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Think Globally, Act Locally

「地球規模で考え、足元から行動せよ」

私にとって、

前者：市民立法「チェルノブイリ法日本版」

後者：子ども脱被ばく裁判、宮崎早野論文不正
問題、２倍家賃裁判、まつもと子ども留学

↑

最近、痛感すること：両者を正しくつなげること。

最近、確信すること：目の前の個別のアクショ
ンは、すべてチェルノブイリ法日本版に通じる。
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子ども脱被ばく裁判：鈴木眞一氏の証人尋問の
事実上のスタート。彼の陳述書作成に向け原告

から質問書を提出 （２０１９．１０．２３）
２０１５年５月まで、 福島県の甲状腺検査の
実施主体である福島県立医科大学の検査の
責任者だった 鈴木眞一教授
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質問書
２、「福島県民健康調査の甲状腺検査」（以下、「甲状腺検査」という）

(1)、甲状腺がんの基礎知識と甲状腺腫瘍診療ガイドラインについて

ア、甲状腺とはどのような器官ですか。どのような場所にあり、どのくらいの大きさで、どのような
性質を持つのですか。

イ、甲状腺がんとはどのような病気で、どのような人に多い病気ですか。

ウ、甲状腺がん学会が作成した「甲状腺腫瘍診療ガイドライン」とは何ですか。

エ、原発事故前の２０１０年版において、証人はガイドライン作成にどのように関与しましたか。

オ、原発事故後の２０１８年版において、証人はガイドライン作成にどのように関与しましたか。

カ、証人は、２０１０年の「甲状腺腫瘍診療ガイドライン」１０頁（甲Ｃ９９）において、甲状腺腫
瘍の危険因子、とりわけ小児の危険因子について、放射線被曝が第一に記載されていましたが、その
根拠（エビデンス）を知っていましたか。

(2)、原発事故直後の対応について

ア、原発事故後、福島医科大学（以下、医大という）では３月１１日以降、ヨウ素剤の配布を決め、
福島県から4000錠以上のヨウ素剤（ヨウ化カリウム丸50㎎）を入手しましたが、この決定の経緯を説
明して下さい。

イ、 医大では１号機が水素爆発した３月１２日からヨウ素剤を配り始め、院内の各科に1000錠単位
で配布したという内部資料が残っています（桐島瞬「安定ヨウ素剤飲んでいた 福島県立医大 医師
たちの偽りの“安全宣言”」（FRIDAY2014年3月7日号34～35頁）参照）。証人はこの配布にどのよう
に関与しましたか。

ウ、院内でのヨウ素配布について、箝口令が敷かれていたと報道されています。事実ですか。

エ、福島県は、県民に対してヨウ素剤を配布しませんでした。この判断をしたのは誰ですか。
オ、同じく、配布しないと決定した理由は何ですか。

カ、証人は当時、配布すべきだと考えていましたか。
キ、県民がヨウ素剤を配布されず服用しなかったことと、原発事故当時１８歳以下の県民から甲状腺
がんが多発したこととの関連性について、証人はどのように考えていますか、結論と理由を説明して
下さい。
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「今でも子どもを安全な場所に避難させたい」と
証言した子ども脱被ばく裁判の原告のお母さん
（2019.11.13）

２０１４年８月２９日提訴の会見で紹介された原告
の小２のお子さん（現在、起立性調節障害〔いわゆ
るブラブラ病〕で通学不能）の絵

https://fukusima-sokai.blogspot.com/2014/08/blog-post_31.html
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わたし自身は、被ばくには十分気をつけていたにもかかわらず、事故から１か月ほどたったころ、子
どもたちふたりとも食欲がなくなり、鼻血を毎日のように出すようになって、目は死んだ魚のようにに
ごっていきました。

そんなとき、東京のお医者さんがボランティアで子どもたちの健康相談をしてくださるというので、藁
にもすがる気持ちで参加しました。すると、お医者さんからこう言われたのです。

「おかあさん、このままこの子たちをここに置いておいてはダメだよ。学校を休ませて、どこか空気の
良いところに子どもたちをやったほうがいい」

そこで、山梨県のボランティア団体が、長期で子どもたちを預かってくれると知り、問い合わせました。
ところが、参加条件は親子同伴。でも、わたしはシングルマザーなので仕事を休むことはできません。
わたしの代わりに母に付き添ってもらおうと思い、事情を話してお願いしました。

しかし、母は被ばくについてまったく理解がないので、「福島に居たってだいじょうぶよ。みんなここ
で暮らしているじゃない」と一蹴され、付き添いを断られました。

でも、子どもたちの体調は日を追って悪くなる一方。わたしは母に土下座をして、「おかあさん、どう
か子どもたちを連れて行ってください」と頼みました。それで、どうにか連れ出してもらったのです。
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宮崎早野論文不正問題

2015年9月12～13日伊達市でICRPダイアローグ
で発表する早野龍五東大教授（当時）



8

宮崎早野論文不正問題
２０１９年７月１９日東大の認定：

①倫理違反：調査委員会の範囲外の事項故、判断しな
い（門前払い）。

②生データ（３ケ月毎の積算線量、単位：mSv ）を論文の
図の単位µSv/hに直すため、0.455 倍（/3(ヶ月）

/30.5(日) /24(時間)*1000(倍)）すべきなのを忘れていた。

軽率であるが、しかし、 「故意」とも「研究者としてわきま
えるべき注意義務を著しく怠ったことによるもの」とも言
えない。よって、研究不正も問題ない。

なおかつ、推測統計学の基本手続を無視した重大な欠
陥点も無視（いっさい言及せず）。
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２倍賃料裁判

江東区の東雲国家公務員住宅

朝日新聞2019年1月23日
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２倍賃料裁判に参加する人たち

根本的な違和感：憐れみの対象でしかなく、

人間として扱われていない。

福島県に、自主避難者が避難先で人間らしく生きる
ためにどうしたらよいか、真剣に考える姿勢がない。

↑

他方、避難者自身にも、「避難先で人間らしく生き
る」とはどういうことか、前代未聞の経験のため、そ
の明確なビジョンを持てないでいる。

↑

このビジョンの１つを提供するのがチェルノブイリ法。
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チョムスキーの言葉（2012．1．12）

社会が道徳的に健全であるかどうかをはかる基準
として、社会の最も弱い立場の人たちのことを社会
がどう取り扱うかという基準に勝るものはなく、
許し難い行為の犠牲者となっている子どもたち以
上に傷つきやすい存在、大切な存在はありません。
日本にとって、そして世界中の私たち全員にとって、
この法廷は失敗が許されないテスト（試練）なので
す。 ↑

このテスト（試練）の１つがチェルノブイリ法日本版。
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私にとってのチェルノブイリ法日本版

映画「變臉」の主人公
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単一法ではなく、総合法・集合法
としてのチェルブイリ法日本版

チェルノブイリ法は「避難の権利」の保障を中心に制定。

しかし、「福島の現実」に照らし、それだけでは不十分。
例えば健康検査を形式的、一般的に定めても、福島の県民
健康調査の現実に照らし、これでは汚染地の住民・子どもの
命、健康を十分守る検査にならないことは明らか。

→「福島の現実」を反復しないために、 「福島の現実」から徹
底して学び、それを最高の反面教師として、何をどう改めて
いったらよいか、徹頭徹尾、検証し直す必要がある。

↓

その検証を踏まえて、「避難の権利を中心として、その周辺
に、住民の命、健康の権利を守るために必要十分な以下の
様々な仕組みを提案していく必要がある（次頁の図を参照）。
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世界を眺める３つのメガネ

私たちが世界を見、物事を判断するとき、

①真（認識的）

②善（道徳的）

③美（美的、快か不快か）

の異なる独自の３つのメガネで眺めている。
「オウム真理教」がマスコミに登場した当時、彼らに対する評価は分裂した。
理由は彼らを①「さっそうと出家してスタイルもカッコいい」といった美的に見るか、
②その宗教的な教義や実践がいかなるものかという倫理的に見るか、③そのス
タイルや宗教的教義にもかかわらず、実際にやっていることはインチキであり、
犯罪ではないかという認識のレベルで見るかという違いに由来した。つまり、もと
もと私たちの側で、その判断に美的、倫理的、認識的の３つの異なる次元の判
断があり、どのメガネをかけて眺めているのかに由来。
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①真（認識的）、②善（道徳的）、③美
（美的、快か不快か）という３つのメガネ
はおのおの他のメガネから独立。

映画や小説ではよく美形の犯罪者やヤクザ
が主人公として登場する。彼らに夢中になる
観客は、映画鑑賞の間、倫理的判断とは別
に、美的判断で鑑賞している。

だからといって、その観客が普段、犯罪者や
ヤクザに好意を抱いている訳ではない。
観客は、無意識のうちに、映画館の中と日常
とで次元のちがうメガネを使い分けている。
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①真（認識的）、②善（道徳的）、③美
（美的、快か不快か）という３つのメガ
ネのお互いの関係

３つのメガネはおのおの他のメガネから独立。
それゆえ、或るめがねを他のメガネでもって省
略、代用、置きかえることはできない。

観客が映画館で美形の犯罪者やヤクザに夢
中になったからといって、その観客を倫理がも
とるとは誰も非難しない。美的判断と倫理的判
断とは元来別の判断（メガネ）であり、２つのメ
ガネを混同すべきでないのだから。
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けれど、この３つの判断(メガネ)の区別は、
日常で必ずしも明確に自覚されず、通常、
３つの次元は渾然と交じり合っている。

19世紀のフランスで、「オセロ」を上演した際、悪役イ
アーゴの女房殺しの場面に憤激した観客が俳優を射
殺した事件が発生。この悲劇は美的判断と倫理的判
断とを区別できなかったためである。だが、私たちは簡
単にこの観客を笑うことはできない。私たちも、例えば
人を愛するとき、その理由は相手に②善（道徳的）の
次元で人間的魅力があるからか、それとも③美（美的）
の次元で美的、性的魅力があるからか、さらには両方
ともあるからか、愛する本人にもよく分かっていないこ
とが多いように、その区別は必ずしも容易ではないか
らである。
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そのため、本来、或るメガネが求められ
るときに、誤って別のメガネでＯＫとする
悲劇が往々に起きる。

かつて自由な教育と斬新な芸術教育で注目を集めた
某私立学校で悪質ないじめや校内暴力が発生した時、
柄谷行人はこう言った――いくら自由と自立を尊重す
るという理想的な教育をしても、いじめや暴力は決して
なくならない。もともとそれは人間の攻撃性に由来する
ものだから。そこで必要なのは、芸術（音楽、美術、文
学）ではなく、むしろ人間の攻撃性を科学的に解明しよ
うとしたフロイトです。いじめや暴力に対してまず必要
なのは、美的判断でも倫理的判断でもなくて、科学的
判断（認識）です。美や倫理のメガネでＯＫと思うな。
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この３つのメガネを正しく区別し、正しく
かけるためには、それ相当の文化的訓
練が必要

デュシャンが「泉」の題で便器を美術展に提示した
時（次頁の写真）、多くの者たちは眉をひそめ、狼
狽した。しかし、彼は単に《芸術を芸術たらしめる
ものが何であるかをあらためて問うた》だけ。つま
り、便器という対象に対し、認識的（①真）と倫理
的（②善）メガネを外して見るという芸術本来の判
断を求めたにすぎない。

しかし、このことを理解するには、それ相当の文化
的訓練が要る。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%89_(%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%B3)
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マルセル・デュシャン「泉」(1917年)

磁器の男性用小便器を横に倒し、「泉」というタイトルを付けた。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%89_(%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%B3)
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科学で使われるメガネとは

科学者とは本来、こうした文化的訓練を積ん
だ者たちである。

近代科学は、研究の対象を、②善（道徳的、
宗教的）と③美（美的、快か不快か）のメガネ
を外して、①真のメガネをかけて認識すること
において成立したものだから。
この点では医者も同様――例えば、産婦人
科医は、妊婦を美的或いは性的に見るメガネ
を外す訓練を積んでいる者たちである。
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科学で使われるメガネとは（続
き）

だが、この訓練がきちんとできていないと悲劇が
発生する。例えば、外科医は、手術の時、患者
を単なる手術の対象＝物として突き離して見る
訓練を積んでいるが、身内が患者の場合、時と
して「相手が手術で苦しむのではないか」といっ
た人間的感情を拭い去ることができず、メスの
操作が狂うことがある。

他方、未熟な外科医は、手術が終わったあとは
患者を「生きた人間」として見るべきなのに、依
然、相手を物のように突き放してしか見られない。
メガネの使い分けに習熟していないため。
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本題：法律は２つのメガネで眺める

２回に分けてメガネをかけて眺める。

(1)、最初のメガネは①真（認識的判断）や③美（美
的判断）を行なうためのメガネ(事実問題)。

(2)、これを受けて、その次に②善（法的判断）を行
なうためのメガネをかけて結論を出す（法律問題）、
の二段階のメガネをかける。

ex ．刑法の殺人罪。

(1)、事実認定：被告人が本当に人を殺したか否か。

(2)、量刑：その殺人に対する刑罰はどれくらいか。
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法的判断の構造

近代科学と同一の構造を採用。

ex ．化学反応

水素と酸素が結合→水が発生

（要件＝条件） →（効果＝結果）

ex ．殺人罪

・要件 客観的要件：人を死に至らせる。

主観的要件：行為者が上記行為を認識

↓すべてそろった時

・効果 殺人罪が成立
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法的判断の構造（続き）

★なぜ「要件と効果」という構造で捉えるのか
↓

化学反応で、酸素と結合する物質がちがえば（例え
ば水素か炭素か）、発生する物質（水、二酸化炭素）
もちがってくるように、
要件を構成する事実がちがえば効果もちがってくる
から。

《殺人罪》 《要件》 《効果》

・客観的要素：人が死んでいた場合 → 死体損壊罪

・主観的要素：認識していなった場合→過失致死罪
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チェルノブイリ法の構造

•「要件と効果」という構造を取る。

・要件 ここでは客観的要素のみ。さらに次の
２つの要素を組み合わせる。

①客体的要素：地域（ゾーン）の汚染状況

汚染状況の高低に応じて地域を４つに区分。

②主体的要素：特定の「市民」「原発作業員」

或る基準に基づき市民を４つに区分。
↓

・効果：これらの要件に応じて、効果（保障の中
身）も違ってくる。
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チェルノブイリ法の客体的要素：
地域（ゾーン）の汚染状況

O・ナスビット，今中哲二「ウクライナでの事故への
法的取り組み」48頁(「チェルノブイリ事故による
放射能災害 国際共同研究報告書」所収)

http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/Chernobyl/saigai/Nas95-J.html
http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/Chernobyl/J-Version.html
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チェルノブイリ法日本版条例の
ゴールと方法

ゴール：

放射能災害から市民の命・健康・暮らしを守ること。

ゴールに到達する方法：

放射能災害に対する市民の命・健康の最大防
御とは何か？
→被ばくから逃げること＝避難。

∵放射能災害の救済の第１原則は「人間は放射
能には勝てない」。この真理・原則から出発する
限り、放射能の被ばくから脱出すること、脱被ばく
にまさる救済はない。
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原発事故の時期による２つの救済

・事故直後の緊急事態における緊急避難に

関する権利（１３条）

選択の余地なく全ての市民に適用

初期被ばくの防御に関する措置を制定
チェルノブイリ法にはナシ

・緊急事態経過後の時期における移住または
残留に関する権利（１１～１２条・１４条）

チェルノブイリ法の主要部分
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「市民」の中に２つのタイプ(類型)

市民の中に、「脱被ばく」が可能な市民と不可能
な市民がいる。

↓

(1)、汚染地域に居住する市民

(2)、放射能災害の収束作業に従事する市民
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市民のタイプに応じた救済の３つ
のタイプ

(1)、汚染地域に居住する市民 →移住の権
利（１１条）

但し、義務ではなく、選択できる→∴残留の権
利（残留を選択した市民に対し、脱被ばくの
権利を最大限保障）（１２条） 。

(2)、放射能災害の収束作業に従事する市民
→生存の権利（脱被ばくの権利の最大限保
障） （１４条）
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前記３つの権利保障にあたっての
基本原理

救済の差別的取扱いの禁止（４条）

胎児、子どもへの特別な配慮（５条）

予防原則の適用（６条）

すべての関係者の参加（７条） ←国難への国策
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チェルノブイリ法日本版条例案
（伊勢市条例について柳原案。2017.10.3）

第１条 （条例の目的）

この条例は、原発事故その他の放射能災害
の発生から伊勢市の市民及び事故収束作
業員の命、健康及び暮らしを守ることを目
的とする。

第２条 （定義）

この条例において、次の各号に掲げる用語の
定義は当該各号に定めるところによる。

http://farawayfromradiation.blogspot.com/2017/10/blog-post.html
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①「放射能災害」とは、原子力発電所事故など、放射性物
質が施設外に大量に放出される事故をいう。

②「事業者」とは、原子力発電所等を所有し、放射能災害
を発生させた事業者をいう。

③「放射能汚染地域」とは、放射能災害で放出された放射
性物質により汚染された地域のことをいい、その区分
は第８条に定めるものとする。

④「汚染地域住民」とは、放射能汚染地域に住居を定め、
居住する市民をいう。

⑤「事故収束作業員」とは、被ばくする場所で、放射能災
害の収束に関わるあらゆる作業に従事する者をいい、
その具体的な内容は第９条に定めるものとする。

⑥「放射能災害被災者」とは、放射能災害発生時に伊勢
市の放射能汚染地域に住民票を有する汚染地域住民
及び放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有する事
故収束作業員をいう。
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⑦「移住の権利」とは、放射能汚染地域の移住権利地域
に居住する汚染地域住民に保障される、本条例で定め
る被ばくにより発生した損害賠償及び社会的支援を受
ける権利をいう。

⑧「避難の権利」とは、放射能災害発生直後の緊急避難
に関して、放射能汚染地域の移住権利地域に居住する
汚染地域住民に保障される、本条例で定める社会的支
援を受ける権利をいう。

⑨「生存の権利」とは、放射能災害発生時に伊勢市に住
民票を有する事故収束作業員に保障される、本条例で
定める被ばくにより発生した損害賠償及び社会的支援
を受ける権利をいう。
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第３条（基本理念）

伊勢市は原発事故被災者となった市民の移住の権
利、避難の権利及び生存の権利を保障する。

第４条（救済の差別的取扱いの禁止）

法の下の平等を定めた憲法１４条を踏まえ、放射能
災害から住民の命と健康を救済するにあたっては、
伊勢市民はひとしく扱われなければならない。

第５条 （影響を受けやすい人への配慮）

放射能災害から伊勢市民の命と健康を救済するに
あたっては、放射能による影響を受けやすい胎児、
子どもの命・健康が守られることを配慮して行われな
ければならない。
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第６条 （予防的取組方法）

１９９２年のリオデジャネイロ宣言を踏まえ、放射能
災害から伊勢市民の命と健康を救済するにあたって
は、完全な科学的証拠が欠如していることをもって
対策を延期する理由とはせず、科学的知見の充実
に努めながら対策を講じる方法（以下「予防的取組
方法」という）にのっとり、適切におこなわれなければ
ならない。

第７条 （すべての関係者の参加）

放射能災害が国難であることを踏まえ、放射能災害
から伊勢市民の命と健康を救済するにあたっては、
伊勢市に関わる、放射能災害に係るすべての関係
者による積極的な参加のもとに行われなければなら
ない。
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汚染地域に居住する市民とは
放射能汚染地域を２つに区分し、各区分に応じ
て汚染地域住民を定義（８条）。

↓

２つの住民を定義。

①移住権利地域の住民

②放射能管理強化地域の住民

※強制避難区域の指定は条例では定めず、国
の制定に委ねた。
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第８条（放射能汚染地域の区分）

放射能災害発生後いつの時点かを問わず、追加被ばく
量（外部被ばくと内部被ばくの合計）の値または土壌汚
染の３種類の値のいずれが以下に定める値を該当した
放射能汚染地域を以下の定めに従い区分する。
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汚染地域に居住する市民の行為

•原発事故の時期に応じて、２種類の「脱被ばく」
アクションが存在

↓

① （帰還を想定の）事故直後の緊急避難

②帰還を前提としない移住
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①緊急避難 の必要条件

正しく避難できるために必要な条件とは

↓

ⓐ汚染の最新情報の把握（行政頼みの克服）

ⓑ安定ヨウ素剤の配布・服用（同上）

ⓒ避難行為に対する公的指導・支援



43

①緊急避難 の十分条件

正しく避難できるために十分な条件とは

↓

ⓐ避難先での生活に対する市民の相互扶助

《市民の市民による市民のための市民型公共事
業》

例 アサザプロジェクト その解説

http://www.asaza.jp/wp-content/uploads/2013/04/%E5%BE%AA%E7%92%B0%E5%9B%B3.jpg
http://www.asaza.jp/about/detail/
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「移住の権利」の主体は２つに分化

移住の権利について、移住の有無を選択した
結果、市民は２つに分かれる（総論→１０条）。

↓

②(1)、移住する市民（１１条）

②(2)、残留する市民 （１２条）
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第２章 放射能災害被災者の権利

第10条 （総論）

１ 放射能災害発生時に伊勢市の移住権利地域に住
民票を有する汚染地域住民は、汚染状況及び被ばく
による健康影響について国及び伊勢市から与えられ
た情報に基づいて、当該地域に住み続けるかそれと
も移住（帰還を前提としない移転）するかを自ら決定
する権利を有する。

２ 移住を選択した汚染地域住民に対して、伊勢市は
次条に定める移住に関する権利を保障する。
３ 残留を選択した汚染地域住民に対しては、伊勢市
は第１２条に定める権利を保障する。

４ 放射能災害発生時に伊勢市の放射能管理強化地
域に住民票を有する汚染地域住民に対し、伊勢市は
第１２条２項に定める権利を保障する。
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第11条 （移住を選択した場合の権利）

１ 汚染地域住民が移住を選択するにあたっては、次の条件を満た
すことが必要である。

①．移住について、未成年者を除き、世帯全員が同意すること。

②．移住先が第８条に定める区分１から３の「放射能汚染地域」でな
いこと。

２、移住を選択した汚染地域住民に対し、伊勢市は以下の権利を保
障する。その詳細は規則で定める。

①．引越し費用の支給

②．移住先での住宅確保・就労支援

③．移住元の不動産・家財・汚染した生産物（魚も含む）の損失補償
④．医療品の無料支給
⑤．健康診断・保養費用の７割支給

⑥．被災者手帳の交付
⑦．年金の優遇

３ 前項の権利は特段の理由がない限り、１回の移住にしか適用さ
れない。
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第12条 （残留を選択した場合の権利）

１ 伊勢市は、残留を選択した汚染地域住民に対し、以下の
権利を保障する。その詳細は規則で定める。

①．治療の無料化

②．医療品の無料支給

③．健康診断・保養費用の７割支給
④．汚染した生産物（魚も含む）の損失補償その他の生活
支援
⑤．被災者手帳の交付
⑥．「放射能食品管理課」等を設け、放射能による食物・水
道水の汚染を検査し、無用な被ばくをさせない。

⑦．年金の優遇
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（１２条 続き）

２ 放射能災害発生時に伊勢市の放射能管理強化地域に
住民票を有する汚染地域住民に対し、伊勢市は以下の権
利を保障する。その詳細は規則で定める。

①．医療品の無料支給

②．健康診断・保養費用の５割支給

③．被災者手帳の交付

④．「放射能食品管理課」等を設け、放射能による食物・水
道水の汚染を検査し、無用な被ばくをさせない。

⑤．年金の優遇

３ 第１項の残留を選択した汚染地域住民がのちに移住を
選択する場合には第11条が適用される。
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(1)移住する市民の必要条件

正しく移住できるために必要な条件とは

↓

ⓐ汚染の最新情報の把握

とくに初期被ばくの情報

ⓑ移住に対する公的支援
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(1)移住する市民の十分条件

正しく移住できるために十分な条件とは

↓

ⓒ移住自体に対する市民の相互扶助

ⓓ移住後の生活再建に対する市民の相互扶助
《市民の市民による市民のための市民型公共事
業》

例 アサザプロジェクト その解説

http://www.asaza.jp/wp-content/uploads/2013/04/%E5%BE%AA%E7%92%B0%E5%9B%B3.jpg
http://www.asaza.jp/about/detail/
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(2)残留する市民の必要条件

正しく残留するために必要な条件とは

↓

ⓐ汚染の最新情報の把握

ⓑ医療・保養に関する公的支援

ⓒ生活全般に対する公的支援
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(2)残留する市民の十分条件

正しく残留するために十分な条件とは

↓

ⓐ生活全般に対する市民の相互扶助
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第14条 （事故収束作業員の生存の権利）

放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有する事故
収束作業員に対し、伊勢市は以下の権利を保障する。
その詳細は規則で定める。
①．医療品の無料支給
②．健康診断・保養費用の減免
③．住環境の改善・支援
④．公共料金・公共交通機関の減額
⑤．有給休暇・解雇・異動時の優遇

⑥．被災者手帳の交付

⑦．年金の優遇
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(2)事故収束作業員の必要条件

正しく生存の権利が保障されるために必要な
条件

↓

ⓐ医療に関する公的支援

ⓑ生活全般に対する公的支援
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(2)事故収束作業員の十分条件

正しく生存の権利が保障されるために十分な
条件

↓

ⓐ生活全般に対する市民の相互扶助
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予算措置
条例で定める救済措置に掛かる経費をどう確保するか？

↓

①本来の賠償義務者に対し、自治体が出費した経費を求
償できる。

②法定外目的税の課税：原発事故の加害者に対し、自治
体が出費した経費分を課税（地方税法７３１条）。

③原発事故の加害責任を負う国に対し、自治体が出費し
た経費を国の負担として求める（地方財政法１０条）。
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①本来の賠償義務者に対し、自治体
が出費した経費を求償

最高裁平成21年10月23日判決：求償金請求事件

要旨：市町村が設置する中学校の教諭がその職務
を行うについて故意又は過失によって違法に生徒
に損害を与えた場合において，当該教諭の給料そ
の他の給与を負担する都道府県が国家賠償法１
条１項，３条１項に従い上記生徒に対して損害を賠
償したときは，当該都道府県は，同条２項に基づき，
賠償した損害の全額を当該中学校を設置する市町
村に対して求償することができる。
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②法定外目的税の課税：原発事故の
加害者に対し、自治体が出費した経費
分を課税（地方税法７３１条）

法定外目的税とは‥‥

地方税の１つ。税の使い道について、特定の目的に
限定するもの（目的税）としないもの（普通税）があり、
目的税の中に、税の種類（税目）が地方税に定めて
あるものとないものがあり、後者を地方税に定めて
いないという意味で法定外目的税と呼ぶ。

自治体の課税自主権発揮のため 2000年に導入。
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法定外目的税（続き）
地方税法７３１条

１ 道府県又は市町村は、条例で定める特定の費用に充てるため、
法定外目的税を課することができる。

２ 道府県又は市町村は、法定外目的税の新設又は変更（‥‥）をし
ようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同
意を得なければならない。

同７３３条

総務大臣は、７３１条２項の規定による協議の申出を受けた場合には、
当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のい
ずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。
一 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が
著しく過重となること。
二 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
三 前二号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当で
ないこと。
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③原発事故の加害責任を負う国に対し、
自治体が出費した経費を国の負担とし
て求める（地方財政法１０条）
地方財政法１０条

地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつ
て、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円
滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要
がある次に掲げるものについては、国が、その経費の全部又は一部

を負担する。
‥‥ ‥‥ ‥‥

十七 原子爆弾の被爆者に対する介護手当の支給及び介護手当に
係る事務の処理に要する経費
‥‥ ‥‥ ‥‥

二十八 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置及び緊
急対処事態における緊急対処保護措置に要する経費並びにこれらに
係る損失の補償若しくは実費の弁償、損害の補償
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地方財政法１０条 （続き）

・原発事故は、17号に定める「原子爆弾」の平和
利用という形態である原発の事故のこと。
→ 「市民の命、健康、生活の保護」という観点か
ら、原子爆弾の被爆者と同様、原発事故の被害
者についても同様の扱いをすべき。

・原発事故は、被害者からすれば、特定の人（加
害者）を問わず、放射能による28号に定める武力
攻撃事態のこと。→ 「市民の命、健康、生活の保
護」という観点から、武力攻撃事態等における国
民と同様、原発事故の被害者についても同様の
扱いをすべき。
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チェルノブイリ法日本版条例案
第15条

（予算措置）次の２案を併記する．
（第１案）

１ 伊勢市は、放射能災害発生の原因となった原子力発
電所等の設置者及び設置許可した者に対して、この条例
の施行により伊勢市が出費する経費全額を求償すること
ができる。

２ 伊勢市は、放射能災害発生の原因となった原子力発
電所等の設置者及び設置許可した者に対して、この条例
の施行により伊勢市が出費する経費に充てるために法
定外目的税を課税する。その詳細は別途条例で定める。
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（第２案）

１ 伊勢市は、放射能災害発生の原因となった原子
力発電所等の設置者、設置許可した者及び設置に
同意した者に対して、この条例の施行により伊勢市
が出費する経費全額を求償することができる。

２ 伊勢市は、放射能災害発生の原因となった原子
力発電所等の設置者、設置許可した者及び設置に
同意した者に対して、この条例の施行により伊勢市
が出費する経費に充てるために法定外目的税を課
税する。その詳細は別途条例で定める。

↑

両案のちがい：原発設置に同意した自治体に対して
も、責任追及を認めるか否か。


