が放身手性物質に汚された
国
願暢別事葦駐
日
陰 ・
種 除梁を進めた後も汚染は残
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土屋さんと元国際善隣協会理
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一九三奉に設立され︑四五

る︒参加無料︒

事長の古海建一氏が登壇す 署溜脚6482︒︒鵠総 霊繍離籍
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王朝最後の皇帝・薄儀が元首

ただ︑﹁安全なお米で

物質は東電でなくとも土地
所有者が除去できる﹂ ﹁費
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切り出した︒その上で﹁放
射性物質と土地は完全に同
化している﹂から﹁放射性

ることは事実上不可能﹂と

地裁はまず︑﹁現時点の
技術では事故由来の放射牲
物質のみを土壌から分離す

容だった︒

年の敗戦と共に崩壊した︒清

す﹂とPRする風評被害対

農家「原状回復が根本的解決なのに」

橋 引皆釧別品動乱刈
面
い
だ
︒

蒙︑鈴木博之さん︵六〇はそ

福島第一原発から西に六

策は解決策にならないと考

を気にする冒頭のような消
費者の意識だった︒

十㌔の距離にある大玉村は

えた︒﹁﹃うわさに惑わさ

う語る︒

安達太良山のふもとに位置

れている﹄とお客さんを責
めるなんてとんでもない︒

力が高く︑古くから稲作の
適地と目されてきた︒﹁う

見下した姿勢だし︑買うの

する︒粘土質の土壌は保水

ちは江戸時代から続く農

も買わないのも自由だか

用は損害賠償請求の余地も

あり得る﹂と展開し︑強制

的に原状回復を命じる理由

がないと結論づけた︒

諾馬
上

「司

6480
6480

家︒昔は地主だった﹂︒二

鈴木さんは農家仲間とと
もに一四年︑東電相手に農
地の原状回復を求める訴訟

論点すり替え

工事費払えず

鈴木さんは﹁放射性物質

だけを取り除けなんて求め

てない︒論点のすり替え

﹁とりあえず原告が工事

だ﹂とあきれ果てる︒

コ
イ
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並
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﹂
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﹁放射性物質が多く付いた

汚染自体を取り除いたわけ

表土とその下の土を混ぜ︑
汚染の濃度を薄めただけ︒

し︑その後に費用は賠償請

◇淡水魚 （豊洲組合、

（大田東一調べ、㌔）
高値

十代で家業を継いだ鈴木さ
んは三十㌶の農地で米作り
にいそしみ︑コメの直売や

団子などの加工も手がけ

を起こした︒
県が事故前に村内で採取
していた土壌のサンプルは

放射能濃度が一㌔㌘当たり
五〇族だった︒鈴木さんら
の農地の多くは︑ゆうに一
〇〇〇族を超え︑一万族に
達しだ場所も︒放射能濃度
を事故前の水準に戻すよう
求めたほか︑表面から三十

求で争ったら﹂と誘導され

た格好だが︑過去の公害を

は一㌶当たり五千万円近く

踏まえると︑この種の工事

憑

76
81
108
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分譲マンション管理組合の運営で大切塗
﹁組合の公益を重視した経営感壁です︒

意識していますか︽

穆器官理組合聾貝の詰恕

ちで工事費を捻出するのは
無理︒返ってくるか分から

工事費・管理委託料を見直す・比べる⁚

大規模惨稔工事の備えは十分ですか？

WJぞW●gO吉n．cc．

マンション管理会社﹁合入社﹂は提案しま

乏人は黙っとけ﹄というこ

当然のごとく控訴した︒

とか﹂︒怒りは収まらず︑

んのに出すのも無理︒﹃貧

﹁額が大きすぎて︑こっ

かかるという試算もある︒

（大田真一、農水省言周一く、

☆野菜

二〇一二年に除染した︒

じゃない﹂︒土を掘り返す

毒以上の土壌を取り除き︑

﹁訳が分からん﹂と憤る内

（単位・円）

︒
た
生活を暗転させたのが原
発事故だった︒汚された農
地は国の方針に沿い︑村が

反転親を行う程度だった︒

そこへよそからの土を投じ
る工事を行う案を示した︒

高値で売れた白米は︑ 売

り上げが事故前から八割

判決を出した︒鈴木さんが

先月十五日︑福島地裁が
減︒加工品の売れ行きも停
滞した︒対面販売の中で気
づいたのが︑田んぼの汚染

﹃農地所有者が汚染除去を﹂

☆東京枝肉（芝浦食肉市場、

☆塩干物 （都庁調べ、

市場恕ソ ☆印は消費税含む
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司法語立つ賠償へ

渡された︒
原状回復に後ろ向きなの
は︑裁判所だけではない︒
鈴木さんらの訴訟で︑東
電は﹁国や市町村の除梁は
有効かつ適切﹂ ﹁コメの出
荷自体は妨げていない﹂と
反論した︒出荷できても売
れない︑という鈴木さんら
の悲鳴は響いていない︒
訴訟を支援してきた富山
大の林衛准教授︵科学技術
社会論︶は﹁東電は加害者
意識の欠如が顕著︒﹃放射

ているのか﹄と開き直って

能汚染による健康被害が出
いるようだ﹂と語る︒

国もひどい︒鈴木さんの
農地のように︑多くの土地

東電「出荷は妨げず」国「除染尽くした」

っていないのに︑﹁帰還困

難区域以外は除梁が完了し
た﹂と宣言しているのだ︒
環境省の高木圭介参事官補
佐は取材に﹁日常的に立ち

産物を買わせようとする︒
安上がりに済むでしょ︒で
も︑そんなのはまやかし︒
農地を元に戻すのにとんで
もない額がかかるという事
実が重要なんだって︒それ
だけひどい事態っていう証

で消費者の意識を変え︑農

﹃風評被害対策﹄という名目

かかるのは明らか︒だから

取り除くのに膨大なカネが

くないんでしょ﹂と鈴木さ
んはあきれ︑﹁農地の実害を

末にカネがかかるってした

﹁原発事故があると後始

回復を避けるのか︒

なぜ︑裁判所も国も東電
も︑かたくなに農地の原状

くした﹂と述べている︒再
除梁は頭にないようだ︒

入りがあるエリアはやり尽

民法の根底金銭で解決／被害放置されかねない
す言「人気力外きいれは 十十∴∴「 鱒鵜鰭 1 9 10）うとにるな、以でだわ復

拠だから﹂と続けた︒

︵国同門

止まりたる独楽は木の実㌃

母待つ夜は水でまざらす

東京都世田谷区 佑

︵評︶独楽が動きを廿

を﹁木の実に戻る﹂十

に︑なんらかの役割︑

れ︑又終わることへの

ある︒その上での親子

／
C
や

相模原市南区 導

胡桃割れば手にゆりかごのー

︵田圃開園日

東京都新宿区 越

ぴかりの二次双曲線

垂直を知らせる蜘蛛の糸に一

︒
だ

詠み︑迫力のある二

茎の心の動きを臨場感

肌が危険区域となって

舞われる中︑あらわに

︵評︶立て続けに異常

兵庫県尼崎市 吉

に また雲が近づく

山肌はあらわになって不信
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原発事故絡みで原状回復

闇雲
縁日

が事故前の放射能濃度に戻

浮／／／／／／チタ／
／

を求めた他の裁判も︑結果

などの調整機能も用い︑具
体的な解決法を導くという

進め方もあるのではない
か﹂と裁判所に求める︒
鈴木さんらの訴訟でも︑
裁判所はそんな役割を坦つ
べきだったように思える︒

原告代理人の花沢俊之弁護
士は﹁とことん逃げ腰で︑
話を先に進めようとしなか
った﹂と語る︒

実は一七年に一度︑鈴木
さんらの訴えは﹁不適法﹂
として地裁段階で却下され
ている︒﹁原告は原状回復
の手法を特定していない﹂
と︑門前払いだった︒昨年
の控訴審判決で審理は地裁
に差し戻され︑今回の理解
しがたい理屈の判決が言い
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はかんはしくない︒

考え方がある︒被害の程度
を金銭で置き換えて考える
のは分かりやすいから﹂と
説明する︒
さらに﹁裁判所が原状回
復を命じる例は限定的︒原
告側が実現可能な解決策を
示すことが求められる︒原
発事故関連で請求が通った
例は聞いたことがない﹂と

続ける︒
しかし︑﹁カネ﹂で万事

が解決するわけではない︒

長島氏は﹁裁判所も環撞
汚染に向き合い︑解決に向
けた努力をしなければ︑東

電以外の企業が似た汚染を
もたらしても放置されかね

ない︒まず︑原状回復が必

要か判断を元した上︑和解

〇・

前に鈴木さんが建てた加工所＝10月26日、福島県大玉村で

二〇二年八月に福島県
二本松市のゴルフ場が除梁
の仮処分を申請したケー
ス︒﹁飛散した放射性物質
はもはや東電のものではな
い︒所有者のいない﹃無主
物﹄だ﹂と東電が抗弁し
た︒東京地裁は﹁空間線量
は学校の校庭での活動を控
える基準を下回る﹂などの
理由で申請を退けた上︑救
済の道として損害賠償請求
に言及した︒
いわき市の山林の原状回
復を求めた訴訟も﹁日常生
活の場として使用されてい

ない﹂ ﹁経済的価値が下が
れば損害賠鰭を求めればよ

い﹂と原告敗訴︒被災者約
三千八百人による集団訴訟
では福島地裁が一七年︑原
状回復の請求を退けた︒
目立つのは︑裁判所が賠
償請求へと誘導するケース
だ︒帝京大の長島光一講師
︵民事訴訟法︶は﹁被災者
が東電に何かを求める場
合︑私人間の争いになるの
で︑民法に基づく提訴とな
る︒法の根底には﹃争いご
との解決は金銭で﹄という

㊦福島原発事故
㊨鈴木さんが手掛けているコシヒカリなど

（第3種郵便物認可）
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