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～「生業を返せ、地域を返せ！」福島原発訴訟第一七回期日の報告

１．検証実施までの道のり

 ３月１７日、裁判官３名が、浪江町、双葉町、富岡町に入り、検証を行いました。当日

は、裁判所関係者１０名、被告国・東電が２５名、原告らがサポートメンバーも含めて４

６名、メディアが２２名同行しました。

総力を挙げて取り組み、検証対象宅の原告の方はもちろん、原告団の多大なサポートを得

ての本番というこ

からお礼を申し上げます。被害の実態を知ることなくして、判決を書いてもらうわけには

いかない——そうした私たちの決意の成果として、今回の検証を獲得することができまし

た。 

 

東電や国の動向

日 高浜原発３，４号機運転差し止め仮

処分命令（大津地裁）

３月１１日 政府、新たな復興基本方針を閣議決

定 

日 札幌地裁、原発事故による店舗

で東電に２億円の賠償認める

日 福島地検、汚染水海洋流出について

東電幹部ら３２名不起訴
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２．検証に際してこだわったこと 

 検証は、被害を証明するための一手段として行われます。とくに浜通りでの検証を通じ

て、私たちは次のことを裁判所に意識させたいと考えていました。 

  ・震災と原発事故による複合的な被害が生じていること 

  ・被害が現在も収束しておらず継続していること 

  ・生業を喪失することが営業損害の賠償だけで償えるものではないこと 

  ・中間指針の線引きや東電の賠償基準が合理的なものではないこと 

 そうした考えから、浪江町では事故前の生業の状況と現在の違いを、双葉町の帰還困難

区域では原告宅のみならず無人となった住宅街や駅前商店街の雰囲気を、富岡町では帰還

困難区域と居住制限区域との線引きの不条理さといった具合に、それぞれの検証予定地の

位置づけを明確にし、検証対象宅の原告のみならず、全体としての被害立証との関係も含

めてイメージできるようにすることを重視しました。 

また、検証ルートに所在する自治体の現状や、

通過する周辺の状況などについても証拠を提出

し、原告と地域のつながりや生活圏全体の被害

も意識できるよう心がけました。 

 さらに、検証は、裁判所が被害現地に赴き、

直接現場を観察する貴重な機会となります。現

場での説明はもちろん、音（線量測定器の警報

音）や匂い（室内にこもる獣臭）、視覚（震災後

ほとんど人の立入がなく時間が止まったかのよ

うな住宅街や駅前商店街の光景、帰還困難区域

と居住制限区域を分かつ境界の道路やその周辺の状況）など、あらゆる五感の作用に訴え

て、被害の実情を認識してもらうことに、私たちとしては全力を注ぎました。 

 

３．中通りでも検証を！ 

 今回の検証は、原発事故関連の訴訟では全国で初めてのものとなりました。弁護団とし

ては貴重な成果を挙げられたと評価しています。 

 しかし、被害現地を訪れただけで良い判決が約束されるわけではありません。中通りで

の検証も実現させ、被害のとらえかたについても、さらに裁判所を説得していく必要があ

ります。次回期日は５月１７日、原告本人尋問となります。ぜひご参加ください。 

                            （弁護士 馬奈木厳太郎） 

 

ドイツ会議に出席しました 

原告団長 中島 孝 

フランクフルトで、３月９日から１１日まで開かれた国際会議は、ヘッセン・ナッサウ・

プロテスタント教会エキュメニズム・センター（ＺОＥ）、プロテスタント教会福音伝道連

帯（ems）、国際反核法律家協会（ＩＡＬＡＮＡ）の３者の主催。テーマは、「1、政治手

段としての核兵器を廃止」、「2、東電の福島原発事故」、「3、脱核」で、牧師、弁護士、医

師、大学教授など多様な分野の専門家２６人が講演しました。総じて、敬虔なキリスト者

らしく、神の意思と核兵器の残虐性は決して相入れない、廃絶は不可避という強い信念に



裏打ちされた活動家いう印象を持ちました。 

「原発事故」では、私とおしどりマコさんや、広島・長崎原爆症認定訴訟の弁護団長・

藤原精吾氏、そして南山大学教授で、カトリック教会牧師も務められているミヒャエル・

シーゲル氏などが講演しましたが、マコさんの報告は、切りすてられつつある原発事故を

みごとに描き出したもので、我々の報告集会でもぜひ聞かせていただきたいと思ったもの

でした。 

８日は、カッセルという地区にある公立高校を訪問し、高校生たちと報告と質疑応答の

機会を持つことができました。質疑開始の際、女性の先生が「なぜ福島に原発が作られた

のか、そこから議論を開始しましょう。活発な質疑を期待します。」と本質に迫らざるを得

ない大問題からスタート宣言。果たして、政府の姿勢を忖度してばかりの日本の教育委員

会だったら、あるいは政権寄りの姿勢に疑問を抱いていない父兄だったら、このような授

業は許さないでしょう。 

ヒトラーの負の遺産に徹底して向き合ってい

るドイツ社会の基盤の厚みが、こうしたところ

に現れているのかと、彼我の違いが強く心に刻

まれました。 

国際反核法律家協会ドイツ支部のペーター・

ベッカー弁護士は、「生業訴訟を強力に支援す

る」と約束して下さいましたし、フランス・カ

エン大学のエミリー・ガイヤール教授にも、生

業弁護団との接触を強く要望されました。大変

うれしいことに、そのほかの参加者の皆さんと

も、生業訴訟の今後に関わる重要な関係が築けたのではないかと思います。 

おしどりマコさんと一緒に、今回の訪独を中心で切り盛りしていただいたマーティン・

レップ博士ご夫妻や、大変親切に応対して下さった通訳のリタさん、モニカさんたちと、

その後も連絡を密に取らせていただいており、生業メーリスにもその都度報告していると

ころです。 

 生業訴訟が、世界の人々にも共感していただける正義を求めるたたかいであることを確

信できた３日間。こうしたつながりを今後ますます広げていきたいものです。 

 

 

  
２０１６（平成２８）年５月１７日（火）、福島地方裁判所で第１８回目の口頭弁論が開

かれます。今回は、原告本人尋問第３弾となります。 

今回の期日では、３月期日で現地検証を行った浪江町から避難した男性、双葉町から避

難した男性、富岡町から避難した女性の他、猪苗代町在住の男性、福島市在住の女性、川

俣町から避難した女性の計６名が原発事故被害の実態を裁判所に語ります。 

また、別会場での講演会第７弾は、沖縄４区選出の仲里利信衆議院議員にご講演いただ

きます。原告団企画は、おしどりマコ・ケンさんからドイツ訪問等のご報告いただきます。 

皆さま、お誘い合わせの上、ぜひ次回期日にご参加ください。 

当日のスケジュールは次頁の通りです。 

生業訴訟第１８回期日（５月１７日）のお知らせ 



 

【
１３：１５
１４：００
１５：００
１５：４５
１６：３０

【裁判所：午前】
０９：１５
０９：３０
１０：４５
１１：３０
１２：３
１２：５

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※尋問開始時間は多少前後する場合があります。

 

 

 

服部咲

はじめまして。東京中央法律事務所の服部咲と申します。私自身，

震災日は東京の新宿にて，帰宅難民になりました。新宿の大スク

リーンに映しだされた津波の緊急速報や，震災日以降の原発事故

ニュースに，恐怖や不安を感じたことを今でも鮮明に覚えており

ます。原発事故を二度と繰り返してはいけない，原発事故により

被害に遭われた方の被害回復のお手伝いをしたい。そのような思

いから，生業弁護団へ加入させていただきました。

原発事故によって，ふるさと，住まい，地域とのつながりを奪わ

れた全ての方々の声を、国，東電に訴えていきたいと思ってい

す。今後，少しでも皆様のお役にたてるよう，尽力していきます

ので，どうぞよろしくお願いします。

【裁判所：午後
１３：１５ 
１４：００ 
１５：００ 
１５：４５ 
１６：３０ 

【裁判所：午前】
０９：１５ 
０９：３０ 
１０：４５ 
１１：３０ 
１２：３０ 
１２：５０ 
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新人弁護団員のご

題字「みんなして」は、服部咲弁護士の筆によるものです。
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【文化センター
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文化センター
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