
A：はい。

「どうやってカネを受け取った！」と怒鳴られた

Q：（写真を示す）これは2013年ごろの自宅の写真。2年経っても全く

片付いていない。現在もこういう状況ですか？

A：はい。

Q：障子に穴が開いていますが‥。

A：動物にやられたのだと思います。

Q：損害賠償の請求のとき、冨岡町に住民票がなかったことで東電の社

員から何か言われたことはありましたか。

A：「どうやってカネを受け取ったんだ口　と怒鳴られました。住所を偽

っているのではないかと疑われたようで　とてもショックでした。

もう行き場所もない。適正な賠償を“

Q：現在は横浜で独り暮らし。富岡に帰る見通しはありますか？

A：ありません。放射能が高くて。また、商店や病院は全て「帰還困

難区域」に入っていますから、帰っても年酒できません。

Q：将来、あなたが戻れる日が来たとして、娘さんやお孫さんたちは訪

ねてくるでしょうか。

A：娘ははっきり、「富岡にはいかない」と言っています。私としても、

娘や孫の健康のことを考えると、来てはしいとは思いません。

Q：最後に、裁判所にいいたいことはありますか？

A：冨岡で静かな生活を送ろうと思っていたのに、行き場所がない。原

発事故で全部を奪われた気持ちです。適正な賠償を認めていただきた

いと思います。

〉〉〉〉〉被告側の反対尋問

避難指示は解除、賠償も出てますね

Q；（東電代理人）：富岡町の「居住制限区域」は（昨年）4月1日に避

難指示が解除されていますね。帰れないんですか？

A：戻れません。娘も放射能を体の中に入れたらダメと言っています。

放射能はi布いです。

Q：ADR（原子力損害賠償紛争解決センター）の調停で避難慰謝料、

就労不能損害の賠償も出ていますね？

A：はい。

Q：（国側代理人）平成18年に富岡に帰る時、住民票をどうするか、交

渉はしましたか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

A：いいえ。息子力当主んでいたので、しませんでした。，．＿

音漢音K．M．さん

事故後、高校生だった長女が体調を崩したため福島市から横

浜市に母子避難。母親は独りで実家に残っている。

原告代理人の主尋問

「放射能が怖い」と娘、苦渋の決断で避難

Q：生まれ育った場所はどこですか？

A：福島市の笹木野です。先祖代々住んでいました。

Q：避難する前は誰と暮らしていましたか？

A：母と長女の3人です。

Q：事故の時、子供さん（長女）の様子はどうでしたか？

A：16歳で高校生でした。学校生活を楽しみ、器械体操やマーチングバ

ンドに取り組んでおり、休んだことはほとんどなかったです。

Q：避難した理由は、まず娘

、、　さんの体調不良ですね。

A：はい。食事を取らなくな

り、私の職場にも付いてく

るようになりました。あれ

だけ元気だったのに寝床か

ら起き上がれず、学校に
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も行けず、寝ていることが多くなりました。

Q：何が原因だったのですか？

A：「放射能が酌、」と、不安や恐怖を訴えていました。病院では自律神

経失調症の疑い、といわれました。

Q：避難を決めた理由は何ですか？

A：学校に相談しカウンセリングを受けたら、環境を変える方法もある、

と言われました。

Q：あなたも体調不良になったのですね。

A：視界が狭まり数時間真っ暗になりました。眼科で「緑内障の発作で

視力を失うこともある」と言われて恐隋を覚えました。

Q：あなたにとって避難を決めるのは　どのようなものでしたか？

A：職場をやめ、永年住んだ場所を離れることになるので、苦渋の決断

でした。

希望も母も・・・みんなバラバラ

Q：避難先はすぐに見つかりましたか？

A：いいえ。横浜、平塚などのホテルやマンスリーマンション、賃貸住

宅などを1か月ほど転々としました。

Q：仕事は見つかりましたか？

A：なかなか見つからず、履歴書を何度も出しました。社会福祉法人に

勤めましたが、3か月でやめました。娘の体調不良が続いており、そ

ばにいてあげたいと思ったからです。

Q：娘さんは避難先の高校にすぐなじめましたか？

A：いいえ、友達とも話せず、一人で孤立していました。

Q：生まれ育った福島に戻るつもりはありますか？

A：放射能の値が高いので帰れません。

Q：あなたが原発事故により失ったものは何ですか？

A：将来の希望、福島に残った母…。家族もバラバラになりました。

Q；最後に、裁判の中で言っておきたいことがありますか？

A：放射能をまき散らしておいて、東京電力が平然としていることは許

せないです。

〉〉〉〉〉被告側の反対等間

母親や親戚は福島に残っているのでは？

Q：（東電代理人）原発事故後、娘さんは半年ほど休学していますが、病

院では自律神経失調症といわれたのですね？

A：はい、そうです。

Q：福島市の市政だよりでは「リスクは極めて低い」と書いてあります

が‥。

A：娘は「まったくウソだ」と言っています。避難しなくても大丈夫、

と言っていたのに具合が悪くなったから。

Q：E利親泉の「のう胞」は検査をすれば多くの健康な方にも見つかる。（必

ずしも）がんになるものではない…。

（傍聴席から「えー」という声。裁判長、「静かに」と注意）

A：‥　。

Q：お母様は原告になっていますか？

A：なっていません。

＜願告団だよりN0．0028＞　2018年2月26日発行



Q：（国側代理のあなた方は横浜に避難しましたが親類は福島に残っ

ているのでは？

A：はい。

Q：福島の家は？

A：母が住んでいます。独りで。

漢音喜堀商雪子さん

1浪江町から娘さんとIl旧市に避難。その後、松戸市に転居。有

l様農業の経験を買われ、野菜作りの仕事をしている。

原告代理人の主尋問

有機震業目指し5年もかけて土づくり

Q：事故当時は浪江町に住み、シルバー人材センターに登録されていた

ということですが、どんな仕事をされていました？収入は？

A：老人向け保養施設「やすらぎ荘」の管理の仕事で月8万円、そのほ

かにお年寄りの家の障子やふすまの張替えで1－2万円もらっていま

した。

Q：人材センターではいくつまで働く予定でしたか。

A：定年がないので、体が動く限り働けると思っていました。

Q：いま、食費はどのくらいかかりますか。

A：現在は月4－5万円。事故

前は月3万円。こちらは物

価が高い。浪江では1（m坪

の農園で無農薬野菜や果物を

自分で作っていました。食べ

きれない野菜は近所の人と交

換したりしていました。コメ

は双葉町の母の実家からも
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らっていました。

Q：畑づくりは簡単でしたか？

A：有機農業を目指していましたので（土づくりに）5年ほどかかりま

した。事故後は除染（土を入れ替え）されちゃったので、もうできません。

戻りたいと思っていたがもう戻れません

Q：浪江には帰っていますか？

A：年に3回ぐらいは帰っていますが、野生化したイノシシなどに荒ら

されて…。戻っても何の楽しみもありません。

Q：（図を示す）浪江の自宅の間取り図ですね。ここに織機とありますか・。

A：インテリアに関心があり、事故の2，3年前から機織りを習ってい

ました。麻や葛などの織物を作っていました。

Q：避難後、家具などは持ち出せましたか？

A：着物など思い出のあるものがたくさんありましたが何も持ち出せ

ませんでした。

Q：浪江は昨年3月に避難指示が解除されましたが、戻る予定はありま

すか？

A：途中までは戻ろうと思っていましたが今は戻るつもりはありません。

周りの人もほとんどいないし、畑はハクビシンやアライグマなどに荒

らされ、野菜作りも無理。戻っても楽しみはありません。買い物は南

相馬まで行かなければならず、車で30分はかかります。

Q：被告や裁判所に伝えたいことは？

A：天災なら諦めもつきますが、これは人災です。自分がこれまでやっ

てきたもの全てが、ある日突然、無駄にされてしまいました。

〉〉〉〉〉被告側の反対尋問

Q：（東電代理人）避難先にもシルバー人材センターはあったのでは？

A‥知りません。こちらでは有機栽培の経験を活かして会員制の畑で、

レストラン用の野菜を作っています。

Q：余った野菜を持って帰ることはありませんか。　　　　　　．

A：ありません。

Q：2011年5月に娘さんとIi旧市に避難されたということですが、今は

松戸市のマンションにお住まいですね。

A：娘が松戸に嫁いだのを機に、近くのマンションに引っ越しました。

Q：ADRで賠償は受け取っていますね。

A：はい。

Q：（国側代理人）避難先で食費が月1万円増えたとのことだが一緒に

暮らしていた娘さんの分も入っているのでは？

A：いいえ。

■臆臆猪狩征弘さん

父親と奥さんの3人で富岡町からIi旧市に避難。避難先で

父親を亡くし、ふるさとの生活も幼児教育の夢も絶たれた。

原告代理人の主尋問

苦労して開墾、「畑がかわいい」と言っていた父

Q：いわき市で教員生活、2006年に定年退職して富岡町の実家に戻って

います。人生の基盤はどちらと感じますか。

A：富岡です。私は3人兄弟の長男でいわき市にいる時も月に数回は

富岡に帰っていました。近所の人は結婚式や長男の誕生の時は駆け

つけてくれました。私の定年後、妻が富岡で家庭菜園を始めた時は、

種子や苗を持ってきて、作り方も教えてくれました。

Q：新鮮な野菜を食べられて幸せでしたね。

A：採ってきて5分もかからない。大根など包丁を入れるとパリっと

割れるんです。

Q：原告になっているお父

さんについて聞きます。

A：父は荒れ地を開墾して

農業を始めたので土地

に特別の愛着と感謝の気

持ちを持っていました。

父は「畑がかわいい」、母

は「畑はありがたい」と

／／アく、＼＼ � 
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言っていました。父は風邪もひかず健康で、90歳のころ医者から

「100　歳コースだ。悪いところなし」と言われていました。

Q：l「崎市に避難後は？

A：周りは住宅地で住居は2階。することもなく、急に外に出るのを嫌

がるようになりました。93歳で避難し、間もなく99歳という時に亡

くなりました。口数の少ない人でしたが「帰りたいなあ」と言って

いました。

Q：お父さんは原発をどう思っていましたか。

A：絶対に大丈夫だと笑っていました。国や大会社のやることに間違い

は決してない、という強い思いがありました。それだけに「国はウソ

をついた」と言って、悔しさと憤りを見せました。

避難指示が解除されても町はバラバラ

Q：あなたは事故前、ふたは幼稚園の園長をしていました。幼児教育で

く凝集認諾よりNo．0028＞　2078年2月26謹発行
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韓

特に力を入れていたことは。

A：3年保育です。園長を頼まれ生きがいを持ってやっていました。初

めての子供たちの卒園式が3月23日。成長の姿を見られず残念でした。

Q：富岡町の避難指未が昨年4月、一部解除されましたが戻る予定は？

A：考えていません。海の近くに特定廃棄物焼却施設ができる。その大

きさに恐ろしさを感じている。町にフレコンパッグが山と積まれ、シ

ンボルだちた商店街は更地で見る影もありません。放射能が不安で、
＼住めないかなと思っています。

Q：原発事故で失ったものは。

A：…「ふるさと」の一言です。散歩して顔見知りに挨拶し、心が安らぐ。

林にリンドウや野菊を見つけ、持ち帰って飾る。サクラ、灯ろう流し、

正月、パークゴルフ、芋煮会…。何気ない生活がなくなった。目に見

えないつながりがなくなりました。

〉〉〉〉〉被告側の反対尋問

Q：帰還できないとのことだが、富岡の線量を調べたことは？

A：役場近くで0．2や0．18託シーベルトだったと聞いたことはあります。

Q：お父さんは、原発事故の2年半前に脳梗塞を患っていますね。

A：痛みが気にならないほど回復していました。

漢音臆Y．H．さん

浪江町から娘2人と夫が単身赴任で滞在していた横浜市に

避難。その後、いわき市で英語教室を再開している。

原告代理人の主尋問

子供に実需を教えるのか生きがいで

Q：いつから浪江町に住んでいますか？

A：中学3年生の時からです。高校卒業後に東京、アメリカに行き、22

歳ぐらいの時に戻り、以来ずっと浪江に住んでいました。

Q：仕事は英語教室の経営ですね。いつごろからですか？

A：大震災の時で16年、今年で23年になります。

Q：教室はどこにありましたか？

A：浪江に2カ所、大熊町に1カ所の計3カ所です。

Q：生徒数はどのくらい？　　　　　　　　　　　　，・－

A：大熊は20人で始めて00人になる予定でした。浪江はl∞人を超え、

県内でも有数の大教室でした。

Q：原発事故後に英語教室はどうなりましたか？

A：3カ所ともすべて閉鎖しました。i

Q：閉鎖した理由は何ですか？

A：生徒が全国各地に避難したためです。

、Q：3つの教室の再建の見込みはありますか？

A：ありません。肝心の子供たちが戻って来ません。

Q：英語教室の仕事はやめているのですが？

A：いわきの自宅で始めました。教えるのが好きで生きがいだから。

許せないし、種やかな生活を取り戻したい

Q：ご主人のことですが、どんな仕事をされていますか？

A：福島の原発のプラント建設関係で、横浜に単身赴任しています。

Q：当時はどのぐらいの頻度で浪江に帰っていましたか？

A：月に最低2回ぐらい。5月の連休やイベントの時にも帰っていま

した。

Q：単身赴任は一時的なものですか？

A：はい。原発関係の仕事をしており本社が福島なので、いずれは浪江

に戻る予定でした。

Q：訴訟に参加した理由は？

A：原発事故によって生きがいである仕事を奪われました。それに東電書

のルールで教室1つ分の賠償しかなく、教室の費用も自分の財産にな

るので認められないと言われました。許せないし、穏やかな生活を取

り戻したいと思い、参加しました。

〉〉〉〉〉被告側の反対尋問

福島に戻って教室を再開したかった

Q：（東蜜代理人）ご主人が「いずれは浪江に戻る」と言われましたが、

転勤の打診はあったのですか？

A：わかりませんが、単身赴任がこんなに長く続くとは思いませんでした。

Q：原発事故から15カ月後にいわきで住宅を取得していますが、英語

教室の状況はどうですか？

A：ゼロからスタートしその年に30人、さらに50人になり近いうちに

100人を超えそうです。

Q：（国側代理のいわき市に自宅を購入した理由は？

A；福島に戻って英語教室をやるためです。

Q：横浜で他の経営者の下で働くこともできたのでは？

A：それは私のスタイルではありません。

／‾．‾‾‾‾－1－ 　着＼ 「ヾ l 　－ 
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のために精神的に不安定はった話も、痛ましい限りでした。　　　　　　　　　　　　　　　　慈壷拶 

仕事もできないくらい気持ちを落ち込ませてしまった話、生きがいのある仕事を失ってしまった話、どの方の話からも、豊かな自然と 

丹精込めた家や菜園、そして支え合っていた人間関係、「ふるさと」を失った悲しみ悔しさが伝わって来ました。そして、それでも前向き 

に暮らそうと努力されている姿が印象的でした。 

被告の反対尋問は、その方々の私生活を無意味に暴き立てるようで、聞いていて腹が立ちました。尋問の終わった笈に期せずして湧い 

た拍手は、そんな尋問に耐えて、落ち着いて証言された証人の方々への賞賛だったと思います。 

溝口紀美子（横浜学校労働者組合員　サポーター会員） 

＜原富国だよりN0．0028＞　2018年2月26日発行
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揮轟醜壷えてき潤I責任誓謹言藷’三衰
災害救助法の下で住宅無償提供を辛うじて受けることができた私は、家族バラバラの二重生活を立て直すため

に努力をし震ました。しかし、除梁が進み安全が確保され注して、昨年4月から一方的に住宅提供の打ちき

りを迫られることになりました。子どもたちを被ばくの危険から守ろうという一心で避難した母子たちが、避難

指示区域という線引きの外というだけで「自主避難者」と呼ばれ、唯一の命綱だった住宅提供を打ち切られたのです。それでなく

ても苦しい避難生活に、住まいの確保、家賃の追い打ちが重なり、自ら命を絶つという悲劇さえ起こりました。この事態を放って

置ぐわけにはいかないと、昨年7月12日、支援者と避難当事者が気持ちを一つにして「避難の協同センター」を設立しました。

共同代表の加山久夫さん、事務局長の瀬戸大作さん、溝田夏花さんらと共に、苦渋の決断をさせられて避難をした人々が生活困

窮に陥らないためにはまず、原発事故の被害を可視化させることで事故を起こした国と東京電力、それに加担している福島県の責任

を明らか，にしなければならない。そして事故の翌年（2012年）6月に超党派で成立した法律「原発事故子ども・被災者支援法」の

理念に従って避難の権利を認め、人権が守られるようにと、行政との話し合い、政府や福島県、東電との交渉を繰返し行ってきました。

しかし、国や福島県、東電の姿勢は変わりませんでした。

そして昨年9月には、山形県米沢市の雇用促進住宅に自主避難した8世帯が独立行政法人から立ち退きを迫られ、被告席に立た

されるという事態に立ち至っています。さらに、被害者の側に立つべき福島県も、これに追随しようとしています。原発事故さえ

なければ誰もがふるさとで平穏な生活を送り、このような苦難の路に追いやられることはなかったはずです。同じ立場の避難当事

者としての怒りは収まりません。

避難の協同センターとしての役割は今後も続きます。被害当事者である私たちが他の支援団体と手を携えて、加害者の責任を問い、

本当の被害者救済策を急いで実現させていかなければこの原発事故の被害を風化させ、被害がさらに重大になることは明らかです。

微力な私は、沢山の支援者、有識者の方々のお力をいただきながら、今年も信念を持って前に進もうと思います。

第26回期日／2018年3月7日（水）横浜地裁101号法廷10時～17時

福島原発事故で被害を受けた原告本人・7家族が7年の苦難を裁判官に訴えます。

○集合：9時30分（見込み）横浜地裁1階ホール
入口でスケジュールを受け取り、傍聴抽選に並ぶ

○傍聴抽選：午前9時40分（見込み）地裁1階ホール

入口で手荷物検査が行われるようになります。傍聴抽選の場所や時間が変更
されるかもしれませんのでご確認ください。

○原告本人尋問：午前10時開廷　地裁101号法廷

○報告集会：裁判終了後17時頃から（横浜情報文化センター6階「情文ホール」）

※午前10時からの法廷です。傍聴券の抽選に遅れないようにと注意ください。外れた方の

ために報告集会開始までの間、DVD上映などをします。

※傍聴当選した後、所用があり途中退席する時は、外れた方に傍聴券を譲ってください。裁

判所ロビーにスタッフが待機しています。※午後の空席交代希望の方もご連絡ください。

※裁判終了後の報告集会では、当日と今後の裁判の説明をします。

5月18日（金）、6月15日（金）の口頭弁論で主張を整理、7月19日（木）

結審（最終弁論）、来年3月までに判決の見込みです。

◎群馬訴訟・控訴審　東京高裁101号法廷　3月8日（木）11：00～

◎京都訴訟：京都地裁　3月15日（木）10時判決声

◎東京訴訟：東京地裁103号法廷　3月16日（金）午後3時判決

⑥原発避難者訴訟：福島地裁いわき支部　3月22日休）午後2時判決

◎千葉訴訟：（第2陣訴訟）千葉地裁601号法廷　3月29日（木〉10：30－

⑥さいたま訴訟：さいたま地裁101号法廷　5月16日（水）14：00一

◎井戸川裁判（福島被ばく訴訟）：東京地裁103号4月25日（水）10：00－

⑥南相馬・20ミリ撤回訴訟：東京地裁103号　4月26日（木）14：00～

◎東電株主代表訴訟：東京地裁103号法廷3月22日（木）10：30－

◎福島原発被ばく労災訴訟：東京地裁103号　4月19日（木）11：00

⑥福島原発刑事訴訟：崩職2月徳目（水）10：00一、4－6月に13回臥尋問

◎山形住宅追い出し訴訟：山形地裁3月20日（火）14：00－ � 

☆予定変更もありますのでお問い合わせください。 

ー　　＼ふく）かな活動日誌から　　／珂 �筆／＼ 

離合国総決起集会開催・原発被害者訴訟全国支援ネットワークを結成

1月27日（土）、東京文京区民センターにおよそ300名が集い、「国・東電の加害責任

を断罪し新たな原発被害救済の枠組みを作る全国総決起集会」が開催されました。原告団

と弁護団は、既に全国連絡会を結成して連携して活動していましたが、支援団体は横の

つながりが弱かったため、今回の決起集会に合わせて「原発被害者訴訟全国支援ネット

8

ワーク」を結成。また、2月

20日には「首都圏連絡会」も

結成しました。勝利判決を勝ち

取り、原発事故被害者を真に救

済する枠組みを作るために、′ふ

くかなも参加して全国の原告

団、弁護団、支援団体と力を合

わせていきます。

繋率緩熊‾‾‾ 

∵∴詰＼∴黒∴ 
ーニー　一六＼ 

「原発被害者訴訟全国支援ネットワーク」結成（1月27日、文京区員センター）

海原発被害者訴訟の裁判傍聴、原告や支援する会と交流・応援

●千葉訴訟（第2陣訴訟）1月18日（木）●さいたま訴訟　2月21日（水）

●井戸Ii俄判（福島被ばく訴訟）12月13日（水）●南相馬・20ミリ撤回

訴訟1月22日（月）●東電株主代表訴訟12月21日（木）、2月1日（木）

●福島原発刑事訴訟1月26日（金）●山形住宅追い出し訴訟1月12日（金）

轡原告団・弁護団・ふくかなが参加・協力した主な行動・イベント

●12月13日（水）「福島原発事故に関する裁判について学ぶ勉強会」講師：黒澤

知弘弁護士　＠かながわ県民活動サポートセンター　●1月7日（日）原告団交

流会　＠情文センター大会議室　●平和カフォーラム／脱原発の哲学は語る一原発から

の解放を求めて12／171／212／18＠スペース・オルタ　●1月20日（土）「第四次産業革命」

と脱原発の未来　講師：久保新一（ふくかな共同代表）＠スペース・オルタ　●神奈Iii県

内避難者地域交流懇談会（かながわ避難者と共にあゆむ会主催）1／28川崎市、2／4藤

沢市、U18横浜市青葉区　●2月4日（日）3・11福島被災者支援神田香織講談

会≪ルポ母子避難　消されゆく原発事故被災者≫　＠スペース・オルタ

◆原告団・弁護団・ふくかなが参加・協力予定の主な行動・イベント

●3月10日（土）神奈Ii憬内避難者地域交流懇談会報告会10：00～＠県民センター

●3月10日（土）東日本大震災かながわ追悼の夕べ17：00～＠大通り公園

●3月11日（日）原発ゼロへのカウントダウンinかわざき10：30～＠中原平和公園

●3月17日（土）2018原発のない福島を！県民大集会＠楢葉町・天神崎スポーツ公園

●3月21日（祝・水）さようなら原発3：21全国集会＠代々木公園

墓園醍臨題詞重畳起因重畳重畳重畳国国

見渡す限りのフレコンパッグの山、弾き手を失ったピアノ、獣の

匂いが残る足の踏み場もない室内…。防護服に身を包み、時折吹き

つける阿武隈下ろしの冷たい風にさらされながらの8時間。原告ら

の説明に耳を傾け、現場に目を凝らし続けた中平裁判長が、最終地

点のいわき駅南口広場で、「ご苦労さまでした」と深々と頭を下げ

て現地検証参加者をねぎらった。被害の実態を五感で受け

止めてくれたと思う。さらに六感を動員して判決に反映

してくれることを願う：　　　　　　　　（村田）
基ト
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