
「放射能汚染防止法j制定を求める院内学習会 2016年2Fl 16日

山本行雄 （弁護士）

環境基本法改正と放射能汚染

有権者と議員の役割

f議会Jを見直そう

立憲主義・法治主義の経験

原子力公害と法律
45年前の公害国会を継承する

鳳子力総合防災訓練と生活
2014. 11. 2-3；志翼原発酷車窓趨跡S
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震度6強地震発生 送電鉄港倒壊
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非常用ジーゼ'It:発電機停止

緊急〈曾事掴鎗態理主室匡〉言

屋内待選

，戸，；＿多イプ

日 j五出よ員しコ長絵長師！ 緊急輸送
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住民避難 !.+ •. 

~＼ぜ＿＇，；. 一時移転
と”入ちいもら、λ月ョ、

〈現実生活から盤解する湾律問題〉

語員と市民のすそのの広い協力関係を
築いていくには、

生活している者の視点で、
法律のどこがおかしいのか、
何が必要な法律なのか、

と捉えると分かりゃすく、議員と有権者が
政治的テーマを共有できる。

注水機瀧喪失

全面緊急事態

留即物

離通事一

一国立軸拘

期尚時局明

言判明何冊

陛摘出灯時

麹髄一塩一
一一恥欄〉

量越民当
国軍防掴

鰻7

摘出馴植民主 訓練が終われば

民わった・・・ 事自宅に帰り
＊仰に出
事調場に舶を出し

匪今 ＊幽勤し

安？？をす
本通学し
＊罷育所、幼稚園に遇う

謹毘円困 醐曜 入居

原子力肪民会議
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白書生濯に麗る

．．．，．しかし

事曹はどうなるのですか？
調襲fま？ 単棺fま？ 漏院は？

傭育聞は？ 韓場は？

？？？？  

舗眉、住民ほどの法律で
どのように

守られているのですか？

？ ？ ？ ？  

宮学審脅

実際，：：.起きたら
その後どうなるんですか？

？ ？ ？？  

営哲害警を

汚染した者の買値は
どうなりますか？

？？？？  

意智察官

この居間は、原子力施設会却に及ぶ

汚染＝過重量事故iま7.J＇りで怠い

＊汚染水の垂れ流しを取り締まる法律はつ

キ原発の運転中に海を汚染した者の責任は？

ホ汚染廃棄物のズサン管理を取り締まる法律は？

＊再処理施設の海洋汚染を取り締まる法律はワ

＊学校や保育所の近くで汚染廃棄物焼却を禁止す

る法律はつ

ない
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原発の問題は
放射能汚染の問題

当たり前すぎる疑問
汚染に応える法律に
なってい怠い．

人閣の生活が
無視されている。

では、法律はどうなっているのか

ここからは
原発lζ係わる法律の

大韓＠
説明lζ入ります．

島

〈放射性物質の公害関係法適用除外〉

安全防災｛汚染＝空白）

その結果、原子力の問題lま
安全性と防災の閤題に限定され

I 汚染は法的課題から外されてきた。

* r原子力公害Jという言葉も死語化し、

一般の人も、原発＝安全性、防災と

捉えるように習慣づけられた．

法律家でない人からも

日本は漉治箇家なのか 1
地一ー－， 

三，~· ,; , ,,n：ず♂

警E欝

原発r.：関係する三つの篇律分野
それぞれに革本法があり下位藷がある

①安全 原子力基本法
原子炉等規制誌が下位法の中心

②防災 災害対策基本法
原手力災害対策特措法が中心

③汚染環境基本浩
大量活染防止法水質汚濁防止法
土壊汚染二法駐どが下位法の中心

原子力関係法の人と環境への対応

原子力公害という課題を排除した結果
原子力を規制寸る法律は原子力基本法
以下の法律がほぼ独占的に扱うことに
なった。

原子力基本法以下の法律は
人と環境をどう扱っているか

J易

2016/2/7 
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原子力関係法律の構造

〈結論先取り的1.：述べ吾と〉

①電力会社は自分で作成した保安規定という
マニュ7）レに従って操業すればよい。
＝『汚染するな」という命令の構造になって

いない．
＝命令構造でないから責任も発生しない．

②公衆i主、マこュアルによる操業の恩恵を受ける。
＝だから安心だ。という構造．
＝汚染から公衆の人権を守るという
法律構造になっていない．

原発の公衆線量規制の例で見る
1ミリシーベルトはどう決められているか

保安続定
〈電力会社作成〉

ハ~
周辺監視区域

＜，閣制ms唱え凪岨Ii>

電力会社は保安規定に
従って操業しているので

公衆は1ミリシーベJレ卜以
〈上被爆しないことになって

いる。それだけの規定。

超えて被曝させることは

＝想定外

ゑ還の J学長声昔、~q- .（款稿者三勾ノ；1唆はいf恥 Jミサ
J 

毒事：湾猿防止法＠匁播＝務駅・砿阪放篇

『ばらまくJことを規制せず、薄めて

捨てれば良いという考えロ

大気・河川海洋に広〈分散させれば

人に害を及ぼさないという考えが広〈

採り入れられている。

易

精開園拡散

では

事故を受けて
立法機関である

国会は、法制度全体の不備
についてどのように反応したか

恩

そのような法制度のとζろに
福島第一原発事故建生

汚染の責任を問う法律も
汚染に対処する法律も無い。

現実の汚染については、法律に
根拠の無い行政方針で対応．

ζの行政方針を法制化したのが
『汚染対処特措法J

177田舎

水質汚濁防止法

改正案審議中

傘盟参
＜；＇～ 

盆起草島

東京電力

福島第一原発

4 



イ言恥寸 f
2016/2/7 

ト一一一一＿.，• .--・・・-c-・・・-・- •,) 

177国会水質汚濁法改正

2011. 6. 10附帯決議
環境省が、園民の負託lζ応える
行政を法lζ基づき遂行できるよう
．－・放射性物質！こ係る適用除外
規定の見直しを含め、体制盤備
を図る．

さらに
2012.6. 27汚染対処特錨法附則

f法制度の在り方について抜本的見直しJ

放射性物質適用除外規定
環境基本法13条削除

放射性物質は法律上

公害原因物質に位置づけられた。

この位置づけで法整備に取り組むこと．

＝原子力法の手直しの問題ではない．

参照：福島県環窃基本条例改E条文説明『放射性物質が、
公害の原因物質lこ位置づけられたため・・・・』

" ¥  ( of.'/v, ~b '/Z J齢縦山 山 、¥J) 

～現在まで、法改E状況

①放射性物質適用除外規定削除
＊環境基本法
＊大気汚染防止法
＊水質汚濁防止法
＊環境影響評価法、その他
く土壌汚染関係法除外規定未改正〉

②大気汚染、水質汚濁の環境基準、規制基準
は未整備（常時監視・公表のみ＞

く基本法適用、実施法未整備の状態；〉
法整備はまさにこれから

〈効率的拡思考整理のために〉

二つの基本法体系の違いを常に意識すること

原子力基本法とその下位i去の体系

環境基本法とその下位法の体系

原子力推進行政には、両者を一緒くたにしようと
する動機が働くので暖鯨にしないζと．

放射性物質の公害法｜ま

どのように建備すべきか

理想論は、いったん脇に置いて、
現在の法律の構造に沿って
考えていく

i 

性質の異なる
こつの法体系を一緒くたにしない

息
？原子力跡lti;
原子炉等規制法理

i去の勉＠康予力関温室 付

尋

ザ？？〉
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確認．原子力富本漉fit農業の振興法 確認：環撹富本漉fit塵築規制の浩律

原子力慧本雄

原子炉等規制法

その他め原予力関違法

居予力畠l):l主lll, 原子力利用…・産業由貿とを回り・・・

課題＝公害法としての法整備

句園－

〈原子力縄係法の手直しとは別〉

放射性
物質

〈規制対象にする〉

基本の確認から空気・水と土壌

〈嚇1111；議！？！〉

18公害対策基本法

大気汚染院止i去
，！＜.室主i圭，器防止法

三二J宅，s;r,;n主；，，

幅唱園画面... 

S量規菖本活2援31局 、
＝公害事業活動・固によって・・l寝室が生するとと

公害国会 農業との詞粗条項全都醐鎗

公害規制法はどんな
仕組みになっているか

以下、公害国会で

体系化された

公害規制法の

仕組みを概観します。

i事

公害原因物質の娠る舞い
空気と水、そして土犠

法規制の基本製

①大気と氷震の汚染を隷殺する窃

排出lζ基準を設け強制する。

〈出口で量を規制する〉

② 汚染したゴ二塁きを除染させるa
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関連し、これも大切・公害規制法と関連法を区別

〈公害規制の浩律〉
大気汚染防止法
水質汚濁防止法 ここを整備するの
土壌汚染ニ法 金習が公害規制の基本
（農用地土壌汚染防止法7
｛土壌汚染対対策法）

ゆ 〈関連す吾法律〉
廃棄物処理法
循環型社会形成法
環境影響評価法

や盟公害規制法整備
が前提

その他
前提無しに適用
すると汚染容認

実例：水質汚濁防止法の環憤基準・規制基準

カドミウム

PCB 

環境基準 zリットル0.003mg以下回同時罰

規制基準＝O.03mg以下

環境基準＝検出されないこと

規制基準＝リットル0.0003mg以下

アルキル水銀
環境基準＝検出されないこと

規制碁準 z検出されないこと
く規制基準には罰則〉

確認：排出と被爆の区別

原子泊胞語 ① 排 出 ②被曝
どれだけの量 その結乳首び
排出した力、 た放射線でどれ

だけ身体に影響す
るか

ベヲレル単位 シーベ｝むト単位

公害規制音量制震の甚本構遺

規制基準
昌則括どで強制

この命令構造が公害規制の中心
＋ 

環混基準
強制力は無いが行政の達成目標

＋ 
常時監禄
体制＠整備

＋ 
除染せよ 〈閥胡てい5叩として〉

自治体の条例制定権

上乗せ条例

園の定めた基準より厳しい基準を定める。

横出し重量観i
国が定めていない公害原因物質を

独自に規制するなど。

大気汚染防止法、水質汚濁防止法

ネ
ともに土乗せ検出しを条文で認めている

よ毒百号ぷオ D 
ムfヤしつ。

放射性物質への規制：応用

基準を設けて強制する＝規制基準
｛大気宥蛤防止縫
..汚珊防止食】

白島田・ a・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
原子力1審議 規制基準

排出基準（大気）

排水基準（水質）

l 
＋環境基準

〈土.Iii関係の公害法適用と続制基準濁焼基準、除染〉

7 



放射性物質の基準は比較的容易

排気

合
原子泊施設

土壌

排水

ベウレル単位

で排出総量や

単位当たり土壌

汚染度を表すこと

ができる

( 1hう（7トずす〉

＊希釈・拡散 己中 集約・封じ込め

＊処理・処分施設に対する「汚染規制」

＜大気汚染、水質汚濁、土壌汚染＞

＊除染

＊「汚染特措法Jは公害の規制法への

組み替えが必要

(it¥Sイコトです）
↓ 

事政由来廃棄物！こ対する公害規制の応用

〈大気汚染・水質汚濁の規制前提に〉
①立地規制 ：居住、学校、保育所、病院等

からの距離などの基準
②排出規制 ：セシウム『検出されないJ

違反は当烈罰則
③常時監視 ：定期検査は不可
④管理責任 ：管理責任者の明確化と

管理義務違反iこ対する器JIU
⑤ 自治体

条例・条例による上乗せ規制
監視：立入検査権など｛国の特定廃棄物も）

J重要ト付 3 2016/2/7 

あるべき放射性物質の規制基準・環境基準

①大気汚染防止法水質汚濁防止法

＊基本＝出口における総排出量規制

本例：セシウム

環境基準・規制基準ともf検出されないJ
とすること。｛通常運転では排出はない）

②適用施設

原発、再処理施設・廃棄物施設などすべて

＊土壌汚染については適用除外規定の削

除と除染義務などの整備

（再雄ill)

ここで再確認：公害規制法と関連j去を区別

〈公害規制の法律〉
大気汚染防止法
水質汚濁防止法
土壌汚染ニ法
1農用地汚染防止法）
｛土壌汚染対策法）
〈関連する法律〉
廃棄物処理法
循環型社会形成法
環境影響評価法

傘圏ここを整備するの
が公害規制の基本

事調いきなり適用する
と規制基準、環境

基準のない汚染容認

ぞmて／ーvv--- ol} 

〈舎行われていることは？〉

大気・水質・土壌の汚染規制なし
この前提無しに廃棄物処理法を適用

したのがf汚染対処特措法j
8000ベウレルまで廃棄物処理法を

適用＝一般の「ゴミ扱いj

その結果、自治体の廃棄物処理・処分
施設が、環境基準も、規制基準もない
実質放射性物質の処理施設になった。
＝希釈・拡散政策を拡大応用した。

ャピ～＂) •• t>)} 
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確認：湾籍輔措遣の惟櫨

公害原因鞠買でお§披射怯
物質［＝汚染ゴミ）について
公害規制浩の体暴に閉して
整備された鎗律になってい
ない。公害螺自閣の緯律tζ組み替え
る必要がおる。

いよいよ終盤ですが

これまでの取組み経験を踏まえ

今日のテーマにとって基本的で

重要な論点をfよくある質問」と

して数点紹介します。

よくある質問 (2) 

少数の脱原発議員に

法整備は無理ではないか

間遣い
国民が困っている問題を、議会という

舞台に政治的課題として載せていく。

世論と議会が呼応し合う過程で

多数意見と少数意見が変化する。

これが代議制民主主義の基本中の基本

く困っている問題を課題化できない勢力は表退〉

原子力公害である汚染コミ問題

公害法制の整備と汚染コミ問題は
『原子力公害規制jという不離一体
の共通課題。

ζの全国民的取組みl乙、
福島の風化はあり得ない。

よくある質問 ( 1 ) 

＊箆会が立法の不備を

認め、環境基本法も改
＊単なる「立法論J Eされ、大気汚染防止

ではないかっ 医璽安 法・水質汚濁法も適用除

外規定削除になってい

る。現実に進行中の間題

＊事故由来廃棄物のように
今、国民が直面してい

る具体的な問題。

60%の人は何を恐れているのか、
何に困っているのか

安全

防災 ここだよ

汚染動指
こζを慈とした5議会lこ60%の怠思1.t&:a虫古れないよ

2016/2/7 
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欠けているのは、己れ
人の集活目線＠閑題提起

実際に起きたら
その後どうなるんですか？

？督
、
効
誠
叩
世
議
官

。圃5

銭
関
…
E

？暢国

？
場
部
い

子どもを宣伝材料に使う先進国

ドイツ環境省

2016/2/7 

よくある質問 (3) 

＊法整備ワ日本では無理ではないか

' ＊よくある誤解？

無理ではありません。

＊日本の公害法体系

日本で内発的E自発的に形成した。

法体系に自信を持ち再確認しよう。

ドイツ産業省 唱”z

見直そう日本の経験

公害国会 1970

感動
鵠和条項削除

原因者負担

公害犯罪処罰法

上乗せ・横出し条例

Y
Y
3
 

♂
調
理
五
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く日本には＞

＊大気汚染防止法、水質汚濁防止法適用

環境基準・規制基準あり、直罰あり。
＊自治体権限

横出し・上乗せ条例制定権明文化

＊世界に先駆けて制定された
公害犯罪処罰法もある

く日本の法律を守らせる＞

〈我々は最悪の放射能汚染事故を
起ζしてしまった〉

来来の人は合意見を述べることはでをない
fこれ以上地球を汚染す吾なJ
そう言われていると考えようa

れ
や
海
精
一

一一一一
d
F

u
t
r
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防げない

加がらけの抗議守護者2016/2/7

環境省海外調査

＝米英仏独放射性物質について、
日本の環境基準に当たる基準は設
けられていない。
2015. 2. 13環境省報告書

どうしたら、日本が生み出した公害規制の
法俸を守らないで済むか、そういう材料を

集める目的の調査が行われている。
国会が機能しないと行政がこのようなこ
とをするa

？ 

最釜巨

法整備無しに

放射能汚染を

防げるか？
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