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原発賠償京都訴訟とは 

この裁判は、２０１１年３月に発生した福島第一事故に

よって引き起こされた放射能汚染から逃れるために、

福島県をはじめ東北・関東の被災地から京都府内に避

難した５８世帯１７５人が、東京電力と国を相手どって損

害賠償請求している集団訴訟です。 

これまで法廷では、 

◇大津波の到来予見できたのに東電は対応を怠った 

◇シビアクデント（過酷事故）対策には不備があった 

◇法令による公衆被ばく限度は１ミリシーベルト／年で

あり、避難指示区域（２０ミリシ―ベルト／年以上）、避

難指示区域（２０ミリシ―ベルト／年以上） 外からの避

難にも社会的相当性があった 

などを立証してきました。 

 

「避難の権利」を求めて 
 私たちは、この裁判を通じて、被ばくから身を守るた

め住民には避難をする権利があるのだということを

認めさせたい、被災者に対する恒久的な救済制度を

確立するための力となりたいと願っています。 

そして、この原発事故がなぜ起き、その責任はどこ

にあるのか――そうしたことが明らかにされ、責任が

問われることを望みます。このような大惨事を二度と

繰り返さないために――。 

 

いよいよ原告本人尋問が始まります 

傍聴で応援してください！ 

１２月１４日（第２０回期）からは、いよいよ原告本人尋

問が始まります。２か月に３回の割で期日が開かれ、５８

世帯代表者全員が証言台に立ちます。 

第 18 回 11／２(水) １０時３０分開廷 

第 19 回 １２ ／7(水) １０時３０分開廷 

第 20 回 １２ ／１４ (水)＊10 時 15 分開廷 

傍聴席を埋め尽くし、この裁判が社会的に注目され

ていることを示すことが勝利への大きな力になります。 

ぜひあなたも京都地裁に応援にきてください！ 

 

公正な判

決を求め

る署名に

ご協力

を！ 

来年の夏か

ら秋にかけて

結審となる見

込みです。 

公正な判決を書いていただくために、私たちは多く

の方々の願いを届けるため、新しく署名集めをスター

トしました。ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

12月 14日の原告証人調べが行われる期日の前には、

京都地裁第 7 民事部に第 1 弾の署名提出を行います。 

●第 1次集約 11 月末 

●第 2 次集約 来年 2 月末 

署名集約先・お問合せ 

〒612-0066 京都市伏見区桃山羽柴長吉中町 55-1  

    コーポ桃山 105 号 市民測定所内 

原発賠償訴訟･京都原告団を支援する会 

Tel 090-8232-1664・Fax0774-21-1798 

  

げんぱつ ばいしょう きょうとそしょう げんこくだよりNo.３（２０１１．１１） 

こんにちは！ 原発賠償京都訴訟です 
～認めて！避難の権利 守ろう！子どもの未来～ 
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原発事故が起きて、思いもかけず、京都に。そして裁判の原告になった私たち。 

それぞれの近況をお伝えします。 

 

命を守っていく事が一番の復興 ～６回目の秋に 

 

京都へ来て６回目の秋を迎えます。 

あの時の秋は思春期にも味わったことのない、 今

までで一番悲しい秋でした。 

先日お友達家族２０人くらいでお食事をしました。 

皆これからのこと考えている、私たちは幸せにならな

くては。 

そう思う時に心痛むニュースを知りました。小児甲

状腺がんが１７２人に増加してまったというニュースで

した。そして１３６人の子どもたちが手術を受け、その中

で１人は良性でしたが、その他に肺がんも見つかってし

まったということです。また８月だけで原発作業員が３

人も亡くなっています。 

この事実を皆どのようにうけとめるのかな？ 

人数の多い少ないとう事に目をとめますか？ 

本来ならこの様病にならずに子どもらしく元気に

日々暮せたはずです。それなのに苦しんでいる子ども

が、看病し支えているご家族がいる事実に目をとめ、

心を寄せてゆきたいと私は思うのです。 

私たち当事者が「健康に生きる権利を求める」とい

う当たり前ではない事態が続いている中、「甲状腺検

査を縮小していく」という動きがあります。 検査をす

る事を苦痛に思う親御さんがいるからと・・・えっ、 ちょ

っと待ってくださいな、 検査を受けなくてはならない 

ようになったのはどうして？ こんなに大切なことな

のになぜ問題をすり替えてしまうのかな？事故が起き

て５年半、 東電の原発に関して何ひとつ希望が持て

る知らせはありません。 中身のない「復興」とう言葉

だけが乱用されてます。 

何の罪もない子どもたちはその存在自体が希望で

あり、力沢山可能性をもっている宝物です。人間の命

は他の何かと比較することなどできません。ひとりが 

尊くて、 何ものにも代えることなどできません。その

命を守っていく事が一番の復興ではないのかな。 

決して無力ではない私たちの小さな声と力を合わ

せてゆきたいと思っています。 

東電の起こした原発事故が無かったものとされな

いように、本当の被害が見えなくされないように、終

わったことにして忘れてしまわれないように。 

原因を究明できない状況の中で、次々に原発の再稼

働を進める。再稼働すればまた事故は起きること最低

でも忘れないで考えようよ。 

これ以上地球を壊す生き方せず、地球とそこにつな

がるすべての命を守っていく暮らしをする事を心がけ

て実行できるひとりになっていきますように。 

私たちは幸せになる。  

そして東電と国の責任ははっきりさせる。 

（菅野千景、福島市から京都市へ避難） 
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絵：ジェフ・リード 

Clever girl in mother's hands: Fukushima evacuee お

母さんの腕に抱かれたお利口さん：福島から避難した

子ども（2011年 12 月 11 日） 

サヤは一歳三か月の女の子。彼女の肖像画に母親が

「世界中の子ども達が皆幸せでありますように…」

と書き加えてくれた。 

http://strongchildrenjapan.blogspot.jp 
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思いよ 届け！ 広島、長崎、福島。 

 
どんよりとした雲に覆われたイングランド北部。1957

年 10 月 10 日、ピーターラビットの生誕地からそう遠く

ないセラフィールドで、世界初、レベル５の原子力事故

が起きました。使用済み核燃料の再処理工場も保有し、

東日本大震災前までは日本が大のお得意さんでした。

原発推進国のイギリスは、福島第一原発事故前の日本

とよく似ています。明日も昨日と同じ朝が普段通りや

ってくると疑わない、放射能が降ってくるなんて夢に

も思わない国民たちです。 

 

イギリスでは、福島原発事故後、原発産業に今後利

益は見込めないと全英国企業が撤退しました。そのた

め、２０年ぶりのヒンクリーポイント原発新設が延期され

ていました。しかし、先日政府がゴーサインを出しまし

た。結局、ヒンクリーでは中国とフランス企業によって

建設、運営管理されることになりました。その中国資本

のトップのマネースキャンダルが発覚、建設予定の原子

炉は現在フランスで亀裂が入り問題になっているもの

と同型。にもかかわらず、安全性や核廃棄物について

全く議論がされないまま強行されています。現在、ウ

ェールズを含め更に２カ所で原発の新設を予定してい

ます。しかも、東芝と日立が出資、建設に携わっていま

す。自国が管理をできない状況で外国企業１００％で原

発を作ろうとしている英国。狂気です。 

私は３年前、ヒンクリー原発新設と核兵器反対の集

会に招待され、発言する機会をいただきました。その

日は広島原爆が投下された８月６日でした。「地球上全

ての原発がなくならなければ、チェルノブイリ、フクシ

マ、それに続く事故が起きてしまうかもしれない。福島

原発事故によって今でも苦しんでいる被災者達がいる

ことをイギリス人にも知ってほしい」と伝えました。観

客の中には「世界で最も影響力のある１００名」に選ば

れているマイケル・イーヴィスさんもいました。彼は世

界最大のロックフェスティバル「グランストンベリーフェ

スティバル」の創設者で、会場は彼の農場で開かれま

す。「福島原発事故によって子ども達が避難すること

は、戦争下に子ども達を疎開させることと同じ当然の

権利だ。戦時中は

うちの農場にも１０

名ほど子ども達が

疎開に来ていた」

と、後のインタビュ

ーで語ってくれま

した。２０歳くらい

のトレッドヘアーの女性は「これから福島原発事故のこ

とをもっと勉強して力になりたい。あなた達は一人じゃ

ないです。」と涙を浮かべ、ハグしてくれました。集会

後は全員で灯籠流しをしました。思いよ届け、広島、長

崎、福島。 

 

英国にも、私達の裁判を遠くから応援して下さる方

達がいます。心が折れそうなとき、くじけそうなとき、

踏ん張れるのは、心ある方々がいてくださるから。皆

さん、心から感謝しています。 

（園田美都子、福島から京都へ避難） 

 

げんぱつ ばいしょう きょうとそしょう げんこくだより ３ （２０１６。１１） 
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福島小児甲状腺がんの被ばく発症 

宗川吉汪（京都工芸繊維大学名誉教授） 

 

1．はじめに 

 チェルノブイリ原発事故（1986.4.26）で小児甲状腺

がんが多発しました。福島県は、原発事故（2011.3.11）

を受け、以下のスケジュールで小児甲状腺がん検診を

始めました。 

1 回目 （ 2011.10〜 2014.3 ）先行検査 ： （ 1992.4.2〜

2011.4.1生まれの約 37万人を対象）事故とは無関係の

通常発症の甲状腺がんの調査を目的とする。 

2 回目 （ 2014.4〜 2016.3 ）本格検査 ： （ 2011.4.2〜

2012.4.1 生まれを追加、約 38 万人を対象）先行検査と

比較して通常発症に加えて被ばく発症があるか否か

を調査する。 

3回目（2016.4〜2018.3）：1992.4.2〜2012.4.1生まれの

人を対象。 

4回目以降は、20歳を越えるまでは 2年ごと、25歳以

降は 5 年ごと。 

 現在、1 回目の先行検査の結果が確定し（2016.6.6）、

2 回目の本格検査の暫定結果が報告されています

（2016.9.14）。そして 3 回目検査が開始されました。 

 

2. 先行検査（1 回目）と本格検査（2 回目）から推定さ

れる患者数 

 甲状腺の検査では、まずエコーで比較的大きな結

節のある人（陽性者）を見つけ、さらに詳しく調べて甲

状腺がんがあるか否かを判定します。先行検査の対象

者は 36万 7672人、最終の検診確定は 74.3％、エコー

陽性者は 1376人で、うち 116人が甲状腺がんと診断さ

れました（判定率 8.43％）。すべての人の検診結果が

確定したとすれば全対象者中の患者数は 156人になり

ます（74.3%：116 人=100%：156 人）。 

 一方、本格検査の対象者は 38 万 1281 人で、検診確

定は 44.1％、エコー陽性者 1029人で、これまでの検査

で 59 人ががんと診断されました（判定率 5.73％）。今

後これ以上の患者が発見されないとすると、全対象者

中には、134 人の患者がいると推計されます（推計 1）。

しかし検査が進み、判定率が先行検査と同じ 8.43％に

なれば最終的に患者は 87 人になり、全対象者中の患

者数は 197 人になります（推計 2）。 

  

3. 本各検査で発見される被ばく発症の割合 

 最近、福島県で購読者の多い福島民報と福島民友

が、1面トップで、甲状腺がんと被ばく線量は無関係（福

島医大発表）、と報じました（2016.9.9）。これは先行検

査の話です。先行検査では、もともと、被ばくとは無関

係の小児甲状腺がんの通常発症の様子が調べられま

した。問題は、本格検査です。事故の 3 年後から開始さ

れた本格検査で、通常発症に加えて被ばく発症の患者

が居るかどうかが判定されるのです。 

 先行検査の結果から、本格検査で発見される通常発

症の患者数が算出可能です。もし、本格検査で発見さ

れる患者総数が通常発症患者数を上回れば、その分

が原発事故による被ばく発症ということになります。 

 図を見てください。縦軸は患者数、横軸上段は先行検

査の年齢、下段は本格検査の年齢を示します。先行検

査で推定される通常発症の患者数は6歳〜18歳（横軸

上段）の白バーの面積に相当します。一方、本格検査で

発見される通常発症の患者数は6歳〜21歳（横軸下段）

の黒バーの面積に相当します。黒バーと白バー面積比

は 45：91 です。白バーの面積に相当する患者数は先行

検査の 156 人でした。すると黒バーの面積に相当する

本格検査で発見される通常発症患者数は 77 人になり

ます。 

 本格検査の推計 1では通常発症＋被ばく発症が 134

人でした。それ故、被ばく発症は 57 人で、被ばく発症

割合は 43％です。一方、推計 2 では通常発症＋被ばく

げんぱつ ばいしょう きょうとそしょう げんこくだより ３ （２０１６。１１） 
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発症が 197人なので、被ばく発症は 120人、被ばく発症

割合は 61％になります。図では影をつけたバーの面積

が本格検査の被ばく発症に相当します。 

 本格検査はまだ進行中です。被ばく発症の割合は小

さく見積もって 4 割、検査が進めば 6 割を越えるので

はないか、と見ています。いずれにしても本格検査で

見つかる甲状腺がんの半数は被ばく発症と言えます。

なお、統計学に従って計算しても 95％以上の信頼度で

ほぼ同じ結論が得られることを付言します。 

 

4．タブ—視される甲状腺がんの被ばく発症 

 原発事故と福島の小児甲状腺がんとの関連を示し

たブックレットを 2015 年 12 月に出版しました（宗川吉

汪・大倉弘之・尾崎望

『福島原発事故と小児

甲状腺がんー福島の

小児甲状腺がんの原

因は原発事故だ！』本

の泉社）。出版社が福

島民報と福島民友に

ブックレット広告の掲載

を申し入れたところ、2

社とも拒否してきまし

た。また、福島県庁の

県民健康課の人と話し

合いたいと思い、仲介を民主団体に申し入れたところ、

高度に政治的、という理由で断られました。さらに、被

ばくによる甲状腺がん発症を語ることは、福島県民の

不安を煽り、ひいてはコミュ二ティーを破壊する、との

警告を受けました。県民はヒバクシャとして差別される

ことを一番恐れている、という話も聞きました。 

 

5．国際原子力機関（IAEA）の最終報告 

 IAEA は、福島原発事故の関する最終報告書で、小児

甲状腺がんについて、事故に起因する甲状腺被ばく線

量は低いと見られ、がんの増加が被ばくによるとは考

えにくい、と述べました（2015.8.31）。小児甲状腺がん

は、1996 年、IAEA がチェルノブイリ原発事故との関連

性をしぶしぶ認めた唯一の病気で、その他のがんや疾

患について原発事故との関連性をいっさい認めてい

ません。原発事故の影響では、メンタルな健康被害（気

のせい）が最大問題で、被ばくによる健康障害など無

いのに、被ばくへの不安が病気を引き起こしている、

と主張しています。不安解消のためにはリスク・コミュ

二ケーションが重要で、飲酒、喫煙、偏食、貧困、医療不

足などへの対策が必要、としています。IAEA が危惧す

るのは、日本が「原発事故による小児甲状腺がんの被

ばく発症」という事実を認めると、世界の反原発運動

の火に油が注がれ、世界の原発存続が危うくなり、核

の平和利用の欺瞞性が曝露され、核兵器の保持が危

うくなる、ということです。IAEA や日本政府は、福島原

発事故と小児甲状腺がんとの関連性を、金輪際、認め

たくないでしょう。ともかくヒバクシャが出ては困るの

です。 

 

6．小児甲状腺がんと脱原発運動 

 私たちが原発に反対する根拠は、原発事故で放出さ

れる放射線ががんなどさまざまな病気を引き起こす

からです。原発事故は人格権への侵害の何ものでもあ

りません。人格権とは、個人の尊厳・生命・身体・財産に

関わる憲法上の権利です。しかしもし、原発事故が小児

甲状腺がん発症の原因でないとしたら、そしてその他

のがんや病気の原因でもないとしたら、原発事故によ

る人格権侵害は限定的で、大げさな避難計画やヨウ素

剤配布は不要で、福島からの避難も必要なかった、と

いうことになります。 

 

 以下の要求を福島県、国、東電に対して行いたいと

思います。 

①  福島県と国は、小児甲状腺がんの原因が原発事

故であることを認め、すでに発症した人、これから

発症する人たちを早期に発見し、治療せよ。 

② 東電と国は、小児甲状腺がん患者に対して慰謝料

と医療費を支払え。 

③ 福島県と国は、原発事故と小児甲状腺がん以外の

がんや病気との関連性を究明せよ。 

④ 福島県と国は、住民の居住地域の放射線量を年１

ミリシーベルト未満にせよ。 

⑤ 東電と国、福島県は、自主避難者に対して慰謝料

の支払いと住宅補償を行え。 

⑥ 東電と国は、福島県民と国民に対して原発事故を

謝罪し、原発廃棄を約束せよ。 

げんぱつ ばいしょう きょうとそしょう げんこくだより ３ （２０１６。１１） 
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「放射線に対する感受性

は人それぞれ。世帯によ

ってやはり違います。そ

れぞれの違いによって、

いつ帰るということがま

た影響してきますので、こういったところは、政府が

『避難指示解除』という一つの行政決定をしても、そ

れは『直ちに帰りなさい』ということではありませ

ん。 

やはり、一定の期間の中でそれぞれの住民が自

分の感受性や自分の生活実態、仕事の実態に応じ

て帰るとか、あるいは当面今の避難先にそのまま居

続けるのかを決める」という現実がありますので、

やはり、ある程度の長い期間の中でふるさとに帰れ

るかどうかということを（当事者に）決めていただ

く」しかないというふうにわたしたちは考えていま

す。」 

 

10 月 17 日午後（日本時間１８日午前）、内堀雅雄福島

県知事は、アメリカのシンクタンク「戦略国際問題研究

所（ＣＳＩＳ）」で講演、その後の会見での、内堀知事の言

葉。 

 内堀知事には、ぜひこれを被災した県民の前で言っ

ていただきたい。そして福島県には、真摯にこの言葉

にあるような姿勢で、被災者救済の施策に取り組んで

いただきたいです。 

 避難区域指定が次々と解除され、賠償が打ち切られ、

県内仮設住宅に取り残された人々にも、仮設住宅閉鎖

が迫っています。そして、区域外避難者住宅無償提供

打ち切りまで、あと 5 ヶ月を切りました。 

  

 

みなさまからのご投稿をお待ちしてい

ます。saekouno2013@gmail.com 

 

げんぱつ ばいしょう きょうとそしょう げんこくだより ３ （２０１６。１１） 

◆10月24日（月）、4回目の福島県交渉に行ってきました。あの日、一番切なく思った言葉は、福島市内在住の男性の言葉でした。

◆「福島市内に住んでいます。私も実は、原発事故が起きた時に、避難したかったですよ。しかし９０なん才の母がいて、避難して

たらどうなるか、というのと、放射線量を我慢するかしないか、考えて、留まりました。私はね。やっぱり避難をすることは・・・大変

なことですから。生活をすべて、新しくしなくちゃならない。不安がないか？ 不安はもちろんありますよ。いまだ原発から上空

に放射能が出ているじゃないですか。だから僕は、うちの庭に吹き流しをつけて、いまだに、原発方向から風が吹いていると嫌だ

なと思っているんですよ。・・・」◆住宅無償供与打ち切りに関するやりとりの中で、県側が「避難元も避難先も、避難せず通常の生

活を送っている人が大勢いる。」などと答えたことに対して、なされた発言でした。◆今の政策は、とどまった住民も避難した人

も、どちらも守らない、救わない。そして未来の人たちも。本当にどうにかしたい。◆次は 11/8政府交渉です。（うさ） 

● １０月６日の朝刊の第一面は３分の２程が原発関

連のニュースでした。「東電再建に向け他電力と提

携」「廃炉支援へ経産省検討」そして、「美浜原発３号

機審査合格」「美浜事故があるなら琵琶湖の魚のセ

シウム汚染は」等々。「安全で安価」神話は崩れてし

まっています。 

 ８月６日、立命館大学平和ミュージアムで、福島の

現状をドキュメンタリー映画で見ました。この映画の

監督さんの実家の丹精こめた庭が、次の場面では何

もかも引き抜いた様な殺伐とした庭になっていまし

た。事故以来、何年目の映像かわかりませんが、ご両

親は淡々と達観したような暮らしぶりにお見受けし

ましたが、そこに至るまでのご苦労ははかり知れま

せん。 

 次のお宅では、リビングの窓３分の１位の高さまで

庭に黒いビニールシートに包まれた汚染土がおかれ

たまま生活されていました。その家の奥さんが「友達

が訪ねてきたらカーテンを閉める」と言われました。

毎日毎日その汚染土を見て生活しなければならな

いとは・・・。その他、幼稚園、自家菜園されている方、

単身赴任等々。 

 とてつもなく大きな犠牲を払った福島の大事故。 

間違いを犯さない人間なんていません。 

活断層の近くに作られた原発。耐用年数を超えた

原発。 

やむを得ず県外に避難された方々、強制的に帰

還、支援打ち切りとは納得できません。私ができるこ

とはごく僅かですが、いつも心の中に福島のことが 

あるのは変わりませんし、また、福島の方々が以前の

ように健康な生活を送れるようになるまで応援しつ

づけます。 

（中筋礼子、京都市） 


