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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 1原子力発電事故から 8カ月が経過したが、収束の目途はな

く、放射能汚染が拡大し、多くの国民が放射能の恐怖に曝されながら暮らして

います。史上最悪といわれたチェルノブイリ原発事故後も、「原発は安全Jとし

て原子力政策を推進してきた政府の責任は重く、福島原発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、未来世代ヘ影響を与えることから、

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る。

しかし、わが国には、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った。環境保全に関連しては、環境基本法、農

用地の土壌の汚染防止等に関する法律、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るが、放射性物質はこれらから適用除外さ

れている。福島原発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8月26目、可決、成立したが、放射性廃棄物の定義や

排出者責任は盛り込まれていない。

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、これまでの日本政府がすすめてきた現行法では不備・不足で

ある。

よって、国においては、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すすめることを強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成 23年 12月 22日

北海道北広島市議会
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発議第 1号

放射性物質による環境汚染を防止する法盤備を求める意見書（築）

東京電力福島第1原乎カ発電事故から 1年が経過したが、収束の目途はなく、放射能

汚染が拡大し、多くの国民が放射能の恐j布に曝されながら暮らしている．

しかし、わが国には、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 I

故によって明らかになった。環境保全に倒逃しては、環境基本法、土機汚染防止法、火

気汚染防止法、水質汚濁防止法、廃棄物処理法等があり、化学物質については、環境基

主位、機度基準、給量規制が定められているが、放射他物質はこれらから適用除外されて

いる。福島原発重大事故により放出された放射性物質による球境の汚染への対処に関す

る特別措置法が8月26目、可決、成立したが、放射性廃棄物の定義や排出者責任は感

り込まれておりません。

自然環境を守り、鈴もが安心して暮らせる社会を実現するには、これまでの日本政府

がすすめてきた現行法では不備・不足であることから、固においては、放射怯物質を規

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すすめ

ることを強〈求める。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成24年3月21日

北海道石狩市議会
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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（案）

提出者小樽市議会議員
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東京電力福島第一原子力発電所事故から 1年6か月が経過したが、収束のめどはなく、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。

史上最悪といわれたチェルノプイリ原発事故の後も、政府は「原発は安全」として十分な

危機管理もせず原子力政策を推進してきた責任は重仁福島第一原発の館大事故は人災とい

えます．放射能は、微量でも遺伝子を傷つけ、未来世代へ影響を与えるため、国には、放射

能による環境汚染を来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、土壌汚染防止法、大気汚

染防止法、水質汚濁紡止法、廃奨物汚濁防止法特があり、化学物質については、環境基準、

濃度基結、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されています．

本年6月初日に環境諺本法第13条の放射性物質の適用除外規定削除法案が成立し、放射性物

質が公害物質に位置づけられました。しかし、個別公害規制法（大気汚染防止法、土焼汚染

防止法、水質汚濁防止法、その他）の放射性物質適用除外規定は従来のままとなっています．

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

には、これまでの日本政府が進めてきた現行法では不備・不足です＠

よって、固においては、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ことを強く求めます。

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24年9月24日
小樽市議 会

｛勾関車：tti.f大包
粍靖ゑ草しtに民

税魚犬豆

宇是虫丸



「放射性物質による環境汚染を防止するための法整備を求
める意見書」についての請願

要旨

国においては、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すすめるよう、北海道議会として意見書を提出して下さ

し、。

理 由

福島第l原子力発電事故から l年6ヶ月が経ちましたが、事故の収束はありません。

匡正三国

未だに高濃度の放射性物質を拡散し続け、多くの国民が放射能の恐怖に脅かされなが

ら暮らしています。生命や環境に甚大な影響を与える原発事故は、極めて重大な人権

侵害です。また、放射性物質は最悪の公害物質であり、微量でも遺伝子を傷つけ、未

来世代へ影響を与えるため、聞には、放射性物質による環境汚染を未然に防止する責

務があります。

このような中、国においては、 2012年6月、環境基本法が f改正」され、これまで

適用除外となっていた放射性物質が対象となりました。しかし、本来は「基本法Jに

関連する、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

掃に関する法律等の環境関連法も同時に改正されるパきにも拘わらず、これらの「改

正」案は上程されておらず、抜本的な解決にはなりません。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、法律の不備をこ

のまま放置しておくことは許されません。

よって、固においては、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すすめるべきです。

以上、道議会におかれましては、子どもたちを放射線の被曝から守り、次世代に持

続可能な社会を引き継ぐため、固に対し、早急に、放射性物質による環境汚染を防止

するための法整備を求める意見書を提出して下さい。

2012年 10月1日

北海道議会議長喜多龍一様

〒060-0052札幌市中央区南2条東1丁目南2条ヒホル

f放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会，z

連絡先佐藤典引吾日

TEL011-200-'-2206FAX011-200-2207 も J



様式2 （案）

直正直（＼）

質疑要望事項
都道府県・市・区名（札幌市

（質疑項目）

質

疑

' 事 （質疑内容）

項

（要望項目） 放射性物質による環境汚染防止に関する法制度の見直しについて

現在の環境間違法令では、放射性物質については適用が除外されてお
り、今回の福島第一原子力発電所の事故で発生したような大気や土壌の汚

要 染を防止する法制度は十分であるとはいえないと考えている。
国においては、R放射性物質汚主義対処特別措置法」の附則で、放射性物質

に関する法制度のあり方について抜本的な見直しを検討することとしてい

望 る。ついては、放射性物質による環境汚染防止に関する新たな規制の仕組
みの導入や関係制度の見直しに早急に取り組むよう要望する。

事 （要望内容）

項

平成24年1月初日環境省全国都道府県及び政令指定都市等環漬担当部局長会議



ぐ2)
様式1 （提出用）

平成24年春季要請案件
一参与会議議題ー

主!Ji_車

ロ新規案件

圃既存要請項目への追加 l項目番号：・旦盟主工一：口基盤ー一一）

口事務局取扱実に対する意見（項目番号：口~：ロ遵NQ,__)

①件 名 ｜エネルギー政策の確立と原子力発電所への対応について

② 要 請 文

③ 提案理由

（現状と課題・

実現時の効

果等）

④要請先

（省庁及び所

管課）

⑤関係齢等
(0条O項）

’［原子力発電所への対応l(4）～（8）に以下の項目を追加

放射性物質による環境汚染を防止するため、新たな規制の仕組みの導入や関係制度の
見直しを早急に進めるとと。

現在の原子力や放射性物質に関する法律の安全対策は、事業や施設の許可制など、事

故の未然防止対策が中心であったが、このような中で福島第一原発事故が起き、環境中
に大量の放射性物質が放出され、大気や土壌の汚染が現に発生したことで、周辺住民の
健康への影響が懸念される事態となった。

このような事態を直接対象とする法制度はこれまで十分であるとはいえない状況で
あったが、平成24年l月1日に施行された放射性物質汚染対処特措法の附則第6条におい

ては、 「政府は、放射性物質により汚染された廃棄物、土壌等に関する規制の在り方そ

の他の放射性物質に関する法制度の在り方について抜本的な見直しを含め検討を行い、
その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。 Jとされてい
る。

また、 1月31日に国会に提出された原子力組織制度改革法案の中で、原子力基本法で
「人の健康と環境の保護」を明確化するとともに、環境基本法で放射性物質による汚染
も適用対象とするところとされた。

しかし、環境汚染対策について具体的な措置を定める大気汚染防止法等の環境個別法
では、放射性物質による汚染は対象から除外されたままである。

今回の事故における放射性物質による環境汚染については、直ちに対応していく必要

があり、新たな規制の仕組みの導入や関係制度の見直しを早急に求めるため、要誇する
ものである。

環境省（原子力組織制度改革法成立後の所管・現在所管課未定）、内閣府（原子力組

織制度改革法案所管・内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室）

・放射性物質汚染対処特措法 附則第6条
－原子力組織制度改革法「案」
（原子力基本法第2条第2項（新設）、環境基本法第 2条第3項（第 13条は削除））



（様式‘3)

平成25年度国家予算（環境保全関係｝に関する提案事項

都市名札幌市

担当課環境対策課 重当宣一五血 電話 211-2882

提案事項名
放射性物質による環境汚染対策の推進

1削除

区 分

2修正
｛該当する区分にOを

つけ、昨年度の提案番
目新規号を記入してくださ

い。例： 2の（1）イ・エ等）
4昨年度までの提案と同じく特に継続

して提案したい事項（「理由」のみ併記）

3 ［新規］

放射性物質による環境汚染を防止するため、新たな規制の仕組みの導

入や関係制度の見直しを早急に進めること。

提案修正等の内容

（できるだけ具体的に

記入してください．）

3 ［新規］
福島第一原発事故のような事故を想定した大気や土壌の汚染を防止

する法制度はこれまで十分であるとはいえない状況であった。

平成 24年 1月提出の原子力組織制度改革法案においては、原子力基

提案理由、修正等 本法で f人の健康と環境の保護Jを明確化するとともに、環境基本法

を要する理由 で放射性物質による汚染も適用対象とするとされたところだが、さら

に、環境汚染を防止するための新たな規制の仕組みの導入や関係制度

（できるだけ具体的に の見直しが必要であると考えるため。

記入してください．）

提案先省庁名
内閣府、経済産業省、環境省

(3) 
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平成25年度札幌市重点要望

担当 環境局環境都市推進部環境対策課担当者：江上・石川 TEL211-2882 

要望項目 放射性物質による環境汚染対策の推進

放射性物質による環境汚染防止に関する法制度の見直し

具体の事項

放射性物質による環境汚染を防止するため、新たな規制の仕組みの導入や関係制度の見直し

重点要望文案
を早急に進めていただきたい。

従来の環境関連法令では、放射性物質については適用が除外されており、今回の福島第一

原発事故のような事態を想定した大気や土壌の汚染を防止する法制度はこれまで十分であると

はいえない状況であったが、平成24年1月1日に施行された放射性物質汚染対処特措法の附

要望趣旨・ 則第6条においては、「政府は、放射性物質により汚染された廃棄物、土壌等に関する規制の

要望理由 在り方その他の放射性物質に関する法制度の在り方について抜本的な見直しを含め検討を行

（現状の課題、改い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。 jとされている。

蕃の効果を数値 また、平成24年1月31日に国会に提出された原子力組織制度改革法案においては、原子力

等で具体的に記基本法で「人の健康と環境の保護」を明確化するとともに、環境基本法で放射性物質による汚染

載しでください。） も適用対象とするとされたところだが、環境汚染対策について具体的な措置を定める大気汚染

防止法等の環境個別法では、放射性物質による汚染は対象から除外されたままである。

今回の事故における放射性物質による環境汚染については、直ちに対応していく必要があ

り、新たな規制の仕組みの導入や関係制度の見直しを早急に行っていただくよう要望したい。

関係省庁
内閣府（内閣官房原子力安全規制組織等改草準備室）、経済産業省（原子力安全・保安院）、

環境省（水・大気環境局）
（要望先）

（原子力組織制度改革法案がまだ成立していないため原子力規制庁は未発足）

（関係法令）

O平成二十＝年二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（略称．放射性物質

汚染対処特措法）附則第6条

0原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改

制度の説明、
正する法律案（略称：原子力組織制度改革法案）

用語解説、
－｛新設）原子力基本法第2条第2項

前項の安全の確保については、これに関する国際的動向を踏まえつつ、原子力利用に起
関係法令等

因する放射線による有害な影響から人の健康及び環境を保護することを目的として、行うもの

とする。

－［削除）環境基本法第四条

放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置につい

ては、原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）その他の関係法律で定めるところによ

る。



2012年2月日日

北海道知事高橋はるみ様

泊原発 l、2号機の再稼働中止とプルサーマル計画の白紙撤回を求める

要望、及び、公開質問

屋空軍

市民ネットワーク北海道共同代表伊藤牧子岨ピ

佐藤典子ぜ之代＇＇ I 

堀 弘子何人同，i

札幌市中央区南2条東1丁目南2条ヒツレモで再ゆ
TELOll-200-2206 FAXOll 200 2207 

福島原発事故から 11ヶ月になりますが、放射能汚染が拡大し続け、多くの市民が放

射能の不安と恐怖の中で暮らしています。また、福島第1原発事故直後に設置された政

府の「原子力災害対策本部j議事録が作成されていなかった事態が明らかになりました。

事故対応を含め、避難区域の設定など重要事項に関する議論等、事故検証の重要な基礎

資料となる議事録作成がなされなかったことは、国民の生命を蔑ろにするだけではなく、

事故の事実の隠蔽と言わざるを得ません。

福島第1原発事故を受け、政府は、 2011年 7月、原発のストレステストを各電力会

社に課しました。関西電力大飯原発 3、4号機のストレステストの結果については、報

道によると、 2012年 1月 31日、国際原子力機関 (IAEA）の専門家らは、テストは概ね

適切としつつ、具体的な改善を求める勧告7点を盛り込んだ報告書をまとめ、原子力安

全・保安院に提出したとしています。北海道電力は、 12月 7日に泊原発1号機、同 27

日に2号機の1次評価を原子力安全・保安院に提出しています。

このような中、 1月 19日、東京電力は福島原発2号機について内視鏡による調査を

行い、原子炉格納容器の内部を初めて公開しました。内皇室が剥がれ高濃度の放射性物質

が滞留し、深刻な状況が明らかになり、事故検証には長時間を要することが想定されま

す。福島原発事故の原因、問題点等について十分調査・検証した上でなければ、原発の

安全性について確認できるはずがありません。原子力安全委員会の安全審査指針は、今

回の事故により破綻したことは明白ですロストレステストの信頼性はなく、泊原発1、

2号機をはじめ全ての原発を再稼働すべきではないと考えます。また、プルサーマノレ稼

働の福島原発 3号機についても事故原因の究明等が行われていません。 MOX燃料はウ

ラン燃料に比べ毒性は 200～300倍、事故による汚染範囲は 4倍にもなるといわれてお

り、道民の生命と健康を守るため、危険な泊原発3号機プノレサーマルは即時、白紙撤回

すべきです。

知事に対し、「泊原発 1、2号機の再稼働中止とプルサーマル計画の白紙撤回Jを強く

求めるとともに、泊原発の防災対策等に関して、以下、 5項目について質問いたします。

2月 28日までにご回答を頂けますよう、よろしくお願いします。尚、ご回答は、私ど

もの機関誌、 HPで公表させて頂きます。



記

1.ストレステストにおける安全性について

政府はストレステストに基づき定期検査終了後の原発の再稼働の可否を判断すると

しています。しかし、このストレステストについては、「地震動そのものが配管の破断

を招いて冷却喪失事故に至った高い可能性の視点、あるいは原発の老朽化による設備

劣化の視点が抜け落ちているJ「コンピュータ解析で行うため現実の設備状態は必ずし

も反映されない。現地で設備を実地調査し、評価結果に反映させなければ、安全への

信頼は得られないjなど、専門家から数々の問題点が指摘されており、原発の安全性

が確保できるものではないと考えます。そこで、道民の生命を守るべき知事として、

治原発再稼働の判断基準をお示し下さい。

2.泊原発でレベル7の原発事故が起きた場合の被害について

①北海道は、日本の食糧基地です。もし、泊原発において、福島第1原発と同レベル

の事故が起きた場合、北海道全域が放射能で汚染され、特に、北海道の 1次産業に及

ぼす影響は甚大であると考えます。農業、漁業、林業について、それぞれの被害総額、

耕作できなくなる農地面積、酪農の生乳出荷減少量の想定について、具体的に伺いま

す。併せて、 MOX燃料を使用した場合の被害想定についても同様に伺います。

②チェノレノブイリ原発事故では半径30km圏内で全員避難が行われました。 130k皿離れた

キエフ市などでも、児童や妊婦の避難が行われ、多くの住民に頭髪が主主けるなど放射

能の障害が現れました。内部被曝は深刻で、 26年経った今でも、甲状腺がんや小児白

血病などを引き起こしています。放射能レベルは短期間で低下することはなく、地表

に降下した放射能は何千年にもわたり汚染が続きます。泊原発でレベル7の原発事故

が起きた場合、道民の避難範囲及び居住できない範囲にLついて伺います。また、子ど

もや若者の健康被害をどのようにお考えか伺います。併せて、 MOX燃料を使用した場

合の被害想定についても伺います。

3. シミュレーションを踏まえた［原子力防災計画Jの必要性について

福島原発事故後、 20～30km圏内を緊急時避難準備区域としましたが、 60km離れてい

る福島市においても高濃度の放射線量が検出されました。 1月22日現在でも、福島第1

原発から25kmの南相馬市で毎時0.34マイクロシーベルト、約40凶の飯館村で0.561 '7イ

クロシーベルト、 60kmの福島市で0.62マイクロシーベルトとなっており、距離に関係

なく放射線量が高く、当時の気象が影響するなど、きめ細かな原子力防災対策が不可

欠であることは言うまでもありません。

そこで、泊原発で、福島原発と同レベルの事故が起きた場合、北海道全域における

放射性物質による被害について、シミュレーションを行ったうえで、原子カ防災計画

をつくることが必要と考えますが、知事の見解を伺います。特に、泊原発から60～70

kmの札幌国における放射能被害をどのように想定されているのか伺います。また、原

子力防災計画策定にあたっては、道内人口の3分の 1が暮らす札幌市左の協議を欠か
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すことができないと考えますが、知事の認識と現在の取り組み状況について伺います。

4.プルサーマル計画について

①MOX燃料は、ウラン燃料に比べ、燃焼度が高くなるにつれ、ベレットから漏れ出す

気体状の死の灰が多く、さらに、放射能が強いため、作業者の被爆量が増えることが

想定されます。また、 MOX燃料は燃料構成が複雑で、設計や燃料管理など製造ミスが

おこりやすく、新たな事故のきっかけを増やすことに繋がることが懸念されます。 M

ox燃料使用で原発事故が起きた場合、ウラン燃料使用と比較して、放射能汚染被害は

4倍になるとする専門家の指摘がありますが、両者の原発事故状況の違いをどのよう

に認識しているのか示して下さい。

②使用済みMOX燃料の処分先について、国も北海道電力も示していません。使用済み

MOX燃料処分の見通しがないままの計画実施は重大問題であり、今後、何世代にもわ

たり、原発立地の地元に核廃棄物が処理されることなく居座り続けることになります。

MOX燃料が使用済みになった場合、原発外部へ持ち出し可能になる温度に達するまで

の冷却期間について伺います。また、泊3号機での使用済みMOX燃料の処分方法につ

いて伺います。

5. 泊原発l、2号機の再稼働中止とプルサ」マル計画の白紙撤回に対する知事のお考

えを伺います。
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