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し、かつ、そのようなシンポジウムは、弁護士会でしか
できないだろうと思われた。
　そして、只野靖委員に努力してもらった結果、双方の
立場から、後藤政志氏（元東芝原子炉格納容器設計技
師）、林勉氏（元日立製作所原子力事業部長、エネル
ギー問題に発言する会代表幹事）、飯田哲也氏（NPO法
人環境エネルギー政策研究所長）、小野章昌氏（元三井
物産原子燃料部長）、松村敏弘氏（東京大学社会科学研
究所教授）、千葉恒久氏（日弁連公害対策・環境保全委
員会特別委嘱委員）という、錚々たる論客にパネリスト
として出席していただくことができたのである。
　シンポジウムは、６月11日㈯午後１時30分から、弁護
士会館２階講堂クレオで行われた。当日は、300名入る
会場の椅子が満席となり、階段に座っていただく人も出
るくらいの盛況であった。多くの国民がこの問題に関心
を抱いていることがよく分かった。
　シンポジウムは、議論すべき論点が多すぎて、時間が
足りないくらいであったが、わが国の目指すべきエネル
ギー政策の方向性は見えたと思う。内容の概略は、まさ
のあつこ氏の報告に譲る。
　なお、このシンポジウムの様子は、株式会社環境総合
研究所の青山貞一氏らが全内容を録画され、ホームペー
ジで公開しているので、出席されなかった方は、是非一
見されることをお勧めする。
　http://eritokyo.jp/independent/today-column-ewave.htm

　2011年３月11日、東北地方及び関東地方を東日本大震
災が襲った。この災害は、巨大地震及びそれに引き続い
て発生した大津波による災害を被災地にもたらしたばか
りではなく、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の
事故により、わが国に未曾有の放射能災害をもたらした。
　当委員会では、霞ヶ浦の自然再生という問題に取り組ん
でいたところであったが、この災害に直面し、震災後初めて
行われた４月の委員会において、急遽、原子力発電と持続可
能なエネルギーの問題に取り組むことに方針転換をした。
　その当時、事故の真相が未だ不明な点が多く、政府の
発表がすぐ後で虚偽であったことが判明するということ
が続出し、マスメディアも正確な情報を国民に伝えてい
ないという批判が盛んに出されていた。このような時期
に、これまで原発推進派と見られていた研究者と、反原
発派と見られていた研究者に一堂に会してもらい、原発
の是非及び今後のエネルギー問題について激論を闘わせ
てもらうというシンポジウムを行うことは、意義のある
ことではないか、と私たちは考えた。これまでは、この
ようなシンポジウムを企画しても、推進派といわれる研
究者はまず来てくれないことが多かった。２年前、当委
員会では、八ツ場ダムの是非を問うシンポジウムを企画
したことがあった。その時は、推進の立場に立つ群馬
県、長野原町等に呼び掛けたが出席を断られたのであ
る。しかし、今回は、弁護士会が企画するシンポジウム
であれば、推進派も出ざるを得ないだろうと予測された
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　原発を続けるか、再生可能エネルギーは代替可能かを
テーマに６人の論客が討論した。
　トップバッターの後藤政志氏（元東芝原子炉格納容器
設計技師）は「放射能を閉じ込めるはずの格納容器を、
爆発するからとベントを行った。おかしいと思いません
か。格納容器の自殺だ。未だにデータに基づく事故解析
はできていない」と厳しい現状認識を示した。
　これに対し、地球温暖化、ピークオイル、エネルギー
安全保障の問題を同時解決できる手段は原発であり、再
生可能エネルギーは規模や経済性に問題があると従来型
の原発推進派の立場を明確にしたのは元日立製作所原子
力事業部長の林勉氏だ。「原発には、自己制御性と放射
能の封じ込める五重の壁があるが、それでも過酷事故が
起きると想定されている。その際の最低限の緊急安全対
策は、電源喪失を起こさず、冷却機能を失わないこと
だ。今これ（事故）があったからといってギブアップと
いうのはとんでもない。乗り越えて原子力を推進してい
かなければならない」と同氏は言い切った。
　これに、「あたかも事故がなかったようだ」と噛みつ
いたのはNPO法人環境エネルギー政策研究所の飯田哲
也所長だ。「きちんとした人選で安全基準を見直す体制
を作ってから安全基準を見直すという二段階の見直しが
必要だ。この安全規制で、老朽化した日本の原発は早け
れば2012年から2020年にも全廃となりえる」という認識
を示した。「太陽光は高いというのは10年前の古いデー
タ。原子力の49円／kWhの論拠を情報公開しても黒塗
り。設置許可申請書に記載された発電単価は19.7円だ」

「世界の原発も衰退期に入り、もはやリスクの高い原発
に日本以外の金融機関は融資しない」と国内外の原子力
事業を紹介した。また、デンマークで予防的な土地利用
計画で紛争を避けながら風力発電を推進する等、政策の
重要性を訴えた。
　もう一人の推進派である小野章昌・元三井物産原子燃
料部長は、飯田氏に反論するとして、自然エネルギーは
倍々ゲームでは伸びない、地域を広げても不安定性は残
る、コストは永遠に下がらないなどの８点を神話と呼ん
で反証した。しかし、全量固定価格買い取り制度（FIT）
は万能ではないと言う一方で、電力自由化で自然エネル
ギー発電が増えるとの“神話”を否定するために「欧州
で自然エネルギー発電が増えたのはFITのおかげ」と述
べ、矛盾もはらんでいる。また、省エネの手段を電化に
特定した上で、「省エネでは電力は減らない」と当たり

前の前提で導き出された結論もあった。さらに石油欠乏
の時代には原発依存度は70%になるという説を打ち出
し、「どのように可能か」との質問が出ると「100基ぐら
い認めてもらえばできる」と大まじめに回答した。
　中立派と自らを称した松村敏弘・東京大学社会科学研
究所教授は、知恵を集める「スマートコミュニティ」に
期待すると言う。すなわち、再生可能エネルギーの導入
価格を下げ、特性の違う電源を最適に組み合わせる発想
で、地域分散に伴って必要となる相当な系統の導入コス
トを下げて後押しすることが重要だと述べた。
　ドイツの脱原発政策を紹介した千葉恒久弁護士は

「2010年にシュレーダー首相が脱原発を掲げたときに
『原発はドイツ社会に受け入れられなかった』と述べた。
今回のメルケル首相の決定は、倫理委員会に諮っての決
定だったが、その判断基準は安全か危険ではない。持続
可能性と我々は責任を持てるのかということ」との見解
を共有した。
　推進反対の両論はぶつかりあったが、事故後に変わっ
た考え方について司会に問われた林氏が「事故が起きる
確率は非常に小さいから考えなくていいという立場を
取っていたことは間違いだった」と率直に認める場面も
あった。
　各論客の締めくくりコメントで後藤氏は、「原発は安
定供給の大原則でも崩れた。日本で地震は多発する。女
川原発では余震によってさえ設計条件を越え、損傷の危
険性があるから止めた。中越地震で柏崎刈羽原子力発電
所では２年間止めて点検した。自然エネルギーは安定供
給ができないと言うが、原子力は自然エネルギーとは違
い、大規模で不安定だ。自然災害、事故、テロという人
為を含めて総合的に考える必要がある」と結んだ。松村
氏が「コストを無視する議論はありえないが、コストが
かかるからダメだということはない。コストがかかって
も理念で選択することがあってもいいが、それでもコス
ト削減は必要だ」と述べた。飯田氏による「ここで変わ
れなかったらいつ変われるのか」との問いかけと共に多
くの参加者の耳に残った問いかけではないか。

２．６人の論客、原発と再生可能エネルギーを語る
ジャーナリスト　まさの　あつこ
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1　大臣は中止を宣言したが…
　2009年９月、「コンクリートから人へ」を掲げた民主
党が政権党となり、公共事業のあり方は、これまでの政
治家や官僚、建設業界の「利権のための事業」から、

「国民のための事業」へシフトすると期待された。とこ
ろが、「利権型公共事業」の見直しは一向にすすまない。
このような状況下で、当委員会は、いかなる政権下でも
利権型公共事業がチェックされる仕組が必要だとの問題
意識をもち、「公共事業改革法案（仮）」の作成に取り組
んでいる。
　その取組の一環として、当委員会委員６名は、2011年
５月20日、政権交代後に前原国土交通大臣（当時）が

「中止」を宣言した八ッ場ダムの予定地（群馬県長野原
町）を視察した。

2　「壮大なインチキ」
　現地視察は、八ッ場ダム問題に取り組む市民団体

「八ッ場あしたの会」の事務局長で、『八ッ場ダム　過
去、現在、未来』の著者（嶋津暉之さんとの共著）であ
り、八ッ場ダム工事事務所や本省の官僚に対しダムの必
要性や安全性などを質してきた渡辺（清澤）洋子さんの
案内で行われた。
　渡辺さんのお話では、大臣の中止宣言後、八ッ場ダム
の関連工事は急ピッチで進められ、今年３月11日の大震
災の翌日も、鉄道は止まっていたが、八ッ場ダム関連工

インチキではないか」との声が上がった。あらためて
「利権の力」を見せ付けられた視察であった。

3　利権型公共事業をチェックする仕組が必要だ
　大臣の中止宣言後も八ッ場ダムの工事が止まらなかっ
たのは、①中止宣言後、国交省が中止のための法的手続
をとらず、逆に八ッ場ダムを「予断なき」ダム検証の対
象としたこと、②ダム検証の枠組みがダムの事業者であ
る国交省主導で構築され、対象となった事業の工事は

「凍結」されず「新たな段階に入らない」とされた結果、
ほとんどの関連事業（八ッ場ダムでは付け替え道路など
の関連事業費が全体の９割以上を占める）の工事が継続
できることになったこと、による。
　「予断なき」ダム検証は、推進派の自治体首長らの

「検討結果」を密室の「有識者会議」が追認する、とい
う形ですすんでおり、八ッ場ダムの検証結果は、中止宣
言から一転、「事業継続」となる見通しである。「河川

（道路）ムラ栄え　国破れ　山河なし」とならないよう、
公共事業をめぐる「インチキ」を指弾していくととも
に、利権派官僚の独善をチェックする仕組を構築して、
公共事業の在り方をシフトしていかなければならない。

（注１）８月７日、大雨により代替地（打越地区）下側
の斜面が崩落した。国交省によると、代替地の砂防え
ん堤の配水管が詰まり、雨水があふれて斜面を削った
という。

八ッ場ダム建設予定地視察の報告
東京弁護士会　西島　和

「完成した湖面二号橋（不動大橋）。橋の上から、はるか下に、ダムが完
成すれば水没する現在の県道（写真左下）が見える。」

事は地震などなかったかのように行われてい
たという。案内された現地の光景は、およそ

「中止された」ダムの現地とは思えない光景
であった。山を削り、谷を埋めて（注１）造
成された水没予定集落の代替地には、真新し
い家が立ち並び、真新しい道路が建設されて
いた。政権交代後、橋脚からわずかに橋げた
が伸びた「十字架」のような姿がテレビ放映
された「ダム湖」にかかる２本目の橋（付け
替え道路の一部）は、完成して開通していた

（写真）。そのさらに下流には、民主党群馬県
連の反対を押し切り、「地元の要望により」
地上約100メートル、事業費約52億円の「３
本目の橋」が建設中であった。
　参加した委員からは、「大臣が中止を宣言
して事業が止まったと思わせておいて、こん
なふうに工事をすすめるというのは、壮大な
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1　調査の趣旨・目的
　本年（2011年）６月になり、宮城県及び岩手県の復興
計画案が公表され、遅くとも本年11月には各地方自治体
において、都市計画決定がなされる予定である。しかし
ながら、例えば、岩手県の津波復興委員会委員は全員県
内在住者であるのに対し、宮城県の復興会議委員の大半
は都内在住であり、事務局原案の策定を外部コンサルタ
ントに丸投げしているなど、持続可能なまちづくりや住
民参加の観点からも、多くの問題点があると思われる。
加えて、仮設住宅の住環境や交通問題、鉄道の復旧問
題、各地方自治体の都市計画決定のあり方や住民参加の
あり方など、当部会の関係する問題については、必要に
応じて早急に意見表明をしていかなければならない。
　当部会では、これまで、都市法制の抜本的改正や交通
基本法のあり方など、まちづくりのあり方について検
討・意見表明を続けてきたが、東日本大震災の復興まち
づくりのあり方についても、日弁連として適切に意見表
明をしていく必要がある。
　そこで、７月９日㈯から11日㈪にかけて、岩手県、宮
城県の被災地の状況を調査すると共に、宮城県庁のヒア
リングを行い、あわせて、仙台弁護士会会員との意見交
換を行った。
2　主な訪問先
　①宮古市田老、②宮古市中心部、魚市場、③大槌町、
④釜石市、⑤住田町 仮設住宅、⑥陸前高田市付近、⑦
気仙沼市、⑧南三陸町、⑨仙台市内の宅地造成崩壊現場

（折立団地、西花苑）、⑩名取市・仙台空港周辺
3　ヒアリング・意見交換会
①宮城県庁ヒアリング　宮城県震災復興・企画部次長　

後藤康宏氏　
　宮城県の復興まちづくり計画について
②仙台弁護士会での仙台弁護士会会員との意見交換
4　被災地の類型
　本調査においては、東日本大震災復興構想会議「復興
への提言～悲惨の中の希望～」（2011年６月25日）の地域
類型の分類に従い、次の５類型に分類した各類型につ
き、少なくとも１カ所以上を調査することとした。
類型１　平地に都市機能が存在し、ほとんどが被災した

地域
　　　　…壊滅的打撃を受けた３市町（陸前高田市、南

三陸町、大槌町）
類型２　平地の被害地が被災し、高台の市街地は被災を

免れた地域
　　　　…宮古市中心部、釜石市、気仙沼市中心部
類型３　斜面が海岸に迫り、平地の少ない市街地および

集落
　　　　…宮古市田老
類型４　海岸平野部
　　　　…名取市・仙台空港周辺
類型５　内陸部や、液状化による被害

が生じた地域
　　　　…仙台市折立団地、西花苑
5　感想
　詳細については、調査報告書を別途
作成しているため、ここでは感想的に
記したい。
　土地の状況について。個別の所有権

震災復興まちづくりのあり方調査報告
大気・都市環境部会長　京都弁護士会　飯田　昭

を前提に、「家」を建てる費用を300万円から増額する
（被災者生活再建支援法の改正）だけでは、到底解決し
ない。阪神大震災の時のように、区画整理事業を原則と
できたのは、土地の経済的価値を前提とする考え方であ
り、仙台市周辺部は別として、妥当しない。そもそも、
多くの土地は、「宅地」でなく「沼地」、「池」になってい
るため、「宅地」に戻すための地盤改良に膨大な費用が
かかる。国による買い上げか、借地を前提とする計画的
利用しかないと思えた。
　鉄道については、元々利用者数が減少していたうえ、
跡形もなくなっており、住宅の復興の場所により、同一
場所での再生には必ずしもこだわることはできない。し
かしながら、車で移動できない高齢者の増加、観光資
源、そして地域のアィデンテティの再生からも、鉄道の
復旧は必要である。
　仮設住宅のあり方について。ここでは、住田町の木造
仮設住宅（写真１）と、標準的な仮設住宅（陸前高田
市・写真２）の写真を比較していただきたい。極めて率
直な印象として、住田の仮設住宅では、「ここであれば
住んでみたい」と感じた、他方、標準的な仮設住宅で
は、「とても長期間は住めない」と感じた。コスト的に
は、木造仮設住宅は約250万円で、木材も再利用可能で
あるのに対して、標準仕様は解体・廃棄物化を前提とし
ており、解体コストを含めるとなぜか約500万という不
透明な高額になっている。
　「減災」、「多重防御」の考え方で、平野部に復興住宅
を建設するのか、宮城県が推奨しているように「高台移
転」を原則とするのか。いずれにせよ、元の土地は建物
の崩壊だけでなく池になっており、本格的な復興住宅の
建設までには、土地所有権の整理を含め、２年でも足り
ない。高台移転では山林開発（場合により自然環境の破
壊）をともなうため、仮設住宅においてより長期間の居
住が必要となろう。そうすると、今後は標準型仮設住宅
についても木造のリフォームを適切に行うことを含め
て、精神的にも肉体的にも被災者が次のステップに進め
る保障となるような、住環境や交通環境を整備していか
なければならない。
6　意見書
　本調査の結果もふまえ、「仮設住宅の改善に関する意
見書」（７月29日）、「交通インフラの復旧・復興に関す
る意見書」（８月18日）が出された。今後、都市計画決
定のあり方、住民参加のあり方、そして、根本的な問題
である土地所有のあり方についても意見表明をしていく
必要がある。

（写真１）住田町の木造仮設住宅 （写真２）標準的な仮設住宅（陸前高田市）
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シンポジウム「水俣病特別措置法のあり方
を考える～水俣病は終わらない～」報告

福岡県弁護士会　後藤　富和

1　はじめに
　2011年６月４日、シンポジウム「水俣病特別措置法の
あり方を考える～水俣病は終わらない～」（日弁連主催、
九州弁護士会連合会共催、於・弁護士会館２階講堂クレ
オ）を開催し、150人もの市民が参加しました。
　冒頭、宇都宮健児日弁連会長が、今後も日弁連として
水俣病問題の解決に取り組んでいくと挨拶をし、その後
も席について熱心にメモを取っていました。

2　基調報告
　髙橋謙一弁護士（福岡県弁護士会）による基調報告で
は、昨年成立した水俣病特措法が、被害者を切り捨て、
分社化によって加害企業チッソの責任を不明確にするも
ので、被害者救済法ではなくチッソ救済法ともいえるも
のであると指摘。水俣病問題の解決のためには、一斉検
診などで水俣病の全貌を解明し、すべての被害者の救済
までチッソの清算は認めるべきでないこと。日弁連とし
て今後も国に対して実態調査の実施や申請期間の柔軟な
運用などを求めていくことなどを発表しました。

3　特別講演
　原田正純医師には、特別講演において、特に胎児性・
小児性水俣病の問題についてお話しいただきました。水
俣病をはじめとする公害の被害は、子どもなど弱者が最
も影響を受けやすいこと。特に、胎児性水俣病は、それ
までの医学の定説を覆し、胎盤を通じた食物連鎖・生物
濃縮によって有機水銀中毒が胎児にまで及んだ人類史上
初めての経験であったこと。胎児性患者は、成長し水俣
を離れたが、彼らは、水俣病による影響を努力でカバー
し必死になって病気を隠しているので、外からは水俣病
だとはわからない。本来であれば、早い段階で不知火海
沿岸地域の一斉検診を行い住民の病状を追跡調査すべき
であった。今となっては一斉検診は困難であり、せめて
一定地域に一定期間住んでいた者の最低限医療費は無料
とすべきである。胎児性水俣病については、年々症状が
悪化してきているが、そのメカニズムには今なお未解明
な部分が多いことなど、胎児性・小児性水俣病の問題の
深さを語りました。

4　パネルディスカッション
　その後のパネルディスカッションでは、三角恒弁護士

（熊本県弁護士会）をコーディネーターに、パネリスト
に医師の原田正純氏、元滋賀大学学長の宮本憲一氏、熊
本日日新聞論説委員長の高峰武氏、共同作業所ほっとは
うす施設長の加藤タケ子氏、そして日弁連公害対策・環
境保全委員会の鈴木堯博弁護士を迎え、特に昨年成立し
た水俣病特措法の問題点について活発な議論が交わされ
ました。
　宮本氏は、特措法について、国が最終的に責任を持つ
とも言わず、チッソに責任を果たさせるものでもなく、
分社化によって幕引きしようとする極めて日本的で曖昧
な解決であり水俣病問題の真の解決にはなっていないと
指摘。最終的には国が責任を持つということが確認され
なければならない。加害企業チッソは被害者と向きあう
ことなく、国との間で分社化を決めた。こういったチッ
ソの姿勢を国民が監視し続けることが必要と述べまし
た。
　加藤氏は、チッソが水俣病の原因物質が分かっていな
がら排水をやめなかったため被害が拡大したと指摘。胎
児性・小児性患者は、社会的支援のない孤立無援の中

「生きたい」という一心で精いっぱいに諦めずに生きて
きた。社会の中で孤立している胎児性・小児性患者たち
が抱く、社会の中で自立した市民としての役割を果たし
たいとの気持ちがほっとはうすを生んだこと。これまで
進行性の病気だと思われていなかった水俣病が、胎児性
患者の症状においては明らかに進行していること。全体
像が分からないままに特措法の下に分社化を進め責任を
うやむやにしていくことは許せない。患者の親が高齢化
しており、家族で患者を支えていくことは不可能になっ
てきており、患者が地域の中で生きていけるシステムを
作らなければならない。そのために国、県の責任を明文
化し、胎児性患者の終の棲家となる施設を実現してほし
いと語りました。
　鈴木弁護士は、弁護士にとって水俣病は人権問題の原
点であると語り、1964年の人権大会以来の日弁連の取組
を報告。当初は、強制加入団体である日弁連が被害者側
に立つ意見を述べることに異論もあったが、基本的人権
の擁護、社会正義の実現という弁護士法１条から、最大
の人権侵害である水俣病の解決に取り組むことが弁護士
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の使命であるという認識で決着したこと。特措法は、国
の責任を明確化しておらず、最高裁判決が認めた賠償額
をはるかに下回る額になっていること、３年の期間設
定、潜在的水俣病患者など様々な問題を残していること
を指摘しました。また、日弁連が、今年１月、環境大臣
に対して、不知火海全域の健康調査が終了しない限り
チッソの株式譲渡承認をしてはならないと勧告したこと
も報告。その上で、認定申請していない潜在的な患者の
救済のために健康調査をすべきであると主張。日弁連と
して特措法の運用を厳しく監視し、環境省に対して厳し
く意見を述べ、場合によっては特措法の改正も求めてい
くと語りました。
　高峰氏は、水俣病の解決において、国は一貫して消極
的で、被害者側から働きかけないと動かないと厳しく指
摘。特措法が患者救済でなく、加害企業チッソ救済と
なっていると問題点も指摘しました。水俣病の歴史は多
数派ではなく少数派が切り開いてきた。どれだけ少数者
の意見に耳を傾けることが出来るかが私たちに問われて
いると語りました。
　原田氏は、患者を切り捨ててチッソを救済しようとす
る特措法について、心の底から怒っていると語り、近
時、胎児性水俣病の患者の症状が急激に悪化してきてい
る問題をあげ、胎児性患者に大人の基準を無理やり当て
はめたことが病像を分かりにくくした原因と指摘。水俣
病問題は、医師ら専門家だけに任せず被害者や住民など
様々な人を関与させて問題解決に向かうことが重要と語

りました。

5　感想
　印象的だったのが、すべてのパネリストが共通して、
福島原発事故について水俣を見る思いがすると語ってい
たことです。今回の特措法が、原発事故をはじめとする
今後わが国で生じる化学物質による健康被害の解決に悪
い影響を与えてしまう恐れがあるのではないか。水俣病
の真の解決が今後の日本の公害問題の解決を大きく左右
することになる。水俣病の教訓として、汚染の問題が生
じた場合、分かっていない事象について分かったふりを
しないことが大切。福島原発事故において分かっていな
いのに分かっているふりをする学者たちの姿勢は問題で
ある。少数者の犠牲の上に多数の利益が成り立つという
水俣病の構図は、現在の福島原発事故においても何ら改
善されていないのではないか。水俣病の轍を踏まないた
めにも、福島原発事故では、汚染したおそれのある人達
の名簿を早期に作成し長期にわたって症状を追跡調査す
ることが必要と語りました。
　会場からも、水俣病患者や訴訟の支援者、カネミ油症
事件の被害者、医師、弁護士らから活発な意見や質問が
出されました。
　最後に、中下裕子弁護士（日弁連公害対策・環境保全
委員会委員長）は、水俣病問題を解決することは福島原
発事故の被害救済に資すると語りシンポジウムは終了し
ました。
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はじめに
　2011年３月11日に起こった東日本大震災は、１万人を
越える犠牲者を出し、多くの人々に多大な損害をもたら
しました。とりわけ、福島第一原子力発電所の事故（以
下「本件事故」）は、広範な地域において放射能被害を
もたらし、脱原発を求める大きな世論のうねりを呼び起
こしました。
　こうした事態を受け、本件事故による被害の速やかな
救済、被害の更なる拡大防止、そして同様の被害を決し
て起こさないため、原子力・エネルギー政策の抜本的な
転換を実現することが求められています。そこで本稿で
は、本件事故に関して日弁連が発表した会長声明や意見
書の概要について説明します。本稿が、本件事故の被害
救済や原子力発電所の廃止に向けた、更なる議論の一助
になれば幸いです。
1　2011年３月25日「東北地方太平洋沖地震による
福島第一原子力発電所の事故に関する会長声明」

　本件事故においては、原子力災害対策本部による情報
開示の遅延、東京電力との情報の食い違い、情報開示の
不十分さが国内外から多くの批判を招きました。また、
本件事故は、当連合会が従前から警告してきた原子力発
電所の危険性を現実のものとし、多くの人々の財産はも
とより、身体にまで被害を与えてしまいました。こうし
た事態を受け、当連合会は関係機関に、以下の措置を講
じるよう求めました。
　⑴原子力災害対策本部は、福島第一原子力発電所事故
の現状及び今後想定されるあらゆる事態、並びに、各地
の放射能汚染の実績と被曝による長期的なリスクに関す
る情報、被曝防護に関する情報を性格かつ迅速に国民に
提供し、適切な範囲の住民をすみやかに避難させるこ
と、⑵国及び東京電力は、今回の事故により避難及び屋
内退避の指示を受けた住民等に対し十分な支援及び被害
補償を行うこと、⑶国、電力会社その他原子力関係機関
は、二度とこのような原子力発電所事故を繰り返さない
ために、原子力発電所の新増設を停止し、既存の原子力
発電所については電力需給を勘案しつつ、危険性の高い
ものから段階的に停止すること
2　2011年４月22日「『福島県内の学校等の校舎・
校庭等の利用判断における暫定的考え方について』に
関する会長声明」

　2011年４月19日、政府は「福島県内の学校等の校舎・
校庭等の利用判断における暫定的考え方について」を発
表し、これを踏まえて文部科学省は、福島県教育委員会
等に同名の通知を出しましたが、これによると、従前の
一般公衆の被ばく基準（年間1mSV）の最大20倍を許容
しており、このような政府の方針は、多くの子どもたち
を危険にさらすものです。そこで当連合会は文部科学省
に対し、以下の対策を求めました。
　⑴かかる通知（2011年４月19日付政府発表。従前の一
般公衆の被ばく基準量（年間1msV）を最大20倍まで許
容するもの）を直ちに撤回し、福島県内の教育現場にお
いて速やかに複数の専門的機関による適切なモニタリン
グ及び速やかな結果の開示を行うこと。⑵子どもについ
てはより低い基準値を定め、基準値を超える放射線量が
検知された学校について、汚染された土壌の除去、除
染、客土などを速やかに行うこと。
3　2011年４月22日「東日本大震災後の日本の温暖
化対策に関する会長声明」

　東日本大震災を契機に、京都議定書の６％削減義務を
達成できない場合の措置の適用除外や、25％削減目標の
見直しを求める声が政府関係者から出ているという憂慮
すべき事態が生じています。
　放射能も地球温暖化も、将来世代の生存にかかる問題
です。そして、震災からの復興においても、原子力に依
存せずエネルギー消費の少ない低炭素型の経済社会への
変革と、再生可能エネルギーの飛躍的拡大を機軸とした
持続可能な日本の創造が図られるべきであり、かつそれ
は可能なことです。
　そこで当連合会は、政府に対し、温室効果ガスの排出
削減を確実に実施し、25％削減をと主要３施策を含む

「地球温暖化対策基本法」を早期に制定することを求め
ました。
4　2011年５月６日「エネルギー政策の根本的な転換
に向けた意見書」

　福島第一原発事故を繰り返さず、かつ地球温暖化を招
かないためには、原子力や化石燃料への依存から再生可
能エネルギーへ、エネルギー政策の抜本的な転換が必要
です。そこで当連合会は、次のとおり意見を述べまし
た。
⑴　持続可能性を基本原則とするエネルギー政策にする

原子力問題に関する、東日本大震災以降の
日弁連意見書・会長声明等の解説

福井弁護士会　笠原　一浩
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こと。
⑵　原子力発電所については、新増設を停止し、既設の

ものは段階的に廃止すること。また、運転開始後30年
を経過し老朽化したものや付近で巨大地震が発生する
ことが予見されているものについては運転を停止し、
それ以外のものについても、地震・津波に対する対策
を直ちに点検し、安全性が確認できないものについて
は運転を停止すること。

⑶　石炭火力発電についても、新増設を停止すること。
⑷　再生可能エネルギーの推進を政策の中核に据えるこ

と。
⑸　エネルギー製造・供給事業の自由化を促進し、発電

と送電を分離すること。
⑹ 　エネルギー消費を抑制するための実効的な制度を

導入すること。
⑺　排出量取引制度等によってエネルギー供給の確実な

低炭素化を図っていくこと。
⑻　エネルギー政策が多くの国民に開かれ、国民の積極

的な参加を促すものとすること。
5　2011年５月13日「福島第一原子力発電所から排
出された放射性物質による汚染物の処理についての緊
急対策を求める会長声明」

　放射性物質による汚染は福島県内を中心に、相当の範
囲の土壌等が放射性物質による汚染を受けており、なか
にはチェルノブイリ原発事故並みの高い汚染地域がある
ことが判明しています。また、上空から降下した放射性
物質は地表のみならず地上の様々な物に付着し、これら
が風雨により池や側溝などに集積されれば、そこから高
レベルの放射線が放出され、周囲の人や物をさらに放射
能汚染させる危険が高くなります。そこで当連合会は、
国及び福島県に対し、緊急に、以下の措置を取るよう求
めました。
　⑴屋根・雨樋、植物のある場所、プール、側溝、ゴミ
捨て場等、放射性物質に汚染されたものが集積される危
険のある場所を周知徹底し、そのような場所に住民がで
きるだけ近づかないようにすること。⑵放射線の影響を
受けやすい子どもや妊婦がプールや側溝などの掃除や草
刈り等、放射線被ばくする可能性のある作業を行わない
よう周知徹底すること。⑶成人市民がやむを得ず上記の
作業を行う場合には、防護措置が必要であることを周知
徹底し、住民・作業員には防護マスク等を無償で配布
し、具体的な防御方法についても教習すること。⑷当面
の間、現在のクリアランスレベルを超えて放射性物質に
汚染されたものについては、焼却等他の廃棄物と同様の
処理を中止し、他のものと区別して仮置き場に集積して
汚染拡大を防止すること。⑸早急に、生活環境に拡散し

た放射性物質に汚染されたものの処理基準を策定してモ
ニタリングを実施し、汚染物の適切な処理方針を確立す
ること。
6　2011年５月30日「福島第一原子力発電所事故の
損害賠償等として避難者に対する生活基盤の補償等の
速やかな確保を求める意見書」

　本件事故により長年住み慣れた土地・地域からの避難
を強いられる住民は、生活・労働・生産基盤のすべてを
喪失することを余儀なくされました。国の責任におい
て、適切な避難先、避難費用、避難後の安定した生活基
盤が確保される必要があります。また、政府の避難指示
がない地域においても放射能被ばくの危険性があります
ので、自主的に避難した住民にも、政府の指示による避
難に準じた援助が必要です。そこで当連合会は以下の事
項を求めました。
１　福島第一原子力発電所事故に関する政府の指示によ

り避難する住民が、円滑な避難を行うことができるよ
う、政府の責任において、地方自治体とも連携して、
地域コミュニティーを維持できる適切な避難先、避難
費用、雇用先等の避難後の安定した生活基盤を確保す
ること。

２　政府の指示を待たずに、放射能の被ばくを避けるた
めに避難する住民に対しては、避難の必要性・合理性
に応じ、前項に準じて円滑な避難のための援助と損害
賠償を実施すること。また、放射能汚染の評価をふまえ、
避難区域・避難対象者の拡大にも柔軟に対応すること。
7　2011年６月17日「福島第一原子力発電所事故に
よる損害賠償の枠組みについての意見書」

　本件事故による損害賠償は、早急にかつ十分になされ
る必要があります。一方、損害賠償にあたっては被災地
を含めた国民の負担を可能な限り小さくし、かつ更なる
事故を防ぐため持続可能なエネルギー政策と調和させる
必要があります。そこで当連合会は、損害賠償の枠組み
について、次のとおり意見を述べました。
⑴　福島第一原子力発電所事故による損害賠償の枠組み

については、以下の３つの原則が確立されるべきであ
る。ア　東京電力の現有資産による賠償がまずなされ
ること。イ　不足する部分については国が上限を定め
ず援助する法律上の義務があること。ウ　原子力発電
所災害を完全に防止するため、損害賠償についての枠
組みは、持続可能なエネルギー供給・需要体制の構築
と調和するものでなければならないこと。

⑵　上記原則に基づき、東京電力による賠償を実施する
ための国の援助策は、以下のようにすべきである。ア　
東京電力による損害賠償に対する援助は、「資本注入・
資金援助」ではなく、国が東京電力の送配電事業の譲
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渡を受け、その対価として被災者への損害賠償債務を
引き受けることによって行う。また、東京電力が有す
る資産を民間等に売却し、それによって生じた資金も
損害賠償の原資とする。イ　プルサーマル計画を中止
し、再処理等積立金を損害賠償原資として活用する。ウ　
損害賠償額が上記ア、イを超えるときは、東京電力が
継続して営む発電事業の収益及び国が買い取った「送
配電事業」の収益をもって損害賠償の原資とする。エ　
以上の過程を通じて、東京電力による資産散逸・資産
の浪費を防ぐため、東京電力の法的整理を検討するべ
きである。オ　送配電事業は、その公共性に配慮し、
リスクに強い、分散型の、スマート・グリッドを整備
し、損害賠償が終了するまで国又は公的機関が管理す
る。
8　2011年６月23日「経済産業大臣による『原子力
発電所の再起動について』と題する声明に対する会長
声明」

　去る６月18日、経済産業大臣は、「原子力発電所の再
起動について」と題する声明を発表し、各地の停止中の
原子力発電所の一部について再起動を求めました。しか
しながら、未だ福島第一原子力発電所の事故は収束して
おらず、事故の全体像及び詳細は未だ不明な点が多くあ
ります。また、全国の原子力発電所の安全確保策の見直
し策はこれから検討される段階で、安全確保対策は未だ
確立されていません。
　そこで、当連合会は、経済産業大臣の上記声明を撤回
するよう求めました。
9　2011年６月23日「さらなる海洋汚染を未然に防
止するため、福島第一原子力発電所に地下遮蔽壁の速
やかな設置等を求める会長声明」

　本年３月11日の福島第一原子力発電所事故以降、大量
の放射性物質が大気・海洋に放出され、とりわけ４月４
日には、東京電力は大量の汚染水を海洋に意図的に放出
し、国際社会から強く非難されました。更なる汚染拡大
は絶対に避けなければなりません。また、こうした重大
な環境汚染対策を東京電力のみに委ねるべきではありま
せん。
　そこで当連合会は、政府及び東京電力に対し、手遅れ
とならないうちに地下水と海洋汚染のこれ以上の拡大を
防止するため、地下バウンダリ（深さ約30mの難透水層
に達する地下遮断壁）の設置を含めた抜本的対策を速や
かに計画・施工することを求めました。
�　2011年７月13日「東京電力福島第一、第二原子
力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関す
る中間指針に向けての会長声明」

　当連合会は、今年６月にも損害賠償に関する意見書を

発表しましたが、その後の原子力損害賠償紛争審査会に
おける議論を踏まえ、改めて次の２点を指摘しました。
１　自主的に避難している者の損害について、中間指針

に含めるべきである。
２　損害の終期に関する議論は時期尚早である。
�　2011年７月15日「原子力発電と核燃料サイクル
からの撤退を求める意見書」

　原発震災による被害は重大な人権侵害であり、絶対に
許容できません。そして、福島第一原発以外の原子力施
設（発電所に限りません）でも、同様の事故が起こる危
険性があります。そこで当連合会は、核燃料サイクルの
即時廃止等を含めた原子力政策の転換を求めるため、国
及び原子力発電所等原子力関連施設を有する電力会社等
に対し、改めて以下のとおり提言しました。
⑴　我が国の原子力政策を抜本的に見直し、原子力発電

と核燃料サイクル政策から撤退する（ア　原子力発電
所の新増設を止め、再処理工場、高速増殖炉などの核
燃料サイクル施設は直ちに廃止する。イ 既設の原子
力発電所のうち、①福島第一及び第二原子力発電所、
②敷地付近で大地震が発生することが予見されるも
の、③運転開始後30年を経過したものは、直ちに廃止
する。ウ　上記以外の原子力発電所は、10年以内ので
きるだけ早い時期に全て廃止する。）こと。

⑵　今後のエネルギー政策は、再生可能エネルギーの推
進、省エネルギー及びエネルギー利用の効率化を政策
の中核とすること。
�　2011年７月29日「電気事業者による再生可能エ
ネルギー電気の調達に関する特別措置法案の本国会で
の成立を求める会長声明」

　当連合会は、再生可能エネルギーの拡大につながるも
のとして同法案の提出を評価する一方、
　⑴買取価格や期間を経済産業大臣に委ねていることか
ら、10年程度で投資回収ができるよう、法律で買取価格
及び買取期間を定めてその全量を買い取るべきこと、⑵
風力、地熱、小水力などの再生可能エネルギーについて
も積極的な活用を図っていくべきこと、⑶再生可能エネ
ルギー電力の送電網への優先接続と買取りの保証を明確
にすること、⑷平成32年度末までに法律の廃止を含めて
検討すると規定する附則第６条は削除すること
　以上の点を修正し、本法案を今国会で成立させるよ
う、全ての政党に強く要請しました。
�　2011年７月29日「放射能による環境汚染と放射
性廃棄物の対策についての意見書」

　当連合会は５月13日にも放射性廃棄物に関する意見書
を発表しましたが、その後も更に放射能による環境汚染
の実態が明らかになる一方、必要な法整備は未だになさ
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れていません。そこで当連合会は、改めて以下のとおり
意見を述べました。
　⑴環境基本法を改正し、放射能による環境汚染と放射
性廃棄物の対策についての権限と責務を環境省に与える
べきである。⑵総合的な立法により、放射能による環境
汚染に対する網羅的かつ緻密な調査・監視、除染方法の
確立、放射性廃棄物の処分方法の確立をすべきである。
⑶100ベクレル／kg以上のものについては放射性廃棄物
として厳重な取扱いが必要とすべきで、特に8000ベクレ
ル／kgを超えるものについては、その移動・保管の際
に、一般公衆の被ばく線量限度である1mSv／年を超え
るおそれがあるので、より厳重な取扱いが必要である。
⑷放射性廃棄物の焼却は、焼却処分施設の能力・性能に
ついて適切な試験・検証をし、公開と参加の下で放射性

廃棄物の焼却についての方針を決定した後で、なされる
べきである。⑸放射性廃棄物の保管、埋立て処分は、国
が土地を買い上げて特別に指定放射性廃棄物の処理施設
を作ったうえで行い、その際には環境影響評価手続の実
施はもちろん、他の廃棄物と区別しての管理・特別な保
管管理方式・継続的な監視管理体制の確立など、その特
質と放射能濃度に応じた特別な保管、埋立て処分をすべ
きである。⑹暫定的措置として放射性廃棄物を管理型処
分場に保管する場合は、他と区別して容易に判別可能な
形で、流出や飛散の防止をし、警告表示の上で行い、放
射性廃棄物の移動・保管のための労務作業については厳
重な放射線量の管理がなされるべきである。

意見書の紹介意見書の紹介意見書の紹介

発行：日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会　〒100-0013　東京都千代田区霞が関1-1-3　tel 03-3580-9841 fax 03-3580-2896

※東日本大震災関連の意見書等については、７ページからの笠原会員による解説をご覧下さい。
環境省「局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査─そら（SORA）プロジェクト─」結果公表に関する会長談話

　本年５月27日、環境省は「局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査－そら（SORA）プロジェクト－」の結果を公表しました。同調査の中
心をなす学童コホート調査では、EC（元素状炭素）及びNOx（窒素酸化物）推計曝露量を指標とした自動車排ガスへの曝露とぜん息発症との間に
関連性が認められるという重要な結果が得られています。
　当連合会は、今回の結果をふまえ、国において、自動車排出ガスにより健康を害された全ての公害被害者を救済するため、当連合会が従前より
提言してきた意見書等に沿った、汚染原因者の費用負担による医療費のみならず障害補償費等の給付を含む新たな救済制度を早期に創設されるよ
う強く求め、2011年６月24日に会長談話を公表しました。

（全文はhttp://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2011/110624.htmlからご覧ください。）
諫早湾干拓訴訟長崎地裁判決に関する会長談話

　長崎地方裁判所は、本年６月27日、諫早湾干拓事業で建設された潮受け堤防の南北各排水門の開門に関し、諫早湾の海水を調整池に流入させ、
海水交換できるように開門操作することなどを諫早湾内の漁業者らが求めた裁判において、漁業者らの開門請求を棄却しました。本判決の結論に
かかわらず、国が福岡高裁判決の確定によって、開門する義務を負っていることには変わりはありません。
　当連合会は、引き続き国に対し、具体的な対策を示したうえで、開門する準備にただちに着手し、有明海再生のために第一歩を踏み出すことを
強く求め、2011年７月７日に会長談話を公表しました。

（全文はhttp://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2011/110707.htmlからご覧ください。）
泡瀬干潟埋立事業の中止等を再度求める意見書

　当連合会では、早くから湿地保全問題に取り組み、泡瀬干潟についても、2001年６月に現地調査を行って以降、調査や研究を重ね、その保全に
向けた取組を行ってきました。
　このたび当連合会は、泡瀬干潟保全に向け、国及び沖縄県対して、中城湾港泡瀬地区公有水面埋立事業の中止を、沖縄市に対して、新たな東部
海浜開発土地利用計画を撤回した上で東部海浜地区開発計画を廃止することを求め、2011年８月５日付けで意見書と取りまとめ、関係機関に提出
しました。

（全文はhttp://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2011/110805.htmlからご覧ください。）
交通インフラの復旧・復興に関する意見書

　東日本大震災からの交通インフラの復旧・復興に関し、当連合会は次の事項を趣旨とする意見書を８月18日付けで取りまとめ、同月26日に東日
本大震災復興対策担当大臣、内閣府特命担当大臣（防災）及び国土交通大臣等宛てに提出をしました。
１　国は、東日本大震災で壊滅的な被害を受けた鉄道について、速やかな復旧・復興を進めるため、鉄道軌道整備法等に対する特例措置を定めて、

原則として、その復旧・復興費用を全額負担するべきである。
２　地方公共団体及び鉄道事業者は、復興に当たって路線変更や一部廃線・廃駅等を計画する場合、復興後のまちづくり計画との一体化を強化し、

併せて高齢者、障がい者、若年者等交通弱者を含む住民の円滑な移動を保証する利便性の高い代替公共交通を確保することが不可欠であり、地
域住民の意向を十分に反映させるべきである。

（全文はhttp://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2011/110818.htmlからご覧ください。）


