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かもう安心の未来　‥ 
鷹鶉賠館閑適原告団・会議匿

13：00本館または別館前集合
※当日ご案内します。

第25回口頭弁論期日

2能0年2月20日（木江4＝00開廷

大阪地方裁判所大阪市北区西天満2－1－10（下記地図）

★傍聴抽選券締切（13：15－13：30と流動的。当日決定）
報告集会場所：AP大阪淀屋橋4階北B室

被災者が前を向いたら、原発事故は終りですか？

日本は自然災害が多い国と言われています。大きな地震や台風が毎年の

ように発生しそのたびに‘‘被災者’’が生まれます。先日SNSで「被災者気取り」

というツイートを見ました。被害が大きくなかったのに、もう何年も経っ

ているのに、いつまでそんな話をしているのだと言いたいのでしょう。

では私はもう被災者ではないのでしょうか。私は小さい頃から舞台女優

になりたいと願い続け、その思いは震災にも負けない程強く今でも目標

に向かって頑張っていると話すと、「もう大丈夫」と言われることが多いで

す。被災者とは「たくさんのものを失い、心に深い傷を負った人」である
べきなのでしょうか。前を向いてがんばっている人はもう被災者ではない

のでしょうか？被災者が前を向いたら原発事故は終わったことになるので

しょうか？この文章を読んでくださった方がどう思われるかもちろん自由

です。ですが、かわいそうな人を助けるだけでなく頑張っている人を暖　嘗ツ

後

かく見守って頂けると嬉しいです。　　　　　（原告：石塚愛紗／20歳）

《第26回裁判》2020年5月14日（木）14：00－

8お問合せ：原発賠償関西訴訟の応援団★KANSAiサポーターズ

〒537－0047大阪市北区西天満2－8－1大江ピル405号　℡070－5658－9566

罪因国書 KANSAIサポーターズ ［重畳http：IlkansapojugemjpI
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漢原発賠償関西訴訟弁護団：〒530－0047　大阪市北区西天満4－11－22　阪神神明ビル9階902号室

梅田新道法律事務所　TeI，06－6316－8824　Fax，06－6316－8825（担当弁護士：白倉興武）



原発時イ営開塾訴訟＋ぜ？なに？、Q＆・A

Qこの裁判こ南面磨けごすか？

A．いいえ、日本中で10．000人以上が訴えています！
（2017年7日現在）

2013年3月、福島地裁への訴えを皮切りに、北海道から

九州まで、日本中の避難者が東電と国を相手に提訴して

います。近畿エリアでも、京都、兵庫、関西と3つの原

告団が結成され、合計510名の原告が立ち上がりました。

中年高吟細枠蛤結瀬練臨時両年常雄畑瀬棚糎痢騨駒明輝醗願郁雄棚卸薄搬煩綱噂畔輪駄枇練騨騨灘崎細騨郷贈賄鱗蝋硬膜姻朔

Q向田訴訟って、何人の陳告がいるの？㌻騨清孝烹竃董詳言言惹管蜘蹄㈱淵硝つこ何人の陳告がし＼ゑ無鹸欄間人語

A．2013年9日17日第一次提訴、12日18日

第二次提訴、2014年3日7日第三次提訴、
2016年3日3日第四次提訴と、計243人が

原告になりました。

原告団の多くは家族です。おじいちゃん、おばあちゃん、

パパ、ママ、子どもたち、赤ちゃんも原告です。原発事故

被害は、世代、立場に関係なく、すべての人に及ぶのです。
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Qなんで論判捗るの？東電から賠償金も出庵の雷は？

A．東電の補償と範囲は限られたものであり、

不十分です。

対象となってし＼萌し＼人がたくさんし＼ます。

東電は、補償の対象となる地域をせまく区切り、一部の人

だけを補償の対象として、すべてを終わりにしようとして

います。それ以外の区域の人の大半は切り捨てられました。

福島県を中心に関東～東北の広大なエリアが弓染されまし

たが、今もそこに住む人にも、関西に避難した人の中にも、

東電の補償の対象になっていない人がたくさんいます。ま

た、東電が補償を認めた区域の人たちも、個々の事情はま

ったく考慮されず、謝罪もなく、一方的に東電が勝手に決

めた金額を押しつけられただけでした。その時の怒りゆえ

に、今回の訴訟に踏み切った人も多数います。

Qこの論判の目的って？

A．この裁判の目的は3つあります。

①東京電力福島第一原発の真相の究明と責任の追及
現在、複数の事故調による報告書が公開されていますが、
いずれも国の法的責任を認めていません。国の避難者に

対する施策が極めて不十分なのは、責任の所在が曖昧だ
から。まずはここから始めます。国と東電の責任を明らか
にできるのは、司法の力だけ！

②損害の完全賠償
東電に対する直接請求をしても、原子力損害賠償紛争解
決センター（原発ADR）に賠償を求めても、驚くほど不十
分！区域外の人も同じように被害を受けているのに、まっ
たく対応してもらえないケースが大半です。損害の完全

賠償もこの訴訟の目的のひとつです！

③被災者全員に対しての暮らしの支援を！
被災地にとどまった人、避難した人、帰還した人、原発
事故は多くの人の人生を翻弄しました。しかし、国の被
災者に対する施策は極めて不十分です。特に区域外から
の避難者に対しての必要な支援はほとんどありません。

国のこうした姿勢を改めさせ、被害にあったすべての人
が「ふつうの暮らし」

を取り戻すための、
行政による施策…

それを実現すること
が、この裁判最大の

目的です！

鱗講義編講詰寄講読議論剛咽
A．今回の裁判は法廷の中だけでは収まりません。

今後の日本と変えていくもの。

燈からみん7割ご参加しこはLL＼のごす。

原発事故からの3年の間、被害にあった私たちと、その支援

者たちは、本気で国と東電に訴えてきました。「子ども・被

災者支援法」もでき、日本中で避難者の意見を聞く公聴会

が開催されました。でも、避難者の声はほとんど無視され、

本当に必要な支援策からは、ほど遠い状態です。原発事故

の被害者にとって、訴訟だけが最後の手段なのです。

ふだんのくらしの中で「裁判所に行く」ことって、めったにないですよね？福島原発事故によって関西に避難してきた私たちも、 

裁判の原告になるとは思っていませんでした。「原発賠償関西訴訟」は、原発事故で被害を受けた私たちが、避難する権利、とど 

まる権利、帰還する権利を訴える裁判です。つまり「人の命」と「健康」と「ふつうの人間らしい暮らし」が守られることを何より 

望んでいます。こうした私たちの取り組みに、ぜひ皆さんのお力を貸してください。 

お願い　　　　　　一一

「原発賠償関西原告団」並びにrKANSAlサポーターズ」では、活動のための

カンパを募っています。原発事故がもたらした避難生活の窮状を、ひとりでも

多くの方に知っていただくために、皆さんのご厚意を活用させていただきます。

サポーターに

なってく富さしII

避難生活をしながらの訴訟。どちらも初めてのことで、
とまどうことがいっぱいです。そんな時、私たちの活動
を応援してくれる人がいるだけで、心の支えになります

登録は　kansaisapo＠gmail．comまでE∃

看原発賠償関西原告団

ゆうちょ銀行四一八支店【預金種目】普通預金【口座番号】7905624

【なまえ】ケンバツパイショウカンサイケンユタタン

SKANSAIサポーク「ズ

＜ゆうちょ銀行から＞

【記号】14380【番号】83649451【なまえ】カンサイサポーターズ

＜ゆうちょ以外の金融機関から＞

【店名】四三八（ヨンサン八チ〉【店番】438【預金謹告】普通預金
【口座番号】83649451　【なまえ】カンサイサポーターズ



～認めて！避難の権利　守ろう！子供の未来一

合毎も原発醒鰭京都訴訟の
撞訴雷を傍聴しこ＜詰ま印は

：∴；111°

2013年9月17日、放射線汚染による健康被害を恐れて福島などから京都に避難している33世帯
91人が、国と東電に損害賠償を求めて京都地裁に提訴しました。その後、第2次提訴、第3次提訴を経

て、57世帯173名が一審判決（2018年3月15日）を受けました。全員提訴後、1世帯2名が控

訴を取り下げ、現在56世帯171名が控訴審を闘っています。
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【原告からのメッセージ】

昨年は、支援する会の皆さまからの多大なるご支

援のもと、第2回目の3月13　日大阪高裁での控訴

審期日に始まり、第3回の6月13日、第4回の9

月10日、第5回の12月12日の期日すべてが傍聴

席満杯となったことに深く感謝申し上げます。

弁論内容では、国際法に触れ、避難の権利を十分
に主張した部分や、「確保されるべき安全性は絶対

的安全性ではなく、相対的安全性である」とした国

策である原発の誇るべき科学技術力が「はりぼて」

であったと自認する国のプレゼンは実に印象的で
した。

もうじき原発事故から丸9年を迎えますが、住宅

問題は首都圏の2倍家賃問題の裁判が始まるでし
ょう。賠償訴訟も3月に次々と判決を迎え、訴訟団
一丸となって国と東電へ「統一要求」を突き付ける

動きを見せる年となります。東京オリンピックで原

発事故がなかったことにされないよう、京都から大
きく働きかけていく年にしていきたいと思います。

これからも応援して下さい。どうぞよろしくお

願いいたします。

（原告団共同代表　萩原・福島・堀江）；
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審控訴雪の日程審

第6回期日…2月26日（水）

第7回期日…5月13日（水）
いずれも14時30分開廷

（大阪高裁本庁舎201号法廷の予定）

※手荷物検査があるため、傍聴券の抽選が早まってい

ます。開廷時刻の1時間前をめどにお集まりください。

※抽選に外れた方は模擬法廷に参加して下さい。

昨年暮れ（12月17日）、山形地裁は国の責任を

認めず、損害は東電がすでに弁済しているとして原
告の大部分の請求を退ける判決を出しました。国の

責任を否認する判決が名古屋地裁（8月2日）から
続いています。

こうした何度判決の流れを阻止しなければなり

ません。京都訴訟の控訴審では、今後、国の責任否

認論に丁寧に反論していくほか、低線量被ばくや内
部被ばくの危険性、原告が受けた精神的被害などに
ついて主張していく予定です。口頭弁論は年内一杯

は続く見込みです。一層のご支援をお願いします。

一勧官制離こく緻l′－

◎年会費　個人1ロ：1，000円（複数口歓迎）

【郵便振替口座】
口座番号：00930－0－172794

口座名称：原発賠償訴訟“京都原告団を支援する会

※通信欄に「入会希望」と書き、メーリングリスト‾への

登録を希望される方はメールアドレスをご記入ください。

釦欝謀緩藻琴鰭務新　　　盤諜籠譲驚謀議議長醐55＿1

錆認諾諜認諾醐0罷／霧護憲撥驚森）
－あなたの参加が裁判を動かし、国を動かしますl－



京都地裁判決（2018年3月15日）

京都地裁判決は、原発敷地を超える巨大津
波が起きることは予見できたこと、津波対策
をとっていれば今回のような事故は回避でき
たとし、東電と国の責任を認めました。

京都訴訟原告は大半が区域外避難者です
が、判決は国の中間指針が言う「自主的避難
等対象区域」はもちろん、それ以外の会津地
方、茨城県、栃木県、千葉県からの避難につ
いても、相当性を広く認定しました（ただし、

宮城県など相当性を否認された原告もいま
す）。
その一方で、2012年4月1日までに避

難したものに限定して相当性を認めたこと、
賠償期間を避難開始から2年間に限定したこ
と、賠償額があまりに低いことなど、多くの

問題点もありました。

勝たなければならない裁判　■回し 
田辺保雄弁護士＿（弁護団事務局長） 

原発事故によって避難を余儀なくされた 

避難者が京都で訴訟を闘っています。多くは、「自主避難者」 
です。 

昨年、地裁で一部勝訴しましたが、微々たる賠償額しか認 

められませんでした。今は、高裁で審理しています。 
「自主避難者」であっても避難による経済的負担は大きく、 

それなのに避難生活に見合った賠償は受けられていませ 
ん。行政による無償住宅の提供も打ち切られました。 

これでは、避難指示区域外の市民に「逃げるな」と言うに 

等しい状態です。しかし、その場所にいては、公衆被ばくの 

線量限度を超える被ばくをしてしまうのです。 
この訴訟の原告は「自主避難者」ですが、原告のためだけ 

の訴訟ではありません。市民の誰もが被ばくを強要させら 

れないための訴訟なのです。 

どうぞ、避難者の訴訟をご支援下さい。 

原発賠償京都訴訟　Q＆A

0，避難者には賠償金が支払われているのでは？

A．東電は、避難指示区域内の住民に対しては不十

分ながらも賠償金を支払っていますが、あとは国の

中間指針が指定した「自主的避難等対象区域」（福

島市・郡山市・いわき市など13市町村）の住民に

雀の涙ほどの一時金を支払っただけで、それ以外の

汚染区域については何の賠償もありません。京都訴

訟の原告の大半が「自主的避難等対象区域」であり、

それ以外の区域からの避難者もいます。

0．～避難の権利って何ですか？

A．1986年のチェルノブイリ原発事故のあと、ロ

シア、ウクライナ、ベラルーシでほぼ同じ内容のチェ

ルノブイリ法が成立しました。同法は、年間5ミリシ
ーベルトを超える地域からの移住を義務づけ、年間

1ミ．リシーベルトを超える地域には移住権を認め、

住宅・雇用・医療費・保養などを保障しました。日本

でも公衆の被ばく限度は年間1ミリシーベルトとさ

れています。にもかかわらず、福島原発事故後に避難

基準が年間20ミリシーベルト以上の区域とされ、

福島県民には他府県の20倍も高い被ばく線量が

押し付けられました。チェルノブイリ並みに、年間

1ミリシーベルトを超える汚染区域から避難する

ことを国民の権利として定着させることを求めて

いるのです。

0．一多くの福島県民は普通に暮らしているのでは？

A．誰もが、政府や福島県の言う「安全、安心」を信

じて残っているわけではありません。経済的な事情

や家族関係で避難できず、健康被害を気にしながら

生活している人や今でも子どもたちを保養に連れて

行きたいと思っている人も多くいます。空間線量が

下がったことを理由に次々と避難指示が解除されて

いますが、2016年6月に避難指示が解除された

葛尾村では元の2割、2017年4月に避難指示が

解除された富岡町では元の7％しか住民が帰還して

いません。また、福島県内でも「ふるさと喪失」に対

する賠償を求めて数千人規模の住民が訴訟に立ち上

がっています。

0．原発事故は収束し、空間線量も下がり、もう帰れ

るのでは？

A．溶融した核燃料（デブリ）を冷やすための注水に

より汚染水は増え続けています。腐食している1、

2号機の排気筒が倒壊すれば、内側に付着している

放射性物質が拡散する危険があります。また空間線

量は下がってきてはいますが、事故前の水準には戻

っておらず、高い土壌汚染が続いています。小児甲

状腺がんをはじめ、周産期死亡（死産＋早期新生児

死亡）が増加しており、まだ安全といえる状況では

ありません。

ーあなたの参加が裁判を動かし、国を動かします1－


