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支援者の皆さまへ
いつもご支援ありがとうございます。3月13日（金）の裁判は、5月22日（金）に延期になりました。直前の変

更でお知らせが届かなかった方にはお詫び申し上げます。

※東京高裁・次回5月22日の予定は直前に確認してください※
次回は5月22日（金）東京高裁101号法廷14時開廷の予定ですが・・
東京高裁でも緊急事態宣言期間は原則として開廷しない対応が取られています。かながわ訴訟弁畿団

賎3月13日の進行協議で裁判の進行を遅らせることがないように裁判所に申し入れていますが、宣言
期間が延長される場合には、残念ながら5月の期日も延期せざるを得ないと考えられます。
予定が決まり次第、ふくかなホームページとメルマガでお知らせします。必ずご自身でスケジュールを確
認してから傍職こおいでください。ふくかなメルマガの購読はホームページでお申込みいただけます。ご

不明な点は下記のメールアドレスまたは電話にてお問い合わせください。

裁判勝利のためには一人でも多くの方に傍龍抽選に並んでいただくことが必要ですが、社会的責任と
ご自身の健康が第一、最新仲裁を確韻して無理のない範囲でご協力をお願いします。

※3月12日は仙台高裁、3月17日は東京高裁で判決が・・・
仙台高裁で3月12日に浜通り避難者訴訟が、東京高裁では17日に小高に生きる訴訟が判決を迎
えました。どちらも、東京電力が中間指針に基づいて既に支払った賠償額では不足であり加算すべきと
認定しましたが、仙台高裁は地裁判決を上回る賠償を命じたのに対して、東京高裁では地裁判決が減
額されてしまいました。加算が認められたとはいえ、帰還困難区域の被害に対する賠償額が低く算定さ
れているために、すでに避難指示が解除された区域の避難者への賠償額も抑えられたままです。
二つの高裁判決の原告には避難指示区域外からの避難者は含まれていません。3月10日札幌地裁
で言い渡された判決では、国と東電の責任を認めたにもかかわらず、避難指示区域外から放射線リスク
を避けるために北海道に避難した被害者に対してほとんど賠償が認められませんでした。

福島原発事故でまき散らされた放射能のリスクを無視して復興にまい進する政策がすすめられる中で

被害者は厳しい状況に置かれています。汚染土壌の再利用や汚染水（処理水）の海洋放出など、放射能
汚染の問題は今も私たちにとっても他人ごとではありません。国と東亀の責任を認めさせると同時に原発
事故の被害、長期にわたる放射線被ばくのリスクを裁判所に認めさせましょう。

※先行して東京高裁で闘っている千葉訴訟の署名にご協力ください（署名用紙を同射します）
記名した署名用紙は直接千葉の弁護団あてにお送りください。また、かながわ訴訟原告団や支援する
会が参加・賛同するイベントなどを中心にお知らせを同封していますが、新型コロナウイルス感染対策の
ため変更・延期・中止の場合があります。参加される際には主催者への確認をお願いいたします。

福島原発かながわ訴訟を支援する会（略称ふくかな）
〒231−0011横浜市中区太田町4・55

横浜馬車道ビル6F馬車道法律事務所内
Tbl．070−1316°4575（水澤）
e−mail∴龍Lkukana．shien＠gmail．com
https：I／sites．google．com／site胤kukanaweb
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新型コロナ感染拡大を受けて首都圏にも1か月間の緊急事態宣言が出されるにいたりました。これま
での政府の対応を見ると行動自粛が求められる期間がさらに長期化するのではないかと危惧されます。
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1 ーがながわ原告団だよ耳
福島原発訴訟
、

発行澄福島原発かながわ訴訟庸団

〒231−001横浜市中区太田町4−55 横浜馬車道ビル6F 馬車道法律主務所内
TEL：90＿2742−5572（村田）／090−4885−917
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∴十十∴∴∴∴葉菜藷、蕊謹書

第2回弁論、5月22日忙併合
3月13日（金）に予定されていた福島原発かながわ訴訟控訴審第2回口頭弁論は、新型コロナウイルスの影響を考

慮して中止となり、進行協議のみが行われました。この結果、第2回で予定されていた原告、弁護団の意見陳述は5
月22日（金）に持ち越し、2回分を併せて審理することになりました。

5月22日の口頭弁論は午後2時から東京高裁101号法廷で開かれますが、裁判所側は「濃厚接触」を避けるため
傍聴席数を減らす方針。開廷に先立ち裁判所前で午後1時から集会、弁論終了後3時半から衆議院第二議員会館1階
の多目的会議室で報告集会を行うことにしています。

・i穣一二詰寄三〇g餓姿鷲謬−1、1勝 臣事≒轟∵∴∴∴÷∴
迫、

琵＿i

ー霊琵琵墓園藍霊塾墨憲詰ま

＿攣霧 弱露謡萱董墨韮悪弼慕＿ 譲蓬難墓室
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警固園露、薫蒸讃墾霊溺
急所・・翳・縁 議i 議露園竪議
躍瀦志
左二Jビレッジ前の国道6号線を行進（2月29日）右＝8カ国語のプラカード（3月1日、あづま球場前）橋本庸二さん撮影

「オリンピックどこでねえ」「ダレのせいかリレー」
原発事故被害者団体連絡会（ひだんれん）と脱原発福島ネットワークは2月29日・3月1日の両目、聖火リレーの
スタート地点となる楢葉町の」ビレッジと野球・ソフトボール会場の福島市のあづま球場で、「福島はオリンピックど
ころじゃない」と訴えるアピール行動を行いました。行動には福島県内をはじめ、神奈川、山形、滋賀など全国から
約50人が参加。8カ国語のプラカードを掲げて」ビレッジ周辺の国道6号線沿いを行進。翌日はあづま球場前で集会
を開きました。海外メディアも取材に駆けつけ、アクションの模様は国内外に発信されました。

福島県が避難者提訴、抗議と緊急要請
「原発事故からの復興を世界にアピールする」としていた東京オリンピックの延期、聖火リレー中止が決まり、国中が
新型コロナウイルス対策に揺れていた3月25日、福島県は東京・東雲の国家公務員宿舎に残っている避難者4世帯を被

告として、退去と家賃支払いを求める訴訟を福島地裁に起こしました。また、別の36世帯に対しても立ち退きと「家賃
2倍相当の損害金」支払いの請求書を送り続け、浪江町などの帰還困難区域からの避難者に対する住宅無償提供も3月
未で打ち切るという強硬手段を変えませんでした。

これを受け、ひだんれんと「避難の権利」を求める全国避難者の会は27日、内堀雅雄知事に対し厳しく抗議すると共に、
「避難者住宅政策の抜本的な転換を求める緊急要請書」を提出。e「2倍家賃」請求の中止と撤回e立ち退き提訴の取り下
げe帰還困難区域の住宅提供打ち切りの撤回e民間賃貸住宅貸主と避難先自治体に対し、入居避難者への立ち退きや損
害金請求を回避するよう要請すること、の4点を求めました。
ぐ漂箸霞だよ筆Nc点3340＞
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不尽な〈棄民政策〉との毅然とした対決
中川 弘（「ふくかな」呼びかけ人・福島大学名誉教授）

2007年3月末、福島大学を65歳で定年退職してすぐに当地（鎌倉→横浜）に転居していた私は、14年

1月29 日の「ふくかな」結成当日、呼びかけ人の一人として開港記念館の会場にいた。大震災と東電原発
毀損事故直後から、テレビや新聞で報じられる被災地の、日々深刻になる惨い姿に、かつての同僚や、学生・

友人・知人の安否を重ね、大学の行く末を案じながらも、ただ手を摸いているしかない自分にいらだっていた。
「あれから2年半、…・私たちは・・・愛する家族を抱えた庶民です。支えあってきた地域住民です。人間らしい生活を奪われ、

結成当日の原告団長村田さんの決意の表明も、そのお人柄と朴調とした口調の故もあってか、時折途切れがちであったが、会
場の温かい拍手に包まれた。
こうして始まった原告団、弁護団、「支援する会」の、法廷内外での闘いはその輪を広げ、傍聴席は毎回満席となった。5

年余の一審審理を経て始まった高裁での控訴審第1回口頭弁論での意見陳述で、村田さんは「正直申し上げて、私たち原告は
疲れ果てています」と率直な心境を語りつつ、その上で、「ほとんどの原告が控訴審での審理を求めて立ち上がったのは、一

言でいえば、被害の実相に見合った賠償を命じることによって、ズタズタに切り裂かれた人間としての尊厳を回復してほしい、
ということに尽きます」と力強く述べられた。そこには何の迷いも遽巡のかけらもなかった。
闘いは人を鍛えるものだ、と私は感動し、思わず心の中で拍手した。それは原告団全ての方々について言えることであろう。
「人間の尊厳を否定する〈棄民政策〉を、断固拒否します」「ズタズタに切り裂かれた人間としての尊厳を回復してほしい」−「ふ

くかな」結成総会と第1回控訴審意見陳述を貫いている、虚言と隠蔽に終始する政治の理不尽に毅然として対決する強固な意
思、これこそ広く国民の共感を呼び起こし、闘いを勝利に導く力であろう。

の平和カフォーラム20201新にっI脚＠スペース・オルタ

3月13日（金）の裁判は5月22日（金）に延期だなりました。
新型コロナ感染対策のために隣あった傍聴席を使わない対応が取られていま
す。傍聴席が半減すると思われます。無理のない範囲でご協力をお願いします。

※かながわ訴訟控訴審寮2回のスケジュールは
5月22日（金）東京高裁101号法廷
13：00へ′13：20

5月9日（土）「企業栄えて人間滅ぶ」／6月7日（日）「日本軍性奴隷制
度に見る歴史歪曲」／6月14日（日）「原発があらゆる絆を断ち切る」／
7月12日（日）「『属国』づくりの改憲を許さない」
●環境・公害フェスタ＠溝ノロ駅前デッキ 5月24日（日）
〇第低回全国公害被害者総行動デー 6月3日（水）、4日（木〉
e中村敦夫朗読帥縮揖計が鳴る」6月27日（土）14時開演（3月7日を延期）
＠あーす，撫らざ2Fプラザホール

裁判所前集会

13：30
億時抽選諦切（見込み）
14：00−15：00101号法廷で意見陳述（原告と弁護団の予定）
lJ5：30−16：30 報告集会衆議院第二議員会館lF多目的会議室（予定）

※その後は7月17日（金）、10月2日（金）、12月4日（金）
毎回1300から20分ほど裁判所前でアピール、傍聴抽選締切は13：30の見込み。

㊧国・東電の加害責任を徹底的に追及する原発閑話訴訟の全面能決をめざすつどい
2月2日（日）＠日比谷コンベンションホール

◎子ども脱轍ぼく裁判 福島地裁
2月14日【鈴木真一証人尋問】、3月4日【山下俊一証人尋問】

【東京高裁：群馬・千葉の控訴審は今年が山場】

◎生業訴訟 仙台高裁 2月20日【結審】判決日未定

⑥千葉訴訟 6月5日（金）14：00【結審】
◎群馬訴訟 4月21日（火）13：30【結審】＝延期 7月9日（木）
◎東京訴訟（第1睡）4月16日（木）14：00＝延期期日未定

㊧福島はオリンピックどこでねえ「ダレのせいかリレー」スタンディング＆ウオーク
2月29日（」ビレッジ）・3月1日（あづま球場）

◎北海道訴訟 札幌地裁 3月10日【判決】
◎浜通り避難善訴訟 仙台高裁 3月12日【判決】
◎小高に生きる訴訟 東京高裁 3月17日【判決】

【大阪高裁でも控訴審がすすむ】
◎京都訴訟

5月13日（水〉14：30

【東京地裁・各地地裁も判決が続く】

◎米沢尾田偲轍主宰避難者追出し裁判 山形地裁 3月18日【和解】《非公開》

◎あぶくま会訴訟 東京地裁 4月15日（水）【判決】＝延期期日未定

以下のイベントは新型コロナウイルスの影響で中止になりました。

◎東京訴訟（第2陣）東京地裁 6月3日（水）10：30
⑥みやぎ訴訟 仙台地裁 4月〜5月頃【判決】
◎九州訴訟 福岡地裁 6月24日（水）【判決】
◎さいたま輔訟 さいたま地裁 7月8日（水）14：00
◎いわき市民訴訟 福島地裁いわき支部 5月26日（火）（尋問期日）
◎関西訴訟 大阪地裁本館202号法廷 5月14日（木）14：00
⑨ひようご訴松 神戸地裁 5月28日（木）14：00

3月8日 原発ゼロへのカウントダウンinかわさき

3月10日 東日本大震災かながわ追悼の夕べ

3月19日 原発事故椴害者訴訟・院内集会＆東電前集会

3月20日 さようなら原発全国集会

「音楽は、酸素です」。ウクライナの民旗楽器バンドウーラを手に、
13曲を歌い終えたカテリーナさんがつぶやいた。「外出自粛要請」でひっ

【その他福島原発事故関連訴松】
◎東電株主代表訴訟東京地裁103号法廷 4月27日（月）13：30

そりとした土曜日の夜、新横浜駅近くのスペース・オルタの地下ホー

◎井戸川裁判（福島被ばく弼即東京地裁103号4月22日（水）＝延期期日未定
◎南相馬・20ミリ撤回輔訟東京地裁103号4月24日（金）【結審】＝延期

ルで開かれたバースデーコンサート。チェルノブイリを逃れて来た日

6月8日（月）14：00

◎福島原発被ばく労災あらかぶさん裁判東京地裁103号5月13日（水）11：00

本で、福島原発蔀艶そしで‥。無能な権力によって増幅さ
れる「新型コロナ危機」が、世界を窒息寸前に追い込んでい
る。いまこそ、窓を開けよう！酸素を吸おう日 （村田）

◎子ども脱被ばく裁判 福島地裁 7月28日（火）【結審】見込み
く原告団だよりNo、OQ40＞

登
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朽ち果てていくわけにはいきません。人間の尊厳を否定する〈棄民政策〉が繰り返されることは、断固拒否します。」−「ふくかな」

