
⑨第3岡口頭弁論⑨

本件地域の汚染状況について

南相馬市における特定避難勧

奨地点解除の違法性を巡る南相

馬特定避難勧奨地点解除取消訴

訟の第3田口頭弁論期日が、平

成28年3月288（月）午後2時

より、東京地裁第103号法廷

で聞かれました。

これまでの裁判期日同様、傍

聴を希望するたくさんの方が訪

れ、傍聴のために抽選が行われ

る結果となり、本訴訟に対して

多くの方が関心をお持ちである

ことがうかがえます。

この日の裁判では、原告側と

して、医の主張している遮蔽係

数が実態にそぐわないことにつ

いて、原告の方々の居住してい

る地域の放射能汚染状況につい

て主張しました。今回の裁判で

は、これまで認められていた意

見陳述が認められなかったため、

弁護団の提出する準備書面を原

告が説明するという方法で、原

告の一人である平田さんが法廷

に立ち、裁判官の前で現状の説

明を行いました。詳しくは次

ベジをご覧ください。

次回の裁判は、平成28年6

月6日（月）午後2時より、今

回と閉じ東京地裁第103号法

廷で行われます。次回も今回同

様、多くの皆様にご注目をお寄

せいただき、裁判lこもぜひご参

加いただきたく思います。

す
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（2）、準備書面（3）、被告

から第2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、 h社p://
minamisouma.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

一読ください。

宮 原 告準備書町2)

①準備書面（2)

本書面は、被告の主張している追

加被ばく線量の推計に用いている遮

蔽効果の係数が不当に低いこと、原

発事故時に原告の方々が住所を有し

ていた地域の放射能汚染状況をまと

めたものです。

今回の裁判では、被告は、屋内に

いることで、屋外にいるよりも年問

屋内の空間線量率積算線量が下がる

と主張してきました。理屈としては、

屋外よりも屋内の方が被ばく量は下

がることがあることは理解できます。

しかし、それが「どれくらい下がる

のか」、というのは実態を見て判断

しなければなりません。

被告は、屋内被ばく量は、屋外の

被ばく量に0.4を掛けた数字になる

と主張しています。ところが、ふく

いちモニタリングプ口ジェクトの

方々が行った実際の測定結果を見る

と、屋外の数字に0.8を掛けた数字

が屋内の数字になるとの結果が出ま

した。この結果は、国の主張が実態

を無視するものであるとの大きな根

拠となりました。

3被告第2準備書面

本書面は、特定避難勧奨地点の解

除に処分性がないことの被告の主張

が記載されたものです。「処分性」は、

これまでの裁判でも主張反論が繰り

返されてきた非常に重要な争点です。

処分性がなければ、特定避難勧奨地

点解除の違法性の判断をしてもらえ

ないことになってしまいます。

原告は、前回の裁判で、（1)特定

避難勧奨地点指定の時点と呉なり、

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、両者は当然に

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

ものであると主張していました。

被告は、本書面において、（1)に

関しては、原災法の改正が処分性1z::

影響がないことを、（2）に関しては、

原子力災害特別措置法には、作用法

上の法的根拠はないこと（行政機関

の行為は、法律iこ根拠がなければな

らず、特に今毘争われている処分性

の判断においては、当該行政機関の

行為に法的根拠があるかが重要にな

ります。）、特定避難勧奨地点の設定

及び解除と各種支援措置は直接結び

ついてはいないことを、（3）に関し

ては、各種支援措置は、制度ごとの

個別の検討により継続・非継続を決

める必要があるから、解除の違法性

を争うことはこれらの問題の一括的

解決とはならないこと、を反論して

きました。

次回以降、処分牲についてさらに

反論していく予定です。



空間線量は家の中も外も変わらない！
今回の裁判で、平田さんが読み上げた準備書面説明の一部抜粋を載せたいと思います。

原告の平目安子と申します。 世帯について、それぞれ、世帯ごと 未満は赤色、 0.6マイクロシーベル
私は、原発事故当時、南相馬市原 の屋内の空間線量率の平均を、庭と ト以上1マイク口シーベルト未満は

町区片倉に夫と2人で暮らしていま 玄関先の空間線量率の平均で割って ピンク色、 0.23マイクロシ ベル
した。 遮蔽係数を計算し、 120世帯の遮 ト以上0.6マイク口シーベルト未満
本日の裁判で私たち原告が主張し 蔽係数を平均すると、 081になり はオレンジ色にしてあります。赤色

ている、「園が追加被ばく線量の推 ました。 やピンク色のブロックの空間線量率
計に用いている遮蔽効果の係数が不 このように、屋内の空間線量率が は、 24時間365日滞在すると仮定
当lこ低いことJ、「手ムたちが住んでい 屋外の空間線量率と変わらなくなっ した場合に、放射線管理区域の設定
る地域の空間線量率が高い数値であ てきていることは、原発事故からこ 基準に達してしまうほど高い数値で
ること」について、私からご説明さ れまでの時間の経過を考えれば当然 す。オレンジ色のブロックの空間線
せていただきます。 のことです。窓を聞けたり、サッシ 量率も、国の換算方法であっても、

まず、今回の私たちの主張の根拠 戸を開けたりすれば、空気中に漂っ 追加被ばく線量が年間1ミリシーベ
になっているのは、「ふくいち周辺 ている自には見えない放射性微粒子 ルトに達する高い数値になっていま
環境放射線モニタリングプロジェ がチリやほこりと一緒に家の中に す。このメッシュ地図を見るだけで
クト」というボランティアチ ムが、 入ってきます。洗濯物や布団を外に も、この地域が、広く、面的に、放
事故後、長い時間と労力をかけて測 干せば、チりやほこりに付着した放 射能に汚染されていることが分かつ
定した、南栢馬の特定避難勧奨地点 射性微粒子が洗濯物や布団lこくっつ ていただけると思います。
のある地域の測定結果です。私も、 いて、家の中に持ち込まれます。裏 他の行政区のメッシュ地図を合わ
乙のプロジェクトの測定に参加して 山やイグネ屋根材などに付着した放 せて見たときも、ほとんどの地点が、
います。 射性微粒子が屋内の空間線量率まで 国の換算方法で追加被ばく線量が年
私は、原発事故の当初から地表面 も高くしていると考えられます。それ 間1ミリシーベルトに達する、 1時

の放射線量の高さに不安を持ってい にもかかわらず、庭先や玄関先とは違 間あたり 0.23マイク口シーベルト
たのですが、国は空間線量しか発表 い、家の中の除染が行われたことは を上回る状況にあります。さらに、
してこなかったのです。本当のこと ありません。こうして、家の中と外 片倉、押釜、高倉、大原、橿原の各
を知るためには自分で動くしかない の空間線量率はほとんど変わらなく 行政区では、放射線管理区域の設定
という思いから、このプロジェクトに なってきています。私たちが計算し 基準である1時間あたり0.6マイク
参加しました。私たちが測定した測 た各世帯の遮蔽係数の平均の081 口シーベルトを超える地点が過半数
定結果は、本日の裁判や次回以降の という数字と、国が用いている遮蔽 に達していて、相当多くの地点で1
裁判で提出していくことになります。 係数の0.4という数字を比較すると、 時間あたり 1マイク口シベルトを

それでは、 1つ目の、国が用いて 国は、屋内の空間線量率について、 超える値が測定されています。
いる遮蔽係数が不当に低いことにつ 現実の数字のおよそ2分のl以下で このように、南相馬の特定避難勧
いてお話しします。国は、家の中の 計算していることになります。 奨地点がある地域は、広く面的lζ放
空間線量率について、家の外の空間 2つ自に、「私たちの地域の空間 射能に汚染されていて、放射線管理
線量率に0.4を掛けて計算していま 線量率が高いこと」について、甲64 区域の基準を上回る地点が相当範囲
すが、これは、南相馬の現状を無視 号証として提出したメッシュ地図を で広がっているのです。
したものです。 用いてご説明します。乙のメッシュ 最後に、特定避難勧奨地点を解除
私の家は、平均屋外線量が1時 地図は、 fふくいちモニタリングプ するかどうかを考える時に、屋内に

問あたり019マイク口シーベルト、 ロシ、ェクトIが作成した、各行政区 は放射性物質が入り込んでいない状
平均屋内線量が1時間あたり0.18 の地域メッシュモニタリングの結果 況を前提とした0.4という遮蔽係数
マイクロシーベルトになります。家 です。 を国が採用したことは、南相馬の実
の中と外の空間線量率はほとんど変 私の家がある片倉行政区を例に、 体を無視したものとしかいいようが
わりません。家の中であれば、空間 メッシュ地図の見方を簡単lこご説明 ありません。私たちの命のことを、
線量率が低くなって被ぱくが少ない します。この地図は、住宅地図を南 健康のことを考えるのであれば、南
とはいえないのです。原告の中には、 北約100メートル、東西約75メー 相馬の現実をみて、遮蔽係数を考え
私の家のように家の中と外の空間線 トルのブロックに区切り、測定した てもらわなければ、安全といわれて
量率がほとんど変わらない世帯や、 ブロックについて、空間線量率の数 も私たちは信用することができませ
家の中の方が家の外よりも空間線量 値に応じて色分けしたものです。例 ん。裁判官には、十分にご理解いた
率が高い世帯もたくさんあります。 えば、 1時間あたり 1マイクロシ だきたいと思っております。
屋外と屋内の両方を測定した120 ベルト以上2.5マイク口シーベルト 以上



・咽岡田園陣

原告からの声
福島県南相馬市原町大谷行政区長藤原保正

私は、南相馬市原町区大谷地区に住む藤原です。余震が今も続いている熊本・大分の地

震に大変驚いております。東日本大震災と同様の思いを、みなさんしていることと思われ

ます。九州地方にも原発があり、心配しています。原発事故発生のニュースが報道されな

いことを願っております。

私たちの福島は震災後5年以上たちますが、まだまだ放射線量が高く、立ち入ることが

できない地域が広範囲にあります。また、除染は一応、完了した場所でも、ホットスポッ

ト的に放射線量が高い場所が数多くあり、若い人たちゃ、子どものいる夫婦は帰ってきま

せん。国は都合のよい基準に変えて、特定避難勧奨地点を空間線量のみで測定し、年間

20mSvを下回ったとして指定解除を一方的に決めました。

管理されている原発作業員は、年間 5mSv以下で、私たちは管理もされず、年間20mSv

と原発作業員の4倍の高い基準が適用されています。また、土壌汚染については、 4万Bq

／ぱを越える場所は放射線管理区域で、住むことができない区域とされているのに、私た

ちの区域は4万Bq／ぱどころか、数百万Bq/nfもあるような現状です。

自然の野山に自生するワラピ、タラの芽、たけのこ、きのこ等は、高い放射性セシウム

が検出されるので、食べることができません。 26年8月に海から上がってきたウナギを

測定したところ、 306Bq/kg、27年1月に捕獲した若い2歳くらいのイノシシ肉を測定し

たところ、 l,500Bq/kg以上、今年2月に捕獲した約3歳くらいのイノシシは2,567Bq/

kgと高い値の放射性セシウムが出ました。このようなところへ安全・安心だから、なにも

問題ないといって住まわせ、被ばくさせようとする因。他県では年間 1mSv以下ですが、

福島県民は20mSvで安全。 20倍も高いのです。福島県民だって日本の国民です。このよ

うな差別は絶対に許すことはできません。不公平で納得できません。

せめて、自然に自生するもの、国が決めた安全基準のlOOBq/kg以下、そして空間線量

で毎時0.23μ Sv以下、原発事故前の基準に近い値に早く戻してもらい、安全な生活がで

きるようになるまで解除は納得できません。

地震国日本に、原発が50基以上もあり、いつ地震が発生して事故が起こるかわかりま

せん。被ばくの基準を都合のよいように引き上げてしまう政府。みなさん、考えてみてく

ださい。福島の二の舞に合うかもしれません。



支援の会活動報告

「年20ミリでいのちは守れない 1

立ち上がった南棺馬のみなさんを応援しよう lJ 

支援の会が発足したのは昨年の5月9日。

東京での発足集会、京都での集会では、立ち見も

でるくらいの人たちが参加。

弁護士の福田健治さん、高木学校の瀬川嘉之さん、

ジャーナリストのおしどりマコさん、チェルノブ

イリ法研究者の尾松亮さんを講師に迎えて3回の

勉強会を開催しました。

毎回、裁判の傍聴には、大法廷は大入り満員です。

みんな、「自分ごと」としてとらえています。そ

れくらいこの裁判は重要だと考えています。

そして、原告・弁護団と連携し、裁判lこ「勝つ」

ための、情報の蓄積、分析も今後必要になってく

るでしょう。

ゼネコンだけが潤う、形だけの「復興jを演出し、

そのために人々の「健康に生きる握手IJJが踏みに

じられる。そんな政策がゆるされてはなりません。

ともにカてんばりましょう l

（支援の会満田夏花）

第3回口頭弁論期日後の報告集会

〈お問い合せ〉

南相l馬・避難20ミリシーベルト

基準撤回訴訟支援の会
干173-0037

東京都板橋区小茂根1-21-9FoE Japan気付

TEL : 03 6909-5983 FAX : 03-6909-5986 

携帯： 090-6142-1807 

E-mail : info 

〈発行人〉

南相馬避難解除問題弁護団

干102向。074 東京都千代田区九段南1-6-17

千代田会館4階
早稲図リ］ガルコモンズ法律事務所気付

Tel : 03 6261-2880 Fa玄： 036261-2温81

応援メッセージ

本初めて傍聴にきました。住民の方々の地道なモ

ニタリングデータの積み重ねを証拠としながらの

裁判、力強いものを感じます。裁判を通じて無視

され続けている土壌汚染の現実も明らかにしてほ

しいと思います。年間20mSv。ウクライナであ

れば強制移住ゾーン。 30年たった今でも立ち入

り禁止区域です。低線量地域でも内部被ばくの影

響が出ています。そのような場所に人を住まわせ

ようとしているこの園の対応は常軌を逸していま

す。本裁判の勝利が正しい法律の制定のきっかけ

になってほしいと思います。（Sさん）

木口頭弁論ではなく、準備書面の説明という形で

いう知恵は素晴らしいです。高齢者にとって、孫

や子と一緒iこ暮らせないのはどんなに悲しくお辛

いことでしょう。生きる喜びを奪うことはだれに

も許されない。憲法で保障された人権を園は守ら

なければなりません。弁護団、ふくいちモニタリ

ングの皆さまに感謝します。原告の皆さま、健康

第一lこなさって下さい。（Yさん）

曜勢
今後の予定

⑫ 

【第4回口頭弁論期日1

2016年6月6日（月｝当日のスケジュール

経済産業省前アピール 12:30～ 
東京地裁前応援アピール 13:00～

第4田口頭弁論 14：’00～ 

※傍聴券が必要となりますので、

配布締め切りの13:30までにお並びくだ古い。

※希望者多数の場合、抽選になることがあります。

※原告は、原告席が用意されているので、

並ばなくて大丈夫です。

報告集会 15:20～ 

場所：参議院議員会館｛予定）

曜動

＠ 


