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避難者訴訟 第 23 回期日について 

 

170429 弁護士 山田大輔、市野綾子、鳥飼康二、笹山尚人 

 

１、新しい試みに満ちた、第 12 回目の原告本人尋問 

 平成 29 年 4 月 19 日に実施された避難者訴訟第 23 回期日は、原告本人尋問の

第 12 回目でした。 

 今回は、ビデオリンク方式の実践、また、原告の被害を他の原告が証人とし

て証言するという新しい試みに満ちた内容でした。 

 このところ毎回よい法廷をつくっている自負がありましたが、今回も極めて

有意義な立証ができた、素晴らしい法廷だったと思います。 

 

２、「新しい試み」の内容 

 今回の尋問は、ＡさんからＦさんまで６人の原告の方の立証をしたのですが、

少し変則的な立証で、新しい試みがちりばめられていました。 

（１） まずＡさんからＤさんまでは、1号法廷で合議（裁判官３名体制）。Ｅ

さんとＦさんが、受命裁判官方式で２つの法廷にわかれ、Ｅさんが2名裁

判官の体制での１号法廷で、Ｆさんが1名の裁判官の体制で２号法廷での

尋問でした。 

 時間をできるだけ合理的に使いながら、裁判官全員に聞いてもらうや

り方と、裁判官に分かれてもらって立証の迅速化を進めるやり方を、１

日のうちに併存させました。このやり方は今回初めてで、おそらく今回

限りになります。 

（２）次に、Ａさんに関しては、ビデオリンク方式を活用しました。 

ビデオリンク方式とは、最近の法改正で可能になった方法で、証言の必要

性はあるが、何らかの理由で法廷に出廷できない証人や当事者に、ビデオを通

じて実況中継しながら尋問を行うものです。 

Ａさんは、県外遠方地域に避難されています。そこで現地の地裁に出廷し

て、現地地裁の書記官が横にいるだけでカメラに向かって証言。いわき支部で

は、法廷内で、西島弁護士が（東電の代理人弁護士も）テレビに映るＡさんに

向かって質問、Ａさんはそれに対しカメラに向かって回答するわけで、そのＡ

さんを裁判所も、双方当事者も見るのです。傍聴席に向かってもテレビが設置

されるため、今回はとても傍聴者も新鮮だったのではないでしょうか。傍聴席

からの尋問の傍聴は、通常証言者の後頭部をみながらの傍聴になりますが、今

回は答えている人の顔が見られるからです。音声も映像もとてもクリアで快適



- 2 - 

でした。こうした立証方法は、まだまだ全国的に普及しておらず、極めて珍し

い事例といえます。当弁護団としても初の試みです。 

（３）そして、ＣさんとＤさんについては、精神障害があるため、ご自身の被

害について自分で述べることができません。そのため、Ｃさん、Ｄさんの世話

をしてきた早川篤雄原告団長と、早川千枝子さんが、Ｃさん、Ｄさんの被害に

ついて、第三者として証言しました。原告本人の被害を、原告自ら語るという

のは絶対の大原則ですが、中にはどうしてもそれが難しい人もいる。そうした

場合の対応方法として編み出された立証方法を、やはり初めて試みました。 

 

３、各原告の証言の内容 

 それでは、各原告の証言内容を紹介します。 

 

（１）Ａさん（富岡町。担当、西島和弁護士） 

Ａさんは、福島市出身ですが、原発事故2年前に、妻の実家がある富岡町に移

住しました。 

Ａさん夫妻が富岡町に移住したのは、妻の母と同居したい、富岡町の自然豊

かな環境で子育てをしたいという気持ちがあったためでした。 

Ａさん夫妻はずっと富岡町で生活するつもりで、妻の実家を建て替えました

。建てＥ替えた家は、妻の実家にもともとあった柱や、妻の父が育てた材木を

用いて建築した、思い入れの強い家でした。 

富岡町には、遠方から来たＡさんに対し近所の人たちはよく声をかけてくれ

る、そういう暖かい人間関係がありました。 

しかし、原発事故が起きて、その生活がすべて失われてしまいました。 

Ａさんは家族、特に子供たちの放射線被ばくの影響を恐れ、福島の原発から

も遠く、また、食べ物の安全性も考え、最終的には県外遠方への避難となりま

した。 

Ａさんは避難前、住宅メーカーに勤めており、避難後も避難先の別の住宅メ

ーカーに就職しました。しかし、営業の仕事であり、方言が違ったり、避難者

であったりということで、避難先での営業活動は困難があり、結局、住宅メー

カーの仕事はやめざるを得ませんでした。 

原発事故がなければ、Ａさんの生活のすべてがこのように壊れることはあり

ませんでした。 

２０１７年４月、富岡町は避難指示が解除されました。だからと言って、富

岡町の放射線量が事故前と同等になったわけではなく、Ａさんは、富岡町の放

射線量に対する不安を払しょくできません。 
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国の政策や東京電力から支払われた賠償によっても、本件原発事故によるＡ

さんの被害を解決されていないことが浮き彫りになりました。 

 

（２）Ｂさん（南相馬市原町区、担当深井剛志弁護士） 

Ｂさんは、南相馬市原町区で生まれ育ちました。Ｂさんが育った地域は、山

林や田園などがあり、牛、豚、馬などを育てている人も多い、自然豊かな地域

でした。実家も農業をしており、Ｂさんは子供のころから実家の農業を手伝っ

たりしていました。 

山林には山菜やキノコが採れ、地域の人は、採った山菜類や作った農作物を

相互におすそ分けをしていました。 

Ｂさんは幼馴染も多く、地域で見知らぬ人はほとんどいませんでした。 

Ｂさんは料理人としての修業を経て、原町区でイタリアンレストランを開業

しました。外装、内装を工夫した、石窯焼きのピッツァが自慢のお店でした。

材料は実家で作った農作物や地元の食材も使い、自らピッツァを作っていまし

た。原町地区で、石窯焼きのピッツァを食べられる店はＢさんの店舗だけであ

り、味もよかったため、お客さんの評判もよく、だんだん客さんが増えていっ

ていました。 

Ｂさんは、ゆくゆくは実家の農業も継いで、お店で使う食材を作りたいと思

っていました。 

しかし、原発事故が起きてしまいました。 

Ｂさんは東京に避難しましたが、福島ナンバーの車が傷つけられたり、周り

にごみを捨てられたり、ガソリンスタンドで窓ガラスを拭いてもらえないなど

の差別を受けました。 

結局、Ｂさんは避難先の東京での生活がなじめず、また、お店をやりたいと

いう気持ちが強く、福島県に戻ってきました。しかし、南相馬市ではなく、少

しでも原発から遠い相馬市で生活しています。 

Ｂさんは事故後しばらくしてお店を再開しましたが、売り上げは事故前の半

分くらいになってしまいました。 

東京電力は、人口が回復していて、ふるさとは回復しているではないかと言

います。 

しかし、Ｂさんはそうは思っていません。原町区は、本件事故前後で違う町

になってしまいました。人口は戻りましたが、若い人がおらず、事故前にはい

なかった作業員など、地元住民ではない人が多くいます。ダンプやトラックの

交通量が多くなり、スピードを出して走行しており、交通事故が心配です。子

供たちも減ってしまったので、今後は衰退していってしまうだろうとＢさんは
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心配しています。 

Ｂさんは最後に言いました。原発事故の被害にあった人は多いが、訴訟まで

起こす人は少ない。訴訟を起こさざるを得ないくらい、大きな被害があったと

いうことをぜひ知ってほしい。 

東京電力は、ふるさと喪失の被害をなかったことにするために尽力するので

はなく、被害の実態を直視し、その被害を回復することによって、故郷喪失の

被害を少しでも軽減することに尽力するべきです。 

 

（３）Ｃさん（楢葉町）の被害について早川篤雄さんの証人尋問（担当：鈴

木さとみ弁護士） 

早川さんは、楢葉町にある障害者支援施設で知的障害や精神障害をもつ方の

支援活動をしていました。そこに来ていたのがかつて建具職人だったＣさんで

す。Ｃさんは２０代のころに双極性障害を発症し、病院を転々としていました

。Ｃさんのような精神障害をもつ方が自分と相性のあう医師や看護師のいる病

院に巡り合うまでには大変苦労をします。原発事故当時にＣさんが入退院して

いた双葉病院は、何度も病院を転々とした末にようやく巡り合ったＣさんにと

って信頼できる病院でした。 

 原発事故が起きるまでの６年間、早川さんはＣさんが入院中、外出時の支援

をしていました。外出するとＣさんは必ず決まったコーヒー屋に入りコーヒー

を飲みました。早川さんと刺身定食を食べに行ったり、お世話になっている役

場の人にお礼に行ったりしました。そして必ず、楢葉町にある両親のお墓参り

に行きました。こうした外出をＣさんは楽しみにし、早川さんが双葉病院に約

束時間に迎えに行くことを、首を長くして待っていたそうです。 

 また、退院していたころのＣさんは、楢葉町にご両親の遺したご実家から施

設に通ってきて、施設の仲間と習字をしたり、カラオケをしたり、おしゃべり

をしたりして過ごしていたそうです。 

 こうした落ち着いた暮らしをＣさんが送れていたのは、Ｃさんの病状や人柄

をよく観察して適切な支援をしてくれる医師や看護師がおり、かつ病院外での

支援の手が届き、帰るべき自宅があったからだと早川さんは言います。 

 原発事故が起きて、こうしたＣさんの暮らしはすべて吹き飛びました。 

原発事故による避難生活はＣさんの病状を悪化させました。そのためＣさん

は病院と避難先を転々とし、入院先の病院から退院してトラブルを起こして再

入院となってしまったこともありました。 

Ｃさんは現在も入院をしているそうですが、将来、退院できたとしても、社

会生活を送っていく上では支援が必要です。支援してくれる病院があり、支援
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施設があり、自宅があることが必要。Ｃさんは原発事故でこれらを全て失った

。Ｃさんのような精神障害者は、そういう目にあっても、自分の状況をうまく

伝えることができない。Ｃさんの思いが早川さんを通じて伝えられたかのよう

な尋問でした。 

 

（４）Ｄさん（大熊町）の被害について早川千枝子さんの証人尋問 （担当：

阿部大介弁護士） 

早川千枝子さんも早川篤雄さんと一緒に、障害者支援施設で活動されてきま

した。双極性障害と発達障害をもつＤさんはそこに通ってきていました。 

Ｄさんの病状は、原発事故の１年位前、施設に通う中で始めたプラモデルが

きっかけで落ち着いてきたそうです。そして原発事故の起きる平成23年初めの

ころには、就労の可能性もでてきていたそうです。 

そんな中で原発事故が起きました。Ｄさんはいわきの小学校の体育館に避難

しました。 

小学校には１４００人くらいの人が避難してきていました。精神障害をもつ

人は、集団の中にいることが難しく、新しい環境になかなかなじめません。で

すから避難所では自分が自分でいられるということが難しい。イライラし、精

神的に不安定になる。それを抑えるかのように、Ｄさんたち障害者は毛布をか

ぶってじっと横になっていたそうです。 

そして薬も確保できない。薬を飲めないと、精神的に不安定になりイライラ

が募り、周囲とうまくいかなかったり、眠れなかったりと本人にとっては辛い

状態になります。自分で自分をコントロールできなくなることもあるそうです

。 

 その後早川さんがＤさんと再開したのは平成２３年末か２４年初めころ。Ｄ

さんは病院があわなかったので病院をかえ、マイクロバスの添乗員に就いたが

辞めたとのこと。そしてそんなＤさんを心配して様子を見に来た母親のことを

警察に通報してしまいました。その後もＤさんは突然四国に行ってしまったり

、避難先の会津からわざわざ福島市までプラモデルを買いに行ったりと不合理

な行動を起こしたそうです。 

そんなＤさんの行動を、早川さんは、Ｄさんに支援の手が届かなくなり、Ｄ

さん自身がどうすればいいのかわからなくなってしまったのだろう。急激な変

化を受け入れることができないまま、翻弄されてきてしまっているのだろうと

感じだそうです。 

原発事故後、Ｄさんは６年間かけて、那須の地に落ちつくことができたそう

です。早川さんは言います。それまでの間、大変だっただろうと。それでもつ
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い先日、Ｄさんは早川さんに言ったそうです。「でも大熊に戻りたい」と。 

早川さんは涙ながらに訴えました。たとえ大熊に戻ったとしても、施設はＤ

さんが事故前に通っていたような体制には戻らないだろう。障害をもちながら

一生懸命生きて行こうとしていた人たちが、この原発事故ですべてが失われて

しまった。仮に大熊に戻ったとしても、事故前のような暮らしはできない。そ

れにもかかわらず、戻りたいという障害者がいることを忘れないでほしいと。 

 

（５）Ｅさん（双葉町。担当 高橋右京弁護士） 

Ｅさんは、多くの避難者に共通する苦悩について、「避難前の知人と初めの

ころは連絡をしていましたが、年数が経つにつれて、（生活再建の差異から）

ギクシャクするようになってきました。」、「避難先の借り上げ住宅で、洗濯

物が落とされていたり、タバコの吸い殻が擦り付けらたり、いわきナンバーの

車に傷をつけられたり」、「（一時帰宅のため）家に帰ると…苦しくなっちゃ

う…すごく楽しいときを過ごした場所を思い出して…」と語りました。こうい

った苦痛を味わうことについて、「何で私たちがこんな思いをしなくちゃいけ

ないのかな…」と噛みしめながら語ったのが印象的でした。 

 故郷への思いについて、Ｅさんは、「私の居場所はここ（避難先）でいいの

か…、ここなのか…と悩んでいます。やっぱり双葉が自分の人生で幸せな時代

でした。良いところしか思い出せない、楽しかったことしか思い出せないので

す。」と語りました。 

一方、被告（東電）側からは、体調を崩し大変なストレスを負いながら奮闘

している夫について、「仕事ができるくらい体調は良好なのか？」との趣旨の

質問がありました。「仕事ができる＝健康に違いない」という単純な図式でし

か理解しようとせず、避難者の置かれた過酷かつ複雑な心境を理解しようとし

ない被告側の本音が垣間見え、傍聴席からはため息が聞こえました。 

 

（６）Ｆさん（楢葉町。担当：竹村和也弁護士、向川純平弁護士） 

４代目の農家のＦさんは夫婦そろって楢葉町生まれ。田植えや稲刈り、川で魚

をとったり、自宅から歩いていける海で泳いだり、山で遊んだりして楢葉町で

育ちました。 

１９９１年、ガーデニングや家庭菜園をして妻とゆっくり過ごすため、Ｆさ

んはいわきから楢葉町の父親から受け継いだ土地に戻り、実家のすぐ近くに家

を建築しました。ガーデニングをするために、１００坪くらいの庭をつくりエ

メラルドの芝生を敷き詰め植木を植え、家の中から田園風景を眺められるよう

に設計したそうです。実家のお兄さん家族とは毎日のように交流し、自分で作
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った蕨畑で山菜を採取し、ときには川内村の友人を訪ねて山菜とりをし、天ぷ

らにして食べたりお酒を飲んだりしてワイワイと過ごしていたそうです。 

平成29年3月15日、Ｆさん夫婦は楢葉町に戻ったそうですが、Ｆさん夫婦の楢

葉町での暮らしは６年前の原発事故前とは違ってしまっていることすなわち「

故郷の変容」を具体的に証言されました。 

自慢の自宅は放射能で汚染されているので建て替えたそうです。Ｆさんの楢

葉町の隣組の中で帰る人は１８軒のうち１０軒、若い人は戻ってきていません

。実家のお兄さんも、妻のお姉さんも楢葉町には戻りません。もうお兄さんた

ちと楢葉町で集まることはできません。田園風景だった自宅前の景色は、フレ

コンバッグが山積になっています。楢葉町で農作業を手伝うこともできないし

やらない。水道水や川の水は木戸ダムの放射能が心配なので飲めない。いくら

「安全」と言われても安心はできない。山菜をとりにいくこともないしできな

い。山林除染は自宅敷地から２０メートルまでしかしないので、そういう場所

には立ち入りはしないしできない。事故前に行っていた楢葉町や富岡町のスー

パーにはいけなくなったので、いわきまで行っている。事故前、病院といえば

広野町や大熊町に行っていたが、事故後はいわきに通っている。 

そしてＦさんはそんな楢葉町を、「元には戻らないと思う」と悲しそうに証

言を締めくくりました。 

 

４、今後について 

（１）次回が最後の尋問 

今後は、２０１７年６月２１日（水）、午前１０時から、第１３回目の原告

本人尋問を再開します。次回は、原告４名の尋問が行われます。早川篤雄さん、

國分富夫さんらの尋問となり、第１陣訴訟はこの日をもって原告本人尋問、証

人尋問の全てが終了となります。残るは、尋問を踏まえた最後の取りまとめ書

面提出。それをもって裁判は判決以外の手続きすべてを終了し（「結審」とい

います。）、あとは判決を残すのみとなります。 

 

（２）第１陣訴訟のスケジュールは判決までほぼ固まる 

第 1 陣訴訟は、１０月１１日に結審するということで予定をしており、裁判

所からはこの日で予定通り結審したいという強い意向が示されました。 

私たち弁護団からは、その前日の１０月１０日に生業訴訟の判決があること

から、この生業判決の受け止め評価を踏まえた主張をしたい、という申し出を

しましたが、裁判所が年度内（つまり２０１８年３月末まで）の判決をしたい、

そのために１０月１１日で結審したい、との強い意向を示しました。このペー
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スに合わせていくことも真剣に検討しなければなりません。判決は、２０１８

年３月まで。この方向で調整中です。 

 

（３）第２陣訴訟の動き 

 第１陣が終結に向けて進む状況には、並行して第２陣の立証活動も行います。

２０１７年８月２日に第２陣に関する弁論期日を午後２時から開始することと

なりました。また、その後始まる立証については、１２月６日から行う予定が

決まりました。 

 

５、原告団のみなさまへお願い 

 以上の報告の最後に、今回は原告団のみなさまにお願いがあります。 

 

（１） ハガキにご協力を 

 原告団事務局から、裁判所に向けて、「公正な正義の判決を」というハガキ

を原告団それぞれから発送しようという活動の提起があると思います。 

 裁判所に、原告の皆さんの思いを伝えることは何度でも必要です。判決が近

づいてきたからこそ、大切な機会と思います。ぜひこの活動に取り組んでほし

いと思います。 

 

（２） 法廷傍聴へのご参加を 

 避難者訴訟も、第１陣の審理としては、あと３回となると思われます。６月

２１日の尋問、１０月１１日の結審。そして２０１８年３月までにあると思わ

れる、判決です。 

 ぜひ残る裁判の期日の傍聴に、ご参加ください。判決が近づいてきたからこ

そ、裁判所にぜひ良い判決を書いてほしい、その思いを満杯の傍聴席で示して

いきたいと考えています。 

 

 原告のみなさんと一緒に、最後まで、訴訟活動を成功させていきたいと考え

ています。よろしくご協力のほど、お願いいたします。 

                               以 上 


