
lm � �ベ ∴∴●● ！妙 雪を 虞∵ ） も、 覇 ／弘 法 ÷／転 � � �開園圏関相調関 

篭 

，∴．蚤／悪　　－i蛙・略　譜　　　　　　亀 

訴訟　　　　　　　　　：甫 

の暮らし避難高麗甜 
かもう安心の未来　一 

擾轟騒濃蘭踵顧薔諺弓幹猿轡5連〇〇〇〇〇〇＿－、 ／、 回口頭弁論期日欒悪醸醒浬開聞際 

2019年2月21日（霜’4＝00開廷 13：00本舘または別館前集合
※当日ご案内します。

大阪地方裁判所大阪市北区西天満2－1－10（下記地図）
★傍聴抽選券締切（13：15－13：30と流動的。当日決定）
＊抽選に外れた方は弁護士会館2階203・204会議室の模擬法廷はご参加ください。引き続き報告集会も同会議室であります。

243名の原告が国と東電を相手に闘っています。

「原子力明るい未来のエネルギー」の標語のもと、私たちは平和な

生活を送っていました。2011年3月11日、その平和は一瞬にして崩

れました。安全だと言われていた原発が事故を起こしたからです。災

害は忘れた頃にやってくるといいますが、原発が稼動している限り、

いつ、ふるさとや生活を一瞬にして奪われる事態が起きないとは限り

ません。

福島の原発事故後、甲状腺がんの子どもたちは増えるばかりです。

国と東京電力の責任を問う集団訴訟は　全国各地で約30提訴され、

私たち原発賠償関西訴訟は　2013年9月、大阪地裁へ提訴し、現在

243名の原告が国と東電を相手に、「事故の原因究明」「責任の追及」「完

全賠償」はもとより、「ひとりも路頭に迷わせない施策の実現」のた

めに闘っています。福島の原発事故からまもなく8年。私たちの裁判

《第22回裁判》2。1。年5月裁日（木）14‥。。～

看お問合せ：原発賠償関西訴訟の応援団★KANSAlサポーターズ

〒537－0047大阪市北区西天満2－8－1大江ピル405号　℡070－5658－9566

鵬 KANSAiサポーターズ；
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臆原発賠償関西訴訟弁護団：〒530－0047　大阪市北区西天満4－11－22　阪神神明ピル9階902号室

梅田新道法律事務所　TeL06－6316－8824　Fax．06－6316－8825（担当弁護士：白倉典武）



蒜高畠蒜言古高一こ？d＆Å鬱
Qこの裁判こ南面だけこすか？

A．いいえ日本中ご10．000人以上が訴えこし＼ます！
（2017年7日現在）

2013年3月、福島地裁への訴えを皮切りに、北海道から

九州まで、日本中の避難者が東電と国を相手に提訴して

います。近畿エリアでも、京都、兵庫、関西と3つの原

告団が結成され、合計510名の原告が立ち上がりました。

Q内面訴訟って、何人の原告がいるの？

A．20B年？目17日第一次提訴、12日18日

第二次提訴、20件年3日7日第三次提訴、
2016年3日3日第四次提訴と、計2叫3人が

原告（こなりました。

原告団の多くは家族です。おじいちゃん、おばあちゃん、

パパ、ママ、子どもたち、赤ちゃんも原告です。原発事故

被害は、世代、立場に関係なく、すべての人に及ぶのです。
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滋薫＿　　　汗虻勘剥 ��／こ手 

、一基　≡艶）　　柏　　絡， 

Qなんで裁判惨るの？東電から賠償金も出だの雷は？

A．東電の補償と範囲は限られたものであり、

不十分ごす。

対象となってし＼ない人がたくさんし＼ます。

東電は、補償の対象となる地域をせまく区切り、一部の人

だけを補償の対象として、すべてを終わりにしようとして

います。それ以外の区域の人の大半は切り捨てられました。

福島県を中I封こ関東～東北の広大なエリアが弓染されまし

たが、今もそこに住む人にも、関西に避難した人の中にも、

東電の補償の対象になっていない人がたくさんいます。ま

た、東電が補償を認めた区域の人たちも、個々の事情はま

ったく考慮されず、謝罪もなく、一方的に東電が勝手に決

めた金額を押しつけられただけでした。その時の怒りゆえ

に、今回の訴訟に踏み切った人も多数います。

Qこの裁判の目的って？

A．この裁判の目的は3つあります。

①　東京彊力福島第一原発の真相の究明と責任の追及
現在、複数の事故調による報告書が公開されていますが、
いずれも国の法的責任を認めていません。国の避難者に

対する施策が極めて不十分なのは、責任の所在が曖昧だ
から。まずはここから始めます。国と東電の責任を明らか
にできるのは、司法の力だけ！

㊧韻藷の完全賠鑑
東電に対する直接請求をしても、原子力損害賠償紛争解
決センター（原発ADR）に賠償を求めても、驚くほど不十

分！区域外の人も同じように被害を受けているのに、まっ
たく対応してもらえないケースが大半です。損害の完全！
賠償もこの訴訟の目的のひとつです！

㊥韻災蕃金員膚対しての暮らしの支援を！
被災地にとどまった人、避難した人、帰還した人、原発
事故は多くの人の人生を翻弄しました。しかし、国の被
災者に対する施策は極めて不十分です。特に区域外から
の避難者に対しての必要な支援はほとんどありません。

国のこうした姿勢を改めさせ、被害にあったすべての人

Qなんご裁判（こサポーターが必要なん？

A．今回の裁判は法廷の中だけごは収まりません。

今後の日本と変えていくもの。

だからみんなに参加してほしいのこう。

原発事故からの3年の間、被害にあった私たちと、その支援

者たちは、本気で国と東電に訴えてきました。「子ども・被

災者支援法」もでき、日本中で避難者の意見を聞く公聴会

が開催されました。でも、避難者の声はほとんど無視ざれ、

本当に必要な支援策からは、ほど遠い状態です。原発事故

の被害者にとって、訴訟だけが最後の手段なのです。

Iふだんのくらしの中で「裁判所に行く」ことって、めったにないですよね？福島原発事故によって関西に避難してきた私たちも、 

裁判の原告になるとは思っていませんでした。「原発賠償関西訴訟」は、原発事故で被害を受けた私たちが、避難する権利、とど 

まる権利、婦遠する権利を訴える裁判です。つまり「人の命」と「健康」と「ふつうの人間らしい暮らし」が守られることを何より 

望んでいます。こうした私たちの取り組みに、ぜひ皆さんのお力を貸してください。 

「原発賠償関西原告団」並びにrKANSAIサポーターズ」では、活動のための

カンパを募っています。原発事故がもたらした避難生活の窮状を、ひとりでも

多くの方に知っていただくために、皆さんのご厚意を活用させていただきます。

サポーターヒ

なっこく鮭さい！

避難生活をしながらの訴訟。どちらも初めてのことで、
とまどうことがいっぱいです。そんな時、私たちの活動
を応援してくれる人がいるだけで、心の支えになります！

登録は　kanSaiSaPO＠cIma乱comまでi

鵜原発賠償関西原告団

ゆうちょ銀行四一八支店【預金種目】普通預金【口座番号】7905624

【なまえ】ゲンバツパイショウカンサイケンコクダン

SKANSAけポーターズ

＜ゆうちょ銀行から＞

【記号】14380【番号】83649451【なまえ】カンサイサポーターズ

＜ゆうちょ以外の金融機関から＞

【店名】四三八（ヨンサン八チ）【店番】438－【預金種目】普通預金
「「「鹿央EI Q‖つlミ40ノi貫l rナト章ラl＋1ヽノ十十一′十十」ブ－ノ5－ザ



線引きNO、避難の権利を認めさせ

き

福韓爆発轟葉訴訟
第二陣鞄漠蕎醸聞

2019年3月14日（木）14：00～千葉地方裁判所・新館2階201号法廷

半田のスケジュール

千葉地方裁判所民事第5部（高瀬順久裁判長）が，福島原発千葉訴訟第2陣の判決を，

言い渡します。

この点，千葉地方裁判所民事第3部（阪本勝裁判長）（も2017年9月22日の福島原発

千葉訴訟第1陸において．国の責任を否定する判決を言い渡しました。

しかし，群馬．福島．京都．東京の各地裁判決では．いずれも国の責任が認められ

ており，もはや国の責任を認める流れは動かし難いものとなっています。

国の責任を認めるのか．区域外避難者の損害についてどこまで認めるのか，千葉地

方裁判所民事第5部の判断が下されます。

繭12：10頃

醒13：00頃

聞13：30頃

閏13：45頃

罷14：00

圏15：00頃

判決前集会＠千葉地裁

入廷行進＠千葉地裁

整理券交付開始

整理券交付締切、傍聴券交付

福島原発千葉訴訟第2陣判決言い渡し

＠千葉地裁201号法廷

報告集会＠千葉県弁護士会3階講堂

勝蟻に来てください　磁たちの声を聴いてください



福島原発千葉訴訟第2陸とは，2015年6月8日，福島第一原発事故によって千葉県に避難された6世帯19名（※

現在の原告数）の区域外避難者の方が原告となり．国と東京電力にその責任を追及する裁判です。

これまで．合計15回の審理が行われました。この間，弁護団1㌔　主に，①被告国に（も　本件原発事故を回避す

るために規制権限を行使すべきであり，規制権限を行使すれば本件原発事故を回避できたにも関わらず，こ

れを怠っており．法律上の賠償責任を負っていること，②区域外避難者である原告の方が本件原発事故により

避難したことは合理的であり，被告国と東京電力（も　連帯して．原告の方々へ法律上の賠償責任を負ってい

ること，を詳細に主張“立証してきました。

千葉地方裁判所は，3回の期日を亘って．全世帯の原告のお話しを聞きました。第14回の裁判で（も　右陪席裁

判官が交代したため．提訴時の裁判官は，全員交代しました。

そして．遂に，第15回裁判で福島原発千葉訴訟第2陣の審理（も　終結しました。福島原発千葉訴訟第2陣の

進行は，既に判決が言い渡された福島原発千葉訴訟第1陣よりも，1年近く早いです。

私たちは，この裁判に勝訴し，裁判所が国と東電の法的責任を認めることで，真の原発被害救済と事故の再

発防止の実現を目指しております。そのためには．市民の皆様がこの裁判を注視し続けることが不可欠です。

どうかお力をお貸しください。

裁判所に以下の内容を認めさせ，原告の方々が完全かつ早期の賠償を受けることです。

1，本件原発事故を引き起こした被告国及び被告東京電力による法的責任があること

2，避難者を区域内“区域外と線引きすること自体がおかしいこと

3．今回の原発事故で避難された方々には等しく避難する権利が認められること，そのうえで，原告の方々の

健康面や生活面に対する支援体制の確立を促し，その痛みを国民一人一人が分かち合い，再びこのような悲惨

な原発事故による被害や苦痛を生むことのないよう司法による救済を求めます。
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傍聴席怒満席l二日

串のち。

私たちは子どもの命を守るため・自らの命を守るため・強制的に、それぞれの置かれた状況やそれぞれの
想いで避難をしてきました。原発事故が起きてからもう8年。原発事故の責任がどこにあり、誰が償わな
ければいけないのか、結論はもうすぐそこです。
私たち避難者は被曝から逃れ幸せに生きる権利があるはずです。そんな原告を、どうか傍聴席から支えて

踵蘭韓〇一〇〇m」　■一　重i〇°

2019年　　　　　手荷物検査あ。（家庭裁判所脇無料駐車場が比較的空いています）

3／12（火）13：00名古屋地裁西玄関付近集合

1，アピ”ル13：00～　名古屋地裁西玄関付近

2。裁判傍聴14：00～　名古屋地裁（1号Or2号法廷）

3S酷会　裁判終了～17：00桜華会館（予定）議

＿、＿塵函セ3．12　＿．塵

2旧し‾う　′P　‾

ぜ証にきてくせやい0
Ltイ高専で恕判官の一瀧開　　　園

盛∴漕ぎ　藩

覇∴蒔
園園

鰯藻嬢繕態繚

避難者は　福島だけで
た之∠‡÷　事故から10年
登録を

関東の放射能汚染地
って出てくる課題に向

た方はメンバー登録
には、被害者同士のつ

そして、分かり合えるのも被害者同士ならでは。まずはメールにてお気軽にご連絡ください。

ヵン）の冨醗謀議業績警護結語詳
お願い　藷謡繋嘉約諾誓幾です。ぜひカンパ

諾諾議灘護慧ニゼロ八チ）
田座番号2538894

みなさまからのひと晋を裁鰯合の発議紫鷺ます。

サポーター志諾謙譲諜三豊認諾回
書tまき
募集　　内容をご遵謡繋湛さい。お待ちしています。

原発事故避難者の会・愛知（2017．11発足）

図genpatsu－hinansya－aichi＠outiook・jp． 回

h嶺PS：／／WWW，facebo電氷．com／hinan，aichi／

蒋
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圃圏
原発卓拉韻書賠椋講兼訴訟愛知岐阜鮨密輸集会

＆　国連人様理事会報告会
も続く苦しみと人権侵蕾の実態。そ組まあん母の闇題。これ以上被害を増やさないた紬こも聞きにし、らしてください。

2019。2，23（土）

宣5：00～18：00開場14：30

墾三＼ ���� � � � 

申込不要

蔑寮束添謙蚤拳蜜部露
闘

下鶉虚無霞目瞳

鳥塗こ弛

田園

P　東灘輔　P　挙率浮∴∴∴蓄 　● 

輩嚢謹 多く　＼＼／決＼ 　　　　　　馨夢 　　　　　　　瞳∴ � 

（毒筆三三三三三地下鉄名城線「東別院駅」4番地ロより、西に徒歩約5分）

プログラム

15：00－16：00　『母の願いに世界が答えた』
国連人権理事会報告
森松明馬子さん（国連人権理事会発言者）と、
一緒に訴えた東京訴訟原告のお母さん

16：00－16：10　休憩　お茶やお菓子をどうぞ

16：10－16：50　『無視される人権・知らされない被ばく』
愛知岐阜訴訟結審前に東電・国の非道を語る
愛知肢睾訴訟原告×関西訴訟原告×東京訴訟原告

6：50－17：10　頁疑応答

7：10－17：50 『結審に向けての思い』愛知岐阜訴訟原告
18：00　カンパ物品販売（書籍、DVD等）お茶やお菓子をどうぞ

みなさま梱まっニッ過ごせますように、

てらポラNA60YAさんがお茶やお菓子をご用意してくださいます。

国連や国会で大治議の

森松韻希手さん　どんな人？

福島→大阪・2現を連れて母子避難中、
東日本大震災避難者の会Thanks＆Dream（サンドリ）代表、
願発賠償関西蔀訟原告団代表、
原発被害看訴訟涙管国会国連絡会共同代表、

鷺宮薯穏結灘蹴イオ」他

連絡先　E－ma旧genpatsu－hinansya－aichi＠outlook．jp

Tel：090－5959－4692（渡辺）

轟豪農 原発事故避難者の会，愛知

でらボラNAGOYA 函顕瀦登園墨

工
だ

、◆

青
書
看
▼


