日本国憲法は、主権を持つ国民の基本的人権を
守り抜くために政府が存在する 、と定めています。
この原則は首尾一貫しなければなりません。
しかし、民主憲法の原則に則った正しい情報提
供と討論がないまま原発増設が進められ 、ついに
福島原発大事故を起こしてしまいました。
環境基本法には残念ながら「放射性物質の規制
は除く」という空白があったことを国民は原発事
故が起きるまで気がつかないでいました 。一昨年
の環境法改正でその条項は削除されましたが 、肝
心の「放射性物質の汚染防止措置 」は未だに決め
ら れて い ま せん 。
「原発事故子供・被災者支援法」
が二 〇 一 二 年 六月 に 成 立し まし た が ほ とん ど 機
能していません 。これで憲法の基本的人権が守ら
れているといえるのでしょうか。
憲 法を 無 視し た 無責 任 な政 治 を 許さ ない た め
に、三万人の市民が横浜に大結集しました 。平
和で安全な日本のために 、みんなの力を出し合
って、国民総参加の運動を進めよう 。
（０）

撮影 『正しい報道ヘリの会』 野村雅也ＪＶＪＡ
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の測定値で、再処理工場
の濃度と単純比較出来
ない」とある。しかし 、
◇「放射性同位元素に関
わる各核種毎告示」（原
子炉等規制法・規定 ）で
は『排液中又は排水中の
濃度限度』とし、トリチ
ウム水 六万ベクレ ル／
㍑となっている。
◇ そ し て 政府 答 弁 書で は
「施設 周辺監視区 域外
におけ る一般公衆の被
曝は年 間１ミリシ ーベ
ルト以下となる 」と机上
計算しているが、関連す
る次の回答がなかった。
○沖 合 の 海 に 高 濃 度 の
放射能を放出しながら
（陸上の）施設周辺の住
民被曝が年間１ミリシ
ーベル ト以下なら よし
とする のでは海洋 生態
系を全く考慮せず環境
無視であろう。

川田龍平参議院議員は、受領した政府答弁書に
は答弁漏れや疑問が多々見られるとし 、当会とも
連携して四月三〇日、再質問 書を提出しました 。

漁業者は海洋汚染を

防ごうとしているのだ

《再質問》
政府答弁書には「福島
原発の地下水バイパス
水と、六ヵ所工場の放出
液のトリチウム濃度は
単純に比べられない 」と
ある。しかし
◇東電と福島県漁連と
の地下水バイパス放出
水は 『 海洋放出 運用 基
準』として二〇一四年三
月に両者が合意したも
のであり、六ヵ所再処理
工場排水と同じく海洋
放出濃度である 。単純に
比べられないとい う見
解には納得出来ない。
さらに政府 答弁書には
「原発からの放出濃度
規制値は希釈を行った
あとの周辺監視区域で

○「線量限度告示」には
一千種以上の核種が記
載されている。これを守
ることが環境と人々を
守る最低限の規制であ
る。再処理工場にはなぜ
適用されないのか？

環境基本法の整備を急げ

◇環境基本法第二章「放
射性物質の環境基準 」と
「環境基本計画」はいつ
定めいつ実施するのか 。
◇再処理工場放射性廃
液について「海洋環境ア
セスメント」はなぜ行わ
ないのか？
◇年間トリチウム海洋
放出計画の量が一京八
千兆ベクレルとされ 、ア
クティブ試験ではこれ
に相当する放出日があ
った。これでは環 境基本
法第五条（国際的協調に
よる地球環境保全 ）に逆
行する。
◇アクティブ試験最盛
期（二〇〇六～八年 ）に
日本原燃の行った海水
のトリチウム検査では
海洋放出口周辺海 域で
は「不検出」であった 。
しかし、東北電力や環境
科学技術研究所の検査
では測定されていた 。日
本原燃のモニタリング
の信頼性について 、国の
見解を問う。

重大事故時放射能拡
散シミュレーションは？
◇重大事 故時放射性 物
質拡散シミュレーショ
ンをやっているのか 、や
ってい ないのか？原子
力災害に関わる地域防
災計画のためにシミュ
レーシ ョンは不可 欠で
あるはずだ。
◇東海再 処理工場高レ
ベル廃液対策で 、津波対
策を調査していないの
は原子力研究開発機構
という専門家集団とし
て役割を果たしていな

い。再処理工場の大事故
防止問題に 関わる新た
な審議委員会を作り大
津波と最悪事故時の深
層防護を検 討する等積
極的具体的対応策につ
いて見解を示されたい 。
◇世界の 再処理施設 事
故の事例と地震大国の
我が国の現状から「再処
理工場での同時多発事
故時の放射能放出抑制
等の対応が審査されて
いるのか。
◇原子力規制委員の「倫
理行動規範」について 、
田中知委員は「昨年六月
まで日本原燃から報酬
を得ていた」が経歴に書
かれていない。事実関係
を明らかにし見解を示
してほしい。
◇原子力 重大事故を 決
して起こさないために 、
総理大臣と原子力規制
委員長の覚悟を問うた
が、事業者へ責任を転嫁
する答弁であった 。福島
原発事故では、あのよう
な重大な事故でありな
がら誰も責任を取って
いない。事故責任者の罰
則も含めて原子力法体
系の抜本的見直しが必
要ではない
か。見解を
問う。
岩手県議会に提出され
ていた《六ヵ所再処理工
場放出 のトリチウ ム濃
度を原 発並に規制 する
よう関 係機関に求 める
請願》が三月二三日の本
会議で 不採択とな りま
した。この請願は当会と
放射線 被曝から子 ども
を守る会・いわてが提出
し、三月一九日の環境福
祉委員会で審議されま

廃液貯蔵量が増えて

いるのはなぜか？

政府答弁書では「平成
二七年三月四日時 点に
おける六ヵ所再処理工
場の高レベル放射性廃
液の貯蔵量は約二二三
立法㍍である 」と答えて
いるが、
◇この答弁書の廃液量
の数字は、二年前の質問
主意書への政府答弁書
の「平成二五年二月一日
時点での高レベル廃液
は二〇二立方メートル
貯蔵している 」と比較し
て二一立方㍍も増えて
いる。その後ガラス固化

した。残念ながら「風評
被害を恐れる 」という意
見が多く賛成少数で否
決でした。
本会議では、小西和子
議員と斎藤信議員が討
論に立ち、トリチウムの
内部被曝の健康被害や
アクティブ試験で大量
の廃液が流された事実
を説明し漁業を守るた
め採択すべきであると

体が約四〇本作られて
おり、減るはずが増えて
いるのは何故か 、詳しく
経過を知りたい。
◇「高レベル放射性廃液
は冷却が出来なくなる
と約二四時間で沸騰 」と
いうが、学会報告では一
五時間とあった。この到
達時間についての計算
方法を確認したい。
◇「今後六ヵ所再処理工
場にお ける危険な廃液
の発生はガラス固化可
能分だ けに留め常 時貯
蔵ゼロ にするよう規制
するべきではないか 」と
いう質 問に答えて いな
い。

主張しました 。残念なが
ら今回は不採択でした
が、再処理が再開され廃
液が流されれば、放射性
物質に より海洋生 態系
が乱さ れ水産物に影響
し、食の安全を脅かし漁
業者の生活に困難をも
たらします。
実害が出ないうちに
厳しい規制を求め る声
を上げよう。

