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年が明けました。訴訟提起から、３月で丸三年となります。原告の皆さんの頑張り、そ

して弁護団の優れた論戦力で、国と東電に原発事故の法的責任ありの立証は、ほぼ完璧に

やり遂げることができたのが現状です。

さらに、３月１７日には、浜通りの被災地を裁判官が訪れ現地調査（検証）を行う見通

しとなっています。中通りについても、日を変えての調査が予定されています。裁判所を、

粘り強く説得して現地に赴かせることになったのは、大きな成果です。現地調査は原発裁

判では全国初です。

裁判は、昨年１１月から、原告個々の被害の訴え

について確

国・東電の弁護士たちは、原告の苦しみを逆なです

るような心無い質問をしますが、我が原告と弁護団

はあらゆる角度からの尋問を想定し、対策を練って

臨みます。１１月は６人が、１月からは各回７人前

後の原告が尋問に臨みます。

そして、今年の後半には、審理が終わり結審となる見通しです。裁判への取り組みをさ

らに深める必要があります。今年１月には「福島を切り捨てるのですか」と、国・東電へ

の抗議の新聞意見広告を福島民友、福島民報両新聞に掲載し、県民世論の喚起を図ります。
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安保法制が、国民の大きな反対の声を無視して強行されました。国の安全、国民の命を

守るため、命を捨てろ、とは。自分は決して戦場には行かないであろう政治家がそれを押
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いよいよ、今年は千葉の裁判とともに

ろうとしています。この年は

月の法廷では第一陣の

言をされました。

にもちこむ証言が待たれます。

福島第一の事故は

軽視の現実を

返そうとしています

責任を明らかにさせるために、着実に

救済、そして原発ゼロへの道をひらこうではありませんか。この年

にしましょう。弁護団は

 

   
 

２０１６（平成２８）年１月の期日は、１１月期日に引き続き

ます。 

今回は、二本松市在住の女性、石川郡在住の男性、宮城県在住の女性、米沢市

た女性、郡山市在住の男性、南相馬市在住の男性、６名に原発事故による被害の実態を語

っていただきます。

また、別会場（今回は文化センターになります。）での

後に脱原発を掲げて立候補した山内和彦さんを題材に

他多数の作品を制作している

さらに、

ピアノ演奏をしていただ

報告集会では、前回と同様、原告本人尋問に参加された皆さまのご感想
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