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4/22第5回期日  原告側弁護団
一般の津波対策指針よりも低い

国と東電の津波想定を
克明に検証、追及！
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　4月 22日の第 5回期日では、42席の傍聴席を満席
にすることができました！心から感謝いたします。
　第 5回期日においては、書面のやりとりの確認の
のち、原告側代理人弁護士の意見陳述が行われまし
た。今回は、国が、一般の津波対策指針よりも低い東
電らの津波設定をそのまま認めてきた責任を追及する
ものでした。平成 9年に策定された地域防災計画にお
ける津波対策の手引では、「将来想定しうる最大規模
の地震・津波を想定して防災対策を行うこと」とされ
ていました。しかし、電気事業連合会（電事連）は、
その想定を緩和させる修正を求めました。そして、平
成 14年に発表された「原子力発電所の津波評価技術」
では、記録に残っている既往津波を想定の基本とし、
福島沖については、過去に大規模な津波が発生した記
録がないとして、津波波源を想定しなかったのです。
これは国みずからが作成した上記の省庁指針から大き
く後退するものでした。
　万が一にも災害を起こさないことを求められるはず
の原発の津波対策の指針が、一般の国民向けの指針よ

りも後退させ、対策を怠り、その結果、取り返しの付
かない原発災害を引き起こしました。国と東電らの原
発事故に対する極めて重大な責任を一つひとつ丁寧に
論証する陳述でした。

　裁判後に行われた報告集会では、参加されたお一人
おひとりからお話をお聞きすることが出来ました。
原告の方からは、「国と東電は津波が予測不可能だっ
たというが、それならどうして原発の再稼働など言え
るのか。予測不可能なものを再稼働はできないはず」
「あれだけの被害を起こして、再稼働なんてとんでも
ないこと」「避難指示を解除されたけれど、公式に発
表される値は低くても、自宅で測るとそれよりもずっ
と高い。嘘ばかり」との言葉があがりました。

　傍聴に参加された方々からは、「メーリングリスト
でいつも気にかけていたけれどようやく来られまし
た」「映画・日本と原発の上映会でこの訴訟を知り、
一人でも、と思い、来ました」「何か私にもできない

発行：福島原発さいたま訴訟を支援する会

次回期日は7/1(水)! 14：30開廷

2015.6

＊傍聴希望の方は、14：00までにさいたま地裁B棟前にお越し下さい。
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訴訟代理人弁護士意見陳述書（全文）　　　
　　　　　　　　　　　　

平成 26年（ワ）第 501号
福島第一原発事故損害賠償請求事件
原　　告　木　村　昇　外 43名
被　　告　国、東京電力株式会社

代理人意見陳述
平成 27年 4月 22日
さいたま地方裁判所第 2民事部　御中

原告ら訴訟代理人 弁護士　中山福二　他

　本日提出の原告ら第 9準備書面に基づく原告ら代理
人の意見を述べます。

1　被告国は，平成 9年，一般防災を担当する省庁が
策定した「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報
告書」（以下「4省庁報告書」）と，それに基づいた「地
域防災計画における津波対策の手引き」（以下「7省庁

手引き」）を策定しました。これらの中では，津波防災
対策のために想定すべき地震・津波とは，「想定しう
る最大規模の地震津波」と設定され、また、「想定地
震の発生位置」については，「当該沿岸地域とその周
辺地域を網羅する」こととされました。すなわち、被
告国は、上記 4省庁報告書等において、過去最大に縛
られることなく、将来発生が想定しうる最大規模の地
震・津波を想定して将来の津波防災対策を行うべきも
のとし、また福島沖を含む太平洋沿岸地域についても、
網羅的に、上記の津波対策をすることを推進していた
のです。

　この 4省庁報告書等の公表に際し、被告東京電力も
会員になっている電気事業連合会（以下「電事連）は「『太
平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査』への対応につ
いて」（以下「対応について」）という書面を、被告国
に提出しました（丙ロ 40号証）。この書面は、被告
国が策定した上記報告書等の地震・津波想定について、
原子力事業者側から、その想定を緩和、つまり後退さ
せる方向での修正を求めるものでした。

2　しかし，被告国の 4省庁報告書及び 7省庁手引き
では，この電事連の修正意見は反映されず，地震の規
模については，過去の地震津波と想定しうる最大規模
の地震津波とを較べ高い方を想定することとし，また
発生場所についても，これまでの空白域も含めて網羅
的に発生する場所を想定することとなりました。これ
により、被告国は、「現在の知見により想定しうる最
大規模の地震津波を検討する」という指針を、地震・
津波対策の基本に据えることを明らかにしたのです。
このような経緯に照らせば、原子力発電の規制監督機
関も，「現在の知見により想定しうる最大規模の地震
津波を検討する」という指針のもとに津波に対する安
全対策を行わなければなりませんでした。

3　被告国が「現在の知見により想定しうる最大規模
の地震津波を検討する」という指針を明確にしていた
にもかかわらず、被告東京電力も会員となっている電
事連は、「津波評価に関する電力会社の共通の研究成
果をオーソライズする場として、土木学会原子力土木
委員会内に津波評価部会を設置」し，この津波評価部
会から平成 14年 2月に「原子力発電所の津波評価技
術」（以下「津波評価技術」）を発表しました。
　その内容は、想定津波の設定については、歴史記録
に残っている既往津波を津波想定の基本とするという
考え方に立つものであり、過去に大規模な津波が発生
した記録がないとして、福島県沖の日本海溝沿いに津
波波源を想定することはありませんでした。これは、
被告国が策定した 4省庁報告書等の想定津波の設定か
ら大きく後退するものでした。
　原告らがこれまでも主張してきたとおり、原子力発
電所は，「万が一にも深刻な災害を起さない」もので
なければならず、極めて高度な安全性を確保されるべ
きものです。それにもかかわらず、もっぱら原子力発
電所の津波対策の指針として策定された津波評価技術

か、と思って来ました」「原発を止めたい、その思い
で、足を運びました」「裁判の支援で一番大切なことは、
傍聴に参加すること、そう思って参加しています」等。
小さな想いが集まって大きな力となり、原告、弁護団、
裁判を支え、そして、みんなで支えあっていること、
そのことに希望を強く感じた 1日となりました。
　次回期日は、7月 1日（水）午後 2時半からです。
今回駆けつけてくださったみなさま、今回来られな
かった方も、ぜひ次回期日にもおいでくださいますよ
うお願いいたします。
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は、電事連が被告国の直接に関与しない土木学会とい
う場を設定し、被告国が策定した 4省庁報告書等の津
波想定の基準から大きく逸脱・後退した、自らに都合
のいい基準を、津波防災指針として盛り込んだのです。

4　ところで，被告国は，地震に関する調査研究の成
果が国民や防災を担当する機関に十分に伝達され活用
される体制を「政府として一元的に推進するた」め、
平成 7年、総理府（平成 13年に文部科学省）に地震調
査研究推進本部（以下「推進本部」）を設置し，平成 14
年 7月、4省庁報告書等と基本的に同様の立場に立つ
「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価に
ついて」（いわゆる「長期評価」）を発表しました。この
長期評価でも，「①三陸沖北部から房総沖の海溝寄り
のプレート間大地震（津波地震）」について、「震源域
は、1896年の『明治三陸地震』についてのモデル（中
略）を参考にし、同様の地震は三陸沖北部から房総沖
の海溝寄りの領域内のどこでも発生する可能性があ
る」、震源域は、「日本海溝に沿って長さ 200km程度
の長さ、幅約 50km程度の幅。」とし，「今後 30年以
内の発生確率は 20％程度、今後 50年以内の発生確率
は 30％程度と推定される。」と、4省庁手引きと同じ
結論が導かれています。
　「長期評価」は，被告国が当時の専門家の知見を結
集して作成したものであり、被告国の他の機関も当然
尊重すべきものです。原発の規制監督省である経産省
も、この「長期評価」の知見を尊重し，かつ、原発事
故が一度起きれば甚大な被害を生じさせることを踏ま
えれば、原発の防災対策を考えるにあたっては、一般
防災のための「長期評価」よりなおいっそう安全寄り
に地震・津波を想定すべきでありました。
　ところが，被告国は、実際には、福島第一原子力発
電所の津波防災対策について、4省庁報告書等の指針
及び「長期評価」の知見を踏まえた対応を被告東京電
力に求めることは一切ありませんでした。
仮に、被告らが、4省庁報告書等及び長期評価の知見
を踏まえて津波想定を行っていれば、遅くとも、長期
評価、及び津波評価技術が公表された平成 14年には、
明治三陸地震の波源を福島県沖の日本海溝沿いに設定
することによって、福島第一原子力発電所にO.P.（小
名浜港工事基準面）＋ 10メートルを超える津波が襲来
する可能性のあることを、容易に予見できました。
　しかるに被告国は、こうした津波予測を自ら行うこ

ともなく、被告東京電力にその予測を行う指示をする
こともありませんでした。被告国の規制権限の不行使
は、著しく不合理と言わざるを得ません。

5　本訴訟においても、被告国は、長期評価の数値に
は誤差を含んでいることや、中央防災会議に設置され
た専門調査会でも長期評価の見解が採用されなかった
こと等を強調し、その信頼性が低いかのように主張す
ることで、福島原発の津波防災対策において長期評価
を無視し続けたことを正当化しようとしています。
　しかし、法が被告国に規制権限を委ねた目的は、原
子炉施設において災害が万が一にも起こらないように
するためですから、数値に誤差が含まれているのであ
れば、その誤差を「より重大な事象が発生する可能性」
として捉え、調査検討を行わなければなりません。ま
た、中央防災会議の専門調査会が長期評価の見解の一
部を採用しなかったのは、防災対策の効率化のため想
定地震・津波を限定する、という中央防災会議の基本
的な考え方に基づくものであったため、当時、同調査
会内部でも、一般防災基準を長期評価より下げること
を問題視する意見が多かったのです。まして、一般防
災より厳しく安全性が問われるべき原発の津波対策を
考えるとき、中央防災会議と同様の発想を取ることは
できません。被告国の主張は、自らの責任を回避しよ
うとする詭弁にすぎません。

6　まとめ
被告国は、自らが策定した 4省庁報告書・7省庁手引
き、および長期評価を特段の理由もなく無視し、これ
らの知見を踏まえた対応を電力事業者に求めることを
何らしませんでした。そして、電気力事業者が策定し、
4省庁報告書等から明らかに後退した津波評価技術に
無批判に従っていたのです。
　被告国は、本訴訟においても、自らが地方公共団体
や関係各所への防災の指針として策定した長期評価
は、信頼できるモノではなかったから、これに従わな
かったことも正当だった、と強弁してはばかりません。
国は、自らが国民に示していた防災指針は信用するに
足りないから、原発防災には採用しなかった、というの
です。これ以上の国民に対する欺瞞があるでしょうか。
　原子炉施設でいったん事故が起きれば、不可逆で甚
大な被害が生じることは、設置当初からわかっていた
ことでした。本件原発を設置し、原発事業を推進して
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きた被告らとしては、原発で事故が起き、国民を大惨
事に巻き込むことがないよう、一般防災よりもさらに
安全寄りにたった基準で安全対策をとるべき義務があ
りました。
　しかるに、被告国は、東電らが策定した津波評価技
術が、それ以前に国が示した一般防災指針よりも後退
した内容であったにもかかわらずこれを容認し、津波
評価技術に基づく津波対策しかしない被告東電の姿勢
を、放置・容認し続けました。
　その結果、本件事故が起きたのです。
　被告国の責任は、重大であるといわねばなりません。

以上　

各地の福島原発関連賠償請求訴訟の動き　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　松浦麻里沙（原告代理人弁護士）

1　全国の訴訟の状況について
　2011年3月11日の福島第一原子力発電所事故から、
既に4年が経過しました。
　福島第一原発では、廃炉作業は現在も終了しておら
ず、先日も東京電力が廃炉工程表の見直しを行い、最
長で3年の遅れが生じる可能性があることが報道され
ました。また、事故原因の未解明部分についても引き
続き確認が行われており、現在でも新たな事実や見解
が報道されています。事故によって放出された放射性
物質による被ばくの問題も今なお継続しており、放射
線の子どもへの影響等に大きな不安が持たれています。
　一方、原発事故によって避難生活を余儀なくされて
いる方々への賠償は、不十分なまま進んでいません。
それにもかかわらず、政府・東京電力は福島の「復興」
をうたい、避難者への支援・賠償を打ち切る方向での
政策決定を続々と行っています。
　このような状況の中、全国では、各地に避難した被
害者とその地方の弁護団が、国・東京電力を相手方と
する数多くの損害賠償請求訴訟を提起しています。今
回は紙面をいただき、全国で行われている福島原発事
故の損害賠償請求訴訟について、ご報告させていただ
きたいと思います。

　2015年6月1日現在、全国18の裁判所で福島原発
事故についての損害賠償請求訴訟が行われています。

具体的には、福島・東京・千葉・横浜・札幌・山形・前
橋・新潟・名古屋・京都・大阪・神戸・仙台・さいたま・
岡山・広島・松山・福岡（いずれも地方裁判所）の18ヶ所
です。原告の数は、これら全国の訴訟を合わせると、
のべ1万人を超えています。
　各地で行われている訴訟の現状は、右図のとおりと
なっています。

　福島原発事故は、東京電力という独占事業者が、そ
の事業活動として行っていた原子力発電所の運転の過
程において、有害物質である放射性物質を大量に環境
中に放出し、広範囲にわたる環境汚染をもたらした事
故であって、史上最大の大規模公害事件のひとつで
す。したがって、福島原発事故について十分な金銭賠
償が行わなければならないことは当然ですが、全国で
係属（訴訟が起こされ、判決のための手続きが現になされて
いること）している多くの訴訟が目標として掲げるの
は、これだけではありません。
　すなわち、福島原発事故のような環境汚染を二度と
起こさないようにすること、放射性物質と除去するこ
とによって環境を回復すること、被ばくによる健康被
害対策、被害者の生活回復のための支援などもまた、
訴訟の重要な目的であるとされています。
　これらの目的を実現させるためには、東京電力だけ
の責任を追及するのでは足りません。そこで多くの訴
訟では、東京電力だけではなく、国も被告として訴え
を提起しています。
　そもそも、原子力発電の技術は国が導入を決定し、
国が認めたごく召集の事業者と官公庁の間でだけ独占
されてきた技術です。大量の放射性物質による環境汚
染という極めて高いリスクを負った技術の導入・利用
を積極的に行ってきたものです。原子力発電所に不安
を持つ市民は、反対運動や原発の設置・運転に関する
訴訟等を通じてその危険性を訴えてきましたが、司法
は市民の請求を退け、政府は原発の利用を推進してき
ました。
　このような事情からすれば、福島原発事故について
の国の責任が置き去りにされることがあってはならな
いと、私たちは考えています。

2　避難者への支援策の打ち切りについて
　このほど、福島県は、自主避難者に対する災害救助
法に基づく住宅の無償提供を2017年3月末で打ち切
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る方針であるということが報道されました。
　自主避難者への無償の住宅提供は、自主避難者への
ほぼ唯一の支援策ですので、この支援策がなくなって
しまうと、自主避難者は生活に困窮してしまいます。
福島県のこの方針は、「自立を促す」との理由のもと、
自主避難者に帰宅を強制させるものに他なりません。
　平成24年に成立した「東京電力原子力事故により被
災した子どもをはじめとする住民等の生活を守りさせ
るための被災者の生活支援等に関する背作の推進に関
する法律」（「原発事故子ども被災者支援法」）では、国は
避難先での住居の確保に関する施策を行うこととされ
ています。「被ばくをする危険のない生活」を選択す
ることができるよう、国は原発事故子ども被災者支援
法の規定に従い住宅支援を打ち切らないような措置を
講ずるべきですし、福島県も同法の理念を尊重して支
援を継続すべきです。
　また、政府は2017年3月までに、いわゆる「帰宅困

●大阪地方裁判所 
原発事故被災者支援関西弁護団 
①２２５人 
②２０１３．９．１７ 
③関西地方への避難者とその家族 
（避難指示等対象区域、自主的避難等
対象区域を含む） 
 

●神戸地方裁判所 
兵庫県原発被災者支援弁護団 
①８３人 
②２０１３．９．３０ 
③兵庫県への避難者とその家族 
（避難指示等対象区域、自主的避難等
対象区域を含む） 
 

●岡山地方裁判所 
岡山原発被災者支援弁護団 
①１０３人 
②２０１４．３．１０ 
③岡山県への避難者とその家族 
（避難指示等対象区域、自主的避難等
対象区域を含む） 
 

●広島地方裁判所 
兵庫県原発被災者支援弁護団 
福島原発ひろしま訴訟避難者弁護団 
①２８人 
②２０１４．９．１０ 
③広島県への避難者とその家族 
 

●福岡地方裁判所 
原発事故被害者弁護団福岡 
①４０人 
②２０１４．９．９ 
③九州地方への避難者とその家族 
 

●松山地方裁判所 
①２５人 
②２０１４．３．１０ 
③愛媛県への避難者とその家族 
（避難指示等対象区域、自主的避
難等対象区域を含む） 

●京都地方裁判所 
東日本大震災による被災者支援京都
弁護団 
①１４４人 
②２０１３．９．１７ 
③京都府への避難者とその家族 
（避難指示等対象区域、自主的避難等
対象区域を含む） 

●名古屋地方裁判所 
福島原発事故損害賠償愛知弁護団 
①１１４人 
②２０１４．６．２４ 
③愛媛県への避難者とその家族 

●千葉地方裁判所 
原発被害救済千葉県弁護団 
①４７人 
②２０１３．３．１１ 
③千葉県への避難者とその家族 
（避難指示等対象区域、自主的避難等対象区域を
含む） 

●東京地方裁判所 
(1)福島原発被害首都圏弁護団 
①２８２人 
②２０１３．３．１１ 
③自主的避難等対象区域（福島市、郡山
市、いわき市など）から首都圏への避難者
及びその家族、福島県内の滞在者 
 
(2)東日本大震災による原発事故被災者支
援弁護団 
①５９人 
②２０１４．３．１０ 
③田村市都路町のうち、旧緊急時避難準
備区域にあたる地域に、自然との共生生活
を求めて移住してきた者 
 
(3)“小高に生きる！”原発被害弁護団 
①３４４人 
②２０１４．１２．１９ 
③震災当時、南相馬市小高区及び原町区
の避難指示等対象区域に居住していた避
難者 

●さいたま地方裁判所 
原発被害者救済弁護団（埼玉） 
①４６人 
②２０１４．３．１０ 
③埼玉県への避難者とその家族 
（避難指示等対象区域、自主的避難等
対象区域を含む） 

●横浜地方裁判所 
福島原発被害者支援かながわ弁護団 
①１７４人 
②２０１３．９．１１ 
③神奈川県への避難者とその家族 
（避難指示等対象区域、自主的避難等
対象区域を含む） 

●札幌地方裁判所 
原発事故被災者支援北海道弁護団 
①２５０人 
②２０１３．６．２１ 
③北海道への避難者とその家族 
（避難指示等対象区域、自主的避難等対象区域を
含む） 

●山形地方裁判所 
原発被害救済山形弁護団 
①７４２人 
②２０１３．７．２３ 
③山形県への避難者とその家族 
（避難指示等対象区域、自主的避難等
対象区域を含む） 

●仙台地方裁判所 
みやぎ原発損害賠償弁護団 
①７９人 
②２０１４．３．３ 
③宮城県への避難者とその家族 

●新潟地方裁判所 
福島原発被害救済新潟弁護団 
①７１１人 
②２０１３．９．１１ 
③新潟県への避難者とその家族 
（避難指示等対象区域、自主的避難等
対象区域を含む） 

●前橋地方裁判所 
原子力損害賠償群馬弁護団 
①１３７人 
②２０１３．９．１１ 
③群馬県への避難者とその家族 
（避難指示等対象区域、自主的避難等
対象区域を含む） 

●福島地方裁判所いわき支部 
福島原発被害弁護団（通称：浜通り弁護団） 
（1）福島原発避難者訴訟 
①４７６人 
②２０１２．１２．３ 
③避難指示等対象区域から主に福島県内（及び
首都圏）への避難者 
 
（2）元の生活をかえせ・原発事故被害いわき訴訟 
①１５７７人 
②２０１３．３．１１ 
③自主的避難等対象区域（いわき市）の滞在者 

●福島地方裁判所郡山支部 
東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団 
①３９９人 
②２０１５．２．９ 
③田村市都路町のうち、旧緊急時避難準備区域
にあたる地域の滞在者及び避難者 

●福島地方裁判所本庁 
(1)「生業を返せ、地域を返せ！」福島原発事故被
害弁護団 
【原状回復訴訟】 
①３８６５人 
②２０１３．３．１１ 
③福島県及び隣接県の滞在者と避難者 
【ふるさと喪失訴訟】 
①４０人 
②２０１３．５．３０ 
③避難指示等対象区域から主に福島県内（及び
首都圏）への避難者 
 
(2)東日本大震災による原発事故被災者支援弁護
団 
①２７２人 
②２０１４．１０．２９ 
③南相馬市鹿島区の滞在者（３０ｋｍ圏外で、政府
による避難指示区域外であるが、「地方公共団体
が住民に一時避難を要請した区域」として中間指
針上の対象区域となっている地域） 

※表内の項目は以下のとおり 
①原告数 
②提訴日（第１次） 
③原告の属性 
２０１５年６月１日現在 

難区域」を除く地域の避難指示を解除する方針である
ことや、現在支払われている避難慰謝料の支払いを
2018年3月分までとすることの検討に入ったとの報
道もされています。政府のこれらの方針は、福島原発
事故の原因も責任の所在も明らかになっておらず、被
害者への賠償も終了せず訴訟が継続している段階で、
被害者の犠牲のもと早々に福島原発事故を「収束」さ
せようとするもので、決して許してはなりません。

　事故から4年が経過した現在、被害者の方々の状況
が好転しているとはとても言えないのが現状です。
　私たち弁護団は、訴訟と通じて、国及び東京電力の
事故の責任を明らかにし、被害者に対して十分な損害
賠償を実現すると同時に、国と電気事業者に対し二度
と同じような事故が繰り返されないよう再発防止策を
徹底させたいと考えています。これからも応援のほ
ど、よろしくお願い申し上げます。
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３/28「日本と原発」上映会アンケート結果
　　　　　　　　　　　　　　　　　

▶各地の反原発訴訟の先頭に立つ河合弘之、海渡雄一
両弁護士が自ら製作に携わったドキュメンタリー映画
「日本と原発」。当会を含む11団体が上映実行委員会
を作り、3月28日に市民会館うらわにおいて上映会を
開催しました。当日のアンケート結果は、映画を観た
方にも、観ていない方にも興味深い内容と思います。

＊アンケート回答数
入場者315人より93通の回答（回答率：29.5%）

1）映画「日本と原発」を観ていかがでしたか
とても良かった：73／良かった：9／普通：1／つまら
なかった：0／その他：2（物足りなかった）

〈回答者の感想より〉
我が国の正義はどこにあるのか。強い主張に共感しま
す。／事実に基づいた記録映画。／この事実を世界
中に広めたい。告発・告訴を成功させたい。／テロも
怖いけど、もっと恐ろしい国に住んでいるんだと思
いました。政治・原発の裏側を映画を通して観たこと
で、以上の感想を強く感じました。／原子力問題の核
心をついた素晴らしいまとめの映画でした。これから
もっともっといろいろな人に見せたいと思います。デ
モにも参加していますがこれからも頑張ろうと思いま
した。でも周りの人は何の行動も起こさずとても気に
なります。日本はもう少しで破滅するところだったと
いう史実は何人が知っているでしょうね。すばらしい
映画でした／日本人全員に観てほしい。／利権構造が
よくわかった。河合氏・海渡氏・飯田氏・古賀氏にど、
皆明るくすばらしい人達ばかりです。少しでも力にな
りたいです。双葉町長さん、語り続けてください。／
大変よかったです！少し長かったかな。／真実を伝え
る事の大切さ、見ていて怒りが沸いてきた。失ったこ
との大きさを、本当の真実を知らせるべきだ。／友人
が二本松にいて「生業を返せ」告訴をたたかっていま
す。今日改めて事故の恐ろしい現実を見て胸がふさが
る思いです。現政権の姿勢に強い憤りをもち、反原発
集会・デモ・勉強会などには出来るだけ参加し、自分
の身近な人に関心を持ち続けてもらうよう微力ながら
行動しています。この映画が日本の原発立地で上映が

できますように粘り強く頑張りましよう。／推進する
側の論理を明らかにしていた点が分かりやすかった。
／すばらしい映画でした。なぜ変われない日本 !! なぜ
平気でウソをつく !! 安倍総理 !! 東電 !! 御用学者 !! ／原
発問題（特に福島原発事故）について、わかりやすくま
とめられたものでとてもよかったです。原発と人間は
共存できないこと、人間の幸せや安全、エネルギーの
あり方などいろいろ考えさせられました。同じ福島県
出身として原子力ムラ、特に政治家・企業・学者たち
に対する憤りを感じるとともに1人の人間として脱原
発を目指すための行動をさらに強めていきたいと思わ
されました。（楢葉町の住職早川氏は中学時代の恩師なので、
懐かしさと合わせ勇気をフルイ立たさせてもらったような感

じでした。）まわりの人たちに映画を広められたらと思
います。／現状がわかった。／皆にみてほしい。もっ
と若い世代にも。「国富」とはお金ではなく国民の安
全ではないか、という判決文が印象的。出来る事をし
たい。／良い分かりやすい映画でした。上映会をあり
がとうございました。／このような会場へ足を運び映
画をみる人達はある程度の関心を持っている人達だと
思います。関心のない人に広く見てもらえる様ネット
等を使って放映してほしいです。何気なくクリックし
てみたらすごい事を知ってしまった……という風に、
沢山の人々にみてほしいです。／福島が亡くなったと
思う。いかに生活が大変であるか今までは感じていな
かったが、本当に良くわかりました。チェルノブイリ
と同じだと思いました。原発反対です。こわいですネ。
／すこし時間が長いが、内容がわかりやすくよかっ
た。原発の暗部がよくわかった。利益をもとめる一部
の人たちによる再稼働が計画されていることにいかり
をおぼえる。／人の命・生活・土地……電力のため・
カネのため・一部の人間のため犠牲になってよいもの
などありませんね。自分に何ができるかまだわかりま
せんが、ひとまずお金を貯めてLED照明を買おうと
思います。また、裁判の傍聴にも伺います。／何かの
機会があれば是非観てみたい映画でしたので企画くだ
さった関係の皆様に心から御礼申し上げます。現実を
知ることから始める、考える。自分のできること、小
さなことからでもスタートします。福島の現実という
より、日本の恥ずべき現実がよくわかりました。何と
かしなくては。／当事者の気持ち、政府・マスコミの
ウソが良く分かりました。／本当の話が分かる。／多
くの人に見てもらいたいですね！／理論的によくわか
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る。上映環境はイマイチ。／飾らない作り方に好感が
持てました。／2時間15分という時間の中に国の原
子力推進の方法への批判、被災者の苦悩・葛藤・再エ
ネの未来について濃縮されていました。より多くの人
に見てもらう価値があると感じました。／原発の愚か
さ、危険性について多面的にとらえた映画でわかりや
すかった。脱原発に向けて努力を続けます。会員とし
てさいたま訴訟支援を続けております。福島のこども
たちを避難させるべきです。／楢葉町から避難中。大
変良かった。／知ったことの再確認。新しい事を知る
ことになりました。被害者の方の悔しい思いが分かり
すぎる。／日本の国の存続が問われている問題なのだ
と思いました。ありがとうございました。／感想を一
言でいえば、クソー、日本の社会構造ってどうなって
いるの！河合さんよくぞ作ってくれた！再稼働絶対反
対！／ものすごく良かったです。訴えたいことがビン
ビン響いてきましたる途中のインタビューがとてもよ
かったです。河合弘之先生のいきごみ、よくここまで
作ったと！多くの人に見ていただく手だてを持って欲
しい。／電気を作るだけで何でこのような悲劇が起き
なければならないのか、改めて憤りが起こる内容でし
た。日本国民は絶対に忘れてはなりません。／日本の
未来は、①脱原発＋②自然エネルギー推進＋③節電に
よってのみ豊かで明るくなることを確信しました。／
静岡県から引っ越してきましたが、静岡県で浜岡原発
反対の運動、裁判を応援して来ました。今回の映画を
1人でも多くの人が見て下さるよう願うと共に、小さ
なことでも出来ることをしていきたいと思います。／
とてもわかりやすく啓発されました。深刻で、重大
で、これまで自分はあまり関心を持っていませんでし
たが、これからはそうはいきません。／私は福島県大
玉村出身です。この映画は原発反対運動に展望を与え
てくれます。2月15日福島市笹谷の仮設住宅で草野神
社の田植踊りをみ、支援する行事に参加してきまし
た。今後とも支援し続けたいと思います。／多くの人
に観てもらいたいと思いました。／ひとりでも多くの
人に見てもらいたい。もう一度ぜひ見たいです。／日
本には原発の立地条件の場所はないはず。アメリカ基
準なら全くない。事故以前に松田時彦先生（東大地震
研、後に九大）は委員をやめたか、やめさせられたこと
があります。福島のあと新潟の2番目の設置の時でし
た。今も現存の方なのできいてみて下さい。／原発に
まつわる諸種の問題点を取材を通じて説き明かした映

画と思った。原発事故を起こしたのは？地震・津波＝
不可抗力？それとも東電（国も）＝人災。この点をま
ずハッキリさせることだと思うが、事故から4年後の
現在でもアイマイだるこの映画で東電（国）の責任が
白日の下にさらされた気がする。／何のかざりも無い
事実ままの紹介が何より良かった！憲法違反の小選挙
区制、裁判で「違憲」でも「選挙は有効」……で、小選
挙区制が存在するかぎり「絶望感」のみでしたが、今
日の映画で希望・展望がもてました。国会前の金曜日
デモも再開します。あらゆる支援に加わって参りまし
たがムダでは無かったのですね。ありがとうございま
した。／これまでTV・新聞が伝えてこなかったことと、
ネットや講演会で知ることはあってもばくぜんとして
いた、例えば「原子力ムラ」との関係など真実がはっ
きりしました。それをうまく人に伝えられるか……と
言えば非常に難しいです……が、自分に出来ること、
伝えること、この映画を見てもらうこと……伝えてい
かねばと思いました。ありがとうございました。／科
学的なことははすごく難しく勉強不足だと感じました
が、就職活動中の私にとって今後を大きく揺るがす日
となりました。原発を閉鎖できるような人に必ずなり
ます。／昨年6月に福島へ行き現実をこの目で見てき
ました。「ブロックされているどころかゴーストタウ
ンの街を国はどうするのか、汚染された水を海に流し
ているのになぜ問題にならないのか、情報操作されて
いるマスコミにも怒りがあります。／気づいた私がど
のような行動をとるのか、とってもとっても重い課題
をつきつけられた映画でした。／真実を広く伝えなけ
ればいけない。パンフレットありますか、資料にした
い。／ぜひ日本中で上映していただきたい映画です。
／真実を見抜く力を養いたいと思いました。／弁護士
が作る映画、主張が明確でわかりやすいです。責任感
の強さに感動しました。原発の問題をテコにこの国を
変えていかなければと強く感じました。／原発は危険
すぎる。第二のふくしまを作ってはいけない。絶対に
原発反対。若い人たちにみてもらいたい。／希望を
ちゃんと語る映画になっていて、悲しみや叱りを感じ
ることはありませんでした。とても良かった。正義を
貫くなら通じると共感しました。／ネット等、東京新
聞等で色々と見聞きしておりましたが、更に現実を知
ることが出来有意義でした。／やっと上映会に参加で
きてよかったです。／「とても良かった」にチェック
を入れることは出来なかった。あまりにもひどい現状
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梓澤　和幸	 弁護士、NPJ 代表

安藤　聡彦	 埼玉大学教授

石川　逸子	 詩人、作家

池田こみち	 環境行政改革フォーラム副代表

礒野　弥生	 東京経済大学現代法学部教授

井戸川克隆	 前双葉町長

宇都宮健児	 元日本弁護士連合会会長

菊一　敦子	 環境・消費者運動

久野　勝治	 星陵大学教授・東京農工大学名誉教授

小島　　力	 福島県葛尾村原発賠償集団申立推進会代表、詩人

後藤　正志	 元原発設計技術者・工学博士・NPO法人APAST理事長

小林　　実	 十文字学園女子大学短期大学部表現文化学科准教授

肥田舜太郎	 医師

篠永　宣孝	 大東文化大学教授

菅井　益郎	 国学院大学教授

須永　和博	 獨協大学外国語学部

高橋千劔破	 作家・文芸評論家、日本ペンクラブ常務理事

田中　　司	 立教小学校元校長

暉峻　淑子	 埼玉大学名誉教授

三浦　　衛	 図書出版・春風社代表

松本　昌次	 編集者・影書房

水島　宏明	 ジャーナリスト、法政大学教授

山田　昭次	 立教大学名誉教授（日本近代史）

渡邉　　泉	 東京農工大学准教授

ご住所、お名前、連絡先（email orお電話番号）を明記の上、下記連絡先にお申込みください。
会員の方には会報、メールで情報をお伝えします。 

（ 口座番号：00130-7-550500	　郵便振替口座名：福彩支援	）

※ゆうちょ銀行以外の金融機関から送金される場合は、ご住所、お名前、連絡先を、下記連絡先にご連絡いただいた上で、以下宛にお振込ください。
☞	銀行名：ゆうちょ銀行／金融機関コード：9900／店名：〇一九店(ゼロイチキュウテン)／店番：019／預金種目：当座／口座番号：0550500

☞ 支援する会の年会費は一口 1,000 円です。

福島原発さいたま訴訟を支援する会・呼びかけ人（50音順、2015/3/1現在）

福島原発さいたま訴訟を支援する会
＊ 吉廣慶子（みさと法律事務所）
 341-0024  三郷市三郷 1-13-12  MT ビル 2F みさと法律事務所 tel：048-960-0591　fax：048-960-0592
＊ 北浦恵美　Email：apply@fukusaishien.com  tel：04-2943-7578　fax：04-2943-7582　

※ご記入いただいた個人情報は適正に管理し、当会からのお知らせのみに利用します。

に、わかっていても政府の対応が人間と思えず、政治
を変えないと強く思った。／脱原発、小泉元首相に注
目しています。日本の国が脱原発を実現すればよいと
思いました。／原発の危険性をもう少し具体的に（シー
ベルトの単位や基本の問題）説明してほしかった。期待
して見たが、科学的根拠や具体的証例なく残念！／政
府が国民を見離し富裕層のみ優遇する政策にいきどお
りを感じています。その体制を改革ための行動をして
いくことをしています。／多くの方にみて欲しいと思
います。自分なりによく整理出来ました。そして、再
稼働反対の意思を強く持ちました。

2）この映画をどこで知りましたか（複数回答：7）
チラシ：27／新聞：13／タウン誌：1／知人の紹介：37
／その他：18　（福彩支援の会のお知らせ、ホームページ、
市民会館うらわのポスター、法律事務所、Facebookなど）

3）年齢・性別
10～20代：4／30～40代：10／50～60代：50／70代以
上：25

男性：27／女性：31

4）再稼働を掲げる日本の原発政策に対して（複数回答　1）

反対：87／どちらかと言えば反対：4／どちらかと言え
ば賛成：0／賛成：0／わからない：0／その他 → 対策、

再稼働はもっとも厳しい安全基準をクリアした原発に限っ

て。／ゴミ問題を先送り／絶対反対：5（反対にもカウント）

5）福島原発事故で被災した方々への補償（複数回答3）

充分：0／まあ充分：0／不充分：17／きわめて不充分：
70／わからない：4／その他：1 → 不公平・不透明。／今

の状況は補償とはいえない！／補償の仕方が雑、個々に対応

していない。


