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件で︑強盗強制性交殺人な
どの罪に問われた無職白石

京地裁立川支部︵矢野直邦

裁判長︶の裁判員裁判初公

一緒に自殺しようと誘って

ーを開設し︑自殺願望を明
かしている女性を狙って︑
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︒
起訴内容を認めた︒弁護側 いたと指摘︒八月二十三日 し
事件の性質や遺族の強い
は被害者と同意があったと ごろ最初に同県厚木市の女
希望で︑被害者は全員匿名
して︑法定刑の軽い承諾殺 性＝当時︵二一︶＝を殺害後︑
で審理され︑起訴状ではA
﹁この方法なら働かずに金
人罪にととまると主張し︑
刑事責任能力についても争 が手に入り︑性欲も満たせ −Iのアルファベットと当
うとした︒＝冒陳要旨e﹁承 ると考えて同様の犯行を続 時の年齢が読み上げられ
た︒遺族らの傍聴席は遮蔽
ける決意をした﹂と述べた︒
諾﹂巡り対立④④社説e面
十月下旬までの約二カ月 された︒
ツイッダーに自殺願望を
公判は七十七日間に及
書き込むなどした十五〜二 間に︑ほかの女性らをだま
び︑十二月十五日に判決が
十六歳の若者が約二カ月間 してアパートに誘い込み︑
に相次いで犠牲となり︑室 いきなり首を絞めるなどし 言い渡される︒

判で﹁間違いありません﹂と

内のクーラーボックスなど ており﹁承諾はなく︑単な
る殺人だ﹂と主張した︒
に遺棄された轡惨な事件︒
弁護側は冒頭陳述で︑被
殺害を巡る同意の有無が主
害者九人は﹁死を望む気持
な争点となる︒
検察側は冒頭陳述で︑被 ちがあり︑被告の手で実現
告は一七年三月にツイッダ されることを想定してい
た﹂と述べ︑承諾があった
と反論︒強制性交や死体遺
棄・損壊の罪は争わないと

弁護側﹁被害者は承諾﹂

座間9人聾霞める
故が平穏な生活を侵害した

る範囲と金額を認めた︒事

準を定めた中間指針を超え

賠償については︑国が基

し︑違法だと認定した︒

た国の権限不行使は〇六年
末の時点で詳密限度を逸脱

して︑対策の先送りを許し

認識されるようになったと

津波による浸水の危険性が も最大十一万円を認めた一
方で︑宮城県の一部や茨城 られた︒原告側は空間放射 原状回復を訴えだが︑高裁
県の住民の賠償請求は退け 線量を事故前の水準に戻す は一審同様に退けた︒
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中間指針の不十分さが認め
られたことだ︒東電は指針
を﹁最高基準﹂としてかた
くなに守るが︑高裁は指針
を超えて救済すべき地域を
広げる判断を示した︒
東電の賠償は︑被害実態
とずれていると幾度も指摘
されてきた︒原発事故から
九年半が過ぎても︑十分な
補償が受けられない被災者
がいる︒国は被害救済のた
め︑賠償基準の見直しを急
ぐべきだ︒ ︵片山夏子︶

﹁予見可能﹂東電を規制せず

断︒﹁国︑東電とも経済的
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本社の新聞編集は︑すべて再生可能エネルギーの電力で賄われています︒

紙面へのご意見
お問い合わせは

超える津波の到来を予見で
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として︑旧居住制限区域の
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ようとしだ﹂と批判した︒
神奈川県座間市のアパー
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東京電力福島第一原発事故時に住んで
いた福島県︑隣接する宮城︑茨城︑栃木

三県で被災した約三千六百五十人が国と
東電に損害賠償などを求めた訴訟の控訴

審判決で︑仙台高裁︵上田哲裁判長︶は
三十日︑国と東電に対し︑原告三千五百

う命じた︒約二千九百人への計約五億円

五十人に計約十億一千万円を賠償するよ
の賠償を命じた一審福島地裁判決より救
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地裁支部初公判

東京都千代田区内幸町二丁∃1番4号

＝﹁人災﹂浮き彫りe原告﹁完全勝利﹂㊥面 集団訴訟の仙台高裁判決 た﹂と断罪した︒
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は︑原告弁護団が﹁大きく
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る
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全・保安院の後継機関︑原
子力規制委員会の更田豊志
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下にある︒

与できないが︑一七年から
ソフトバンクグループの傘

と発表した︒施工不良問題

が低迷し︑六月未時点で百

十八億円の債務超過に転
落︒支援額は出資や融資を
組み合わせて五百七十二億
円になり︑債務超過を解消
フォーIトノウへま柊司こ肌︶

する見通しだ︒

月末の〇・7％からマイナ
ス6・9％となり︑債務超
過に陥った︒

制により︑投資方針には関 字︶︒売上高は前年同期比
8・2％減の千三十九億円
だった︒自己資本比率は三

インベストメント・グルー
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インドネシアも調整
米ファンドが512億円支援
ート入居率の回復が見通せ
る︒実現すれば︑ベトナムで
ず︑国内外の投資ファンド
菅義偉首相は就任後初の フック首相︑インドネシア
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は︑十三件の一審判決のう る国の主張について立証を
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判決後︑﹁勝訴﹂などと書かれた垂れ幕を掲げ
る原告の男性㊨ら＝00日午後︑仙台高裁前で

特別損失3兆円
十九億円で︑配当原資をひ
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する子会社のゆうちょ銀行 価低迷の要因となった︒
ゆうちょ銀の一株当たり
の株式について帳簿上の価
日本郵政は五月︑三年
の
簿価は一七三二円︒これ
格を引き下げる減損処理を 三月期の中間配当をゼロ︑
に対し︑三十日の株価終値
二〇二〇年九月中間単体決 年間配当は未定と公表︒二 は八三円だった︒日本郵
算で行い︑三兆四百四億円 〇年三月期の年間配当は五 政はゆうちょ銀株の約89％
の特別損失を計上すると発 十円だった︒二〇年三月末 を保有し︑全体の簿価は五
の利益剰余金は九千六百三 兆七千八百一億円︒
表した︒ゆうちょ銀の株価

が大幅に下がっているため
だ︒連結決算上では内部の
会計処理のため消去され︑
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肌明を﹁唯々諾 げだ点だ︒判決は﹁原発の

入れ︑規制当局

割を果たさなか

︑表現で指摘し

一任同等

地裁判決を﹁乗

と原告側が色め
が︑東電の半額

ていだ国の賠償

判決要旨

にしだいとの思惑が目立
つ︒義務違反の程度は軽微
とは言えない︒慰謝料算定

で考慮すべき要素の一つ
勢などで米中対立が激化す

︒
だ

を適切に講じているかを厳
格に判断することが期待さ
れていた︒しかし︑東電か
ら長期評価の科学的根拠に
ついてヒアリングした原子
力安全・保安院の対応は︑
不誠実な東電の報告を唯々
諾々と受け入れ︑規制当局
に期待される役割を果たさ
なかった︒
国は〇六年の勉強会にお
ける東電の報告で︑敷地を
超える津波が来れば重大事
敵を起こす危険性が高いこ
とば現実に認識していた︒
国の規制権限の不行使は︑
遅くとも〇六年末までには
許容される限度を逸脱して
著しく合理性を欠き︑国家
賠償法上︑違法だ︒
国と東電は︑長期評価に
よる想定津波の試算が行わ
れれば︑喫緊の対策措置を
講じなければならない可能

︶一一一ゴ

性を認識していた︒そうな
った場合の影響︵主として
東電の経済的負担︶を恐れ︑
試算自体を避け︑結果が公
になることを避けようとし

ていた︒原発の設置・運営

は︑原子力の利用の一環と
して国家のエネルギー政策
に深く関わり︑国が推進政
策を採用した︒国が自らの
責任で原発の設置を許可し
た︒国の立場が二次的︑補
完的であるとして︑責任の
範囲を損害の一部に限定す
ることは相当でない︒
︻
損
害
︼
居住地域を九グループに
分類し︑侵害内容や程度な
どから損害額を判断した︒
︻原状回復請求︼
空間放射線量率を事故前
に戻せという請求は︑被告
に求める作為の内容が特定
されておらず不適法︒

一︼＼︵し一こ−ここ 六〇と ノ︐︹ノヽ

ば︑女性が離れていくと感
じたため︑預かった金や所
持金を奪う目的で殺害を決
意︒同月二十三日︑首を絞め
て乱暴︑殺害した︒大金を手

座間事件検察側冒頭陳述要旨

hu−TJふき∃︳フ一−二二

座間九人殺害事件で︑強 に自殺願望があるかのよう
盗強制性交殺人などの罪に なうそのツイートをしたり
問われた白石隆浩被告に対 一緒に自殺しようと誘った
する検察側の冒頭陳述要旨 りした︒同五月二十九日︑
は 次 の 通 り ︒ ＝ 0 両 参 照 職業安定法違反罪で懲役一
一二一一﹁○○Jヽ

′・0

」0王の

︻国の責任︼
設置・運営は国家のエネル
長期評価は国の知見とす
ギー政策に深く関わり︑自
べきもので︑国は東電と同
らの責任で福島第一原発の
じ知見を同時に認識してい
設置を許可し︑許可を維持
東京電力福島第一原発事
た︒経済産業相が東電に︑
してきた﹂と国の責任を重 故被災者訴訟で︑三十日の 直ちに長期評価を踏まえた
仙台高裁判決の要旨は次の
く捉えた︒
試算を指示し︑あるいは自
通
り
︒
ら試算していれば︑遅くと
規制当局だった原子力安
︻東電の責任︼
も〇二年末へしろまでには︑
全・保安院の後継機関︑原
地震調査研究推進本部は
子力規制委員会の更田豊志 二〇〇二年七月︑三陸沖か 十㍍を超える津波の可能性
を認識できた︒長期評価は
委員長は判決の評価を避け ら房総沖にかけての地震活
相当程度に客観的︑合理的
た上で︑自らの組織につい 動の﹁長期評価﹂を公表し 根拠を有する科学的知見
て﹁事故に対する反省や怒 た︒これに基づき︑東電が だ︒原告らが主張する結果
りのようなものに基づいて 速やかにシミュレーション 回避措置が実施できなかっ
していれば︑遅くとも〇二 た︑または実施しても事故
設覆された︒改めて引き締
年末へしろまでに︑第一原発 を回避できなかったという
めたい﹂と語った︒
に十㍍を超える津波到来の 国の主張は採用できず︑結
予見可能性があった︒結果 果回避可能性があったと推
回避可能性もあったと推認 認される︒
される︒長期評価など︑重
原発の安全性を確保する
大事故の危険性を元唆する ために東電を規制する立場
新たな知見に接した際の東 にある国は︑津波対策など
電の行動は︑新たな防災対
策を極力回避し︑先延ばし
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○
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原告団長﹁完全に勝利﹂
原発被災者訴訟国への怒り消えず
東京電力福島第一原発事故の被災者訴訟で︑国と東電に賠償を命じた三十日の

仙台高裁判決︒午後二時半前︑裁判長が判決を読み終えた後の法廷に︑﹁うお
1﹂と原告らの歓声が響いた︒先の見えぬ避難生活や放射能への不安を抱えた中
での提訴から七年半︒﹁よし﹂とうなずいた原告団長の中島孝さん︵六四︶はすっと
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後続裁判に大きな影響」

理吏（よけもと・まきふみ）・大

東電﹁改めておわび﹂
東京電力ホールディンク
スは三十日︑﹁原発事故に
広く社会に大変なご迷惑と

より︑福島県民をはじめ︑

にならねぇ﹂ ﹁もう首つる

へし心配をお掛けしているこ

とに改めて心からおわびす

る︒仙台高裁の判決につい
て︑内容を精査し︑対応を
検討していく﹂とのコメン
トを出した︒

．⊃O in文一r一己︑ノトノhr−︐巨ききー

さいたま地裁︵任介辰哉裁

判員裁判初公判が三十日︑

大教授▲（環境政策論）の話 津波
関する長期評価の信頼性を高く評
東京電力に規制権限を行使しなか
を厳しく断罪した。一審福島地裁
りも踏み込んでおり、後続裁判に
な影響を与えるだろう。損害認定
ても、特に避難指示区域で一審判
大幅に上積みされ、福島県会津地
外で賠償が認められた地域が広が
国と東電の過失を認定し、慰謝料
に当たって考慮するとした点も注
る。国と東電は賭
口候の中間指針や
見直し、被害実態に見合うようにだ。

学校警備で談合疑い

群馬︑公取委が8社検査

群馬県内の学校など公共 二〇〇六年ごろから入札金
施設の警備業務の入札で談 額などを重刷に調整して受
合を繰り返した疑いがある 注業者を決めていた疑いが

備保障︑国際警備など︒

う所は︶全くありません﹂

判長︶であり︑被告は﹁︵違

つここま︑まーつ可D意味も

起訴状などでは︑昨年九

と主張した︒

り検査を受けだと認めた上

月十七日︑自宅で男児の首
を電源コードで絞めて殺害

忍つちゃうのかな一︒毎

ると判断した︒︵浅野有紀︶

恐れのある場合﹂に相当す

起訴内容認める
し︑遺体を電気や水道設備
と
起
訴内容を認めた︒
さいたま地裁初公判
検察側は冒頭陳述で︑長 を収めるメーターボックス
さいたま市の集合住宅で 島被告は二〇一八年十二月 内に隠しだとされる︒遺体
昨年九月︑義理の息子の小 へしろから男児やその母親と は翌十八日に見つかった︒
公判では地裁は刑事訴訟
学四年男児＝当時︵九つ︶＝を 暮らし︑﹁男児は被告を慕
殺害し︑メーターボックス う言動をしていだが︑被告 法の規定に基づき︑男児や
内に遺棄したとして︑殺人 は不満を持っていた﹂と指 母親の氏名を秘匿すると決
と死体遺棄の罪に問われた 摘︒事件当日に男児とトラ 定︒﹁被害者の名誉や社会生
無職長島悠介被告︵三の裁 ブルになり︑殺意を抱いた 活の平穏が著しく害される

義理の息子殺害

関係者によると︑詳馬県 で﹁始まったばかりで今は
ため︑十月一日から︑国に
賠償基準見直しなどを求め 内の官公庁が発注する機械 まだコメントできない﹂︒セ
るよう福島県を中心に自治 を使った警備業務の指名競 コム上信越は﹁詳細は不明
体を回る︒闘いはまだ終わ 争入札や一盤兢争入札︑見 だが公取委に全面的に協力
積もり合わせで︑遅くとも していく﹂とコメントした︒

の被災者の救済につなげる

国や東電の言い分と矛盾す として︑公正取引委員会は ある︒対象となった公共施
る証拠が出てきている︒故 三十日︑独禁法違反︵不当 設は群馬県や国の出先機関
郷を追われた人︑商売を再 な取引制限︶容疑でALS が発注したものなど多岐に
開できない人︑再開しても OK群馬︵前橋市︶やセコ わたるとみられ︑公取委は
うまくいかず苦しむ人が ム上信越︵新潟市︶の前橋 どの範囲で談合していたか
いるのに︑国は原発を主要 市の支社など計八社に立ち 慎重に調べる︒
機械を使った警備業務
電源とし再稼働をしてい 入り検査した︒関係者への
は︑施設に取り付けたセン
取材で分かった︒
﹂
く
他に立ち入り検査を受け サーで侵入者などを察知し
原発に頼り続ける国に怒
りは増すばかりだ︒勝訴に たのは北関東綜合警備保障 て警備員が駆け付ける方
︵宇都宮市︶や︑いずれも ︒
一瞬笑顔を見せるも︑すぐ
法
ALSOK詳馬は立ち入
厳しい表情に変わった︒他 群馬県に本社がある辞馬警

の魚が入らないんじゃ商売 事訴訟や刑事裁判では︑
しかねぇ︒おら﹂︒仲間の

業者らの窮状を受け︑小売
交渉を始めたものの︑なか

業者の組合長として東電と

︵片山夏子︶＝0面参照
な
か
補償が出なかった︒
立ち上がり︑両手の拳を高く掲げた︒
原告団長を打診されたの
浦漁港から車で十分ほど で不安もあったが︑逃げる
﹁完全に勝利しました﹂︒
はそんな時期だった︒悩ん
高裁前に集まった百五十人 の住宅地でスーパーを営 わけにいかなかった﹂︒周
でいた時︑妻が背中を押し
を超える原告や支援者らを む︒店には︑漁港で仕入れ 辺のコンビニが閉まる中︑
た︒﹁ここで逃げてどうす
前に︑中島さんは宣言し た魚を並べた︒ヒラメ︑メ 多くの人が店を頼った︒近
る︒店は長男に魚のこと教
た︒﹁国の東電への︵規 バル︑ツブ貝︑タコ⁝︒朝 くの農家を回って食材をか
えてなんとかすっから﹂
制︶権限不行使など︑国の 五時︑自ら刺し身用にさ き集め︑活魚用のトラック
原発事故から九年半︑共
責任を明確に断罪︒被害救 ばく︒地元の魚と手作り総 を消毒して給水車に︒店の
に裁判で闘ってきた仲間九
済の地域も大きく広げまし 菜が評判で店は順調だっ 前には行列ができた︒
地元の魚が出せない日々 十二人は︑高裁判決を聞く
た﹂︒苦労を共にしてきた ︒
た
そんな日常が二〇二年 が続いた︒津波で漁港が破 ことなく亡くなった︒
仲間たちを見回した︒
﹁放射能に追われた記憶
福島県相馬市で生まれ育 三月十一日から大きく変わ 壊され︑原発事故で漁自体
は忘れられない︒各地の民
った中島さんは︑地元松川 った︒﹁周囲が避難する中 ができなくなった︒﹁地元

2020年（令和2年）10月1
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★秋元被告の但
カジノを合計
ト︵IR︶車掌
件で︑東京地裁
賄罪での起訴後
衆院議員秋元ヨ
民党を離党︑古
駅を取り消し︑
千万円全額を汎
した︒刑事訴瓢
の被告が証拠鳴

き︑裁判所は厄
ことができるl−
秋元被告が而

れた今年二月︑
などとの接壁
元被告の保墾
告は保釈金二
し︑保釈されー
被告は八月二
を通じて贈堕
したとして∴

違反︵証人箋

捕され︑再び
★伊勢谷被告
大麻取締法

埼玉県熊︽

で起訴され︑
俳擾伊勢谷友
十日︑保証金
し︑勾留先の
署から保釈さ
★熊谷6人殺

年︑小学生﹁

殺害したと主
の罪に問われ
カタ・ルデ十
ヨナタン被告
が確定した︒

廷︵山口厚載

斤ヽ ♪・田・毛コ

十四日付で︑
る被告の異護
る決定をした
裁判員裁判
たま地裁は一
責任能力を調
剤を言い渡−
穀は統合失調
犯行全般に醜

