2016 年 7 月 21 日

「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会
■活動の流れ
年月日
2011 年
3.11
8.2

8.5
9.2
9.14

主な活動等
※東日本大震災、東京電力福島第１原発事故
子どもたちを放射能被害から守るため、また、北海道においては泊原発を止め
るため、脱原発の運動をさらに拡げるため、意見交換
生活クラブ運動グループ（生活クラブ生協北海道、NPO 法人北海道
ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会、市民ネットワーク北海道）
子どもたちを放射能被害から守るため、また、北海道においては泊原発を止め
るため、脱原発の運動をさらに拡げるため、意見交換
生活クラブ運動グループ、山本弁護士

8.26

福島第一原子力発電所事故における政府の謝罪、及び放射性物質による環
境汚染防止法の早期制定を求める緊急申し入れ
内閣総理大臣宛（環境省に手渡し）
市民ネットワーク北海道

8.26

※菅首相退陣表明、再生可能エネルギー特措法成立、福島第 1 原発事故の放射
能汚染がれき処理のための特措法等、成立
学習会「原発災害と 3.11 以後のエネルギー政策」開催
講師 吉田文和さん（北海道大学教授）

9.2
10.25

「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会 名称正式決定
構成団体：生活クラブ生活協同組合、NPO 法人北海道ワーカーズ・コレクティブ
連絡協議会、市民ネットワーク北海道、環境市民連絡会・札幌、子ど
もの未来を守る市民の会

11.4

「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会 発足 記者会見

11～
11.11

「放射能汚染防止法」制定運動の賛同呼びかけ
「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会 設立集会
講演会 チェルノブイリと福島原発事故―内部被ばくと健康被害―
講師 矢ヶ崎克馬さん（琉球大学名誉教授）

11.24～
25

―放射性物質は人の生命と健康を脅かす最悪の公害物質―
法の空白となっている「放射能汚染防止法」の早期制定、公害犯罪処罰法
「改正」を求め、国へ緊急要望
内閣総理大臣、法務大臣、厚生労働大臣、経産大臣、環境大臣（直接手渡
し）、衆議院議長、参議院議長、外宛
市民ネットワーク北海道

11.24

「放射能汚染防止法」の早期制定を求める申し入れ
内閣総理大臣宛
市民ネットワーク北海道

11.25

人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律の「改正」を求める緊急要望
法務大臣宛 （副大臣に直接手渡し）
市民ネットワーク北海道

12.20

放射性物質による環境汚染を防止する法整備を求める意見書
江別市議会（可決）
放射性物質による環境汚染を防止する法整備を求める意見書
北海道北広島市議会（可決）

12.22

1

備考

12.23

「放射能汚染防止法」の制定、及び「人の健康にかかる公害犯罪の処罰に関す
る法律」の緊急改正に関する要請書を衆・参国会議員全員(721 名)に送付。そ
の他、添付資料①「放射能汚染防止法」（案）要点②公害犯罪処罰法の改正
（案）骨子③公害犯罪処罰法全文④「放射能汚染防止法」制定運動とは。
「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会の構成団体として、「原子力公
害に取り組む札幌市民の会」が参画。

2012 年
1．

1.30

2.4

2.8
2.23

2.24

2.24
3.11
3.21
3．
～4.

※市民団体「三陸の海を放射能から守る岩手の会」が、東電と勝俣会長ら事故
当時の役員 3 人について「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」違
反容疑で告発
質疑要望事項(札幌市要望部分)「放射性物質による環境汚染防止に関する法制
度の見直しについて」
環境省全国都道府県及び政令指定都市等担当部局部長会議
―次世代へのメッセージ―
菅谷昭さん松本市長＆上田文雄さん札幌市長 大いに語る！
◆基調講演 「次世代へのメッセージ～チェルノブイリから学ぶこと」
講師：菅谷昭さん
◆対談
「市民の力で 脱原発社会を！」菅谷昭さん、上田文雄さん
コーディネーター 山本行雄さん（弁護士）
泊原発 1、2 号機の再稼動中止とプルサーマル計画の白紙撤回を求める要望、
及び、公開質問
市民ネットワーク北海道
放射能汚染は公害じゃないんですか？ トークショー「カフェまーなび」
ゲスト：山本行雄さん(弁護士)
非営利自治支援事務所 Pucca
（苫小牧）
環境基本法「改正」に併せて、「公害犯罪処罰法」の放射性物質の適用等を求
める緊急申し入れ
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣宛
「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会
環境基本法「改正」と「公害犯罪処罰法」に関する緊急アピール
「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会
※東日本大震災、東京電力福島第１原発事故 2 年目
放射性物質による環境汚染を防止する法整備を求める意見書(案)
北海道石狩市議会（可決）
脱原発、反原発、環境問題に取り組んでいる全国諸団体へ「放射能汚染防止
法」制定運動への取り組み賛同呼びかけ
ダイオキシン国民会議、ストップ遺伝子組み換え作物、原子力資料情報室、三
陸水産生産者の皆さん、三陸の海を放射能から守る岩手の会、美浜・大飯・高
浜原発に反対する大阪の会、市民政治ネットワーク（東京、神奈川、千葉、埼
玉、つくば、信州、ふくおか、くまもと）、WNJ、生活クラブ生協連合、日本
消費者連盟、自治体学会、大間原発訴訟の会
添付資料①「放射能汚染防止法」を制定する運動への呼びかけ②「放射能
汚染防止法」制定パンフレット③環境基本法「改正」と「公害犯
罪処罰法」に関するアピール④STOP！原発・再稼働「公害犯罪処
罰法」の緊急改正を求めるハガキチラシ
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6．

※福島県在住者、県外避難者らが、東電や原子力安全委員会、原子力安全・保
安院の幹部らを業務上過失致死傷などの容疑で、福島原発事故の責任をただし
告訴

6.2

「放射能汚染防止法」学習会

6.20

※原子力規制委員会設置法附則第 51 条により、放射性物質による大気の汚染
等の防止のための措置について、環境基本法の適用の対象となった。
現行法第 13 条削除。
市民政治ネットワーク幹事会にて、「放射能汚染防止法」制定運動の呼びかけ

6.26
8.1

8.2

講師：山本行雄さん

生活クラブ生協

※東京電力福島第 1 原発事故に関し国や東電側に刑事責任があるとして、業務
上過失容疑などで提出された告訴・告発状を、各地検（東京、福島、金沢）
が受理
北海道の環境を守る取組みについて
＊北海道との意見交換
「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会

9．

学識者等に「放射能汚染防止法」制定運動の活動をお知らせする。
神原勝さん、森啓さん、梅津さん、吉田文和さん、堀浩二さん、佐藤克廣さん、
北海道新聞記者大西さん、さようなら 1000 万アクション呼びかけ人事務所（大
江健三郎さん、落合恵子さん、内橋克人さん、瀬戸内寂聴さん他）
、飯田哲也さ
ん、脱原発をめざす首長会
添付資料①「放射能汚染防止法」を制定する運動への呼びかけ②「放射能汚染
防止法」制定パンフレット③環境基本法「改正」と「公害犯罪処罰法」
に関するアピール④STOP！原発・再稼働「公害犯罪処罰法」の緊急改
正を求めるハガキチラシ

9.24

放射性物質による環境汚染を防止する法整備を求める意見書(案)
小樽市議会
「放射性物質による環境汚染を防止するための法整備を求める意見書」に
ついての請願
北海道議会 継続審査で終了
「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会

10.1

10.7
10.13

第 32 回合成洗剤追放全国集会 汚染なき脱原発「放射能汚染防止法」を
テーマに分科会にて提案
講師：山本行雄さん（弁護士）
学習会 原発事故の責任を問う法律を!「公害犯罪処罰法」の緊急改正を！
講師：山本行雄さん（弁護士、「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の
会） 主催：市民ネット江別、他

11.21

2012 年 12 月衆議院議員選挙
書 衆議院立候補予定者

立候補予定書のみな様（原子力政策関係）質問
放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会

11.21

放射性物質に係る公害防止のための法整備に関する政策･選挙公約について(要
請) 衆議院立候補予定者
「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会

11.24

市民政治ネットワーク全国交流会にて、「放射能汚染防止法」制定、公害犯罪
防止法緊急改正をテーマに分科会
講師：山本行雄さん(弁護士)

12.16

衆議院選挙

民主党から自民党政権に

2013 年
2.23
3.2

学習会「放射能汚染防止法」を制定しよう 講師：山本行雄さん(弁護士)
三世代交流広場 café 亜麻人 主催：市民ネット北、他
学習会「放射能汚染防止法」を制定しよう 講師：山本行雄さん(弁護士)
南区民センター 主催：市民ネットみなみ、他
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3.9
3.11

学習会「放射能汚染防止法」を制定しよう 講師：山本行雄さん(弁護士)
豊平区民センター 主催：市民ネット豊平、他
※東日本大震災、東京電力福島第１原発事故 3 年目

3.23

学習会「放射能汚染防止法」を制定しよう 講師：山本行雄(弁護士)
花ホール(北広島市) 主催：市民ネットきたひろしま

3.29

学習会「放射能汚染防止法」を制定しよう 講師：山本行雄(弁護士)
地区館るくす
主催：市民ネット手稲

3.29

4.20
6.1
6.18
7.3
9.2～4

11.5

11.9

脱原発･再生可能エネルギー政策の促進、及び「放射能汚染防止法」
(案)の制定などを求める申し入れ
内閣総理大臣、経済産業大臣、文部科学大臣、環境、原子力防災大臣宛
「原発ゼロの会」世話人、会員（道内選出他）、「脱原発基本法案」賛同
議員衆参議員（道内選出他）
生活クラブ生活協同組合、NPO 法人ワーカーズ･コ
レクティブ連絡協議会、 市民ネットワーク北海道
学習会「放射能汚染防止法」を制定しよう 講師：山本行雄(弁護士)
花川北コミュニティセンター 主催：市民ネットいしかり
学習会「放射能汚染防止法」を制定しよう 講師：山本行雄(弁護士)
生活クラブ第 2 センター 主催：市民ネット清田、他
学習会「放射能汚染防止法」を制定しよう 講師：山本行雄(弁護士)
札幌市民ホール 主催：中央ネットコスモス、他
放射性物質に係る公害関連法整備の取組みに関する意見書
日本弁護士連合会会長宛
弁護士上田文雄 弁護士山本行雄
福島現地にて市民団体と意見交換。
生活クラブふくしま、二本松市同朋幼稚園、NPO 法人 TEAM 二本松「市民
放射能測定室」
、NPO 法人みんぷくネット、NPO 法人いわき放射能測定室たらち
ね、いわき母笑みネットワーク、いわきの初期被爆を追求するママの会、いわ
き市議 佐藤和良さん、3a!in 郡山、NPO 法人アースウオーカーズ、愛知大学生
「放射能汚染防止法」制定運動資料を持参
学習会―子どもたちを放射能の被曝から守るために―
「放射能汚染防止法」を制定しよう！
講師：山本行雄(弁護士)
札幌市Ｌプラザ 2F
主催：
「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会
大間原発敷地内「あさこハウス」、菊川慶子さんと六カ所再処理施設 現地視察

11.10

学習会―子どもたちを放射能の被曝から守るために―
「放射能汚染防止法」を制定しよう！
講師：山本行雄(弁護士)
呼びかけ：三陸の生みを守る会、生活クラブ青森、ワーカーズ・
コレクティブあべる
青森県労働福祉会館にて
主催：
「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会

11.30

学習会「放射能汚染防止法」を制定しよう 講師：山本行雄(弁護士)
厚別区民センター 主催：市民ネットあつべつ

2014 年
3.11

※東日本大震災、東京電力福島第１原発事故 4 年目
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3.15
4.11

放射性廃棄物と環境を考える in 宮古
講師：山本行雄氏（札幌弁護士会所属）
政府が「エネルギー基本計画」を閣議決定

主催：豊かな三陸の生みを守る会

4.12

原子力市民委員会が「原発ゼロ社会への道―市民がつくる脱原子力政策大綱」
を発表

4.13

脱原発フォーラム
「脱原発社会の創造―いま、市民として取組むべきこと」にて、
「放射能汚染防止法(仮称)」制定を市民ネットワーク北海道が提言
日本教育会館一ツ橋ホールにて

5.21

阻止ネット脱原発フォーラム(院内集会)
「『核燃料サイクル』の現場から『エネルギー基本計画』を検証するシンポジウ
ム」にて、
「放射能汚染防止法」制定に向け発言（佐藤典子参加）
衆議院議員会館・多目的ホールにて
主催：阻止ネット
協力：原発ゼロの会
（
「六カ所再処理工場」に反対し放射能汚染を阻止する全国ネットワーク）

5.30

環境基本法改正に伴う放射性物質の規制基準等の早期整備と使用済み核燃料再
処理事業の廃止に関する意見書
市民ネットワーク北海道提案
札幌市議会 （否決）

7.18

使用済み核廃棄物再処理事業の廃止等を求める申し入れ行動
宛先：エネルギー庁、原子力規制庁
提出団体：市民ネットワーク北海道、東京生活者ネットワーク、東京生活者
ネットワーク（府中、板橋、練馬、品川、江戸川）、「六カ所再処理工
場」に反対し放射能汚染を阻止する全国ネットワーク、生活クラブ事業
連合会、生活クラブ生活協同組合(千葉、北海道)、原子力公害に取り組
む札幌市民の会、NPO 法人ワーカーズ･コレクティブ連絡協議会、原子
力公害に取り組む札幌市民の会、豊かな三陸の海を守る会、神奈川ネッ
トワーク運動（横須賀、鎌倉、藤沢、座間市民ネット）、厚木市民自治
をめざす会、埼玉県ネットワーク、つくば･市民ネットワーク、信州･生
活者ネット他、3 団体、個人 10 名、株式会社 大地を守る会

7.15

使用済み燃料再処理事業の廃止に関する申し入れ
経産大臣宛
NPO 法人北海道ワーカーズ･コレクティブ連絡協議会

7.18

環境基本法改正に伴う規制基準等の早期整備、及び使用済燃料再処理事業の廃
止を求める申し入れ
市民ネットワーク北海道

7.18

使用済燃料再処理事業の廃止に関する申し入れ
経産大臣宛
原子力公害に取り組む札幌市民の会
使用済み核燃料再処理事業の廃止に関する申し入れ
経産大臣宛
生活クラブ生活協同組合北海道

7.18
7.18

環境基本法改正に伴う規制基準等の早期整備、及び使用済核燃料再処理事業の
廃止を求める申し入れ
経産大臣宛
市民ネットワーク北海道

7.18

環境基本法改正に伴う規制基準等の早期整備、及び使用済核燃料再処理事業の
廃止を求める申し入れ
環境大臣宛
市民ネットワーク北海道

11.7

北海道電力泊原子力発電所についての質問書
北海道知事宛
「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会
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12.5
12.25

2015 年
2.16

3.11
6.3
7.19

北海道電力泊原子力発電所についての質問への回答書
北海道総合政策部知事室道政相談センター所長
学習会 ― 子どもたちを守るために ―
「放射能汚染防止法」制定運動をすすめよう
講師：山本行雄さん（弁護士）
アドバイザー：上田文雄さん（弁護士）
第 1 部「放射能汚染防止法」制定を求める院内学習会
講師：上田文雄弁護士、山本行雄弁護士、報告：佐藤典子
主催：放射性廃棄物全国拡散阻止！3.26 政府交渉ネット、
「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会、
滋賀県放射性チップを告発する会、
放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会、
市民と議員による環境プロジェクト(準)
※第 2 部「放射能汚染廃棄物の不法投棄問題」を考える環境省交渉＆院内集会
主催：放射性廃棄物全国拡散阻止！3.26 政府交渉ネット、滋賀県放射性チ
ップを告発する会、放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会、市民
と議員による環境プロジェクト(準)
第 1 部、2 部とも、参議院議員会館 101 会議室にて
※東日本大震災、東京電力福島第１原発事故 5 年目
放射性物質による環境汚染を防止するための法整備を求める意見書
札幌市議会 （可決）
「放射能汚染防止法」を制定しよう！HKB47 市民勉強会 in 岡山
講師：山本行雄さん(弁護士)
岡山コンベンションセンターにて
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