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1

はじめに
換を」
第55回人権擁護大会シンポジウム第３分科会実行委員
次に、三重大学生物資源学部教授の高山進氏による
会は、
「豊かな海をとり戻すために～沿岸域の保全・再
特別講演が行われました。
生のための法制度を考える～」というテーマで、2012年
高山氏は、アメリカのロサンゼルスやサンフランシ
10月４日に佐賀県佐賀市文化会館においてシンポジウム
スコにおいては、市民の粘り強い運動に行政が呼応す
を開催しました。
る形で、かつてあったような塩水湿地に戻していこう
参加者は327名とやや少数でしたが、有明海に面した
という取組がなされていることを紹介し、日本では、
佐賀県において本シンポジウムを行ったことは、非常に
地域の具体的な取組の灯を消してはならない、行政が
意義深いものがあったと思われます。
その取組に呼応し支援することが必要であるとまとめ
字数に制限もあるので、パネルディスカッションの報
ました。
告を中心にその報告をいたします。なお、発言の要旨は ３ パネルディスカッションⅠ
筆者らの理解に基づくものです。
①テーマ、コーディネーター、パネリスト
2 シンポジウムの内容
特別講演の後、我が国における沿岸域の現状とその
１ 基調報告
保全のための課題をテーマとして、パネルディスカッ
永井光弘会員（兵庫県）より海外調査の報告が、鶴
ションⅠが行われました。
見聡志会員（仙台）より、国内における各地の沿岸域
コーディネーターは、長戸和光会員（佐賀県）と安
の現状と課題について報告がなされました。海外調査
藤絵美子会員（長野県）、パネリストは、九州大学大
の報告の中で、フランス国立海洋開発研究所のイブ・
学院工学研究院環境社会部門准教授の清野聡子氏、佐
エノック博士からのビデオレターが紹介されました。
賀県有明海漁業協同組合大浦支所の平方宣清氏、内閣
沿岸域の経済的価値と自然の価値が調和された持続可
官房総合海洋政策本部事務局内閣参事官の伊藤和久
能な発展の道が探られる必要があり、日本にも海洋基
氏、佐賀県庁くらし環境本部有明海再生・自然環境課
本法がある以上、統合的沿岸管理の視点を持って、海
技術監の久保順治氏、日弁連公害対策・環境保全委員
洋政策に取り組んでいくことが重要などという貴重な
会委員長の大木一俊会員（栃木県）の５名でした。
指摘をいただきました。
②清野氏発言要旨
２ 特別講演「生態系サービスを活かす統合政策への転
清野氏は、沿岸域の環境は悪化の一途をたどってい
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〈荒尾干潟の紹介が行われている様子〉

るとの現状報告を行い、時代に応じた法理や新たな概
念を制度化していくことの重要性を指摘しました。そ
の上で、専門家と地域住民との協議の場を作って議論
し、沿岸域の保全を行っている大分県中津干潟の事例
を紹介しました。
③平方氏発言要旨
平方氏は、深刻な漁業被害が起きている現状を報告
し、有明海の再生のためには潮流を戻すことが重要
で、そのためにも完全開門が必要と訴え、漁業者と行
政が一緒になってどう取り組んでいくかを考えていく
必要があると述べました。
④伊藤氏発言要旨
伊藤氏は、海洋基本法、海洋基本計画を策定したも
のの課題があるのは事実とし、2012年度中に行われる
海洋基本計画の見直作業の中で課題の検討をしていき
たいと述べました。
⑤久保氏発言要旨
久保氏は、有明海の再生に向けた佐賀県の取組を紹
介し、結果が分かる開門調査を行って欲しいと国に要
望していることを触れた上で、開門だけで有明海が再
生するわけではないので、その結果を有明海の再生に
向けた取組につなげていきたいと述べました。
⑥大木会員発言要旨
大木会員は、沿岸域の環境悪化はこれまで統合的な
管理がなされてこなかったことが要因の一つであると
指摘し、有明海の問題については、日弁連が多くの意
見書を出すなどこれまで積極的に関わってきたことを
紹介し、沿岸域の保全・再生のためには、地域に権限
を落として、地域の様々な主体が意見を出し合い、そ
の意見が施策に反映されるような制度が必要と指摘し
ました。
⑦会場発言
パネルディスカッションⅠの途中で会場発言とし
て、日本野鳥の会熊本県支部の安尾征三郎氏から荒尾
干潟がラムサール条約に登録された経緯などの報告
や、沖縄と広島のプレシンポジウムの報告などがなさ
れました。
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４ パネルディスカッションⅡ
①テーマ、コーディネーター、パネリスト
続いて、沿岸域再生のための取組とそのための法的
課題をテーマとして、パネルディスカッションⅡが行
われました。
パネリストは２名が入れ替わり、特別講演を行った
高山氏、三重県志摩市農林水産部里海推進室課長補佐
兼里海推進係長の浦中秀人氏が加わりました。
②浦中氏発言要旨
浦中氏は、豊かな環境を保全することが産業の維持
につながるとの発想から「稼げる！学べる！遊べる！
新しい里海のまち・志摩」をテーマにまちづくりに取
り組んでいること、その一環として、干拓地に海水を
入れ干潟再生事業を行っていることなどを報告しまし
た。
③高山氏発言要旨
高山氏は、自然の豊かさを高めていく中でその利息
を得るような感じで利益を得ていくまちづくりを行う
ためには、まちが一致団結をもって取り組んでいくと
いう関係が重要と指摘しました。
④清野氏発言要旨
清野氏は、志摩市のような陸（干拓地）を海（干
潟）に戻す取組は新たな試みであり、こういう新たな
取組にチャレンジできる自治体が一つ一つ突破口を開
いていくと指摘し、陸を海に戻すことには法的問題を
含めていろいろな問題があるので、各機関と相談しな
がら進める必要があると述べました。
⑤伊藤氏発言要旨
伊藤氏は、新たな取組により生じる問題点は、具体
的に施策や事業を進める中で行政に提案いただけれ
ば、法改正、新たな法の制定などを含めて相談に応じ
ることができると思うと述べました。
⑥大木会員発言要旨
大木会員は、今後、陸を海に戻す際の法制度が整備
されるよう、自然再生推進法は使い勝手が良くなるよ
う、適化法は改正がなされるよう取り組んでいきたい
と決意を述べました。
⑦ビデオレター
パネルディスカッションⅡの途中で、志摩市で真珠
養殖業を営む原条誠也氏から寄せられた、「地域の人
たちの自分たちの地域をよくしようという考え方は変
わらないと思うので、地域と人間と産業とを調和させ
ていくためのコンセンサスをいかに作っていくかが重
要である」とのビデオレターが紹介されました。
3 おわりに
本シンポジウムは、豊かな海をとり戻すためになすべ
きこととその課題の一端を市民、行政、研究者、法律家
で共有できたことなど、非常に有意義なシンポジウムと
なりました。
本シンポジウムに尽力いただいた全ての関係各位に感
謝申し上げる次第です。
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電磁波問題シンポジウムを開催
沖縄弁護士会
1

中西

良一

2012年12月15日㈯の午後１時30分から午後４時30分

みられる問題とこれを受けての改正への動き及び日本に

まで、日比谷図書文化館地下１階の日比谷コンベンショ

おける電磁波過敏症をとりまく現状等の報告もあり、限

ンホールにおいて、『電磁波問題シンポジウム

られた時間のなかで密度の濃いシンポジウムとなりまし

予防原

則と人権保障の観点から』と題したシンポジウムが開催

た。

されました（当委員会化学物質・食品安全部会による企

3

画）
。
日弁連が主催する電磁波に関するシンポジウムとして

シンポジウムを終えて
ここ10数年の無線技術の飛躍的な発達やインフラの整

備により、外では、携帯電話、スマートフォンやノート

は、2010年４月10日に『身の回りの電磁波とその問題』 パソコンに付けた無線通信機器を使い、家庭内でも無線
と題して開催したシンポジウムに続き、今回が２回目で

LAN等に囲まれる生活環境が当たり前になりました。

す。１回目のシンポジウムで多くの方に参加頂き、電磁

これらにより、我々はこれまでにない便利さを享受でき

波問題に対する社会の関心の高さを改めて実感した当部

るようになりましたが、同時に、これまでにない、より

会では、同シンポ後も電磁波問題に関する検討を続け、 多くの電磁波による影響を受けるようになっています。
2012年９月に日弁連として電磁波問題に関する最初の意

この電磁波が健康にどのような影響を及ぼすのかはまだ

見書をまとめ、公表しました。

詳しく分かっていませんが、一定の疾患との関連性を指

今回は、同意見書の内容を電磁波問題に関心を持つ

摘する研究や報告があります。原因が必ずしも特定され

方々に広く知って頂くとともに、前回シンポ後の経過も

ているわけではありませんが、電磁波過敏症と呼ばれる

踏まえ、改めて、我が国が、今後電磁波問題にどのよう

症状に苦しんでいる人々がいることも事実です。

に取り組んでいくべきかを議論する機会とするべく、電

今後も、私たちの身の回りの電磁波は増え続けるで

磁波問題に関する２回目のシンポジウムを開催すること

しょう。しかし、電磁波の健康影響について詳しいこと

としたものです。

が分かるのはまだ先のことでしょうから、そのときまで

2

何もしないというのでは手遅れになるおそれもありま

プログラムの内容
当日は、まず前半で、高峰真会員（当部会部会長、福

す。そのために、予防原則の立場から今、何をしておく

岡県）から前述の日弁連の電磁波に関する意見書につい

べきなのか、また、現在苦しんでいる人のために人権保

て報告があり、続いて、私からスウェーデンやスイスに

障の観点から何をする必要があるのか等、今回のシンポ

おける海外調査の結果について報告を行いました。その

ジウムは、闊達な議論をしてくださったパネリストの

後、東海大学医学部教授で日本臨床環境医学会理事長の

方々のおかげで、この問いに一つの方向性を示すことが

坂部貢氏から電磁波の健康影響に関する最新の研究につ

できたと思います。

いて講演を頂きました。
後半は、高峰会員、坂部氏に加え、大阪経済大学
経済学部准教授の戸部真澄氏、電磁波過敏症の問題
に取り組まれている環境ジャーナリストの加藤やす
こ氏、携帯電話の中継基地局設置に際し、事業者に
よる周辺住民への情報開示や住民からの意見聴取を
義務づける条例を制定した鎌倉市の市議会議員であ
る石川寿美氏の５人をパネリストに迎え、①中継基
地局やセンシティブエリア等に関する予防原則の取
組み、②電磁波過敏症の人々への対策の在り方、③
電磁波問題における目指す方向と世論形成の方法等
について議論がなされました。そのなかでは、パネ
リストらから、ドイツの例、鎌倉市の条例制定後に
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〈パネルディスカッションの様子〉
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「公共事業見直し」院内集会で公共事業改
革法試案をアピール
東京弁護士会
1

公共事業改革法試案パンフレット完成

西島

和

税で公共事業バラマキを許さない」を開催し、160名が

日弁連は、2012年６月、公共事業改革法試案を公表し

参加しました。

ました。これは、当委員会の鈴木堯博委員が中心になっ

この集会で、当委員会の鈴木堯博委員（東京）が公共

てとりまとめたものです。2009年の政権交代に際し民主

事業改革法試案についての報告を行い、パンフレットを

党が掲げた「コンクリートから人へ」の公共事業改革が

配布して試案の法制化へ向けた協力を呼びかけました。

停滞する状況に対する危機感が、当委員会がこの試案作

集会当日は、衆議院解散予定日と重なり、国会議員の

成に取り組むことになった動機のひとつでした。その

参加は限定的でしたが、社会民主党から福島みずほ参議

後、公共事業に10年間で200兆円を投資するという予算

院議員（党首）、日本共産党から赤嶺政賢衆議院議員、

目標を掲げた「国土強靭化基本法」を自民党が国会に提

民主党から大河原雅子参議院議員、国民の生活が第一

出するなど、公共事業改革を阻む動きが活発になってい （当時）から東祥三元衆議院議員（幹事長）、広野ただし
ます。

参議院議員、当日民主党を離党した初鹿明博元衆議院議

このような状況で、公共事業改革法試案を市民や議員

員が出席し、公共事業改革の必要性を訴えました。

に対し広報するツールの必要性が委員会内で共有され、
試案の内容等をわかりやすくまとめたパンフレットを作

3

公共事業改革法試案の法制化へ向けて

成することとなり、2012年12月にパンフレットが完成し

2012年12月２日には中央自動車道のトンネルで施設老

ました。試案のパンフレットは日弁連のホームページに

朽化による死亡事故が発生しました。人口減少時代に入

掲載されているので、御活用ください。

り、必要性をチェックしないまま新設事業を強行する旧
来型の公共事業から、既存施設の維持管理等への公共事

2 「公共事業徹底見直しを実現する集会」にて試案を

業の質の転換を急がなければなりません。今後の政治状

アピール

況がどのようになるか予断を許しませんが、当委員会で

公共事業改革に逆風が吹く中、道路、ダム、湿地埋立

はパンフレットを活用し、試案を広く市民に共有しても

等の問題に取り組む市民らが、公共事業改革を総選挙の

らうとともに、国会議員との連携を図るなどして法制化

争点にしようと、2012年11月16日、衆議院第一議員会館

へ向けて行動する予定です。

大会議室で、
「公共事業徹底見直しを実現する集会

増

〈院内集会の様子〉
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全国初の大規模ダム撤去
～熊本県荒瀬ダム撤去工事調査報告～
兵庫県弁護士会
1

はじめに

永井

光弘

め、ダム撤去までに全量が除去されます。この「泥土」

水部会と環境法部会の13名は、2012年12月２日・３日

は産廃施設の覆土材、港湾の埋立材料として処分されま

の両日、球磨川・荒瀬ダム撤去工事の視察・調査を行い

す。砂礫は10万ｍ3を撤去する予定で、一部は球磨川河

ました。ダム現地視察のほか、球磨川漁協、八代漁協及

口干潟の嵩上げにも利用されています。
撤去費用は６年間全体で約88億円を要し、うち約13億

び熊本県企業局でヒアリングを行いました。
荒瀬ダムは球磨川河口から約20㎞の地点に位置する

円が国土交通省（道路・護岸）、約６億円が環境省（生

1955年建設の可動堰付き重力式越流型コンクリートダム

物多様性回復）から補助されています。ダム建設の際、

です（写真参照）
。堤高は25m、幅は約210m、総貯水量

国の補助金を使用していないので、いわゆる適化法で議

3

は1014万ｍ （東京ドーム約８杯分）です。熊本県企業

論される補助金返還義務や付加金の問題は生じません。

局が所管し、約16mの落差を利用した発電用ダムとして

4

使用されてきました。

環境改善への効果

2

なぜ撤去されることになったのか

ダム撤去事業では、環境のモニタリングが継続して行
われ、事業終了後もさらに２年間行われる予定です。

注目すべき点として、「発電ダムとしての水利権」を

現時点での環境改善効果については、撤去工事前の

更新させないことに利害関係者の意見が活かされた点が 「泥土」撤去や２年間のゲート常時開放により、ダム上
挙げられます。荒瀬ダムは、熊本県が河川法23条に基づ

流で流水の回復が観察されています。

く水利権を国から許可され運用しており、水利権の期間

ダム撤去そのものによる環境改善につき、八代漁協

は50年間でした（2003年３月満了）。潮谷義子前知事は、 は、ダムで水が停滞せずに流れるためプランクトンが増
2002年に、ダムに再投資しても電力供給力低下のため費

え漁獲高が増加することを期待しています。球磨川漁協

用が回収できないとして水利権を更新しない方針を表明

は、ダム撤去により鮎の産卵場所は増えるものと期待し

しました。ただ、撤去のため７年間だけ更新しました

ています。ただ、このダム下流にも堰があり（遙拝堰）、

（2010年３月満了）
。ところが、次の蒲島郁夫現知事は、 海へ下る稚魚がここで死滅するため、荒瀬ダム撤去だけ
撤去費用が嵩むことや水力発電の意義を強調し2008年に

では問題は終わらないようです。

なって発電事業継続を表明しました。

5

終わりに

しかし、発電のための水利権更新に必要な「関係河川

熊本県のパンフレットには荒瀬ダム設置前である昭和

使用者」
（漁協が中心です。）の同意（河川法38条）が得

23年時の球磨川の航空写真が掲載されています。そこに

られる見込みがなく、2010年２月に、再度撤去方針が示

はたくさんの「瀬」や「淵」がみられます。球磨川がこ

されました。発電を前提とした水利権更新がない以上、 のような昔の姿に戻ることで、少しでも豊かな生態系が
ダムは河川の「無許可工作物」になってしまうのです。

取り戻されることを期待します。

これは水利権という局面の攻防ですが、ダム撤去の背
景には、球磨川の清流を取り戻そうと努力してきた漁
師、農家及び近隣住民等の「ダムは不要」という大きな
民意があったことはもちろんです。
3

どのように撤去されているか
平成24年４月から６段階に分け６年間かけて撤去され

る計画です。時間がかかるのは、夏場の鮎漁への影響を
考え河川内工事が12月から２月までに限定されるからで
す。
環境への影響の点では、ダム本体の撤去もさることな
がら、ダムの堆砂の処理が重要となります。「泥土（シ
ルト）
」は、大量に流出すると下流への影響が大きいた
公害・環境ニュース53号（2013年1月）
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岩手県・宮古市視察報告
千葉県弁護士会
1

放射性セシウムしか検出されません。

2011年以来、東日本大震災に伴う原発事故由来の放射

それでも放射能という見えない脅威に対する不安と

性物質に汚染された廃棄物の処理の問題に取り組み、

いうのは大きなもので、県外で広域処理される廃棄物

福島県いわき市、郡山市等を視察してきました。

は二重のチェックを受けます。

今回、2012年９月23日から25日にかけて、関連はし
4

早期復興のため、これらの災害廃棄物は2014年３月

の処理の問題につき、岩手県沿岸部の宮古市の災害廃

までに処理することになっており、国が費用を出すの

棄物の仮置き場、破砕選別施設、それに災害廃棄物処

で、その間は少なくとも、県も市も処理費用を負担し

理のため、新たに設置された仮設焼却施設を視察し、

なくてよいようになっています。
仮設焼却炉は2014年３月までに役割を終えれば取り

最後に岩手県庁でヒアリングを行いました。
2

岩手県は四国四県に匹敵する面積を有する大きな県

壊される予定とのことですが、焼却施設を担当してい

です。県庁所在地の盛岡市から太平洋側沿岸の宮古市

るJVには投下資本を回収するのに十分なお金が払わ

に移動するには車で２時間ほどかかります。

れています。早い復興のためにはやむを得ないのか、
やはり無駄遣いなのか意見が分かれるところです。

24日朝、盛岡市を出て、最初に破砕選別施設兼仮置
き場を視察しました。災害廃棄物の量があまりに多い

5

実際に視察して感じたのは分別作業の困難さです。

ため、宮古市はその処理の多くを県に委託していま

細かい選別作業は人力によるしかない。2014年３月ま

す。この施設も県の入札手続きを経て、民間のJV

での処理を目指して、今後、昼夜を分かたず、分別作

（※）が担当しています。

業が続けられるということです。

災害廃棄物の約８割が不燃物との情報を得て、視察

災害廃棄物については人力ではどうしようもない面

に臨みましたが、実態は不燃物も可燃物もごっちゃに

もありますが、それに加えて起きた原発事故、それに

なったがれきの山がまず存在していました。あとで県

よる放射性物質に汚染された大量の廃棄物の発生は本

庁の職員に確認したのですが、公表されている内訳

当にあってはならないことでした。

は、実際には、不燃物が過半数のものを不燃物、その
逆を可燃物と呼んでいるに過ぎません。

原発事故がなければ、おそらく広域処理について、
今起きているような騒動はなかったでしょう。アスベ

そこから可燃物を分別して、既存の焼却施設、さら

スト、PCBその他の有害物に対する対応への取組が

に仮設焼却施設で燃やします。中には広域処理の対象

もっと表に立っていたでしょう。現実に1995年の阪神

として、県外に運ばれていくものもあります。

大震災の際に作業にあたった人がアスベストのため最

それは受入先の注文通りの仕様に分別するのです。
受入を表明している自治体があってもその大半は可燃

近になって中皮腫を発症するといったことがありまし
た。

物のみを受け入れています。混合物を受け入れ、受入

被害に遭われた沿岸各地の方々のためには早い復興

先で分別処理している自治体は決して多くありませ

を願ってやみません。原発事故は二度と起こってはな

ん。

らないと痛感します。

3

福島の原発事故のイメージが強すぎるため、災害廃
棄物と放射性物質に汚染された廃棄物が混同されがち

※JVとは、共同企業体（ジョイント・ベンチャーの略。）

ですが、震災と原発事故との間にはタイムラグがあ

のことで建設業者が単独で受注及び施工を行う通常の

り、災害廃棄物は原発事故前からすでに発生していた

場合とは異なり、複数の建設業者が、一つの建設工事

のです。

を受注、施工することを目的として形成する事業組織

関東地方のホットスポットと呼ばれる地域に比べ、

6

仁

宮古市のがれきは、焼却しても、はるかに小さな値の

日弁連公害対策・環境保全委員会廃棄物部会では、

ますが実はそれとは別の震災の津波による災害廃棄物

山口

体のことを言います。
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第56回人権擁護大会シンポジウムの御案内
福井弁護士会

笠原

一浩

本年の10月３、４日、広島市にて第56回人権擁護大会

とっても、放射能汚染から人々の健康を守るために十分

が開催されます。同大会に向け、当委員会は、人権擁護

な対策が取られているとはいえません。前述したとお

委員会及び東日本大震災・原子力発電所事故等対策本部

り、2012年６月には、全政党の賛成で原発事故子ども被

とともに、①福島第一原発事故による人権侵害への、早

災者支援法が制定されましたが、その内容を具体化する

期かつ完全な救済、生活の原状回復、②広島・長崎の原

ための法整備が早急に必要なところです。

爆被害、とりわけ内部被ばくによる健康影響を踏まえ

そして、仮に同様の事故が再び起こったならば、こう

た、福島第一原発事故による将来の健康被害防止のため

した重大な人権侵害が再び繰り返されることは確実で

の国による支援策のあり方、そして③福島第一原発事故

す。現時点において、福島第一原発事故の発生機序はい

を最後の原発事故とするため、原子力・エネルギー政策

まだ明らかではありませんが、少なくとも、従来の安全

の転換と脱原発政策の実現の３点をテーマとしたシンポ

審査指針が今回のような事態を想定しておらず、事故の

ジウムを準備しています。

発生に対して全く無力だったことは明らかです。そし

周知のとおり、開催地である広島は長崎とともに、原

て、現時点において、福島第一原発事故の再発防止策は

爆投下に伴い、多数の人々の生命喪失や内部被ばくによ

まったく確立されていません。更に原子力発電は、事故

る健康被害を伴う大規模かつ深刻な放射能汚染を受けた

以外にも、放射性廃棄物の処理など解決困難な深刻な環

所です。67年を経過した現在でも、救済から取り残され

境問題を不可避的に伴うものであって、これらの人権侵

た方々が多数いらっしゃいます。このような被害を二度

害を防ぐためには、原子力発電からの撤退は不可欠で

と出さないこと、これは日本で暮らす多くの人々、とり

す。既に諸外国においては、福島第一原発事故を受け、

わけ広島・長崎の人々が悲願とするところでした。

原子力発電からの撤退ないし不導入を決める国が増加し

それにもかかわらず、我が国はまたしても、福島第一

つつあります。ましてや、世界で最も地震が集中して発

原発事故という重大な放射能被害を経験してしまいまし

生する地域に位置するのはもとより、広島・長崎への原

た。福島第一原発事故は、いまだに日本の各地に深刻な

爆投下によって放射能被ばくを含む多大な惨禍を受け、

被害をもたらしています。農地や漁場など食糧生産の

更に福島第一原発事故によってまたしても放射能による

場、あるいは生活の場は、広範かつ深刻な放射能汚染に

大きな被害を受けた我が国において、引き続き原子力発

見舞われました。環境中に放出された放射性物質の量

電に依存し続けることは許されないことです。それにも

は、広島に投下された原子爆弾の数百倍から数千倍に上

かかわらず、私が住んでいる福井県においては、昨年７

るとも言われています。福島第一原発事故は、従前の国

月１日、対症療法的な津波対策・電源対策を講じただけ

の原子力政策が破綻した結果であって、政府の責任は大

で、関西電力大飯原子力発電所３、４号機について運転

きいといえますが、原子力損害賠償法は、電力会社のみ

が再開されました。これだけ重大な人権侵害が発生した

を賠償の主体とし、電力会社の資産によって賄えない分

にもかかわらず、現時点では、脱原発への道筋は不確定

については、政府が「援助」するという歪な形態を取っ

です。

ています。ADRが設置されたものの、損害賠償の手続

今日の日本社会において、福島第一原発事故に伴う被

は遅々として進んでおらず、完全賠償にはほど遠いのが

害の回復や健康被害の防止、そして同種事故を決して起

現状です。福島第一原発事故は、極めて重大な人権侵害

こさないための脱原発への道筋は、最も重要な課題と

であり、早期かつ完全な救済、そして生活の原状回復が

なっています。市民の期待に応えうる充実したシンポジ

求められています。

ウムとするために、実行委員会一同でさらに調査・研究

また、現状においては、健康被害調査、食品汚染に関

を重ねていきたいと思っています。実行委員として、さ

する規制、健康を守るために必要な水質・大気汚染に対

らに日本で最も多くの原発が集中する福井県の弁護士と

する防護、除染作業への規制、被ばく労働のいずれを

して、多くの皆様の御参加をお待ちしています。
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書評「熊本原爆症認定訴訟の記録～裁かれ
た内部被曝」
栃木県弁護士会
本書は、熊本県在住の原爆被爆者

大木

一俊

て、この審査の方針が残留放射能の影響を考慮しない不

らが、厚生労働大臣の原爆症認定却

当なものであることを明らかにしました。その一つが、

下処分の取消しを求め熊本地方裁判

この審査方針の基礎となったDS86という線量評価方式

所に提起した訴訟の闘いの記録です

は、1945年９月17日の枕崎台風で放射性物質が洗い流さ

（熊本県原爆被害者団体協議会原爆

れた後の測定値から、被爆直後を逆算して放射性降下物

症認定訴訟熊本弁護団・編、花伝社

の量としたもので、実測値と合わない不当なものである

発行、定価1,500円（税抜））。

ということです。もう一つが、延べ500人を超えるボラ

広島、長崎で投下された原爆に

ンティアにより、１年間をかけて、被爆者300人、非被

よって、一瞬のうちに市街地が消失し、多くの命が失わ

爆者600人の聞き取りを行った「プロジェクト04」に

れたことは誰でも知っているでしょう。しかし、直接被

よって、遠距離（３km以遠）、入市被爆者の65％に急性

爆した方だけでなく、原爆投下後に広島、長崎に入市し

症状が確認され、また、ガンだけでなく、甲状腺疾患、

た方の多くが、今も放射線による健康被害に苦しんでい

肝機能疾患など多くの疾病に被爆者が罹患しやすいこと

ることについてはどうでしょうか。本書では、訴訟にお

を明らかにしたことです。とりわけ、後者は、水俣病訴

ける原告らの意見陳述を掲載することによって、原告ら

訟や川辺川利水訴訟で多人数の聞き取り調査を行った経

の被爆体験とその後に健康がむしばまれていく状況を明

験のある熊本訴訟の弁護団ならではのものです。他訴訟

らかにしています。原爆の恐ろしさは、その爆発エネル

での代理人活動は勿論のこと、現場主義を標榜する当委

ギーだけでなく、放射線にもあることが改めて認識され

員会としても、参考にすべき活動です。

るでしょう。
熊本原爆症認定訴訟でも、厚生労働大臣の行う原爆症認

このような、原告団及び原告弁護団の奮闘によって、
原爆による健康被害には、残留放射能による内部被曝が

定の審査方針が不当であることが明らかにされました。 あること、内部被曝は、透過力の強いγ線ではなく、透
厚生労働大臣は、
「原子爆弾被爆者に対する援護に関す

過力は弱いものの、体内に入ると近くの組織、細胞を集

る法律」10条１項に基づき、原爆の傷害作用に起因して

中的に破壊するα線やβ線によるものであることが明ら

負傷し、又は疾病にかかり、現に医療を要する状態にあ

かにされました。

る被爆者に対して、必要な医療給付を行うとされていま

ところで、2011年３月11日の福島第一原発事故は、多

すが、被爆者がこの医療給付を受けるためには、同法12

くの放射性物質を放出しましたが、半減期が約30年と長

条１項により、当該負傷又は疾病が原爆の傷害作用に起

いセシウム137については、１京5000兆Bqにもなるとの

因する旨の同大臣の認定（原爆症認定）を受けなければ

報告もあります。広島に投下された原爆についての試算

なりません。厚生労働大臣は、次のような審査の方針に

値ではセシウム137は約89兆Bqですので、実に広島型原

基づき、認定行為を行っています。

爆168.5個分もあります。福島第一原発事故によって、

⑴① 被爆地点が爆心地から3.5km（従前は２km）以内

避難区域ほどでなくても、放射性物質によって汚染され

の者、②投下後100時間以内に爆心地から約２km以内

た地域は、広範囲に渡っており、今後は、内部被曝によ

に入市した者、③投下後100時間から２週間以内に爆

る影響、とりわけ放射線に感受性が高いとされる子ども

心地から２km以内に１週間程度以上滞在した者につ

たちへの影響が懸念されるところです。

いて、放射線起因性が推認される７疾病について、反

本書は、内部被曝のメカニズムや内部被曝による健康

対事由がなければ、放射線起因性があると認定する。

被害の診断基準についてもわかりやすく書かれており、

⑵それ以外については被曝線量、既往症、環境因子、生

放射線による健康被害についての政府発表や御用学者の

活歴等を総合的に勘案して判断する。

発言を鵜呑みにしないためにも、是非一読をお薦めしま

原告弁護団は、学者、医師、一般の協力者の力を借り

す。

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
「公害・環境ニュース」のバックナンバーについては http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/enviroment/Environment_library.html からご覧ください。
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