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蛍が飛び交い、かがり火が祭りの夜を彩った豊かな田園が、今はフレコンパックの広大な仮置き場（2月8日、南相馬市小高区）

福島原発かながわ訴訟は2月8日（木）、中平健裁半i」長ら3名の裁半i」宮と原告側、被告側双方が参加して帰還困難区域

を含む浜通り地区の原告宅などを現地検証しました。

検証は進行協議として非公開で行われましたが中平裁判長らは、いわき駅前から南相馬市小高区までの約70キロを車

で約8時間かけて往復。帰還困難区域では防護服に身を包み、いわき駅前、原告宅4カ所、フレコンパッグの仮置き場、

帰還困難区域と避難解除区域が接する富岡町夜ノ森地区で原告本人や弁護団の説明を受け、被害の実態を検分しました。

現地検証は生業、いわき避難者訴訟で行われていますが福島県外の集団訴訟では前橋地裁に続き2例日。（2面に詳報）

菓失っ �たもの・・・そ �榊まふるさと」第2回原告調 

「それは、ふるさとです」。原発事故で失ったものは？と問われた原告男性は、－瞬間を置いて絞り出すように答えました。

1月19日（金）に開かれた第25回口頭弁論は、昨年11月に続く原告本人尋問の2回目。7人の原告が正言台に立ち、

避難生活の中で亡くなった父母や、人生設計、穏やかな白帯生活、地域のつながりなど事故によって奪われ、回復で

きない被害の一端を語りました。「賠償金はもらっていますね」「放射線量は下がっているか‥」と無神経な反対尋問を

繰り返す被告側代理人。満員の傍聴席からは、思わず怒りの声が上がる場面もありました。（3－7両に尋問の主な内容）

訴訟団支 �暖へ「全国ネット」結成 
3月15日京都、16日東京、22日いわき避難者訴訟と3連続判決を前に、各地で集団訴訟を支援している団体が全国ネッ

トワークを結成しました。1月27日、東京・文京区民センターで開かれた原発被害者訴訟原告団全国連絡会の決起集会

に合わせて東京、千葉、神奈川、いわき、津島（浪江町）、京都の支援団体が第一陣として結集。弁護団、原告団の全国

組織と連携して支援活動を広げていくことになりました。神奈川からは錦織順子ふくかな共同代表が世話人として参加

しました。
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検証地点は、いわき駅（左図〇）を起点として南相馬市（ee）→ 

浪江町（①）→大熊町（e）→富岡町（ee）の7カ所。e一〇では、 一◆ 原告本人・弁護団が破壊された暮らしとふるさとの惨状を説明、裁判 

長らはこれらを目の当たりにしました。 
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検証地点oいわき駅南口

国側が駅前広場から周辺の状況を写真撮影。（2回、各約5分。説明なし）

検証地点e南相馬市小高区（2016年7月避難指示解除）「小谷地区他仮置

き場」（1面写真参照）

50㌶（東京トムの約10倍）の広大な除染廃棄物フレコンパッグの置き場。事故以

前は蛍が飛び交う田園地帯で、伝統行事「相馬野馬追」の夜は周辺の住民が手づ

くりのかがり火を灯して夏の夜を楽しんだ。今も次々とフレコンパッグが運び込ま●

れ、地元では「永久仮置き場」とも言われている。（約25分。村田弘・原告団長説明）

検証地点〇両相馬市小高区　村田団長宅と農園

荒れ果てていた果樹園跡地を開拓、モモやリンゴの果樹を植え、畑で野菜を育

てていた農園。義父が精魂込めて造った庭園も、7年間の避難で荒れ放題。一昨

年2月に除染された玄関脇の雨樋下に線量計を当てると、3uSv／h超。土壌線量

は最高72万bq／霜（証拠提出済み）。「問題は土壌汚染。農業はできないし、子

どもを持った若い人たちは帰って来ないのは当然」。（約20分。村田団長説明）

（小高町中の浮舟文化会館で昼食休憩後、裁判官・原告・国側メンバーは防護服着用。

東電メンバーは「浪江は避難指示解除区域なので不要」と平服のまま出発）

検証地点o浪江町（2017年3月避難指示解除）原告Kさんの貸家と自宅

生計を立てていた貸家・アパートは硝子戸が破られ、泥棒や動物に荒らされて

いる。500で詰まど離れた自宅へ徒歩で移動。途中、地域の人たちと盆踊りなどを

楽しんだ神社は倒壊したまま。自宅も泥棒に荒らされ、夫や母親の遺影が床に転

がり、香典袋が入っていた箱も散乱。娘さんがピアノを弾いていた部屋も、ダイ

ニングも、台所も足の踏み場もない状態。家族の想い出が詰まった数々の品、そ

れまでの生活すべてを残したまま横浜での避難生活。「どうして、こんなことになっ

たのか。すべてを返してほしい」。（約40分。Kさん・弁護団説明）

検証地点e大熊町大字小入野（帰還困難区域・中間貯蔵地）原告1さん自宅

庭には避難先で亡くなったご主人が丹精込めて手入れをしていた盆栽が枯れ果

てている。網戸もドアも破られ、台所の冷蔵庫から引き出された食物を食い荒ら

した跡。獣の匂いが充満する。iさんが大事にしていた着物や娘さんの人形、ご子

息の本棚の本も床に散乱。玄関前では線量計が鳴り続ける。「10HSv／h超」。梨畑

だった自宅周辺は中間貯蔵地。ひっきりなしにダンプが行き交い、フレコンlyッ

クを覆ったブルーシートの山が迫っている。門柱には表札に代わって「環境省管

理地　No．0－6－79」の木札。（約30分。iさんの親族・弁護団説明）

検証地点○富岡町（帰還困難区域）原告Nさん自宅

新築4年後、横浜市に避難。子どもたちの自転車が庭先に放置ざれたまま（写真撮影）

検証地点o富岡町夜ノ森ゲート（帰還困難区域と解除区域の境界）

名所の桜並木の途中で帰還困難区域と解除区域を分断するゲートが設置されて

いる。住民が利用していたスーパーマーケットや郵便局、薬局、クリニック、公

園はゲートの内側にあり立ち入り禁止。原告0さん宅はゲートから約100㍍の距

離にある。70で詰まどの北側、東側は帰還困難区域。

（約10分。検証団がゲートから出ることは許されず、外で待機していた0さんはゲー

ト越しの説明になった）

《参加者》●裁判所：中平健裁判長、左右陪席裁判官、書記官　●原告側：原告本
人3名・親族1名、弁護団：水地啓子団長以下19名、撮影“記録担当者、線量

測定担当者各1名　●被告側：国側代理人ら4名、東京電力側代理人ら5名

く願管圏だよりN0．0028＞　2018年2月26日発行
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88園Y．H．さん

大熊町（帰還困難区域）から避難した原告の母親が避難先

の横浜市で死去。兄・姉妹の4人で裁判を継承している。

原告代理人の主尋問

カップラーメンを生でかじって避難して来た

Q：お母様は事故当時90歳。どんな生活をされていましたか？

A；独りでしたが、近所の方々にも仲良くしていただき、何不自由をく

暮らしていました。

Q：原発事故後、3月26日に（横浜の）あなたの家に避難するまでは

どうされていたのですか？
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A：事故当日は一

晩中バスで転々

と　して、翌12

日にようやく避

難所に入れたと

聞きました。で

も、廃校になっ

た小学校なの

で暖房もなく、

水も出ない。配

られたかノブラーメンを生でかじった、と言っていました。90歳の

母親には厳しい環境だったと思います。

Q：あなたの自宅に避難された時の様子は？

A：痩せて、ガリガリ。1カ月は寝たぎりの状態でした。

転んで骨折、4年以上も腕を吊ったまま

Q：（写真を示す）これはあなたの自宅マンションの裏口。お母様はこ

こで転んで腕を骨折してしまったのですか？

A：そうです。持っていた傘をついて2－3歩歩いた所で、とととっと

前のめりになって転んでしまいました。

Q：どのような治療をされたのですか？

A：90歳を過ぎていたので手術はできず、しばらくギプスをしても骨

がつながらなかったので、サポーターで腕を吊っている状態でした。

Q：亡くなられたのは平成27年（2015年）7月。4年以上も腕を吊っ

たまま過ごされたのですね。その後は？

A：結局、ひとりで歩くことはできなくなりました。私も倒れたりした

ので、特別養護老人ホームに入り、寝たきりの状態になりました。

傍 聴 席

十残してきた家の中が心配」と言っていました

Q：認知機能はしっかりしていましたか？

A：はい。自由がきかない生活が情けない、と言っていました。着のみ

着のままで逃げてきたので家の中がどうなっているかを心配してい

ました。

Q：避難していることはわかっていたのですね。

A：ありがとうと言っていました。大熊に帰りたい、お墓参りもしたい、

と言っていました。

Q：一度も帰れないまま亡くなったのですね。

A：はい。一度も…。

〉〉〉〉〉被告側の反対尋問

杖を使わなかったのは何故か

Q：（東電代理の：（写真を示す）平成22年（2010年）撮影の写真ですが、

杖を持っていますね？

A：妹夫婦と撮った写真だと思いますが、母は杖は嫌いでした。（こんな

姿は）初めて見ました。

Q：あなたの家で転んだ時には、杖は持っていなかったのですか？

A：はい。私の傘を持ってもらっていました。

Q：杖を使わないのはなぜ？

A：嫌いだったから。

Q：（書証を示す）ここに自賠責保険の診断書がある。身体障害は交通事

故が原因ではないのか。

＜原告代理人異議＞それは関係がない。

＜裁判長＞（けがをしたのは）交通事故ではをいということですか？

A：（診断書のことは）わかりません。

＜裁判長＞文書作成の意図もわからないということですか？

A：はい。

Q：（剛酢や理人）要介護認定のため医師の所に行ったのはいつですか？

A：覚えていません。

Q：4月27日に転んだ前か後か。

A：後だったと思います。

Q：その時「事故のせいで避難して環境が変わったため転んだ」と説明

したのですか？

A：いいえ。内科でしたから。

Q：ふーん。

A：‥　　。

奪われた「ふるさと」、貨幣価値では計れない

の言霊諾蓄警護詩篇器嵩慧霊紫器窯業謹話豊罵ご鱒
孤独な都会で失意のうちに亡くなった。「家庭菜園が趣味で、取れた野菜を交換することが楽しみだったが、除染後の畑では

何も育たない」「人づてで生徒を集め、やっと実った英語教室の事業も、子どもの住まない町では成り立たない」と語る原告の言葉は、恵

まれた自然を背景に互いに助け合い暮らしてきた故郷の、計り知れない価値の大きさを伝えて∪ヽる。

国と東電は、有形な資産だけでなく目に見えない多くの夢や生きがいを善良な市民から奪い去った。企業の経営再建でも語るかのように、

原告の訴えを貨幣価値だけの論議に持ち込もうとする被告弁護団の対応に違和感を覚えた。豊かな自然や共助を前提に成立した地域社会

の営みは、除染作業では取り戻すことはできない。裁判所は原告の声を真撃に聞き、国家的犯罪の被害者である避難民が今後の生活を少

しでも平穏に送れるよう対応を示すべきである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿佐美茂樹（ふくかな会員）
をト
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臆喜音源遽博信さん

福島第2原発で就業中に事故に遣い、富岡町からひたちなか市

に避難。その後川崎市に転居、マッサージ店を開く。

原告代理人の主尋問

原発ゐ建屋内、死ぬんじゃないかと思った

Q：震災当日、あなたはどこ

にいました？

A：当時勤めていた会社の仕

事で第2原発の原子炉建

屋内にいました。

Q：その時の様子を簡単に教

えてください。

A：突然の大きな揺れ。仕事

をしていたプールの水が

Q：その後、仕事にはついたのですか？

一、A：一昨年8月に新しいパートナーと出会い、頑張る目標ができたので、

昨年3月からマッサージ店を始めています。

〉〉〉〉〉被告側の反対尋問

ヾ丁、 
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フェンスを越えてさし）つと流れて…天井の鉄骨もぐにゃぐにゃ。死ぬ

んじゃないかと思いました。震えが止まりませんでした。

Q：その後どうしました？

A：揺れが止まってから警報が鳴り響いて。煙と蒸気の中を、数百人の

人が辞がるようにして一つの入り口に向かって階段を駆け降りて行く

。パニック映画のシーンのような、現実とは思えない不思議な光景

でした。

Q：建屋から出た後は？

A：敷地内のグラウンドで待機していましたが、5時か6時ごろ帰宅命

令が出たので同僚と海沿いを歩いて家に帰りました。

避難生活のストレスが重なり離婚

Q：避難生活はどうでしたか。

A：葛尾村の親戚の家に避難したのですが、2日後に2度目の水素爆発

があり、福島市のあづま球場に避難するようにという指示が出ました。

しかし、満杯で入れず、車中泊をしながらひたちなか市の親戚の家に

行きました。3月半ばごろ会社から呼び出しがかかり、1週間ほどで

したがJビレッジで除染作業をしました。ひたちなか市に戻ったので

すが、狭いアパートでしたので、妻が気を遣って千葉の娘の所に移り、

別居状態になりました。

Q：その後は？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

A：離婚しました。

Q：原因は？

A：避難生活のストレスです。事故がなければ…。仲も良かったですし…。

立ち直ってマッサージ店を始めた

Q：働いていた会社の仕事はどうなりましたか。

A：健康被害の懸念から、間もなく退職しました。事故がなければ働き

続けるつもりでした。

Q：その後、仕事は？

A：li崎に移り、知人が経営する太陽光発電の会社で働きましたが、給

料もあまり出ない状態だったので1年ほどで辞めました。

Q：それからは？

A：福島に帰りたいという思いと、戻れない現実の問で就職活動にも

身が入りませんでした。事故前は妻との生活のために頑張って仕事

をしていましたが、事故が原因で妻と別れて生活していると、何のた

めに頑張らなければならないのかわからなくなってしまいました。太

陽光発電の失敗も重なり、避難生活の疲れもあって長引いてしまいま

した。

川内村も富岡町も私のふるさと

Q：（東電代理人）：あなたは避難慰謝料をもらっていますね。

A：はい。

Q：（奥さんと）Ii崎で同居できなからた理由は？

A：妻は千葉の娘の側にいたいということで、折り合いがつきませんで

した。

Q：富岡に帰らないのはなぜですか。

A：家は半壊状態で、ライフラインにも問題があります。

Q：30歳までIii内村におられ、友人も多いということですが、あなたに

とっての「ふるさと」は川内村ですか？

A判「内村がふるさとには間違いありませんが、富岡でもコミュニティ●

ができていたので、富岡は第二のふるさとです。

漢音音大内富美子さん

富岡町から横浜市に避難。実家の数十メートル先は帰還困難

区域。住民票をめぐって東電から疑われショックを受けた。

原告代理人の主尋問

住民票は横浜に置いたまま富岡で生活

Q：あなたは富岡町で生まれ、19歳で上京して結婚。横浜市で息子さん

と暮らしていたのですね。

A：はい、そうです。

Q：平成18年（2006年）にはお父さんの面倒を見るために、富岡町に戻り、

それ以降は実家で暮らしていたということですか？

A：はい。

Q：住民票を横浜に置いたままになっていた理由は？

A：大学生になった息子が住んでいましたし、私の名義で借りた部屋だっ

たので住民票を移すことはできませんでした。

Q：平成19年（2007年）にお父さんが亡くなった後、あなたが実家の

土地と建物を相続していますね？

A：はい。

自宅の数十メートル先は「帰還困難区域」

Q：（実家周辺の地図を示す）よく使っていたのはヨークベニマル、セブ

ンイレブン、さくらグ）ニック。ここに「た

め池」とありますが、どういう場所ですか。

A：町民の憩いの場所でした。

Q：ここ（地図）に引かれたラインは何で

すか？

A：今も立ち入りが禁止されている「帰還

困難区域」と「居住制限区域」の線引き

です。

Q：これで見ると、自宅からわずか数十メートル先が「帰還困難区域」

ですね。

A：はい。

Q：先ほど話したヨークベニマル、セブンイレブン、さくらクリニック、

ため池は全て「帰還困難区域」にあって立ち入りできない？
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