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環境基本法改正に伴う放射他物質の規制基準等の早期整備

と使用済み核燃料再処理事業の廃止に関する意見書

福島第一原発事敢により、高濃度の放射性物質や汚染水の流出等が続き、メ

ルトダウンした核燃料は回収不可能と指摘されるなど、状況は危機的である。

これまで、わが国の原子カ政策は、放射性物質を公害規制の対象から除外し、

「軽水炉から高速増殖炉へ」を目標として核燃料サイクルを進めてきた。しか

し、高速増殖炉もんじゅでは事故が多発し、点検漏れ等により無期使用停止に

陥るなど、既1ζ核燃料サイクノレは破綻しているといっても過言ではない。

また、六ヶ所村等における再処理事業は、使用済み核燃料を化学処理し、危

険度の商い状態で取り扱うため、事故が発生すれば、福島第一原発事故をはる

かに上回る被害が予想されるa そればかりか、再処理作業の際、「拡散‘希釈」

の名のもとに 1日で原発 1年分ともいわれる大量の放射性物質が大気や海洋に

排出されているとも指摘され、日常的な放射能汚染が強く懸念される。

2 0 1 2年 6月、福島第一原発事故を契機に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ったほか、大気汚染防止法、水質汚濁

防止法においても、放射性物質が適用対象となった。これらの状況から、放射

性物賛の環境基準、規制基準を定めるなどの公害規制が急務である。

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

記の事項を実施するよう強〈要望する。

記

1 環境基本法の改正によって、公害物質とされた放射性物質について、公衆

被ぼく線量限度である年 1ミリシーベルトに基づき、大気汚染、水質汚濁に

闘する環境基準、規制基準を早急に定めること。

2 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、地方自治法第 99条の規定により、意見舎を提出する。
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使用済み核燃料再処理事業の廃止に関する申し入れ

東京電力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

奪いました。

国の原子力政策は、最悪の公害産業である原子力産業を、公害規制法から全面的に適

用を除外し、「炉型の戦略は軽水炉から高速増殖炉へを原則とする」をスローガンの下、

核燃料サイクル構想を推し進めてきました。しかし、高速増殖炉もんじゅの現実を見れ

ば明らかなように、核燃料サイクル構想は完全に破綻しています。

再処理事業は、使用済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液状

で取り扱うものであって、一旦過酷事故が発生すれば、東京電力福島第一原発事故を洛

かに上回る被害が予想されます。

日本原燃は、気体廃棄物については、高さ 150mの煙突から時速70kmで噴出排出し、

液体廃棄物については沖合3km先の放出管から時速20kmで噴出排水させる、などのこ

とを行い、「拡散・希釈Jの名の下に、大量の放射性廃棄物を自然界に放出廃棄していま

す。国際法上、園内法上、行えないことになっている海洋投棄については、深刻な被害

が予想されますが、政府i士、陸上施設から海洋に放出することは、禁じられている海洋

投棄には当たらないとして、濃度規制も無く容認しています。

六ヶ所再処理工場の操業に伴う放射能汚染について具体的に述べれば、豊かな漁場で

ある三陸の海に深刻な被害が予想されます。そのため、岩手県内からは、漁業、消費者

団体関係者をはじめとして、海洋汚染を規制する法律の制定を求める取組みが行われ、

f放射能海洋放出規制法｛仮称） Jの制定を求める請願について、県内 35市町村中 34市

町村が採択しています。

東京電力福島第一原発事故を契機に、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。又、大気汚染防止法と水質汚濁防止法についても、

放射性物質の適用除外規定は削除されました。まず、政府の義務として、早急に、これ

らの環境基本法や、その実施法である大気汚染防止法、水質汚濁防止法の定める、法律
＼ 
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使用済燃料再処理事業の廃止に関する申し入れ

画B]

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、事故現場は、高濃度の汚染水の製造工場の観を呈している。メルトダウ

ンした核燃料は、回収不可能という恐れさえ指摘されている。

わが国の原子力政策は、最悪の公害産業である原子力産業を、公害規制法か

ら全面的に適用を除外し、「炉型の戦略は軽水炉から高速増殖炉へを原則とす

る。」などと誇大妄想的なスローガンの下に、核燃サイクル構想を推し進めてき

た。

高速増殖炉もんじゅの現実を見れば明らかなように、核燃サイクル構想は完

全に破綻している。

再処理事業は、使用済燃料を化学処理し高レベル施放射性物質を危険度の

高い液状で取り扱うものであって、一旦過酷事故が発生するば、福島第一原発

事故を逢かに上回る被害が予想される。

そればかりか、再処理施設は「正常J操業において，大量の放射性物質を大気

や海洋に排出する。原発 1年分の放射性物質を 1日で排出するなどの指摘を受

けているところである。

日本原燃は、そのパンフレットにあるように、「拡散・希釈Jの名の下に、大

量の放射性廃棄物を自然界に放出廃棄している。気体廃棄物については，高さ

150メートノレの煙突から，時速 70キロで噴出排出したり、液体廃棄物について

は沖合3キロメートノレ先の放出管から時速20キロで噴出排水させる、などのこ

とを行っている。自然環境にばらまいて、薄めてしまえばよいという考え自体

が、放射性物質による環境汚染の防止という視点を欠き、異常と言うほか無い
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ものである。

海洋投棄については，深刻な被害の予想されることから国際法上、国内法上、

行えないことになっている。しかし政府は、陸上施設から海洋に放出すること

は，禁じられている海洋投棄には当たらないとして、濃度規制も無く容認して

いる。船で3km沖合に運んで捨てれば違法で、パイプラインで運んで捨てれば

適法という理屈は、脱法行為と評価すべき考えであり、悪質な公害企業的発想

である。

このような再処理事業が実施されるに至ったのは、放射性物質が公害規制法

から全面的に適用を除外されてきたからである。原子カ産業は公害法の規制を

受けることなし原子力基本法以下の原子カ産業推進法の体系によって、国策

として異常な膨張を遂げてきたものである。この暴走を止めなければ，取り返

しのつかない汚染拡大の結果を招く。

既に、フランスのラ・アーグやイギリスのセラフィーノレドの再処理工場によっ

て、周囲の環境が汚染され、住民守周辺国から閉鎖を求める要求が続いてい

る。

鉱散・希釈二

主主］
主

日本原燃パンフレット
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日本原燃パンフレット

六カ所再処理工場の操業に伴う放射能汚染について具体的に述べれば、豊か

な漁場である三陸の海に深刻な被害が予想されている。そのため、岩手県内か

らは、漁業、消費者団体関係者をはじめとして、海洋汚染を規制する法律の制

定を求める取組みが行われ、「放射能海洋放出規制法（仮称） Jの制定を求める

請願について、県内35市町村中、 34市町村が採択している。

福島第一原発事故を契機に、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った。又、大気汚染防止法と水質汚濁防止法について

も、放射性物質の適用除外規定は削除された。岩手県内からの要望は，今や，政

府が法律上の義務として応えなければならないものとなった。

まず、政府の義務として，環境基本法上の環境基準を定めなければならない。

（同法 16条1項）。又、環境基本法21条を遵守し、大気汚染については、政令

でばい煙物質の指定を行い、環境省令を整備して排出基準を定めなければなら

ず（大気汚染防止法2条，3条）、水質汚濁については、政令で有害物質として指

定し、環境省令を整備して排水基準を定めなければならないものである。 （水

質汚濁防止法2条、 3条）。

放射性物質の公害規制に当たっては、放射性物質の性質上、それが、一旦環

境中に排出されれば、自然界を循環移動し人間に被害を与えるものであるから、
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地域や水域によって差があるべきものではない。従って，排出・排水基準は地

域i施設の別なく一律に定められるべきものである。

放射性物質について、環境基本法の「維持されることが望ましい基準Jであ

る環境基準に相当するのは、原子力委員会が、実用原子炉について定量化して

定めた線量管理目標値年 50マイクロシ｝ベルトであり、規制基準に相当する

のは、法律上の公衆被爆線量限度の年1ミリシーベルトである。これらの数値

をベクレノレ表示で客観的に定めるべきものである。

以上から考えて、使用済燃料の再処理は、日常的に汚染を容認するような、

極端に緩い基準を設定したり，脱法的な海洋投棄をしない限り、成り立たない

ものである。このようなダブルスタンダードは公害規制法を公害容認法にして

しまうものであり九許されない。

政府は，これらの環境基本法や，その実施法である大気汚染防止法、水質汚濁

防止法の定める，法律上の義務に従って，所要の政令、省令を整備するとともに、

公害規制と相容れない再処理事業については廃止すべきもωである。

これまで、このような有害無益な事業を押しすすめてきた政策に強く抗議す

るとともに、再処理事業を全面的に廃止することを申し入れる。 以上
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使用済み核燃料再処理事業の廃止に関する申し入れ

東京電力福島第一原発事故は、膨大な量の放射性物質を広範聞に放出し、 15万人もの故

郷を奪い、今も放射線管理区域相当の線量下で暮らす人々を被ばくさせています。そして

事故現場では、高い放射線に晒されながら日々懸命に作業に当たる人々がいる一方、原子

炉は手つかずのまま、収束の目途さえ立てられない状況です。このような汚染発生源を処

理できないような事故がこれまであったでしょうか。

今日までの国の原子力政策は、最悪の公害産業である原子カ産業を、公害規制法から全

面的に適用を除外し、核燃料サイクル構想を推し進めてきました。しかし、再処理は経済

的な合理性もなく、高速増殖炉もんじゅの現実を見れば明らかなように、技術的困難伎や

余剰プルトニウム保有など多くの問題を抱えています。さらに、再処理過程で危険なレベ

ルの廃液を扱うことから、いったん過酷事故が発生した場合、福島第一原発事故をはるか

に上回る被害が予想されます。そればかりか、通常操業時でさえ大量の放射性物質を大気

や海洋に放出し、原発 1年分の量を1日で排出するといわれており、三陸の海のみならず

広範囲の海洋汚染が懸念されます。

このような環境汚染を前提とした再処理事業が実施される背景には、原子力産業推進の

原子力基本法によって、放射性物質が公害規制法から適用を除外されてきたからです。福

島第一原発事故を契機に、 2012年6月、環境基本法が改正され、大気汚染防止法、水質汚

濁防止法についても放射性物質の適用除外規定は削除され、放射性物質が公害物質として

扱われることとなりました。放射性物質は、ひとたび環境中に排出されれば、自然界を循

環し人聞に被害を与える有害物質として認めたことになります。

以上のように、使用済み核燃料の再処理は、日常的な汚染を容認しなければ成り立たず、

高速増殖炉政策、高レベル放射性廃棄物処理、最終処分地選定など数々の困難性を抱えて

いることから、一日も早く使用済み核燃料再処理事業を全面的に廃止することを申し入れ

ます。



上の義務に従って、所要の政令、省令を整備するとともに、公害規制と相容れない再処

理事業については廃止すべきです。

放射性物質の公害規制に当たっては、放射性物質の性質上、それが、一旦環境中に排

出されれば自然界を循環移動し人聞に被害を与えるもので、地域や水域によって差があ

るべきものではありません。また、使用済核燃料の再処理は、日常的に汚染を容認する

ような極端に緩い基準や、脱法的な海洋投棄をすることでしか成り立たないものです。

よって、これまで、このような有害無益な事業を押しすすめてきた政策に強く抗議し、

使用済み核燃料再処理事業を全面的に廃止することを申し入れます。
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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。

この問、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」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怯事故が多発し、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、福島原発事故を逢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、水質汚濁防止法についても、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、公衆被曝線量限度は年 1ミリシー

ベルトとなっていますが、現在の「拡散・希釈」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ミリシーベルトをベクレル

換算表示とし、罰則をもって規制すること。

2. 環境基本訟の改正により、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
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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

東京電力福島第ー原発事故により、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、福島原発事故を逢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、水質汚濁防止法についても、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｝

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

ドて強く求めます。

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ミリシーベルトをベクレル

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ラ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
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