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ご支援くださる皆様へ 

 

 去る 1月 27日に行われた専門家証人の反対尋問。最後の 17時近くにとても大きなクライマックスが

待っていて、本当に長時間傍聴に言った甲斐があった一日！でした。 

 

『デイズジャパン』の記者さんが来ていて、「なぜ、あちら（被告側）は 3人なのに、崎山先生だけな

のですか？」という問いかけを受けましたが、最後のクライマックスにすべて凝縮していたのではない

でしょうか。 

  

この世界の『核』問題、『原発』問題はすべてがからくりのようにつながっているという崎山先生の発

言を、彼らは論破できなかった。また、古い文献や、技術論にすがる彼らに、「科学者は進歩していくも

のだ」と言い切った崎山先生の嬉々としたお姿に『女性の逞しさ・日本の科学者のプライド』を感じま

した。 

 

さていよいよ我々原告の本人尋問です。 

みな、不安を胸にしながらも裁判官へ目を向け、皆さまの熱いご支援を背中に受けながら、事実を丁

寧に述べてまいります。傍聴のほどよろしくお願い申し上げます。 

次回は、3月 8日。10時 15分開廷。9時 35分から抽選券の配布。 

3月 29日（水）、4月 21日（金）、5月 12日（金）、5月 26日（金）と続きます（時間はいずれも同

じです）。 

 

また、ひょうご訴訟は 3月 9日（木）13時半集合 14時から。 

大飯原発差止京都訴訟期日は、5月 9日（火）14時から。 

関西訴訟が 6月 1日（木）13時集合 14時から。 

 

3月 17日はいよいよ群馬訴訟の判決です！ 

 

なお、来月 19日、20日は原告団交流会を福島県で行ってまいり

ます。福島や近隣県の原告との交流での本人尋問へ向けた気持ちの

整理ができたらと思っています。（2ページに案内あります） 

 

感謝の気持ちを込めて。 

  

 

原告の皆さま 

本人尋問、おそるるに足らず！臆せず進むべし！  

 

 

原発賠償京都訴訟原告団 共同代表 福島敦子 

 

  

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！子供の未来～ 

げんこくだより 2017/3 
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福島県および近隣都県にお住まいの原告の皆さまへ  

証人尋問に向けた原告交流会のお知らせです！ 

福島県での原告団交流会へのいざない 

 

原告証人調べの再開に向けてより効果的な証言を行うために福島県や近隣都県へ戻られた原告さんを中心

に原告交流会を開催します。 

 

日 時  2017 年 3月 19日（日）13時半～17 時、 20 日（月・祝）10 時～  

場 所  3/19 会場 郡山ユラックス熱海 第三会議室   http://www.yracs.jp/equipment 

＊会場変更しています。ご注意ください！ 

＊3/20 会場は未定です。参加ご希望の方はお問合せください。 

 

スケジュール 

 19日 13:00  受付開始 

     13:30  開会あいさつ（原告団共同代表） 

                 ① 弁護団からこれまでの原告証人調べの経過と今後の見通しについて報告 

                 ② 参加原告から発言 

                 ③ 支援する会から発言 

                 ④ 質疑応答 

        17:00  終了予定 

*終了次第、都合のつく原告さん、先生方との懇親会！ 

 

20 日 10:00 開始 

                ① 群馬訴訟判決の評価について（田辺弁護士） 

                ② 質疑応答 

 

 *翌日は、生業訴訟の結審です！ 

 *宿泊交通費については、原告のみ支援する会より支給 

１９日の宿泊は、郡山駅前 街なか 100％天然温泉 ホテルシーアンドアイ郡山 に変更しています。   

http://www.jalan.net/yad305401/ 

 *参加希望者・お問い合わせは、福島敦子まで mail:fnc_625@yahoo.co.jp 
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本人尋問を前に、「これだけは伝えたい！証言と

して公の場で語り、伝え、残したい！」というも

のがありました。 

 制限時間がないのであれば、思いつくまま思い

の丈を伝えたいけれど、制限がある以上、わかり

やすい短文の問答を聴いてもらいながら、いかに

伝えたいことを伝え切れるか、ということに苦心

しながら、担当の先生を始め先生方のお力をお借

りしながら練り上げていきました。 

 結婚式のケーキ入刀ではないけれど、本人尋問

は担当の先生との共同作業だと思います。後悔せ

ぬよう、本気で練り上げる共同作業です。 

 例えば・・・私の場合、ある問いかけをされる

と反射的にどうしても喋りたいことが出て来て暴

走してしまったりするので、その辺りのクセを見

極めていただきながら、的を外れないように最後

まで陳述できるよう質問の仕方を変えていただく、

など、何度も打ち合わせを重ねていただくなかで、

ようやくスッキリとストレートに伝える問答が完

成しました。 

 積み上げてきたという安心感から、当日は、全

てを出し切るぞ、という心意気で臨むことができ

ました。先生方には本当に感謝致しております。 

満杯の傍聴席からは熱い声なき声援を感じ、原告

席には仲間たちの姿が見える中、ついつい暴走し

そうになりつつも（ちょっとしたかも）、なんとか

意見陳述を終えることができました。 

 

 でも。本人尋問が終わったからとて、一件落着

ではなく。 

 「専門家証人尋問」では、しっかりとこの目こ

の耳で、低線量被曝に対する国側専門家証人の陳

述を見届けよう、聴き届けようと臨みました。 

 どんな表情でいるのか、主尋問・反対尋問の意

見陳述時はもちろん、順番待ちで座っている時も

見つめていました。印象的だったのは、3番目に

陳述した佐々木康人氏（湘南鎌倉総合病院（徳洲

会グループ）付属臨床研究センター 放射線治療研

究センター長、元国際放射線防護委員会 ICRP主委

員会委員、元アンスケア議長）。 

 両日とも、崎山先生の陳述に深々と頷くこと多

数。「はっ？何に共感してんの？ 専門家としての

常識には反応してしまうってこと？（私の心の声）」 

にもかかわらず、陳述の出番が来ると、もっと

もらしく、「非常事態なのでありますから、公衆の

被曝許容量限度は 20ミリシーベルトです。1ミリ

シーベルトは、平常時の許容量ですから当てはま

りません」ときた。 

 「はーーーー？？？？ 線量が平常時の地域に

避難している人を、無理やり線量が非常時数値の

地域に戻すってどーいうこと？ 安心だから戻れ

って、非常事態のところ＝安心なわけ？？？」 

矛盾だらけの非人道的なことを、学歴・経歴の印

籠振りかざして言われたって誰が信じるかっ！ 

 こんな学者 17 人に人生預けられるわけがない。 

 

 崎山先生が最終尋問で力を込めて陳述してくだ

さった「アンスケアは、純粋な科学者の団体では

ない」という言葉に、胸のすく思いがしました。 

 

 この国の大多数の人たちが放射能汚染・被曝の

問題に無関心だという状況の中、京都に避難して

来たからこそ出逢った支援者の皆様、弁護団の先

生方、原告側専門家証人を引き受けてくださった

崎山先生、そして、あの日からずっとともに歩き

続けている原告の仲間のみなさんの存在の確かさ、

大きさを噛み締めつつ、この国の未来が希望ある

ものであることを信じて、歩んでいきたいと思い

ます。 

 

 今後とも、どうぞ宜しくお願い致します！ 

 

 川崎 安弥子  

（茨城県北茨城市から京都市へ避難）  

「本人尋問・専門家証人尋問」で感じたこと・想い 
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安全を求める行動が 
嘲笑ではなく “当然の行為” だと認められるように 

『この裁判に参加した理由について』 
 

 

 事故から６年がたとうとしている今、政府は安

全になったと言う。 

 それを証明するかのように低線量被爆は安全だ、

放射性物質は食べても大丈夫、問題ない所か健康

に良いとすら言われる。 

 一方で安全性を否定する避難者達は肩身の狭い

思いをする。 

 それに対して事故の責任を持つ者達はどうか。 

 東電に対して批判する声は聞くが、役人や政治

家に対する声は極少なく、今も何の責任追及もさ

れていない。何故であろうか。 

 

～安全と主張する理由について～ 

 私は経済情勢の安定化を目的としていると考え

ている。 

 当時民主党政権下において日本経済は低迷して

いたが、その中で大震災と原発事故が起こり更な

る打撃を与えた。 

 この様な状況において避難指示区域を大規模に

広げた場合その地域の産業は壊滅し、取引先企業

は資金回収が出来なくなり連鎖倒産という結果に

なる。この影響は福島県内のみならず、全国規模

での失業者数・自殺者数・犯罪件数の増加となり、

日本発の世界恐慌に繋がりかねない状況となる。 

 対して区域を小さくすれば、その範囲に比例し

て経済への影響は小さく出来る。 

 今、国が安全だと主張するのは安定し始めた経

済情勢が再度悪化することを恐れているためであ

り、政府の根本的な判断基準が放射能汚染レベル

によるものではないと考えている。 

 

～政府の判断を甘んじて受け入れるべきか～ 

 先に述べた事は私見であって証明するためのデ

ータはない。逆に安全性を示すデータや学説ばか

り出てくる。 

 普通であれば私の考えは陰謀論のようなもので、

「国や学者の言葉を信じない馬鹿だ」「金の為に裁

判をしているのか」と中傷されるだろう。 

  

 

しかし私は、今の日本は水俣病の状況に酷似し

ていると感じている。 

 水俣病は戦後日本の経済成長に軽工業産業の発

展が欠かせないものとして、利益追求の妨げとな

る汚染対策の為の法規制が先延ばしにされていた。

そして、その理由付けとして工場排水が原因では

ないとする学説を権威ある学者達に発表させてい

た。 

 これは国家経済という多数の利益の為に少数が

犠牲となった実例である。 

 日本は目覚しい経済成長を遂げ「国民皆中流」

と呼ばれるまでに至ったが、病に苦しむ人達にと

っては素晴らしい社会であると言えたのであろう

か。 

 

～次の世代を守ることは誤りか～ 

 私には三歳の子がいるが、風邪をひかないよう

に健康でいられるように注意している。ハサミな

どで遊んでいれば、怪我をしないように取り上げ

る。 

 もし健康を害すると判っているのなら、それを

与えないのは当たり前の事だと思う。  

 安全だと主張する人と、危険だと主張する人が

いるのなら、リスクを避けるのは普通ではないだ

ろうか。 

 だが、今の日本ではその普通が出来ない。 

 だから私はこの裁判に参加した。 

  

 安全を求める行動が嘲笑ではなく当然の行為だ

と認めさせるため。 

 子供の未来を守るため。 

 少数というだけで踏み躙られる権利を守るため。 

 

 将来子供達が大人になったとき、「この国は素晴

らしい国だ」と言えるだろうかと、私は問いたい。 

 

北山 慶成  

（福島県いわき市から福知山市に避難） 
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「この世の終わり」の後に希望を見出すために 

 
昨年 12月４日、龍谷大にて「ふつうに暮らし

たい 原発を考える伏見フォーラム」が開催され

ＦＢへその感想を投稿したところ、その反響をお

伝えします。 

 

 

 

福島大学の荒木田岳准教授は、「311はビッグバ

ンだった」、「いま私たちは『この世の終わり』の

後を生きているのだ（山口泉）」、そして３１１の

被災の実相がほとんど知られていないという現状

を変える必要があることを強調されました。 

 

私は、先日 2度目の福島第 1原発近くの浜通り

を訪ねたこともあって、この講演に衝撃を受けま

した。南相馬市小高区の「鈴木安蔵（映画「日本

の青空」の主人公、平和憲法の父、１９０４～８

３年。京都帝国大卒）」の生家を訪ねたのですが、

この小高区は今年 7月 20日 避難解除地域になり

ました。しかし、避難先から帰還されたのはわず

か 10パーセント高齢者が主で 900人でした。医療

機関など未整備。JRも不通区間です。鈴木安蔵の

ご子孫も，県外に避難され帰還されていません。

生家の表（薬局）などは地震で壊れたまま、お向

かいの家具屋さんも商品の家具が倒れたままでし

た。 

 

私は、５年前、福島から京都に避難された方々

に教えられ、今は、キンカン行動を主に脱原発の

運動の一端を微力ながら担ってはいますが、自分

も被災者なのだという意識はありませんでした。

荒木田さんは「脱被曝」についても、話されまし

た。 

 

トークセッションでは、避難者運動の先頭に立

って訴訟に、そして対政府交渉にもあたっておら

れるうのさえこさんは、避難解除、住宅支援の打

ち切りなどの国や福島県への直訴に対し、福島県

知事はまともに避難者の声を聞こうとしないとい

う現状にふれ、「この世の終わりだと思うこともあ

る」、でも被災者の絆はかえって強くなっているこ

とを淡々と語られる様子には、その労苦がにじみ

出ていました。原発賠償関西訴訟の代表の森松明

希子さんは「この訴訟は、健康に生きる権利であ

ることを、社会全体に共有していくことだ」など、

このフォーラムを通し、自分の脱原発・脱被曝運

動の取り組みの不甲斐なさを自覚させられ、さら

に「応援、支援」という第三者として見ていたこ

とが、恥ずかしくもなるのでした。 

 

ＦＢでこのフォーラムの感想を投稿したのです

が、Ｓさんから「『終わりの後』絶望しないように、

生きています」とのコメントがさっそくよせられ、

福島のＦＢ友達佐藤方信さんも「 福島にいるもの

の１人として、言葉にできない感銘を受けました。

被ばくのことがほとんど語られないことは、国道
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６号線の子どもを巻き込んだ清掃や、福島の高校

生の福１見学（研究と称した）などの容認につな

がっています。でも、このようにしっかりと向き

合っている人たちもまた多いのです。ぼくも、あ

と２年で教員を退職で、その後は長野で保養活動

をしようと思っています。しかし、その前に、子

どもたちにできることを（福島で）しっかりとや

っていこうと思っています。ありがとうございま

した」とコメントを寄せられました。 

 

私の「ふつうに暮らしたい 原発を考える伏見フ

ォーラム」の報告、感想へは、「いいね」が２００

を超え、シェアー（共有）も２１人と共感の輪が

広がっています。このことも私を激励しています。 

 

さらに「福島県の人口 190 万人割れ、若い女性

の福島脱出の効果」（めげ猫「タマ」の日記

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/より）、「復

興庁避難者消したら復興か」「福島県避難者無視し

て復興か」（避難されている森松明希子さんの福島

県知事あての直訴より）、そして「いわき放射能市

民測定室 たらちね」事務局長の鈴木薫さんは、こ

の測定室は「福島の母親の不安から出発しました。

ここ福島で生きるか、死ぬかの問題に取り組んで

いるのです」との言葉などが強く胸に響きます。  

福島や日本の被災の実相を把握し、絶望するこ

となく「避難者訴訟」勝利への努力をさらに強め、

「終りの世」の後に希望を見出すために共に歩み

続けていこうとしている今です。 

 

村上 敏明（京都市伏見区在住） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楢葉の小高い天神遺跡から南方向です。あちこちフレコンパック 

浪江の小学校講堂 311のまま 
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応援メッセージ 

 

まもなく、あの史上最悪、現在進行形の東京電

力福島第一原発事故から 7年目を迎えようとして

います。今年、損害賠償請求近畿 3訴訟のなかで

名実ともに先頭を切って進行する京都訴訟が、年

内結審に向け、原告 58世帯全員の本人尋問と、原

告被告双方の専門家証人への尋問という、一つの

大きな山場を迎えています。そんな中、地元の兵

庫はもちろん、大阪も京都も、できる限り駆けつ

けて声援を送ろうと思っていますが、日々の生活

に追われままならず、でもせめてこの怒涛の尋問

続きの間だけでもと、久しぶりに 4回続けて傍聴

し、原告さんたちの生の声を受けとめ、この国の

社会のあり方を少しずつ少しずつ変えてきたのは、

こうした事件事故の被害当事者の方々の、ひるま

ない勇気と、へこたれない気力のおかげなのだと、

あらためて実感することができました。 

もちろん、原告さんたちを全力で支える弁護団

の先生方、真理の追究と被害者救済のために専門

的な知見を惜しむことなく提供してくださる方々、

そして自らも被害を受けながら同じ相手と闘う仲

間として、また一支援者として支えあう避難者や、

その日常的な支援も含めて黒子に徹する各訴訟の

事務局の方々、その全員が、「こんな理不尽、こん

な不正義を許していては、この国のこの社会は良

くならない。このままでは胸を張って次の世代に

バトンを受け渡せない。だから声をあげ、行動し

続けるんだ。」という気持ちでおられると思います。 

一人の人間として、尊厳をもって毅然と事態に

相対する皆さんと同時代に生きて、身近で応援で

きることを、心から誇らしく思います。 

 

兵庫県主婦コヒガシ 

 

 

 

インフォメーション 
 

 

3月 11日（土）13時半～ バイバイ原発 3.11きょうと集

会 ＠円山公園音楽堂 ＊原告団共同代表の福島敦子さ

ん母子のスピーチがあります！ 応援に来てください。 

 

3月 11日（土）18時～19時 メモリアルキャンドル inむ

かいじま キャンドル点灯＠京都文教マイタウン向島（雨

天：12日（日）に順延） 

 

3月 12日（日）10時～12時 さよなら原発関西アクショ

ン 講演会＠中央公会堂 13時半～本集会＠中之島公園 

＊京都訴訟で専門家証人として法廷に立ってくださった

崎山比早子先生の講演と、原告によるアピールがあります。 

 

3月 12日（日）14時～オール京田辺・綴喜メモリアル行

動 2017 ＠京田辺市中部住民センター キーボード弾き

語り朝音幸さん お話：福島敦子さん、花岡和子さｎ 

 

3月 19日（日）13時～16時 亀山ののこさん×アイリー

ン･美代子・スミスさん トークライブ＠京田辺市社会福

祉センター  

 

3月 20日（月・祝）10時～12時 東日本大震災･福島原発

事故広域避難者近畿ミーティング 一般公開プログラム

＠同志社大学今出川キャンパス至誠館 S22 大塚愛さん講

演ほか 13時～16時半 避難者プログラム・「避難の権利」

を求める全国避難者の会総会 問合せ：070-5537-0478 

 

3 月 24日（金）ひだんれん・全訴連 福島県交渉＠福島市 

 

3月 26日（日）14時～16時半 チェルノブイリ・フクシ

マ京都の集い ＠京都アスニー シンポジウム 福島原

発事故の苦しみ 忘れない！ パネリスト：古川好子さ

ん・山田晴美さん・石田紀郎さん・福島敦子さん 問合せ：

075-465-2451 

 

3月 28日（火）14時～17時 日本基督教団主催国際青年

会議 in京都公開プログラム エネルギー持続可能社会の

実現を目指して＠同志社大学寒梅館 基調講演：小原克博

さん プレゼンテーション：おしどりマコ＆ケン 
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つながる・・・ことば 

 

福島弁いっぱいしゃべっぺ。 

福島のうた、いっぱい歌うべ。 

福島の自然、いっぱい思いだすべ。 

私たちは、原発事故忘れねべ。 

私たちは、原発事故に分断されねべ。 

私たちは、ツナがっぺ。 

 助け合うべ。愛を伝え会うべ。 

私たちは、弱虫だけど避難した勇気を誉めあうべ。 

私たちは、悲しみと怒りを持ったけど、愛と希望

を話し合うべ。 

子どもたちに、美味しい食べ物を教えるように、

人としての生き方も教えるべ。 

どんなに、辛いことがあったかを数えるよりも、

どんなに希望を持った未来があるかを教えるべ。 

子どもが未来を作ること、未来は子どもたちのな

かにあることを伝えるべ。 

親が、大人が、なりふり構わず子どもたちを守っ

たかを話すべ。 

 

・・・鈴木絹江（福島県田村市から京都市へ避難） 

（この春京都を旅立つ原告仲間の歓送会によせて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・  ・  ・  ・  ・ 

 

編・集・後・記 

 

☆想いは言葉にすると一層パワーを持つと聞いたことが

あります。ここに記された想いがパワーを持って広がりま

すように。けいこ 

 

☆息子が 1/2成人ということで手紙をくれました。「たく

さん迷惑かけてるけど、ぜったいぜったいかえすから

ね・・・」 ありがとう。どうか健やかに育ってくれます

ように。こやま  

 

☆体調不良にパソコン故障のピンチを原告仲間に助けら

れて、今号は 3人編集体制により、めでたく発行の運びと

なりました。本人尋問を間近に控えながら作業してくださ

ったお二人に感謝。貴重な原稿をお寄せいただきました皆

様に感謝、そしてお読みくださった皆様に感謝です。あり

がとうございました。うさこ 

 

裁判傍聴のおねがい 

 

 原告の全 58世帯の代表全員が証言台に立

つ、原告本人尋問が始まりました。原告それ

ぞれが思いのたけを精一杯訴えています。 

 ぜひ京都地裁に応援に来て、証言をする原

告の力になってください！ 

  

今後の予定 

3月 8日（水） 10：15開廷    

3月 29日（水）10：15開廷 

4月 21日（金）10：15開廷 

5月 12日（金）10：15開廷 

5月 26日（金）10：15開廷 

     いずれも原告本人尋問です。 


