本法13粂の放射性物質適用除外規定の削徐法案が成立し、放射控物質は、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、土壊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

るこ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褐防

止法では、放射性物質の適用除外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と、汚染・汚濁状況の公表のみです。放射性物質



に対する公害規制法と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。

同時に法律改正によって、放射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、人間が金

み出した放射性物質が、環境と人間に及ぼす深刻な公害物質であることを強く認識させ

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

島第一原発事故に産面して、改めて現実を見産したとき、最早、脱原発で安心できる段階

は盗かに超えてしまったことを認識せざるを得ません。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so基の原発があります．加えてこれまでの原宛操業が生み出

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

て正面から捉え、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、公害問題に取り緩んだ国民的経験があります。F公害国会Jに至る歴史的経

験があります。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．

環境基本法が改正された今、日弁連は、人権擁護の立場から、放射能による環境汚染防

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

l，放射能汚染に対する公害法の整備について、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．

f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防止できないこ

と。環境基本法の改正を踏まえ、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整備する必要があること。』 以上

・2.



福島原発事融畿の罵境基本法醜躍と関違法醜躍動闘

第1 環境基本法は、放射性物質をどう取り扱ってきたか
環境・公害関連法から全面的に明文で適用除外にしてきた．

1 環境基本法改正前の公害関連法

公害関連法における放射性物質適用除外規定一覧

( 1）放射性物質適用除外規定のある法律（カッコ内の条文が適用除外条項）

環境基本法（13条｝

水質汚濁防止法（23条）

土境汚染対策法（2条）

大気清染防止法（27条）

農用地の土嬢の汚染防止等に関する法律（2条）

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（52条〉
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（2条）

資源の有効な利用の促進に関する法律（2条 1項）

特定有害廃棄物等の輸出入の規制に関する法律（2条l項）

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善に関する法律（2条）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（2条）

l事＜廃棄物姐一憲法の定義引用により適用除外となる法律＞

容器包装に係る分z1i1収集及び再商品化の促進に関する法律、特定家庭用品書商

品化法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律．

循環型社会形成推進基本法（2条2項2号）

環境影響評価法（52条l項）

南極地域の環境の保護に関する法律（24条）

(2）放射性物質の適用除外規定のない法律

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又はf公害罪法j)

キコメント：この法律は、公害に関する法律で、公害国会で大きく取り上げられた法

律。法律分類としてはであ刑事法であり、担当は法務省．



第2 原子力基本法以下の法律は、公害規制法ではない。

原子力基窓法は、目的にも規定されているように、原子力利用のために制定された

法律であり、放射性物質による汚染を公害として位置づけ規制するという法律ではな
い。

安全規制に関する法律も、被曝防止に関する法律も、公衆を被曝から保護するための法律

にはなっていない。

放射性物質を取り扱う事業者、放射線取扱従事者の、取扱の手引き的構造である。下記参照

1 被曝防止に関連する3法の内容

現行法

法律名 規制内容 罰則

原子炉等規制法 年間 1ミリシーベル なし

ト、これを超える場

p}r(立網で囲い人を住

まわせてはならな

い。

放射線障害防止法 敷地境界線で年閑 1 なし

ミリシーベルトを超

えてはならない。

一労働安全衛生法 ト族射線管理区域の設 6か月以下の懲役又

定、 3か月 1、3ミリ は禁費量

シーベルト、年間5.2

ミリシーベルト

規制値超えた漏洩

規制なし

（総量規制もなし）

罰則なし

規制なし

罰則なし

規制なし

罰則なし

＊コメント：公害規制の法律は、公害物質から公衆を守るために、罰則その他のペナルティ

を与えて汚染を防止するのですが、公害規制法ではない上記3法にはこれが

欠けています。法律分類としては原子力産業推進のために制定された原子力

基本法の体系に属します。

・2-



第3 環境基本法改正と関連法改正動向

1 環境基本法改正

2012.6.20:13条〈放射性物質適用除外規定＞削除

( 1) 13条削除により、国はなにをしなければならなくなったか（環境基準）

16条：『政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壊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とする』

2 f放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律j

(1）改正された法律 （共通：；放射性物質適用除外規定削除｝

大気汚染防止法

水質汚濁防止法

環境影響評価法

南極地域の環境の保護に関する法律

(2) 大気汚染防止法、水質汚濁防止法の改正内容｛放射性物質適用除外規定削除

は共遜〉

本大気汚染防止法

「環境大匡は、環境省令で定めることにより、放射性物質（環境省令で定める

ものに限る．第24条第2項において同じ）による大気汚染の状況を常時監視

しなければならない。 J （第22条に3項を加える）

「環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質による大気の汚染

の状況を公表しなければならない。 J (24条に2項を加える）

＊水質汚濁防止法

「環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質（環境省令で定め

るものに限る．第 17条第2項において同じ．）によるい公共用水域及び地下

水の水質の汚濁の状祝を常時監視しなければならない.J （第 15条3項を

加える｝

「環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質による公共用水域

及び地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない.J (17条に 2

項を加える．

問題点：汚染・汚濁の監視と公表だけであり、環境基準もなく、公害防止法の実質を有

しない．

・3-
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環境基本法改正に伴う規制基準等の早期整備、及び

使用済み核燃料再処理事業の廃止を求める申し入れ

東京電力福島第一原発事故により、未だに高濃度の放射性物質放出や放射能汚染水流出が

続いています。また、メルトダウンした核燃料は回収不可能と専門家から指摘されるなど、

危機的な状況です。

この間、我が国の原子力政策は、放射性物質を公害規制法の対象から除外し、「炉型の戦略

は軽水炉から高速増殖炉へを原則とするJとして核燃料サイクルを推し進めてきました。し

かし、高速増殖炉もんじゅでは事故が多発し、また、点検漏れ等による無期使用停止など、

既に核燃料サイクルは破綻しているといっても過言ではありません。六ヶ所等における再処

理事業は、使用済み核燃料を化学処理し、高レベル放射性物質を危険度の高い状況で取り扱

うものであり、一旦過酷事故が発生すれば、福島原発事故を準かに上回る被害が予想されま

す。そればかりか、再処理施設を操業する際、「拡散・希釈Jの名の下に大量の放射性物質を

大気や海洋に排出し、原発 1年分の放射性物質を 1日で排出しているとも指摘されており、

日常的な放射能汚染が強く懸念されます。

福島原発事故を契機に、 2012年 6月、環境基本法が改正され、放射性物質は公害物質とし

て扱われることになりました。また、大気汚染防止法、水質汚濁紡止法についても、放射性

物質の適用除外が削除されました。放射性物質について、公衆被爆線量限度は年 1ミリシー

ベルトとなっていますが、現在の「拡散・希釈Jを原則とする規制手法では、放射能汚染の野

放しに他なりません。自然環境、生活環境を守るための環境基準・規制基準は、放射性物質

を「検出せずJを原則とすべきです。

よって、政府においては、放射能汚染から国民の生命と環境を守るため、下記の事項につ

いて強く求めます。

記

1. 公害物質である放射性物質について、公衆被曝線量限度年1ミリシ｝ベルトをベクレル

換算表示とし、罰則をもって規制すること。

2. 環境基本法の改正により、自然環境、生活環境を守るための環境基準・規制基準は「検

出せずJを基本として定めること。

3. 日常的に深刻な放射能汚染を伴う使用済み核燃料再処理事業を全面的に廃止すること。

以上



匡正ヨ
（（首長からの提言》

財撒汚染 「公害Jとして防止法を

！私的！視商l 和幌市長上国対住

首長会議メンバーの上回文雄・札幌市長が10月24日付け朝日新聞朝刊の「私の視有Jで「放射能汚染 F公害』として防

ー をJと 酎 備を日措町一時は 3 1 1哨一向山った輔の 欠陥

正するよう、強く求めている。

上田市長のお許しを得て、ここに再掲するとともに、提言への思いを割高して頂いた。

福島原発事故によって汚染された土地、被害を受け

た人々の暮らし、増大し続ける高濃度汚染水、これは

最悪の［公害jである。

私は、在野の法律家として、訴訟などを通じ原子力

再曜にかかわってきた。とりわけ、北海道幌延町に計

画された高レベル核廃棄物施設問題を通して、法の在

り方に疑問を持ってきたo そして今、市政を担当する

立場になって、札幌で避難生活を送る 15 0 0人もの

被災地からの人々を目の前にし、日本の原子力法制度

はこれでいいのかという思いを強くしている。

公害についての法律は、汚染するな、汚染すれば罰

する、とし、う基本的な構造になっている。たとえば、

カドミウムについては、水質j寺濁防止法で規制基準1

リットルあたり 0・1ミリグラムと定められ、超えれ

ば直ちに罰則の適用がある。

搬す性物質の公衆被l暴仙ばく）線量限度は年1ミ

リシーベノレトである。しかし、これを超えて放射性物

質を漏出したり、公衆を被曝させたりすることについ

ては、原子力関連法上、定めがなく、罰則もなしL

この違いは、放射性物質を環境・公害関係法の適用

から、ほぼ全面的に排除してきたからだ。事業者など

が基準をマニュアルのように守りさえすれば、公衆は

被曝しない。環境は保護される。国民は余計な心配を

しないで黙って見ていなさい。そんな構造である。

福島原発事故後、国は、環境基本法を改正し、放射

性物質を公害物質として扱うことにした。しかし「基

本法」以外の法劉簡は、ほとんどなされていない。大

気汚染防止法と水質汚濁防止法の搬す性物質適用除外

規定は削除されたが、規制基準も罰則もなし冶

土橋号染関係の法律をはじめ、その他の公害関連法

は、放射性秒遅雪を適用除外にしたままである。

事故後急きょ制定された「汚染対処特措法j は3・

1 1の福島事故の汚染にだけ適用される。次の事故の

ことは、起きたとき考えればよい。そういうことなの

カ当。

過去に学ばなければ同じ過ちを繰り返す。法整備を

先送りしての、原発再稼働への動きは法治国家として

あるまじきことではないか。私は、日本弁護士連合会

に法劉首への取り組み要請を行った。人間生活を守る

法の整備こそが最優先との思いを強くしたからえ

今後避けられない廃炉に伴う汚染対策や膨大な量の

放射性廃棄物など、私たちは将来の人々を汚染の脅威

から守る責任がある。理性を働かせ、時々の政治や経

済に左右されない、総合的で恒久的な汚染防止のため

の法整備が必要た多くの議論喚起を期待したい。

《「私の視，~J に樹高した思いとは》

憲法は国法の最高法規であり、下位に属する法令並

びに国の施策はこの憲法によって規制されるo

憲法は「菌民の生命・自由・幸福追求の権利につい

て国政上最大の尊重を必要とするj (11条）と規定し

ているが、こと原子力政策に関して国民のこれらの権

利を擁護する法制度にはなってはし、加、

法治国家の名のもとに、環境法の整備が急務である

ことを、広く国民的議論により明らかにすべきだと考

え投稿した。 在野の法律家集団である日本弁護士連

合会も、環境法¢視点から原発問題に取りくむことを

明らカヰこしている。


