
汚染水告発申立人の皆さまへ

暑かった裏が行き、いつの間にか虫の音があたりiと響く季語となりました。普

ざま、いかがお過ごしでしょうか。

2011年3月の福品原発事故に枠う汚染水漏えい事件について、2013年に

福島県警に告発し、今年の3月に被難者全員が不起訴処分となったた岳、皆識

のご協力を得て験察審査会に申し立てをしましたが、7完に不起訴相当の議決

が出され、誠に残念ながら、裁判に至らず終了となってしまいました。

福島原発内では汚染水問題が深刻な状況にあり、未だに解決できごにい難題

と主っていることを思うと、初動で対策を先送りiこしたことは、重大な過失としか

思えません。その責任を問わなくて良いι結論を出した検察庁に検察審査会

に対しては残会としか言えません。

力及ばず、皆さまのご期待に添えなかったことをお詫び申し上げます。

結果についての、申立入の皆撲へのお知らせが大変運くなってしまったこと

を合わせてお詫びいたします。

汚染水の開題については、これからも何らかの形での追及と見分の不当性

を訴えていきたいと考えております。

汚染水事件は残念な結果となりましたが、東寵元幹部3名が起訴された

2012年告訴事件誌、初公判に向けて、裁判所にて論点の整理が行われてい

ると思われます。重ねてのお麟いになりますが、この裁判を支えるための「福島

原発荊事訴支援団jへのご加入をどうぞ、宜しくお廃品、申し上げます。

福島原発告訴呂田長 武藤類子



福島原発刑事訴訟支援団へのお誘い

r2012年告訴Jから検察器査会の議決を経て、勝保東寵元会長ら3名は強

髄起訴され、那事裁判が開かれることが決まりました。この裁判が公正に行わ

れ、真実が明らかになり、被告人らの関われるべき罪がきちんと追及されるよう

に、支捜部を立ち上げ、裁判を支援していきます。

支援毘へご、参加いただける方は、開封の入会串込書か、支援由ホームペー

ジの入金申し込みフォームよりお申し込みください。

支援団の主な活動

し裁判の鵠帯、と記鍛を行う

2.裁判の内容について社会に広く発信する

3雀証拠の収集・分析を行う

告訴団鍋総会 ＆ 支擢図書被害者集会

1 1月27日（日濯日）いわき市

11丹27日は、撞畠県いわき市の労働撞祉会館にて、午前に告訴図総会、午

後に支譲回の被害者集会をそれぞれ行う予定です。

詳締な時間・プログラム等は後日ご案内差し上げます。

お気に留めいただけますようお願い申し上げます。

,・ ， 



汚染水問題の経過と説抗；J. ¥ rrt n 'II 
弊られた初期対箆
横島第…原発は、課高約30メートjしの

高合を標高10メートんまで切り下げて、

さらに地下を掘り下げて建てられた。その

ため事故前から発生していた大量の地下水

への詩集として、サブドレンという井田で

地下水を汲み上げ捨てていた。このシステ

ムは地震で故障し、機能しなくなっていたa

事故震後の2011年3月から地下水の

流れ込みによる汚染水が問題となり、遮水

壁工法の議討に入った。 4パターンの遮水

監の葉のうち、実績もある粘土遮水壁｛スラ

1）－壁）が遊ばれ、 5月13自には計麗案が

提出され、盟自プレス発表される予定だっ

。た。しかし東電は、 1009信円の費爵免

担が債務詔過と判断されること、 5月末に

控えた株主総会を乗っ切れ主くなることを

おそ紅、発表麗前に、計画を先送りするこ

とをまま時にねじ込んだ。そして工 7日に東

篭誌、 i襲水患を「槙討j にとどめ、先送り

した収束工韓表の按定案を発表した。とこ

ろが工 O丹3日、東電は「鰻張IJ遮7.k嬰はむ

しろ設韓ずべきではなく、 j毎強！Ji農水器のみ

で、対応するJ という方針を決定し、粘土遮

京壁計彊は環結されてしまった。

凍土盟と東京オリンピック
2013年4月3巴、経産省iこ汚染水処

理対撰委員会が設寵され、 5丹30日の委

員会では、凍土遮水壁の導入が提言された。

春議院選挙を挟み7月22岳、ょうやく東

霞は、汚染された地下水が海へ流出してい

ることを拐めて認めた。議8月19日には、

簡易型タンクに貯めてあった高濃度の汚染

水が漏えいする事件があった。規制委員会

は、こめタンクからむ汚染水溝れ事故を単

独で、 INES（間隙原子力事象評姻尺器｝レベ

JI., 3の重大事故に当たると許留した。告訴

団は、このタンク漏れと、粘土遮水轄の先

送ワiこよる件を合わせて、 9月3目、剤事

告発した。

汚染水告発のちょうど詞日、政婿は凍土

遮水壁的建設に国費（税金） 3 0 0懐円以上

を投じると決定した。既存技術の粘土遮水

壁ではなく、実績が少なく難度的高い凍土

遮水壁で語れば、研究開発費として闘が負

担できるという建前だった。また、東京オ

リンピック招致に向け、国が前詰に立って

汚染水対築を進めるというアピーjしでもあ

った。 4日投の盟際オリンピック総会では

安摺総理が f完全にブ口ックされているj

と鞠を強ってスピーチしたc

しがしその後も東需は、汚染水のタンク

からの濡えい、予定外の建屋への誤移送、

排水誌からの海洋

放出とそれを工年

近く公表しなかっ

たなど、数々のト

ラブJI.,を記こし続

けた。

嫌疑不十分か捜査不十分か
2016年3月29日、前年10丹に諸

島県警から送輔されて擾査をしていた槙島

地検ia:~ 容疑者全員を不思訴とする処分を

発表した。徳島地検は、東軍すら認めてい

る汚染水の海洋放出を f立証関難Jとして

認めず、藻土漉水器を否定するかおように、

f海部i遮本壁を設置すれば十分Jに汚染水

流出が防げているとして、刑事費缶を器め

なかったの

告訴由はこれを不蝦とし、 4月工 3自に

由長と副団長が、ち月 lS自には告発人の

うち 2357名が、詣島桟察審査会に申し

立てを行った。

7月7臣、福島検察帯査会は告訴田に対

し、不起訴処分話妥当であるとする器の議

決をしたと通知した。これにより容器者全



員の不起訴が確定し、汚染京事件について

は裁判を開かないという決践がされた。諸

島県民によって開がれる檎察審査会ならば

との期待もあったが、残念な結果となった。

議決醤iこ拡 f葛藤在感乙つつもj 議決ι至

ったとあり、審査員の惜しさがにじみ出て

いるo 検察審査会は福島地横を追認する態

となったが、そもそも地檎や県警が十分な

証拠を集めていなければ判断のしようもな

い。はたして捜査が十分立ものであったが

器開が残る。

汚染水問題の現状

当初2014年度中に運用予定だった環

土遮水壁は、作業員の死亡事故や試験凍結

的不調、土器下水流入を母減できないなどの

ことかも、工事の延期を重ねたのまたその

簡にも、汚染除去装置（AしP引のトラブんや、

タンクや移送ホースからの滞染7J<漏えい、

大雨の際に排水路金、ら外洋へ直接漏えいす

るなど、さまざまなトラブんが続いている。

福患地墳が、汚染7J<告発を不組訴処分と

した 2告後の2016年3見31日、顕子

力規制委員会の認可を受けた東置は、；葉土

壁的本格：寮結を開始した。まず海側を完全

に凍ちせてがら~1目せを諜らせて閉じる計酷

だが、いつまで、経っても凍らない館所が見

つがり、コンクリートを涜し込んで回めて

いるが、未だに閉じられずにいる。規制委

はもはや、凍土壁の知果がない前提で

の対策を求めているが、東竃i立凍土壁iこ盟

執し、「効果がもうすぐ見え始めるj と毎月

の委員合の度に奮い、オオカミ少年と化し

ている。

レベ）l, 3 .こ相告する濁えい事故を起こし、

その後もたびたび汚染水鵜れを起こした舗

務型タンクについては、 20工5年3月ま

でに使舟をやめ、す

べて湾接型タンクに

切り替えるはずだ‘っ

た。第易型タンクの

耐用期限は5年が岳

安とされるためだ。しかL東曜は、湾染捻

去装霊や凍土壁がJI填寵に穂散ずれば汚染水

が減るとの見通しから、溶接盤タンクの増

設には渚極的だった。結果、汚染水は減る

どころかむしろ増えたため、簡易型タンク

を引き続器使わざるを得ず、票意i立タンク

の切り替えは2018年6丹までi護れると

発表した。ま築制委員金もタンク増設命令を

横討しているというが、 i農きiこ失した。

無費荘体制を止める
j容譲型タンク増設を渋

ったことも、粘土遮水蜜

計画を葬ったことも、告のも蔀：1I

の費用を惜しんだためであり、そもそもこ

の東発事故が、津波対築を怠って揺さたと

いう原由と通じる。その蓑告を誰も関われ

てこなカ1ったがために被害はさちに深刻化

している。これ以上被審を広げないために、

あるい陪無責低体制かち再び事故が起きる

ことを跨ぐために、寝境問イ系法などについ

て的見直しを儲きかけたり、来年にも需が

れるという東電元幹部らの裁判で、黄｛まが

しっかりと追及されるよう働詩かけていく

感聾がある。
寵島原発告訴屈

汚染本告発事件の経過

前 2013年9昂3回、団長崎司団長が福島

県襲iこ公議罪で告発。

・2013年12丹市自、全盟6042名が第

二次告発。

・2015年10月2由、諸島県警から福島

魁検へ警親送端。

種2016年3月29日、福島地検が不起訴

処分を発表。

・2016年4毘13B、出長・崩由設が、瀧

鳥検察審査会に申立。

・2016年6月15段、告発人のうち2357

名が申立。

奮 2016年7丹7日j高島検察審査会が、

不起訴担当の議決を発表。事件終結。



幅5送受付用j可齢方法オンライン入金申し込みをお潤いしますロその場合、入紳込書の郵送iま不要です。

F福島原発刑事訴訟支援団3

入金申込書

申込臼 年 月 日

〈ふりがな｝
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お名前

千口口口心DOD
最新

Eメール

アドレス

年金費”カンパ ￥ 
年会議：1日￥1,000以上でお競いします。カンパのある方は合計金額をご記入ください。

震話番号

メッセ…ジ

連絡事項、等

メッセージを罵名で支援司ホームページiこ掲載してもよろしいでしょうか。 口耳 ロ不可

｛注）お龍かりした個人情報は、支援聞からのお知らせ等をお送りする以外の詩的には使用いたしません。

…一一一一一……一………－－》cg._
｛年会費・カンパ（］）お支払い｝

掴郵便振替口座

口座番号：02230ート120291

口恵名：福島譲発刑事訴訟支撞盟

隠ゅうちょ銀行（他の銀行、会康等からの振込）

店名（店番〉：ニ二九（ニニキユウ）店（229)

預金種目；翁盛

口康番号：0120291

漉郵便癒餐用紙を用いずにロ~から振込をされた場合には、お手数ですが、お名前、金殺をメ…ル｛件名：入会連絡）で、

ご連絡をお騒いいたします。

磁領収書の郵送が必蓄基な場合は、メール｛件名：領収書依鎮）でお知らせ下さい。

以下は支援留の住所です。切りとって郵送局の宛名ラベjしとしてご利用ください。郵送料はご負担をお願いいたします。

宇部3-4316

撞島県畠村市甜~HlllT芦沢学小粛140-1

福島原発刑事訴訟支援団行

【事務局かちのお顕L＇：オンライン費縁】

W主6サイト！こアクセス可能な方は、できるだけオンラインでの入会申し込みをお撒いいたします。

オンライン申込みをしていただいた場合は、申込書の郵送は不要です。

支擁留からの情報発揮にはWEBサイト、巨メ…んを穣接的に利用し会費の有効活用！こ努めてまいります。

支援毘WEBサイト入金申込ページ https:/ / sh ien-dan.org/ membership/ 
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3.1 l甲状腺がん子ども基金
3. I: I C h.iJd:ren’S Fu:nd for Thyroid Cancer 

3.11以降、報告数が増えている小児甲状腺がん。

告知された子どもと家族は孤立し、診察や通院費用などで経済的に困窮しがちです。進学、就職、

結婚、出産などで壁にぶつかる子もいれば、再発や転移により、一生、治療と向き合うようなケー

スも出ています。私たちは、経済的支援はもちろん、多様かつ継続的lζ甲状腺がんの子どもたちを

支援するとともに、原発事故による健康影響の状況調査も視野｛ζ入れて取り組みます。



町場輯別顧問u、菅谷昭（松本市長、医師）

。顧問
青木正美（青木クリニック院長）、牛山元美（さがみ生活病院内科部長）、香山リ力（精神科医）、小林恒司（精神科医）、今回かおる

（内科医、小川病院、福島県民健康調査甲状臨検査委員）、高松勇（たかまっ子どもクljニック院長）、武田玲子（婦人科医、クリニツ

ク玲タケ夕、院長）、種市靖行（整形外科、ソフィア小松病院、福島県民健康調査甲状腺検査委員）平野敏夫（内科医、ひらの亀戸ひま

わり診療所所長）、野宗義憎（外科医、島根大学医学部大田総合医育成センターセンター長）、松井英介（岐阜環境医学研究所）、村

国主郎（阪南中央病院）、毛利一平（内科医、ひ5の亀戸ひまわり診療所）山田真（小児科医）、吉田向（よしだ小児科クlj二＇！／ク院長）

(Q)＼陣びかけ入l
雨宮処漂（作家）、井戸謙一（弁護士）、伊藤和子（ヒューマンライツ z ナウ事務局長）、岩上安身（IWJ代表）、上野千鶴子（東京大学

名答教授）、浮田久子（平和の白いリボン行動・藤沢）、内田聖子（アジア末平洋資料センター事務局長）、宇都宮健児（弁護士）、宇

野間子（「避難の権利」を求める全国避難者の会）、大河内秀人（原子力行政を闘い直す宗教者の会）、太田啓子（弁護士）、大谷尚

子（養護実践研究センター）、大脇雅子（弁護士）、奥地圭子（東京シユーレ理事長）、小沢紋子（臨床心理学者）、おしどりケン（芸人）

おしどりマコ（芸人）、落合恵子（作家）、片岡輝美（会津放射能情報センター）、海南友子（映画監督）、鎌田慧（ルポライター）、嫌仲

ひとみ（映画監督）、亀山ののこ（写真家）、神田香織（講談師）、黒田洋一郎（環境脳神経科学情報センター）、小泉純一郎（元首相）

坂上香（映像ジャーナリスト）、島薗進（上智大学大学院実践宗教学研究科教授）、想田和弘（映画監督）、添田孝盟（ジャーナリスト）

千葉親子（会津仮下元町謡）、寺中誠（東京経済大学教員）、豊田直巴（フォトジャーナリスト）、中下拍子（弁護士）、永田浩三（武蔵

大学教授）、中村敦夫（俳優）、中村隆市（放射能か5子どもを守る企業と市民のネットワーク）、ノーマ・フィールド（シカゴ大学名誉教

授）、野中ともよ（ガイア・イ二シアティブ‘代表）、ピーター・パラ力ン（ブ‘ロードキャスター）、飛田晋秀（写真家）、広河陸一（フォトジャ

ーナリスト）、福武公子（弁護士）、船橋淳（映画監督）、昼J11淳（作家）、細JII護照（元首相、自然エネルギー推進会議代表理事）、細

川嘉代子（スペシャルオリンピックス日本名誉会長）、三木由希子（情報公開クリアリングハウス理事長）、水戸喜世子（「子ども脱被ぱく

裁判」を支える会・西日本）、向井承子（；ノンフィクション作家）、森まゆみ（作家）、森住卓（フォトジャーナリスト）、守田敏也（フリー

ライター）、湯川れい子（音楽評論家、作詞家）、吉田干直（フリーライター）、吉原毅（城南信用金庫相談役）、和田秀子（フりーライ

ター・ママレボ編集長）、綿井健陽（ジャーナリスト）

。質問入
いとうせいこう（作家）、稲葉剛（立教大学特任涯教授）、影、浦峡（東京大学大学院情報学環教育学研究科教授）、吉永小百合（女優）


