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通「
2009年10月25日国主催の原子力防災訓練。例年は県主催、 4年ごとに国主催で行われる。

訴追に至った経緯

子どもを被ばくから救出するために

核の平和利用に警鐘を鳴らすために

締麗な環境を取り戻すため

正論を言う為に立ち上がりました

“民をだまし大地と海を汚した東電と政府の責任を問う”

2015年 11月 6日井戸川克隆
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コラム憧の詰を聴防！

『事由貿蘭の大事な飽東』につI,¥＇ての所膳
～f訴追に至った経緯』まえがきの解説

井戸川蒐躍

「東京電力株式会社福島第一原子力発電所周辺地域の

安全確保に関する協定書Jが、発電所と福島県並びに双

葉町・大熊町との聞に「東京電力株式会社福島第一原

子力発電所周辺地域住民の安全の確保を目的として

次のとおり協定するjとして結ばれていた。昭和51年

4月1日実施、昭和57年3月308実施、平成3年4月1

日実施、と改訂を重ねていだが、事故は起きてしまっ定。

この協定書は、第1条から第16条までのシンプルなち

のだ。この協定を事故後に見ると、事故を想定したもの

ではないことは明らかだ。この原案は誰が考えたものか、

実に良くできている。事故についての細かな苅応と責任

の所在は明記されておらず、非常事態は起きない仮定で

作られたようである。また、国を入れていないのちおか

しいことだ。原子力行政に規制権限のない県と地元自治

体だけの見せかけでは意味がない。

おかしいことは幾らでもある。第12条件注1）の損害補

償という文書は、暖昧模糊としていて意味不明だ。数字

がないので被害者からは無限大と解釈できる。しかし、

加害者の東電からすれば「ここまでですよ」と言い換えら

れてしまう恐れが潜んでいる。ここにも核の平和利用に

潜む怪しい影が見て取れる。それは、事故で放出された

放射能力宅、怪しい人物たちの毘理屈によって覆い隠され

ていることが実証している。

一方、罰則規定や数字の入っていない協定書であって

ち、無効ではない。原発は壊れるとは書いていないし、

補償の限度についても書いていなし＼0 今回の事故によっ

て、事故前の環境とは遠く及ばないほどに大量の放射能力T

放出され、周辺地域住民の安全は完全に壊されている。こ

れは本協定違反仁当だり、東京電力は誠意をもって補償

しなければならない。補償も時間の限りも警いていない。

補償を免責することもさまれていない。周辺地域住民は安

全の確保をどこまででも求めればよいと理解できる。

この協定には何人ち横からの介入はできない。あくまで

も紳士協定で特約条項は付いていないからだ。国は、勝手

に介入すれば協定違反になることを知っておくべきだ。

さて、原子力政策には様々な法律があることは皆さん

ちご荏知だと思う。どれを見てち事業者と国は責任を取

ることがないように作られている。限りなく国民が損を

して、原子力利得者たちは守られるように仕組まれてい

る。この巧妙な仕組みか今度の事故で明らかになっ疋。

事故前には事故を想定させるような予防策はマイナスだ

ということで作らなかったこと、事故防止のためにあっ

た原子力安全保安院は職務を遂行せずに事故現場から
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逃亡していたこと（マスコミで取り上げられていない）、

これらは大きな汚点として歴史に残ることになる。国民

の皆さんは、東電力t現場から退避したとかしないとかが、

マスメディアで大きな問題にされてい疋ことをご容知だ

と思う。この時の政権は鬼の首でち取るかのように東電

を悪く言ってい疋が、総理の部下（原子力安全保安院の

保安官）たちが、事故現揚から逃避していだのをご杏知

だつだのだろうか。ご自分の足元が瓦解していたのであ

る。この時の体制がとった行動と判断によって、今の私

達の苦しみが発生した。その時の保安宮たちは、今は規

制庁の職員に収まっている。事故前、私は時々この責任

を放棄した保安官たちと料亭で飲食を共にレていた。当

時の職員の名前はもちろん覚えている。彼らは正義の味

方、即ち双葉町民を危機から守る勇士然としていた。 2

年くらいしか現場にいないキャリア官僚で、原発現場を

奥底まで見通せる者仁出会ったことはない。彼らに安全

面の監督は出来ていなかっだ。机上の理屈と現場の音や

臭いはまるで遣う。手で触るだけで診断できるくらい精

通していないと現場監督にはなれない。気位だけで通用

する官庁には専門家は生まれない。せいぜい発達するのは

ウソの付き万の上手さで、言葉遊びの達人になれるだけだ。

基本ルールを定めJcこの協定書は、中央政府がどのよ

うな後i寸法律を作ろうとも、これを超えることは出来な

い。ゴルフのコンペに例えれば、どこでも誰でち守るべ

き共通ルールがあって、当日にはゴルフ揚固有の口一力

ルルールが示される。これがすべてを超えたルールとレ

てコンペが行われる。

私はローカルルールのこの「協定書Jを最上位に

置いて裁判をレていくことにしている。東電の原発

事故対応で“悪意”のある部外者たちがいろいろ後伺で

決めているが、私達町民にとって、この協定書が最上位

の憲法に当たると考えている。このことを皆さんには是

非理解していただきたい。この協定警にないことを決め

る時には、一部のみなし公務員だちだけではなく、町民

総参加の下で決めなければならないと考えている。

私が長年建設業を生業としてきだ経験から、最後に一

言。東電の現場監督をしていた保安検査宮が、共通

仕様書並びに独特のローカルルールである特記仕様

書（固有の条件を伺記した工事のための仕様書）等の

通りに検査をしていれば、事故は防げだのである。

高級官僚として高級な監理監督をレていれば尚更で

ある。事故の真相仁迫ると、伺の資格ち経験ちない、

あるのは発注者の立揚の公務員というだけで監督員にな

れる制度は早くやめたいところだ。

＊注1
第12条［損害の補償］

発電所の保守運営に起因して地域住民に損害を与えた揚

合は、丙（東電）は誠意をもって補償するちのとする。



コラム d画歩岬鰭〈ωっぽωちえん〉

大地震＠原難事故のE見襲
韓国慎一

皆さんこんにちは。ここ数年前から世界的に異常気象に

見舞われています。日本でち各地で初夏なのに真夏の気温

になったり、地震も頻繁に起きています。本当にI色唱日です。

2011年3月11日午後14時46分、自分達はかつてな

い大地震を体験しまレた。ここでその日寺の様子をお話し

しだいと思います。

それなりの余震は何度となくありました。 1週間ほど

前ですか、飲んぺい仲間数人といつものように飲んでい

る暗に、冗談半分真面B半分で、近いうちに絶対大きな

地震が来る、と話をしながら美昧しいお酒を飲んでいま

した。自分ち地震が来る2日前仁、虫の知らせか伺か変

な胸さわぎがあって、店。酉店）にある値段の高い商品を

空のビールケースに入れ替えて、店の中ほどに25ケー

スほど、重ねて置いていました。

その2日後に東B本大地震が来たのです。その時は、

「また地震だ！」と思っていだのですが、今までの地震

とは遣い揺れが収まらす、だんだん縦揺れ横揺れが大き

くなり、揺れる時間ち長くなりました。家の中では、天

井に付いていた蛍光灯、茶だんす、下駄箱、洋服タンス、

あらゆる物が音をだてて崩れ落ちました。ガラスや食器

類は粉々に割れて、足の踏み揚もありませんでした。こ

のままでは家が崩れて命の危険があるので、外に飛び出

しました。揺れは収まるどころか、ますます激しさを増

して、男の自分でも立っていられず、道路に座り街灯に

しがみついて、揺れが収まるのを待ちました。

その時自分の自に入ってきたのは、舗装された道路が何

度となく波をうっている光景でした。近所の家は琶をたて

て押しつぶされ倒壊し、地割れや大きな揺れは収まる気配

がなく、このまま死ぬのではないかと思いました。幸い自

分の家は倒壊は免れまレだが、家の中はこれでもかと言う

くらいにめちゃくちゃに全ての物が嬢れイ足の踏み揚もあ

りませんでした。この時聞が、凄く長く感じられましだ。

少し揺れち落ち着いて直ぐに頭に浮かんだのは、子供

たちのことでした。初めに安否を確認レようと、南相m;

市で仕事をしている息子の携帯に電話を掛けましだが、

パニック状態でつながりませんでし疋。娘は自の前の高

校でしたので、安否確認はすぐに出来たので安山しまし

た。それから4時間以上過ぎてから、息子も無事に帰っ

て来たのでホッとしましだ。

まだまだ続く揺れの中で、 6号線から西の地区は停電は

していなかったので、取りあえず家の中の片づけをして、

暗くなってきたので寝る下万を確保しなければと、子供たち

と奮闘しながらの大掃隙です。部屋中ガラスの破片だらけ

で掃除機が直ぐに詰まり、何度フィルターを替えたか鍛え

きれないくらいで、大変な思いをした記憶があります。

テレビちニュースで地震情報を報道していまし疋ので、

電気ちテレビちつけたままで朝をむかえました。明るく

なって直く・仁、近所の人達と昨Bの地震の大きさを話し

ている時にも、地震は容赦なく襲ってきました。午前6

時50分頃に双葉高校の生徒が来て、「急いで県道288

号線（郡山方面）をできるだけ遠くヘ逃げて下さい」との

ことでした。当時は寒かったので、最悪車の中で寝るこ

とになると思い、厚手の毛布3人分を車に積み、本当仁

急ぎ着の身着のままで子供たちと車で出発しまレた。す

でに288号線はかなりの渋滞で、道路が地割れや陥没

している所があると、「IIックだー！」と後ろの車へと

声を掛け合い、道路を点検しながら移動しました。先ず

は遠くに行かなくてはとの思いでいら立ちちあって、伺

時間縫ったかは分かりません。とにかく包村市に着い疋

ところで「避難者を受け入れます」と言われ、田村市総

合体育館仁案内されましだ。

そこは大熊町の避難場所で、中に入ると柔道のマット

が敷いてある部屋とフローリツグの部屋があり、入口仁

係の人がいて「大熊町の人ですかっ」と聞かれ疋ので、

「は～」と言ったところ係の人はハイと聞こえたのでし

ょうね。マットが重買いてある部屋に案内されました。

少しA査から来た双葉町の友人の家族はフローリングの部

屋に案内され、何で遣いがあるのと聞いてきたので、自分

達は大熊町民だからと、冗談で言ったら凄く怒られました。

その臼は午後から寒く、外は雪が降り出していました。

田村市の体育館ち沢山の避難者で異常な雰囲気でレた。

夕方になり、誰とちなく炊出しの話が聞こえてきて、間

もなくアナウンスがあり、「これから炊出しのオ二ギリ

を配りますが、すみませんが大熊町民だけになります」

と。皆さん考えられないでレょう。各町村から避難して

来ているのに。自分が事務所ヘ「今アナウンスをレた人

は誰だ！」と、怒鳴り込んで行きまレ疋。そうしたら誰

ち名乗り出なくて、再度アナウンスで1家族にオ二ギリ

1個すつが配られました。自分のところは3人ですが、

子供たちに半分にして食べるように言いました。

避難所は、赤ちゃんからお年寄りまで沢山の人ですか

ら、夜になり寝ようとしても余震は続いていますし、小

さな子供達は泣いていますし、凄い寒さで寝る状態では

ありませんでレた。これが原発事故によって現実に起き

ている事実です。 （加須市在住双葉町民世話人）

品るさと頭葉を追われて雲輯
ふたばちゃん一

2011年3月11日、午後14持46分、隣町の職場でい

つもの日常生活を送っていたその時、震度6強の大地震

が起きましだ。今までに体験したことのない大きな揺れ

に、その揚に立ちすくむ人、 i立きじゃくる子どもの声、

家族を山配する声 。お客様を誘導しながら見たその時
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の空は、黒い雲におおわれて不気味でした。

地震から数十分たって、消防のサイレツとともに消防

団員の「遠くに逃げろ、津波が来るぞ！」と言う声で車

を走らせ、家族の元へと向かいました。自宅に帰るまで

にかかる時間は通常30分、地震でいつも帰る道路は陥

没し、 ,i!iれる道は限られおり、長時間かかって自宅にた

どり着きまし疋。

家族は自宅には戻っておらず、 I~＼配だった私は車を自

宅位,ff仁停め、歩いて周りを探すのにどれくらいの時闘

がたってい疋でしょうか。地震は常に起き、辺りは真っ

暗になり、あきらめて自宅に戻り、夜は塞くなるので毛

布を取ろうと家の中仁入りましだ。

家の中は地震で物が倒れており、足の踏み揚もないく

らいの凄い状態でした。毛布を探そうと電気をつけまし

たがつかず、携信電話の明かりを頼りに毛布を数枚持っ

て、近くの避難所ヘ向かいました。避難所は歩くスペー

スがないくらいのたくさんの人で、その中に家族と知人

が一緒に避難しているのを見つけ、その日は避難場所で

夜を過ごしましだ。

何度ち続いた余震で眠れずに迎えだ朝、役場職員の「遠

くヘ避難して下さい」との声で、避難所にいた人たちは

皆、車に乗って移動を始めました。すでに道路は車が長

蛇の列となっており、少ないガソリン保たせるのに、停

まるだびにエンジンを切る、の繰返しでしだ。

次に向かつだ避難所は、福島県川俣町の小学校内の体

育館でしだ。着いて早々に場所を確保し、家族と知人と

でかだまり、配布された毛布にくるまって寒さをしのい

でいましだ。避難を始めてから最初に口にした食事は、

人に一つ渡るか、掌大ちないくらいの小さなおにぎり

でした。その日寺、近くにいた小学校怪学年の子の「お母

さん、半分こね」と言う声が聞こえ、やるせない気持ち

になりました。

一夜明けだ朝、配布されだ新聞を見て、東電福島第一

原発で事故が起きたことを知りました。多くの町民が、

その時ここにいては危ないと思つだに遣いありません。

あの時、何ち知らされていない町民は、すぐに移動が出

来るよう、ガソリンや食料や着る物を求めて、町ヘ何回

ちかけて探しに出かけたのでしだ。その時、原発からは

大量の放射性物質が放出されたとは知らす、被ばくE主せ

られたのです。

物が多くあるこの時代に、お

金があっても物が買えないつら

さ、食べ物のありがたさが身に

染みてわかりまし1三。

川俣町での避難生活8日目の

朝、双葉町役場の職員の説明が

あり、双葉町民は県外ヘーと避難

することになりました。持ち物

を必要最小限にまとめてパスが

来るのを待ちました。パスヘ乗
被ばく検査済証＝県外に
出る通行証
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り込む私だち町民仁、川俣町の住民の方が何人か見送り

に来られ、涙の別れとなりました。

パスでの移動中、それまで見慣れていた景色を窓越し

に眺めながら、「これからどうなるのだろう 」と私の

頭の中は不安でいっぱいとなり、福島を後にしました。

パスが高速に乗り何時間か走っていると、ガソリンス

タンドでガソリンを買い求める人たちの車が数珠つなぎ

に並んでいるのが見えました。やはり、高速道路内でも

ガソリツ不足になっているのだと感じまレた。

パスは主主時間走って、次の避難者受け入れ先である「さ

いたまスーパーアリーナ」ヘ到着レました。さいだまス

ーパーアリーナは、双葉町民とそれ以外の被災者も含め

何千人ちの避難所となっていました。そこには多くのボ

ラツティアさんと、沢山の支援物資が集まっており、食

べ物や着る物のl白配はありませんでした。今までの辛い

数日間が、少しホッとさせられる時間でレた。その中で、

人の温かさをこれほどまでに感じさせられたことはあり

ません。そこで10日余り過ごしだ後、 i青玉県加須市に

ある旧騎西高校に避難することになりました。こうして

これからどの様になるのか、どうすれば良いのか、不安

と絶望の中での避難所生活が始まりました。

地震だけなら帰ることが出来たのに、原発事故により、

自然がだくさんある私達の美レい故郷を、 瞬で全て失

うことになりましだ。今ちなお高い政射線量の影響で、

正直、何百年単位で帰ることが出来ないと思っています。

旧騎西高校での生活l立、毎日が大変でしだ。教室には

お年寄りから若い人、赤ちゃんまで大勢の人達が避難を

余儀なくされていまレ疋。間仕切りがなく、一人ー畳の

スペースでの生活。当時はお風呂がなく、白腹でお風B
屋さんに行ったり、洗濯をする定めにコインランドリー

にも通っていました。提供される食事は揚げ物が多い；令

めだお弁当のだめ、お年寄りは残される方が多かったよ

うに思います。温かい食事や新鮮な野菜を口にすること

が出来だのは、ボランティアさんによる炊き出しの時だ

けでした。その時一緒に提供される温かい味噌汁が、一

番の喜びであり楽しみでしだ。

避難所で数ヶ月間生活をしていまレたが、不自由さを

感じ、借り上げ住宅に移る決山をしまレた。

2016年自宅近くに積まれたフレコンパッヲ



震災から5年が過ぎだ今でち双葉町は帰還困難区域の

ままです。日で見ることが出来ない放射能を発する核物

質の入った黒い袋が多く積み上げられたことによって、

震災前の風景が壊されてしまいまし疋。さらに、黒い袋

がーカ所に多く集められたことにより、放射線量が高く

なっています。いつ帰れるかわからない故郷を思いなが

ら、日々過ごすことになってしまいました。 （双葉町民）

。＠＠＠＠⑫。。φ。⑫4争＋＋。。。。。＠＠＠＠＠＠φ。

井戸川亮瞳民講演レポート
～原発事紋とは多くのウソで国民を騎すこと

桝井謹典

6月268（白人新座市東北コミュニティセンターにて、

原発と暮らしの学習会主催の第3回講演会「3.11から生

きていく」が開催された。当日の井戸川克隆さんの講演

「原発と民主主義その2」をレポー卜する。

＊＊＊  

匿原発立地「薩摩川内市伊方町J訪問

条例規則や避難計画についての討論をしたいと居、い、

事前学習をレて原発立地の2自治体を訪問した。

先ずは薩摩川内市仁行つだが、訪問予告をしていだの

に断られ、災害対応の課ではなく総務課に行つだ。「原

発事故の避難は“住民の義務”ではない。そう思い込ま

されているだけ。原発事故を起こすのは民間企業であり、

法が避難を決められない。事故が起きる前に原発を避難

させなさい。何であなた方が避難しなければいけないの

か」と言ってきた。

次に、以前から職員や物産で交流のあった伊方町仁行

つだ。薩摩川i内の経験から、あえて予告なく災害担当で

はなく総務課に行き、旧知の職員に会い総務課長と話を

してきだ。日本国憲法、世界人権宣言の理怠のもと「伊

方町人権尊重の町づくり」という立派な条例が作られ、

その中の「伊方町総合補償規程」には、免責事項として

「核燃料物質、放射能汚染、放射線照射には補償金が支

払われない」とある。「放射能から避難する計画がある

のに、放射能仁汚染されても補償金を払わないというの

はおかしいのではないか」と、問題提起をしてきだ。業

務経験から何事ち法令規則が出発点。原発問題ちそこか

ら語っていきたい。

翌日、愛媛県庁に行って県議会を傍聴し、知事にも会

い、避難生活の悲惨さを伝えてきた。町民の食中毒が怖

くて弁当にしたこと、町民が鰻を食べていると「避難民

のくせに鰻食っている」、パチンコ屋でち「避難民のく

せにJ、夜の酒場でも「避難民のくせに」と言われたこ

と。どこにも行き揚のない中で皆は委縮するし、町長と

して気が休まることはなかった。

ご荏知の通り、原発事故とは多くの嘘で国民を騎すこ

と。皆さんの人権を安売りするな 1 今後、浜岡・東海

原発薩摩川内・伊万でどういうことが起こるか、皆さん

にも影響がある。今、埼玉だって放射能濃度は高い。自

分の権利をどう守るのかということですよ。

聞事故原因

事故の原因は、現場本店監督官庁の3か所で異なる。

現場では、「白然災害・想定外人災」の3区分があるが、

本店・監督官庁で起こる事故の原因は「人災J仁限られ

る。東電本店は「自然災害想定外」の事故と言うけれ

ど、想定し得る事故であり、絶対安全と言われて、そう

思い込まされていた私たちの方こそよっぽど想定外であ

る。そもそち想定外とは、 1手在しえないことのはず。壊

れることを想定していない間違った規格基準で合格OK

と言っているだけだ。

人災は「テロ戦争等の外部要因」、「ヒューマンエラ

ー等の内部要因」に分けられるが、どちらも想定外では

ない。原発を持っていて免責されるのはおかしい。免責

とさせないのは「世論の力」である。東電には事故前か

ら「劣化しているぞ、力量落ちているぞ」と言ってきだ。

5,6号機の点検で、5号機のちのを6号機につなぐという

簡単な結線ミスでエラーち起こした。原発企業は、経営

者ち含めマツパワーが欠如レていた。責任の意識は事故

前から無く、笑ってごまかしていだ。トラブルがあって

も自分のいるうちはトラブルにしない→先送り→繰り返

し→大きな事故になる。これを隠すために、首長議員

杷手のロビー活動を行っているのだ。

園自民の問題

原子力関係の法律はたくさんある。皆さんが知ってお

くべきちのを一部だけ列挙した。

【国の揚合］原子力基本法、原子炉等規制法、原子力災

害苅策特別措置法、災害苅策基本法施行令（抄）、原子

力損害の賠償に関する法律

［県の揚合］原子力災害対策特別措置法、災害対策基本

法施行令（抄）、県連絡調整会議設置、安全確保に関する

協定書、通報連絡要鋼、安全確保技術連絡会、福島県

地域防災計画

［市町村の揚合］災害対策基本法施行令（抄）に有る地方公

共団体の役割、双葉町地域防災計画、第5章部門別地

域防災計画、原子力災害対策計画

東電を救うために、国は賠償や廃炉費用に税金を投入

できる法律をどんどん作っている。原発行政は国ではな

い。最近見つけだ資料では立地の地方自治体に多くの仕

事を割り振り、 「地方自治体は避難民の救助のためにヘ

リを用意」とまで書いている。国は偲をやるかというと

「国は情報を提供する」と。だから原子力ムラは栄え、

国民は損をする。県は、損害賠償請求をする県民のため

にやるべきことをやらずに責任放棄している部分がある。

私だち避難民はどうなっているのか。“避難”については

書かれているが、“避難生活”については警かれておらず、

在来法で処理されている。皆さんは、今臼が明日に続く

ように日頃から避難の準備をレておかなければならなしL
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臨事故後の実態

原子力災害苅策特別措置法（原災法）は、原子力事故が

起こつだ時の国の行為を定めている。

,o条通報：避難準備 ,5条通報避難開始

事故後の対応について、東電は、審議官によるメル

トダウン発表までは原子力防災訓練通りだった。発表後

の審議官交代を機に官邸が不当介入。情報を聡じ曲げだ。

国は、「原子力緊急事態宣言」と「避難指示Jを出す

ことが原災法で定められている。東電から， 5条通報の

出疋夕方5時仁出すべきだっtE.「原子力緊急事態宣言」

は、 2時間遅れて7時！こ、避難指示は「直ちに影響はな

いJと、翌朝5時44分になった。

福島県は、県内55市町村に避難指示のような発令を

すべきところ、義務を果だしていなし＇＂県民を避難させ

るべきなのに、風評被害を惣れ、応援を頼み、多くの国

民を被ばくさせた。福島県はスクリー二ング（どのくら

い被ばくしたかの検査）の基準値を6,000cpmから

100,0CC:cpmに引き上げ、県外への避難を妨害した。

これが今につながっている。私は避難指示を出し、放射

線のできるだけ少ない所へと、 I古玉に避難した。

忘れてはならないことは、①山下俊一氏は，OOmSv

が安全だと言つだ。その根拠はどこにも書いていなし＇＂

(2長瀧重信氏は、ヨーロッパの講演で福島の汚染はチェ

ルノブイリの，o倍と言ったのに、日本での講演では、

1/6とか6%とか言っている。スピーディの情報隠し、

ヨウ素剤の未配布の問題ちある。

最後仁、今回の事故で100mSvを浴びた者はいないと

言われている。最近見つけ疋資料によれば、私たちは

1,C88mSv(1Sv）～5,000mSv(5Sv）の環境にいた。ベ

井 戸 川裁判オススメ図書 by持戸川｜克隆

1『なぜわだしは町民を筒玉に避難させたのか』
井戸川売隆，佐膝聡駒草出版 2015

2『井戸川裁判その1訴追に至った経緯』

井’戸JII克隆 2015
3『E認容器実フクーマ5年後の真実調

日野行介毎日新聞出版2016
4『胸ラ自治ポケッ何百』

地方自j舗眠沼存E会監修，学陽書房編集苦日朝薦書房3::J16
5 ITチ工ルノブイリ叫庁り未来叫厨剖

スベトラーナーアレクシ工ーピッチ岩直曹店 1998
6幅島原発事故県民健康管重宝庫室の割

日野行ii'岩皮祈書2013
7『福島原弘裁かれないでいし1のか』

古J11沼寵船山泰範朝日新聞出版 3:115
8『福島から問う教青と命』

ツトと爆発によってo被ぱく量調査サンプルの浪江町や飯

館村と比べても恐ろしい被ぱく量だった。嘘ではないと思

う。，5条通報が出た，，日の夕方に避難さぜておけば、こ

ういう環境仁はいなかった。ここ埼玉でもいっぱい被ばく

している。自分は関係ないではなく、今後どうするか、ど

う自分を守るか、考え方を変えていただきだい。

＠質疑応答

①水俣訴訟との遣いとADRI吋主1）について

色々な問題に関して法律がない。原発事故が事故では

なく、責任所在不明の災害とされだ。事故を起こしたも

のへの罰則規定はないが、国民には義務規定がある。私

が裁判やっているのは、伺かのきっかけをつくろう、裁

判を通じて知りえている証拠を出して、損害の実態を坦

に知らしめたい、代表訴訟みたいなものである。 ADR 

の利用者は妥協を迫られるのではないか。法に罰則規定

がなかったことは、行政の不作為。

②ニュース報道・談話等について

私だちは「生（なま)Jを経験し、実害を受け、受けだ被

害に対して怒っている。私は裏付のあることを話している。

③被ばく量について

被ぱくはしているが、数字は分からない。右往左往し

て逃げるだけで精一杯。空から原発の壁やらごみが降っ

てくるその真下にいた。身体の症状は「美昧しんぼ」仁

書かれだ通りである。

*i.主1・原子力損害賠償紛争解決センター

【参考図書］

・下記、井戸川裁判オススメ図書1・2参照

－『美味しん｜ま「鼻血問題Jに答える』雁屋哲遊幻舎 2015

（新座市在住世話人）

ご案内

傍臓に来て
ください！

。福島被ぱく訴訟（井戸川裁判第4田口頭弁論期日

日時 201 6年9月7日（水） 10時間廷

場所：東京地方裁判所103号法廷

＊傍聴券抽選の揚合、 9時40分から抽選開始

＊事前集会 9時20分～40分東京地裁正門前歩道

＊裁判報告集会（弁護団原告による111時30分～15時

衆議院第一議員会館大会議室、無料
問合せ： 0804865-3159（事務局稲垣）

会員募集・寄付のお願い
「井戸川裁判（福島被ぱく訴訟）を支える会」では会員を募集してお
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