
支援の会活動報告

l月13日に行われた「南相馬・避難20ミリシー

ベルト撤回訴訟J第2回期日には、たくさんの人た

ちにお集まりいただき、本当にありがとうございま

した。

12時から行われた経産省前の抗議行動および地

裁前アピ ルでは、 22名の原告および支援者が終

結し、「20ミリ撤回！ J 「1ミリ守れ！ J f暮らしを返

せ 1」f子どもを守れ！ Jの声がこだましました。

また、「支援の会」では、原告の意見陳述の継続

を実現するため、年末年始にかけ、 l,l 09筆の署名

を集めました。いただいた署名は1月8臼、裁判所

に提出しました。ありがとうございました。

窃 積書

今後の予定

［第3岡口頭弁論期日13月28日（月）当日のスケジュール

応援メッセージ

傍聴に駆けつけたたくさんのみなさんから、応援

メッセージをいただきました。ブログに掲載してい

ますので、ご覧ください。以下抜粋です。

＊「原告の意見に耳を傾けてJとした裁判長の言葉

を信じながら今後の裁判を見守っていきたい。

(Nさん、東京都）

＊裁判長が、「この裁判は重要、原告の意見に耳を

傾けていきたい。それなしには判断しなI,¥Jと原告

の方をみて発言したのには、いい意味で驚きました。

私が傍聴した裁判で、こんなことははじめてでした。

期待しすぎることは禁物ですが、裁判長がよい発言

したことを評価して、それを実行するようにせざる

をえない空気をつくったらどうでしょうか？ 傍聴

席から野次がとんだことは残念でした。原告のみな

さん、弁護団のみなさん、がんばってください。

(Aさん、培玉県）

畿 電動

経産省前抗議アピール 12 30～ 場所／経済産業省本館前

東京地裁前応援アピール 13 00～ 場所／東京地方裁判所前

第3回口頭弁論 14 00～ 場所／東京地方裁判所103号法廷

※傍聴券が必要となりますので、配布締め切りの 13:30までにお並びください。

なお、希望者多数の場合抽選となることがあります。

報告集会 15 20頃～場所／参議院議員会館 8107
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南相馬避難解除問題弁護問

干102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17千代田会総4階早稲田リーガルコモンズ法律事務所気付
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⑨第2恒l口頭弁論⑧

本格的な議論がスタート
南相馬避難解除問題弁護団・泉智之

南中日馬市における特定避難勧奨

地点解除の違法性を巡る南栢馬特

定避難勧奨地点解除取消訴訟（以

下「本訴訟」といいます。）の第2

回口頭弁論期日が、平成28年l

月13日（水）午後2時より、東京

地裁第103号法廷で開かれました。

前回の裁判期日同様、傍聴を希望

ずるたくさんの方が訪れ、抽選の

結果、法廷に入ることができない

方も出るほど、本訴訟に対する変

わらぬ関心の高さが伺えました。

この日の裁判では、「処分性（詳

細は右に述べるとおりです。）Jが

大きな争点となり、祐川弁護士が

弁護団を代表して、この点につい

て記載した準備書面（l）について説

明しました。また、福田弁護士が

弁護団を代表して、被告（政府）

が提出した第1準備書面の記載の

不備を指摘し、きちんと主張を行

うよう求めました。

次回の裁判は、平成28年3月

27日（月）午後2時より、今回と

同じ東京地裁第l03号法廷で行

われます。次回も今回伺様、多く

の皆さまにご注目をお寄せいただ

き、裁判にも是非ご参加いただき

たく思います。

1第2田口頭弁論期日で

提出された書面

第2回口頭弁論期日では、原告

から準備書面（l)、被告から第1準

備書面が提出されました。それぞ

れの内容を簡単にご説明します。

なお、各書面は、 http://minami

souma.blogspot.jp/p/blog 

page_89.htmlでダウン口ードす

ることができますので、是非ご一

読下さい。

2原告準備書面（1).• 

本書面は、被告が答弁書で述べ

た特定避難勧奨地点の指定及び解

除の r処分性Jに関する主張への

反論をまとめたものです。

r処分性」とは、行政機関が行

う全ての行為の適否を裁判所が判

断することは不可能であり、審判

対象を紛争解決のために適切なも

のに限る必要があるため法律上要

求されている要件です。特定避難

員bill
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勧奨地点の指定及

び解除に処分性が

認められない場合、

訴えは却下されて

しまいます。
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この点について、

被告は答弁書にお

いて、（l）指定と解

除とを全く区別す

ることなく、（2)1旨

定及ぴ解除はとも

に法的根拠・効果

のない単なる事実

の通知に過ぎず、（3）原告への支援

メニューごとに個別に請求を行う

べきであって指定及び解除の違法

性を訴訟で争う必要はないなどと

して、「処分性」は認められない

と主張しました。

以上の主張に対し、本書面では、

(l）特定避難勧奨地点指定の時点と

異なり、解除の時点では実際にさ

まざまな支援を受けていた以上、

当然に区別されるべきである、（2)

指定及び解除は原子力災害特別措

置法に根拠があり、包括的な支援

を受けうる地位の変動という法的

効果を持つものである、（3）包括的

な支援を受けうる地位の変動につ

いて争うことが紛争の根本的な解

決のために役立つものであると反

論して、「処分性」が認められる

と反E命しました。

3被告第1準備書面

本書面は、特定避難勧奨地点解

除の違法性に関する被告の主張が

記載されたものです。特定避難勧

奨地点解除の違法性は、本訴訟の

最も重要な争点のうちの一つです。

被告は、特定避難勧奨地点の解除

について、いかなる基準で実施す

るかは国が判断することのできる

事項であり、（l)年間20ミリシー

ベルトを下回る地点について指定

を解除するという基準は合理的で

あり、（2）十分に住民への説明もな

されているので、違法性はないと

主張するものです。

しかしながら、上記の主張は全

く事実に基づかないものであり、

受け入れることができませんので、

次回以降、反論の書面を提出する

予定です。
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原告の意見陳述を求めて
南相馬避難解除問題弁護団・福田健治

第l@Iの口頭弁論期日には、多くの原告の方

に東京の裁判所までかけつけていただき、代表

者お二人が法廷で意見陳述を行いました。この

様子はニュースレター1号でご紹介しています。

ところが、裁判所が、昨年12月末、今後の

期日において原告の意見陳述を認めない旨を弁

護団に通告しました。このため、弁護団では、

直ちに今後の続行を求めて裁判所との交渉を行

いました。

また、原告の皆様からの署名367筆を裁判

所に提出したほか、弁護団からの意見書、「南

相馬・避難20ミリシーベルト基準撤回訴訟支

援の会Jが呼びかけた応援署名 1109筆も裁判

所lζ提出しました。

1月13日の法廷でも、弁護団および原告から、

意見陳述の継続を改めて求めました。裁判所は、

訴訟には段階があり、まず争点を整理し、その

後原告から話を聞きたいとし、意見陳述を認め

ないとの姿勢を崩しませんでした。ただ、裁判

所からは、本件はきわめて重要な裁判であり、

原告が置かれている状況を理解しないままで判

断を下すことはないので信頼してほしいとの発

言があったことは大きな成果でした。

弁護団は、今後も裁判所に対し、弁論におけ

る原告の発言の機会を求めていきます。

原告の意見陳述継続を強く求める意見書
平 成 田 年1月 13日原告・小津洋一

裁判長、第2回口頭弁論以降の意見陳述を認めない意向を示したとのことですが、原

告を代表して陳述の縦続を強〈求めます。 808人の原告が、代わるがわる過酷な放射能

環境下での生活実態を訴える機会を奪うことは、解除のプロセスで私たち原告の意見を

無視した被告の国・政府と同じ轍を踏もうとしているのではないでしょうか。

原発事故に全責任があるのに矛盾を抱える国は、数々の機会がありながら私たちに耳

を貸さず、質問書にも全く回答をしてきませんでした。たまりかねて起こした裁判なの

に、世間にも訴えたい意見陳述を省かれるとは、まるで被ばくの黙認を強要されている

かのようです。福島県にだけ年20ミリシーベルトという追加被ばく基準を適用されて

いることに、公平であるべき裁判所が、｛可の疑問も抱かれないのでしょうか。

国は線量（シーベルト）という概念だけを持ち出し、原発の放射線防護に適用される

汚染（ベクレル）を無視しています。先週測定の通学路の土壌は、放射線管理区域基準

の100倍以上(I平方メートル当たり 407万ベクレル）。空気も水も原発事故前の数百倍

以上に汚染されました。先月、ついに私も幼少期以来の鼻血が出ました。以前の数百倍

も強くなれないのに、ここで子どもたちを育て続けていいのでしょうか。

原告は年20ミリの被ばく以外にも地域の汚染について訴えたいことが山ほどありま

す。毎日被ばくの脅威に曝されている私たちにしか分からないことも数多くあります。

私たち原告の声を十分に反映させてください。たったの数分です、この5年間の被ばく

問題を数分で語ることに何の問題があるのでしょうか。裁判長、他の被ばく裁判のよう

に毎回2名の意見陳述を、今すぐこの場で再開してください。以上

私もひとこと
福島県南相馬市原町区押釜行政区長・作内 光

地域の代表として一言いわせていただきます。平成23

年3月の東日本大震災時の東京電力福島第一原子力発電所

の大事故は人災事故以外の何物でもありません。普通の生

活が、ある日突然奪われ、悪夢の日々をさまようことにな

るとは誰が想像できたでしょうか。ましてや、安全と言わ

れ続けてきた原発が...＂.。

あの事故当時、家には孫が一人いました。自に見えぬ放

射線の恐ろしさが絶え情なく頭をよぎりました。私のよう

な年配者の心配以上l己、子育て中の親たちは、計り知れな

い恐怖心におののいたと察します。その日を境に3年聞は、

東京・千葉・いわきと、転々と避難をし続けてきました。

私は、震災前に大熊町の会社lこ勤めていましたが、事故

後会社は休業を余儀なくされました。その問、私は孫のた

めと思い放射能で汚染された庭の土砂を取り除き、高圧洗

浄機で屋根の汚れを洗い落としました。その後です。国が

放射線モニタリングに来たのはu 。当然、除染後のため

放射線は低く計測されました。子どもがいるにもかかわら

ず、特定避難勧奨地点の指定からもれてしまいました。皮

肉な乙とです。一生懸命努力した者が報われないとは、こ

んなことがあってもいいのでしょうか。

原発事故からもう丸5年を迎えますが、汚染された環境

に対して一向に改善の兆しが克えません。すべての原因は、

撒き散らされた放射性物質です。確かに行政側による除染

作業はやりました。しかし形だけのものです。除染は宅地

から20メートルという狭い範囲です。私たちは、そんな

狭い範囲だけでは生活できません。宅地から20メートル

を超えた生活をするなということでしょうか。まして、子

どもたちは放射能の危険性すら理解できません。子どもた

ちを仮設住宅や自宅の家の中に閉じ込めていたならば、精

神的iこ潰れてしまいます。

私の地域にも、まだ避難先から帰ってこない若いお父さ

んやお母さんがいます。放射線量が低くなったといっても、

安全なレベルがあるはずです。安心して暮らせると患うそ

の気持ちこそ何よりも大切なことではないでしょうか。原

発事故から5年を経過しでも、まだ孫には水を買って飲ま

せています。自分の家で作った野菜類の放射線量を調べて、

国がいう基準値以下であったり不検出とされても、何の抵

抗もなく食べさせることはできません。

放射線による影響は、体に対することばかりではありま

せん。避難という名を借りた家族崩壊です。家lこ戻っても

笑い声のない家庭となってしまうことは耐え難いことです。

その原因を作ったのは、他でもない原発を推し進めてきた

国と東京電力です。私たちは、決して許すとはできません。
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理不尽な国の対応を批判
原告団長高倉行政区長・菅野秀

私の住んでいる高倉行政区では、南相馬市内で避難勧奨

地点として指定を受けた8つの行政区のうちの1行政区で

す。 2014年12月28日、年間20ミリシーベルト（mSv)

以下になったということで国から指定を解除されました。

私たちB行政区の住民は、解徐はまだ早すぎるし、私た

ちの家のまわりには放射線の高い所が必ずあり、玄関前や

庭先だけの空間線量の測定で解除するのは問題だとの認識

でいます。屋敷まわり全体を測定し、その結果によって解

除を決めるべきです。農地や農道水路の除染が終わってお

らず、現在除染が進行中です。

年20mSv基準というのは、原発作業員の基準と同じで

あり、私たち一般住民に同じ基準を当てはめるのは潤遣っ

ていると判断しています。指定解徐後も解除前と同じで、

若い世帯の子どもたちは一人も帰って来ません。今は、限

界集落となりました。

原発作業員が、年5mSvを浴びただけで白血病が発生し、

労災が認定されました。私たち一般住民が、年20mSvで

解除ということは、原発作業員の4倍もの白血病発症の可

能性があるということです。指定解除の基準としてICRP

（国際放射線防護委員会）は、年20～lmSvの下方に参考

値を設定すべきと言っていますが、日本政府は最も緩い年

20mSvを解除の基準にしました。私たちは解除の基準を

最も低い年lmSvにすべきであるとして「20ミリ撤回訴

訟」に踏み切りました。

チェルノブイリ原発事故では、年5mSv以上の地域で

は移住の義務化、年lmSv以上の地域では任意の移住を

保証するといわれています。私たちは固に対してこれと同

等の保証をしていただきたいと考えております。

日本政府は、私たちの命より経済優先に舵をとりました。

2020年の東京オリンピック開催のため早期の避難解除を

行い、風評被害の払拭をしたいようですが、日本政府はオ

リンピックよりも私たち国民の命を守ることが責務です。

東京オリンピックの凋催は、原発事故が完全に終息するま

で、風評被害が無くなるまで伸ばすべきです。また、原発

事故の起乙した日本という掴は、他国への原発売り込みや

技術指導を行うべきではありません。万一の事故が起きれ

ば、日本政府の責任となるからです。

このままでは人類は滅亡してしまうかもしれません。制

御できない原発技術には限界がありますから、地球上から

全ての原発を廃止すべきです。日本は、自然エネルギーを

最大限活用することをもっと研究すべきです。その程度の

能力は持ち合わせている民族だからです。

経済優先よりも困民の命を大事』こするととを臼本政府に

強く要望いたします。


