
今の法律では放射能汚染は防げない

f放射能活染防止法Jを制定しよう
「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会 2016・1

くとのパンフレットの繕戚〉

その1公害被害者が生み出した短い浩律：公害犯罪処罰法

*45年前公害被害者が生み出した短い法律を紹介します。

＊法律の役割と重要性をイメージするのに役立ちます。

その2 Q&A f放射能汚染防止法Jを制定しよう

＊現在の法律では次の大事故・大汚染にも対応できないことを説明します。

＊当面の課題として、環境基本法改正に伴う公害規制関係法の整備課題があること。その先に恒久

的総合的な放射能汚染防止法が展望できることを説明します。

＊長期的には、原発推進のために産業振興を目的として制定された原子力法は廃止し、総合的な放

射能汚染防止法を構築する必要性あることを説明します。

＊汚染ゴミ問題について考えます。

資料①公害犯罪処罰法の改正を求める要望書例

資料②環境基本法改正に伴い当面必要な法整備案骨子

資料③恒久的放射能汚染防止法（仮称）整備案骨子

資料④汚染ゴミ問題の法的な課題

〈公害関係法と原子力関係溶〉

①公害関係法・・・・・・・ 公害規制の各法律は公害を罰則で規制し産業活動を規制する法体系

＜放射性物質適用状況＞

環境基本法 ・・・・・・ 放射性物質適用＝環境基準未整備（大気汚染、水質汚濁、土壌汚染）

大気汚染防止法・・・・・ 放射性物質適用＝規制基準未整備常時監視条項追加

水質汚濁紡止法・・・・・ 放射性物質適用＝規制基準未整備常時監視条項追加

土嬢汚染対策法・・・・・ 放射性物質適用除外規定存続

農用地土壌汚染防止法・・ 放射性物質適用除外規定存続

②原子力関係法・・・・・・ 原子力基本法とその下位法は原子力利用を目的とし産業振興の法体系

原子力基本法

原子炉等規制法その他の下位法
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その 1 公害被害者が生み出した短い法律
最初にひとつの短い法律を紹介します。たった7つの条文しかありません。

1970年公害国会において「世界に先駆けて」制定されたと言われた法律です。

「公害犯罪処罰法」ですロ何度も読み直してみてください。

人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律（昭和 45.12.25 法 142)

（目的）

第1条 この法律は、事業活動に伴って人の健康に係る公害を生じさせる行為を処罰することにより、公害

の防止に関する他の法令に基づく規制と相まって人の健康に係る公害の防止に資することを目的とす

る。

（故意犯）

第 2条①工場又は事業場における事業活動に伴って人の健康を害する物質（身体に蓄積した場合に人の

健康を害する物質を合む。以下同じ。）を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、3年以

下の懲役又は 300万円以下の罰金に処する。

②前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、7年以下の罰金又は.500万円以下の罰金に処する。

（過失犯）

第 3条①業務上必要な注意を怠り、工場又は事業場における事業活動に伴って人の健康を害する物質を

排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、2年以下の懲役若しくは禁鋼又は 200万円以下の

罰金に処する。

② 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁鋼又は 300万円以下の罰金

に処する。

（両罰）

第 4条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に

関して前 2条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科

する。

（推定）

第 5条 工場又は事業場における事業活動に伴い、当言葉排出のみによっても公衆の生命又は身体に危険を

生じうる程度に人の縫康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危

険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、そ

のものの排出した物質によって生じたものと推定する。

（公訴の時効期間）

第 6条第 4条の規定により法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪につい

ての時効の期間による。

（第 1審の管轄権）

第7条 この法律に定める罪に係る訴訟の第1審の管轄権は、地方裁判所に属する。

まるで、放射能汚染に対して作られたような法律だと思いませんか。

この法律は、福島第一原発事故からちょうど40年前の 1970年に「公害国会」で成立した法律です。

差別や偏見の中で、深刻な公害に苦しみながら勝ち取った法律と言うことができます。

この法律は、当時の被害者自身のために直接役立つ法律ではありません。 f自分たちと同じ思いをさせた

くないjという願いが生み出した法律です。
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ところが、この法律はほとんど活用されていませんでした。最高裁が事故による有毒物の漏洩事件につい

て「事業活動の一環としての排出」ではないから適用がないとして事業者を無罪にしたからです。

しかし、たった7カ条の短い法律は、放射能汚染防止の力強い味方に変貌させることができます。この法

律は、放射能汚染防止法制定に向けて大きな役割を果たしてくれるでしょう。

私たちは、福島第一原発事故の汚染に加え、膨大な量の高レベル、中レベル、低レベル廃棄物、さらに再

稼動による大汚染の問題に直面しています。現在の法律はこの危機に対処できるものになっていません．放

射能汚染防止法を制定しましょう．その前段階として公害犯罪処罰法の改正を目指しましょう。

公害犯罪処罰法の改正を求める要望書例は「資料①」です。ご活用ください。
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その2 Q&A f放射能活染防止法jを制虚しよう

〈前編：法の空白と環境基本法改正まで〉

l 舎、我々が直面している現実

Q フクシマの事故の後、原発はもう無理だと思っていました。しかし簡単に再稼動が行われてしまいまし

た。脱原発で、国民を安心させてほしかったのに。

A 国民の60%が原発によらないエネルギー政策を望んでいる方向と逆ですよね。ところが原発問題の状

況は、脱原発でも安心できないほど深刻なところまできてしまっているのですe

Q どういうことですか。

A 日本には 54墓の原発があり、他に高速僧殖炉や再処理施設があります。原発は老朽化の時期に入って

います。そして、既に膨大な量の高レベル、中レベル、低レベルの廃棄物が溜まり、フクシマ事故でメル

トダウンした核燃料はその実態も把握出来ない状態で汚染水を出し続けています。さらに原発の廃炉、

このような現実を見ると、脱原発が実現しても、今後の汚染に対処できる状況ではない。それほど深刻

なところまできてしまったのです。

2 キニワードl孟『汚染』

Q われわれも問題点を整理して現実を見産す必要がありますね。課題を整理してもらえますか。

A キーワードは「汚染」です。福島第一原発事故の汚染だけでなく、次の事故による大汚染や、製造され

てしまった放射性物質による「汚染」の問題に直面しているのですロ汚染という視点でやや具体的に課題

を整理してみます。

第 1は福島第一原発事故の汚染から人と環境をどう守るかという課題。

第2は現在以上に放射性物質を増やさないという課題

脱原発に直結する課題です。

第3は事故による大汚染を起こさせない課題

過酷事故の危険性は原発の運転中の事故は勿論、見落としがちですが、再処理施設や、再処理後

の液状燃料、放射性廃液など、一旦過酷事故が発生すれば、汚染は福島第ー原発事故を遥かに超

えると言われています。 「汚染」という被害を「ないかのように」扱う態度を改めることです。

第4は高レベル核廃棄物（核のゴミ）の安全な処分方法の研究という課題。

日本は地層処分方針を進めていますが、地層処分の安全姓は証明されていません。

第5は 生み出されてしまった放射性物質から人類と環境を超長期に亘って守る仕組み（法）を構築すると

いう課題

大きく分けて5点にまとめましたが、共通するのは「汚染防止Jと言うことです。

3 放射能汚染に公害関係法適用除外

Q 汚染であれば、日本には公害関係の法律が整備されているはずだから取り締まりできるのではないです

か。
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A ところが、放射性物質は公害関係の法律から適用除外にされてきたのです。このため放射性物質をばら

まいても公害法上の責任は問うことができないのです。

法律全体を見渡しても、放射性物質を故意にばらまく行為を罰する「核テロ防止法」があるだけです。

Q 3・11のとき大がかりな捜査が入ると思っていましたが、何もなかったのはそのせいだったのですね。

A そうです．東京の約半分、札幌市とほぼ同じ広さの地域が人の住めない避難指示区域になっても、この

汚染に責任を問う法律がないのです。

4 安全、防災、汚染

Q 再稼動前に総理大臣が参加して過酷事故を想定した原子力防災訓練をしましたよね。訓練だから、終わ

れば家に帰り日常生活にもどれるけど、実際に起きたら長期閲汚染という被害に附されますよね。福島の

過酷事故を見ればはっきりしているけど、どうして汚染という被害に目を向けないのでしょうね。

A 核心を突いた質問です。ここで原発問題の基本的なところを整理しておきます。

原発問題は、安全、防災、汚染という大きな法律の体系に関係します。

①安全 原子力基本法があり、その下位法に原子炉等規制法などがあります。

② 防災 災害対策基本法があり、その下位法に原子力災害対策特措法などがあります。

③汚染 環境基本法があり、その下位法に大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土嬢汚染防止法などの

公害を規制する法律があります。

ところが、③の汚染については、放射性物質を適用除外にしてきたのです。これが「法の空白Jと言わ

れてきたものです。そのため、原発と言えば「安全」 「防災」という課題に限定され、汚染という課題

は、無いかのように扱われてきたのです。

Q もともと原子力を公害と捉える考えはあったのですか。

A ありました。原子力公害という言葉もあったのですが、死語化してしまいました。

5 福島第一原発事故、国会はどう動いた

Q 福島第一原発事故後、国会が法制度のあり方に問題ありとして取り上げたと聞いたのですが、どんなこ

とになっているんですかロ

A 事故が起きたときは、 177国会が開かれていました。たまたま水質汚濁防止法の改正案を審議中だった

のですが、事故をうけて法案成立のとき、つぎのような附帯決議をしました。

＜行政を法に基づき遂行できるよう＞

参議院附帯決議｛抜粋｝

環境の保全を図るべき環境省が、国民の負託に応える行政を法に基づき遂行できるよう、現行法23 

条を合む環境関連法における放射性物質に係る適用除外規定等の見直しを合め、体制整備を図ること。

く2011年6月10日＞

注：「現行法23条」とは水質汚濁防止法の放射性物質除外規定（その後削除）

衆議院も同じ内容の決議をしています。

さらに、汚染対処特措法を制定したとき、附則で次のように定めました。
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く法制度の在り方について抜本的見直し＞

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の汚染への対処に関する特別措置法」）

附則 6条政府は、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見直しを含めて検討を行い、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。

6 ~量g舗はどζまで進んだか

Q これは要するに、現在の法律ではまともな行政はできないから、公害として扱うように法律を改めると

いとですよね。それにしても「政府はJというのが気になるね。法律は政府ではなくて国会が作るものだ

よねロ

A 「政府は」というのは、内閣のことであり、実際には行政の公務員が法案を作ることになります。

Q こんな丸投げはいけないよ、これほどひどい日にあったのに、国会がこんなことでは困る。

ところで法重量備はどこまで進んでいるの。

A 次のような法律の放射性物質適用除外規定が削除になりました。

＊環境基本法

＊大気汚染防止法

ホ水質汚濁防止法

＊循環型社会推進基本法

＊環境影響評価法

＊南極環境保護法

公害規制の中心になる法律は、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染二法（農用地汚染防止法、

土壌汚染対策法）ですが、土嬢汚染三法は除外規定が残されたままです。

大気汚染防止法と水質汚濁防止法も、常時監視の条項が設けられましたが、最も重要な制度である規制

基準が整備されていません。環境基本法による大気、水質の環境基準も未整備です。

Q 端的に言って、大気、水質、土擦を放射性物質で汚染したら、法律違反として罰せられることになった

の？

A 罰せられません。大気、水質は規制基準が整備されれば、これに違反すると罰則がありますが、規制基

準が未整備なので基準違反ということにならないからです。土壌汚染は土壊汚染二法が放射性物質を適用

除外にしたままなので罰を受けることはありません。

〈後編：どのような法整備を目指すか〉

7 環境甚本溶改正に伴う当面の法.備と恒久的怠放射飽汚染防止建制定

Q 汚染という被害から日をそらしてここまできてしまった原発産業の負の遺産から人間や環境を守るのは

大変なことだとわかりました。

その法整傍もほとんど足踏み状態ということでしたね。
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原子力公害から人と環境を守るのに、どのような将来像を描いていけば良いのか、全体像から説明して

ください。

A 二段階に分けるとわかりやすいと思います。

① 当面の課題：環境基本法改正に伴う関係法令の整備

②恒久的な放射能汚染防止法の制定

①の方は、既に改正が始まっているのですから、これを具体的に整備させていく必要があります。

当面は②を視野に入れながらも、①の方に取り組む必要があります。

Q ①と②の目標のつながりが今ひとつわからないのですが。

A 日本の公害規制法は、 1970年の公害国会で基本的な体系が整ったのですが、相当整備された体系になっ

ています。旧公害対策基本法から産業との調和条項が削除され、規制基準違反には直罰規定といって基準

違反即罰則という方式が採用され、自治体が条例で独自の公害原因物質の規制をしたり（横出し条例）、

国の基準よりも厳しい基準を定めることができるようになっています（上乗せ条例）。

従って、当面①の方の法整備を進めていけば、その先に②の方の法体系が見えてきます。

8 大気汚染防止法、水質汚濁防止法の規制Z基準

Q 当面の法整備で特に急ぐものはありますか。

A 大気汚染防止法、水質汚濁防止法の全面適用が急がれますロ

政府に、大気汚染防止法と水質汚濁防止法の規制基準を定めさせることです。この二つの法律は放射性

物質の適用除外規定が削除になっているのですから、政府が放射性物質の規制基準を定めるだけでいいの

です。

Q 規制基準を定めたら罰則はどうなりますか。

A 規制基準を定めれば自動的に罰則が適用になりまず。

Q 法律の改正はいらないのですね。

A いらないです。政府が制令や省令で規制基準の数値を決めるだけでよいのです。

9 環境基本法の環協基準

Q 公害規制では、規制基準と環境基準はベアで制定されているのではないですかロ

A そうです。環境基準というのは、規制基準のように強制力はありませんが、それを上回る基準を行政の

努力目標として定めるものです。大気汚染防止法、水質汚濁紡止法の規制基準と共に大気、水質の環境基

準を定めるべきです。

10 規制基準・環境鍾準の敏値

Q 規制基準、環境基準の数値はどうすべきですか。多くの人が知るようになった1ミリシーベルトを採用

することは考えられますか。

A シーベルトという単位で決めるのはよくありません。次の関係を念頭に置いて考えましょう。

ここは、きちんと覚えておいた方がよいので図にして説明します。行政や原発推進者が故意に「ごちゃ

混ぜJにする傾向があります。注意しましょうロ
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原子力施設 ①排出 ②被曝

孫子力発電所
どれだけの量再処理纏設 その結果浴びた

幾重築物保管施設 排出したかは E今 放射線で、どれだけ

廃棄物処王護施設 ベクレル（Bq）で 身体に影響するかは

その他 表す。 シーベルト（Sv）で

表す。

大気、水質の規制基準、環境基準は、排出する量を規制するのが基本ですから、排出された放射性物質に

よって人がどの程度の影響を受けるかの単位であるシーベルトではなく、ベクレルで定める必要がありま

す。 「汚染するなjというときの「バラマキj規制はベクレル単位だ、と覚えておきましょう。

Q では、そのベクレルの数値はどのように定めますかロ

A 排気、排水については、現在各原発が保安規定で「年間放出管理目標値Jというものを定めています。

文字通り「目標値で」強制力を持たない数値ですが、当面この数値を基礎にして決めるべきです。

ただし、セシウムのような通常運転では排出されない核穫については「検出されないこと」を採用すべ

きです。

Q 当面という意味は

A 管理目標値による放出がどのような影響があるのか調査されていません。まず公害規制として強制力を

持たせることを行い、調査によって見直していくべきだからです。

Q セシウムなどを「検出されないこと」とするのは厳しすぎませんか。

A 厳しすぎません。冷却水漏れなどのニュースで「放射能漏れはありませんでしたJというのは、セシウ

ムの漏洩というような事態は通常の運転ではないことであり、漏洩自体異常であり、責任を関われるべき

事態なのです。

なお、現在の水質汚濁防止法で「検出されないこと」の例を紹介しておきます。

P CB 

環境基準 ＝検出されないこと

規制基準 ＝リットル0.0003田

アルキル水銀

環境基準 ＝検出されないこと

規制基準 ＝検出されないとと

刊 土場汚染二法｛農用地汚染防止法、土噂汚染対策法｝

Q 土嬢汚染分野の法整備状況はどうですかロ

A 土嬢汚染二法の放射性物質適用除外規定は削除されないままになっています。

環境基本法という「基本法」と下位法である土嬢関係法の聞に矛盾を生じています。早急に削除すべき

です。
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土壌汚染二法は、大気汚染防止法や水質汚濁防止法のような事前の取締法ではなく、事後法と言われる

段階です。適用除外規定の削除と共に、規制基準を設けて汚染することを取り締まり、その上に除染義務

を定めるべきです。

福島第一事故で経験しているように、過酷事故による広範囲の汚染によって地域社会を壊滅するような

事故については、民事上刑事上の厳しい法制度が必要なので付け加えておきますロ

12 タイオキシ':I轄措法のよう怠単独立法方式1孟

Q 比較的新しい議員立法で成立したダイオキシン特措法のように、放射性物質について特別の法律を制定

する方式はどうなんですか。特に、法律で一定の限度を数字で決めて、行政はその範囲内で規制基準や環

境基準の数値を決めるという方法には魅力を感じるのですが．例えば法律で1ミリシーベルトと定めて、

行政はその範囲内で規制基準や環境基準の数字を決めるのは良い方法に思えるのですが。

注：ダイオキシン特措法は、耐容一日摂取量を体重1kg当たり4ピコグラム以下で政令で定める値として

いる。

A 規制内容が同じであれば、放射能汚染のための特別な公害規制の法律を制定する方式は良い方式です。

ただ現在大気汚染防止法や水質汚濁防止法が適用になっていますので、これに沿って要望していくのが現

実的です。

法律で行政の定める数値の上限を定める方式も良いのですが、問題は上限の数値の単位にシーベルトを

使うことです。この点はよくありません。このような考えが今後出てくる可能性がありますので説明して

おきます。先ほどの略図をもう一度見てください。

原子力施設

涼子力発電所

得処護施設

綴禁物保管施設

療薬物処透施設

その他

①排出

どれだけの量

排出した州吟

ベクレル（Bq)で

表す。

口 被 曝

その結果浴びた

放射線で、どれだけ

身体に影響するかは

シーベルト（Sv）で

表す。

法律で上限を設けるなら①の排出段階で、排出量の上限値を定めるのでなければなりません。この場合当

然ベクレル単位になります。シーベルト単位で決めるのは②の段階の上限と言うことになりますから、排

出量の規制にはならないのです。

シーベルトというのは、生活実態のとらえ方や測定の仕方で雲泥の差が出る単位で恋意性を逃れること

ができません。また、 1ミリシーベルトは低い値だと恩われるかも知れませんが、自然界に1ミリシーベ

ルト上昇するような放出を許したら、希釈・拡散によって②の放出量は無制限になりかねません。

上限を定めるとしたら①の放出段階におけるべクレル単位で決めなければなりません。

Q fばらまくな」という段階で上限を定めないと、逆に汚染を許容してしまう危険があるのですね．この

点は、単独立法によらないで既存の法律を改正していく場合も注意する必要がありますね。

A 全くその還りです。
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13 公害犯罪処罰法の改正

くその1と付属資料「環境基本法改正に伴い当面必要な法整備案骨子jをご覧ください＞

14 恒久的『銀射能汚染防止逮J（仮祢｝について

＜付属資料「恒久的放射能汚染防止法（仮称）整備案骨子」をご覧ください＞

Q 長期展望をもって放射能汚染から人や環境を守ろうとする場合、相当大がかりな法制度の転換が必要で

はないですか。

A 長期展望に立てば、原子力利用による産業振興を目的とする原子力基本法以下の法体系を廃止して、放

射能汚染防止のための法制度に全面移行させる必要があります。

Q 原子力関係の法律は何か特殊ものなのですか。

A 原子力産業に関する法律の分野は、他の産業分野には見られない大変特殊なものです。

国は、原発を国策として導入することにし、原子力利用による産業振興を目的に掲げる原子力基本法を

制定しました。そして、原子力利用長期計画という国の政策方針を示して電力会社の原発利用をリードし

てきました。国策民営と言われるように、他の産業には見られない特徴です。放射性物質を公害規制jの対

象外にするという特別優遇扱いがされていますが、このような例は他の産業分野には見られません。

この原子力基本法による国策を続けて行く先にクリーンな日本列島は展望できません。汚染防止という

目標の超長期展望を持った法体系の構築が必要です。

Q 原子力基本法以下の法律と、環境基本法以下の公害規制関係の法律が、当面併存して適用されていくこ

とになると、例えば原子力規制委員会はどちらの法律を守るのですか。

A 両方守らなければなりません。どちらか一方ではありません。原子力規制委員会は、原子炉等規制法で

は許されていても公害規制の法律で規制されていれば、これに従わなければなりません。法律の世界では

当たり前のことです。

Q 環境基本法改正に伴う公害関係の法整備を進めていくことが、産業振興を目的とする原子力関係の法律

を克服して、恒久的な放射能汚染防止法の制定に結びついていくということですね。

A そのとおりです。

恒久的な放射能汚染防止法の案は資料③を参照してください。案の案ともいうべき段階です。

15 汚染ゴミ閤題（ l ）汚染対処特措法はどん怠法律か

Q フクシマ事故の後、汚染したがれきが大問題となり、今も見通しのない状態が続いていますね。過酷事

故を想定した防災訓練をやってきたのだから、このような汚染を想定した法律もあったのではないです

か。

A 全くなかったのです。前に4のところで、安全、防災、汚染という三分野の法律のことを述べました

が、放射性物質については、汚染に対処する分野の公害関係の法律を適用除外にしたためです。このた

め、事故は想定するのに汚染は想定しないという矛盾に陥っていたのです。

Q ひどいことですね。その後できた「特措法」というものも合めて、すこし法制度を整理してくれません

か。私の周りの人も言っていますが漠然としていてよくわからないのですよ。

注：以下のような長い名前の法律です。このパンフでは「汚染対処特措法jと呼びます。
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「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事故に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j

では図式的に説明します。

従来放射能で汚染された物は、原子力関係の施設内に保管されてきました。ところが、福島第一原発事

故で、クリアランスレベルkg当たり 100ベクレルを超える膨大な放射能汚染ゴ、ミが原子力施設外に出現し

てしまったのです。

原子力施設 ＜原子力施設外＞

〈放射性廃棄物〉

クリアランスレベル

kg 100ベクレル

事故放出。汚染廃棄物。一般廃棄物

産業廃棄物

この原子力施設外に出現した膨大な量の放射能で汚染されたゴミについて、市町村が行っている一般廃

棄物や産業廃棄物として処分させることにしました。要するに通常の「ゴミ扱いJです。

そのために、廃棄物処分法の放射性物質適用除外規定が邪魔になるので、環境省が決めたレベルまでは

ー廃、産廃という「ゴミ扱いJできるように廃棄物処理法を改正しました。そのレベルというのが、キロ

グラム当たり 8000ベクレルという数字です。

Q それで政府は、全国の自治体にも汚染ゴミの受入要請をして大問題になったのですね。このような廃棄

物処理法の改正、要するに放射性廃棄物適用除外の、更に例外を設けて事故による汚染廃棄物を扱えるよ

うにしたわけですが、当然のことだったのでしょうか、これまで原子力施設内で管理してきたクリアラン

スレベルの 80倍もの汚染物を、突然普通のゴミとして扱えと言われでも、何かおかしな感じがするので

すが。

A ちょっと面倒なところですが、放射性物質に公害・環境関係法を適用する場合、公害の規制を直接目的と

する大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壊汚染二法（農用地土壊汚染防止法、土壌汚染対策法）の整備がま

ず行われ、廃棄物処理法、循環型社会基本法、環境影響評価法など、公害の規制に関係するが、直接公害規制

を目的とする法律ではないものは、その後に適用するのでなければならないことです。

公害規制法と関違法の区買lj

く公害規制法〉

大気汚染防止法

水質汚濁防止法 この法整備をするのが

土壌汚染2法 亡今大前提

（農用地土壌汚染防止法）

（土壌汚染対策法）

〈関連法〉

廃棄物処理法

循環型社会形成基本法 ＝二〉
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公害規制法の整備無しに

関連法を適用すると、規制



でなく『汚染』法になってし

まう。

例えば、公害原因物質を大気汚染防止法や水質汚濁防止法による規制を飛ばして、廃棄物処理法を適用すると

次のようなことになってしまいます。

大気汚染規制なし

水質汚濁規制なし

汚染拡散施設になってしまう。

公害原因物質を放射性物質に置換えて見ると分かりゃすいと思います。汚染対処特措法がまさにこれです。

出~
規制基準も環境基準も

ない放射性物質の

処理施設となった

Q 大気汚染防止法や水質汚濁防止法の規制基準もないところで汚染ゴミの処理がされているということに

なりますね。ということは、汚染ゴミの焼却場や処分施設のずさんな管理で放射性物質が漏れ出しても処

罰することもできませんね。

A そうなります。

16 汚染ゴミ問題（ 2）法盤舗をどうすべきか

Q そうすると、汚染特措法は、放射性物質に対する法整備と併せて全面的に見直すべきですね。

A そうです．問題点が多岐にわたりますので資料④『汚染ゴミ問題の法的課題Jを添付しましたので参考に

してください。

Q 汚染ゴミ問題が、行政に、ずるずると引きずられ、被害が隠蔽されていくことが心配です。多くの人々

の問題意識が薄れていくのは特に心配です。

A ①原発問題は「放射能汚染Jという被害の問題であること、②放射能汚染という原子力公害から人と環

境を守る法律を整備しなければならないこと、この二点に取り組む限り、福島の汚染ゴミ問題への閑題意

識が薄れていくことは決してありません。汚染対処特措法が現在のままでは、公害規制に関する関係法の

整備は進みませんし、逆に公害の規制に関する法整備が進まなければ汚染ゴミの規制は進みません。汚染

ゴミの問題は、放射性物質に対する公害規制の関係法の整備問題に直結しているからです。この法整備問

題は福島県民にとっても他県の人にとっても共通課題なのです。

被害の隠蔽についても、公害被害において、法律の整備が被害を顕在化させ、見えるようにしてきた過

去の公害の経験に学びましょう。

どこに住んでいようと「汚染防止」 「放射能汚染防止法整備」という共通課題に取り組みましょう。

ー12・


