
原発事故・損害賠償提訴にあたって

私たちは、本日、松山地方裁判所に対して、６世帯１２名の原告をもって、国と東京電力を被告とする原発事故・損害賠償愛媛訴

訟の提訴を行いました。

この３月１１日で、福島第一原発事故から３年が経過しようとしています。しかしながら、原発事故は、汚染水問題にも明らかな

ように、いまだに収束すらしていません。放射能汚染地域に滞在する人たちは、今でも放射線被ばくによる健康影響への不安の中で

の生活を強いられています。

そのため原発事故以降、多くの人々が、心ならずも故郷を離れざるをえませんでした。その避難者の数は、今なお全国で２５万人

以上と報告されています。ここ愛媛にも、なお200人近くが避難してきています。私たちの原告には、避難指定地域から愛媛へ避難

してこられた方々とともに、福島市など自主的避難等対象指定区域からの避難者も加わっています。彼らもまた、放射能被曝の不安

におびえ、合理的でぎりぎりの判断のもと故郷から避難した原発事故の被害者です。その一方で、このような避難区域外の避難者は、

区域内からの避難者と区別され、国や自治体の施策上も差別されているのが実情です。原発事故が原告らの生活基盤そのものを根こ

そぎ奪い、避難を、あるいは家族離散を余儀なくされた結果、それまでに築き上げてきた社会生活関係を失い、人生設計を大きく狂

わされた被害は、個別財産の合計ではなく、原発事故前の居住地で平穏に継続していた生活利益全体と捉えるべきです。それは、法

的には人格権の一種である平穏生活権ともいうべきものです。この被害の本質は、区域の内外を問わず共通するものであり、今もな

お現地に滞在している人も避難をした人も何ら変わることはありません。

私たちは、この裁判を通じて、放射能被害から「避難する権利」を確立し、避難した人も、残った人も、みんな等しく、原発事故

前の「普通の暮らし」を取り戻すことを裁判所に、そして社会?訴え続けていきます。 私たちは、様々な避難者に生じている被害

の実相を明らかにし、国と東京電力の加害責任を、あますところなく明らかにすることによって、被害者の救済と、二度と原発事故

の被害を繰り返さないことを実現していく決意です。

２０１４年３月１０日

福島第一原発事故・損害賠償愛媛訴訟弁護団

野 垣 康 之

福島第一原子力発電事故による損害賠償提訴の概要

１，原告 ６世帯１２名

内訳（全員が震災時に福島県に居住・強制避難地域と自主避難地域・年齢１歳から６４歳）

※閲覧制限の申立をしているので原告名は明らかにされない。

２，被告 東京電力と国

３，請求額ひとり５５０万円（一部請求）

下記５の損害総額はひとり１５００万円はくだらない。

４，法的構成

（１）東京電力に対して

①原子力損害の賠償に関する法律３条１項（無過失責任）

②民法７０９条に基づく責任（過失責任）

（２）国に対して

国家賠償法１条１項

「違法」の内容は規制権限不行使

（３）東京電力と国の責任の関係は共同不法行為責任（民法７１９条１項）

５，損害（ふるさと喪失慰謝料）

（１）精神的損害①被ばくの恐怖、将来の健康不安への恐怖②コミュニティーの喪失③家族の分断④生活基盤の崩壊⑤避難生活に

伴う苦痛

（２）経済的損害①避難に伴う交通費②避難に伴う宿泊費用③避難の際の転居費用④避難後の当座の生活財購入費⑤避難後の就職

関連費用及び子供の就学関連費用⑥避難生活中の食費⑦避難中の通信費⑧避難による家族分断に伴う生活費増加分⑨家族同士の交流

のための費用、一時帰宅費用⑩医療費⑪被ばく検査費用⑫就学不能費用及び逸失利益⑬家財や衣服の損害

損害として明示的に除外する項目①不動産損害②将来の健康被害に基づく損害

６，争点

（１）責任論

（２）損害論

（３）因果関係論（自主避難の相当性）※チェルノブイリ事故時の避難基準

１ｍＳｖ／年 超 「移住権利」

５ｍＳｖ／年 超 「移住義務」
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意見陳述書

平成27年1月13日

松山地方裁判所 民事第２部 御中

渡部寛志

１ はじめに

私たち避難者は、私たち自身のすぐ足元に、巨大な時限爆弾が仕掛けられていることに、気付くことができませんでした。その起

爆装置のスイッチは、2011年3月11日に発生した東北太平洋沖地震でした。そして、翌3月12日、その爆弾は、水素爆発を起こしまし

た。

私たち原発周辺の住民は、「原子力、明るい未来のエネルギー」「原子力、正しい理解で豊かな暮らし」という標語が大きく掲げ

られた地域で生きてきました。私たちの地域は、この40年余り、原子力発電所とともに歩み、その経済的恩恵を受けてきました。

しかし、私たちは失いました。「生きる場」そのものを失い。故郷を喪失しました。 避難過程の混乱の中で、多くの人々が命を

落としました。かけがえの無い多くのモノを失いました。 福島第一原子力発電所は多くの人々の笑顔と未来を奪ったのです。

２ 私の身に起きたこと

私は、爆発事故を起こした『東京電力福島第一原子力発電所』の北12kmに位置する南相馬市小高区に生まれ育ちました。そして先

祖代々の土地を耕してきた農家です。現在は避難を強いられ、妻と３人の子と共に、愛媛県伊予市に避難中です。

本日は、私がこの場に立つ事になるまでの経緯を伝えさせていただくとともに、国と東京電力に対する意見を述べさせていただき

ます。

〈2011年3月11日までの日々〉

それまでの日々を振り返れば、私も妻もその地で夢と希望を持って歩み、金銭的には苦しくとも協力しあい、時間をかけながらも

努力を重ねてきた毎日でした。

私は、1979年に生まれました。父親は農協職員、母親と祖母は米作り野菜作りに励むという農家に生まれ育ちました、幼い頃は、

田や畑で手伝い遊び、寝っ転がって雲を眺めていたという記憶があります。中学高校時代は、釣りに夢中になり、同級生と近くの川

で鰻や鯉、鮎を釣ったり、約４km先の海までイシモチやスズキ、ウミタナゴを釣りに行くという日々を過ごしました。愛媛大学に進

学し卒業するまでの4年間は福島を離れましたが、2001年3月に戻り地元の農業法人に就職しました。その後、勤め先で出会った妻と

2003年に結婚し、その年に自営での農業を妻とともに始めました。

その後も妻とともに農業を職とし続けてきましたが、私には大学在学中に抱いた目標がありました。水田を活用した淡水魚養殖を

職とし、遊休農地の解消と淡水魚を使った食文化の再興に貢献するという事でした。ですが、奨学金の返済や結婚した事、 2004年

に長女が生まれた事もあり、 当面は職場で学んだ野菜づくりの技術を活かした農業だけに専念してきました。しかし、 2007年に6

年がかりで借金を返済し終えた事を機に、 田んぼの一部を養殖池にし、ドジョウの養殖試験を始めました。

妻も2007年に、 地域の親子を対象とした、農業体験と郷土料理教室の子育てサークルをつくり、 農業のかたわらそれぞれやって

みたかった事を始めました。 2008年には次女が生まれました。 2009年には小高区唯一の認可外保育施設として、『食農教育』を取

り入れた小さな託児所を始めました。 私もいよいよ仕事として養殖業を開始できるかな？というところまで試験養殖を進めていま

した。 2010年には三女が生まれるも、生後4日で心原性ショックにより亡くなってしまいました。 妻は託児所を放棄しかけました

が、 何とか周りの人たちの励ましで再開させました。 そして2011年3月11日、あの巨大な地震と巨大な津波は、私の生まれ育った

地域の大半を破壊しました。 避難した高台から見た光景は、信じられないものでした。 一面の泥水に覆われた大地、そこにあった

はずの百数十件の家々は全て消滅し、何度も繰り返し泥水の波が行ったり来たりしていました。 幸運にも我が家と家族は無事でし

たが、親類や知人の多くは家を亡くし、命を亡くしました。

それでもです。 翌12日早朝には、「私はここで何をするべきか」を考え始めることができました。近所の老人が津波に飲み込ま

れた田んぼを眺めながら泥水を舐め「大丈夫だ、田植えには間に合うべ」と言ったことがキッカケでした。

〈不安と混乱の日々〉

しかし、3月12日朝8時過ぎ、状況は一変しました。マスクに白い防護服姿の人たちがバスに乗って現れ、スピーカーから「福島第

一原発10km圏内に避難指示が出ました、避難するように」という指示を繰り返し始めたのです。 私は妻と子を原発から25kmほど離

れた親戚宅に避難させ、消防団員として行方不明者の捜索活動に加わりました。 その後、15時過ぎに 消防署に戻り次の指示を署の

外で待っている時に、福島第一原発が爆発しました。 消防署内にいた署員が飛び出してきて「原発爆発、屋内退避」と叫んだので

す。「我が子と妻を逃がさねば」、生まれ育った地を離れての避難生活が、この時から始まりました。

3月12日の夜遅くには、原発から60kmほど離れた郡山市の姉夫婦宅にたどり着きました。

3月14日、第一原発3号機が水素爆発した事で、危機感が大きくなり、翌3月15日には姉とその子供とともに、原発から約100km離

れた会津若松市の母の実家に避難しました。 5人暮らしの一軒家に親類縁者35人以上が避難民として滞在することになりました。

この時ようやく5日ぶりの風呂に入ることが出来ました。 そして3交代制の食事と3日に1度の風呂に入り、 支援物資を頼りに、新聞

とテレビにかじりつく毎日を過ごしていました。 この間私は、飼育していた鶏とミニブタが気にかかり、できるだけ自分にとって

よい報道だけを信じ早く帰れる事を期待していました。 しかし原発は収束どころか爆発炎上を繰り返し、 悪化の一途を辿り、3月

下旬には「事故長期化の見通し」という報道がなされ、仕方なく新たな避難先を探そうと決めました。 3月30日、厳重警戒中の浪江

町と南相馬市の検問を避けるように自宅に戻り、生き残っていた鶏と豚に、餌と水を与え、入り口の扉を解放してきました。

そして 27時間がかりで4月2日に愛媛県にたどり着きました。 福島県外への避難は、『小学1年生になる我が子のために、安全で

落ち着いた地で入学式を迎えさせたい』という思いと、この『避難生活を無駄にしないよう新たな分野の農業学びたい』という思い

で決めたことです。 それでもこの時には 、「長期化 といっても1ヶ月程度の避難で帰れるだろう、最悪でも1ヶ月以内には政府が

具体的見通しを発表し、その後の生活のメドは立てられるだろう」と予測し、 1ヶ月分の食料を車に満載しての避難でした。 ( 2 )



しかし現実には、東電から事故収束に向けた工程表が発表され、4月22日、我が家は警戒区域に指定され、続いて5月上旬に政府か

ら「工程表通りに作業が進んだ場合に、来年1月以降に今後の見通しを発表できる」という発表がありました。 そしてこの時期、放

射性物質による汚染のひろがりや、その汚染の度合いが次々に明らかににされ始めました。 私は5月上旬に子供への健康不安を危惧

し福島への早期帰還をあきらめました。 しかし、私はどこで・いつまで・何をして生きればいいのか。 誰かが指し示してくれるの

でも、選択肢を与えてくれるのでもない。 先の見えない不安と福島から逃れてきた後ろめたさで日々葛藤しながらも、新たな生活

の場を探し始めました。

一時は、農民であることを諦めようとも考えました。ですが、「 東京電力や国の力によってこれまで代々続いてきた米作りの営

みを絶ち切られるのは悔しい。 農民である事を諦めず意地を貫こう。」 そう思って、7月に伊予市双海町で農地を借り、8月には避

難先を移し、米づくりを再開させました。

〈目的地の見えない出発〉

米づくりは再開させたものの、私たち家族のこれからに関しては夢も目標も定められない再出発となりました。 それでも、ミカ

ン栽培を始め、2011年の11月より、収穫の度にみかんをトラックに積んで福島に届けに行く事を始めました。 また2012年までに、

これまで取り組んできた野菜づくりと採卵鶏の飼育も再開しました。 これらは避難先の人々の多くの支援があってこそ叶えられた

事でした。

しかし、心の内は複雑でした。 妻とは当初から意見の食い違いがあったからです。妻にとって愛媛は縁もゆかりも無い土地、避

難によって初めて訪れた地です。福島は不安ですぐには戻りたくないという意見は一致していましたが、遠い愛媛で避難生活を続け

る理由など無いのです。妻の意見は、「宮城や新潟に避難先を移したい、そうすれば両親や友人とも会いやすい」という全うな主張

でした。 しかし私は、「どこに避難しようとも、もとの地に戻れない事に変わりはない、ならばより安心して子育ての出来る地で、

かつ 福島では栽培困難な作物を作ることによって、より意味のある繋がり方をしていきたい」と主張しました。 結果、妻が折れる

形で愛媛での1年2年が経過しました。 しかし この間も意見は食い違ったまま、私の始めた農業に妻は納得する事無く、 2012年に

長男が生まれてからは共に農作業をする事もほぼ無くなりました。 農業を生活の糧とするには、それなりの農地面積と農業機械、

作業場、倉庫などが必要になります。 農地は善意により無償であるいは格安の賃料で確保出来たもの、それ以外のものを揃えるこ

とは未だに困難な状況です。 妻に理解をしてもらえぬままで農業を続ける事、規模拡大に向かう事はとても苦しく、本格的な農業

再開に取り組めぬまま3年以上が経過してしまいました。

2013年妻は隣町の食堂で働きはじめました。 今もその仕事は続けており、それなりのやりがいも感じているようです。 その事自

体は良かったと思うものの、この頃から考え方の違いによる新たな溝が生まれました。 妻は「もう福島に戻る気はない、子どもに

とっても環境を変えない方がいい」、 それに「お金にならない農業なんかやめて外で働け」と言うようになりました。 ですが、私

は避難当初からいずれは福島に戻りたいと考えてきました。 ただ、福島に戻るためには、福島第一原発の事故が本当に終わり、ま

た放射性物質による汚染が改善されることが必要条件です。例え避難指示が解除されたとしても、3人の幼い子を持つ親としては、

簡単に帰るという決断は出来ない、 最悪の場合、子供が高校を卒業するまで愛媛で生活せざるを得ないと考えていました。 それで

も、いずれ福島に戻るその日まで、農民の意地を通して農業を続け、福島の人々と繋がるためのミカンを作り続ける、そしてその間

にも福島での再出発の準備を進めるという事を望んでいました。 しかし、福島への帰還に関する考え方の違いは、私たち家族の人

生における目的地をどこに定めるかの決定的な違いであり、未来に向かって共に歩き始めることができずにいる状態が続いています。

〈原発が奪ったもの〉

私は、これまで生きてきた地を奪われました。 飼っていた鶏470羽が死にました。 田も畑も使えなくなりました。 ドジョウの養

殖が出来なくなりました。 建築中だった農作業小屋は放置したままになりました。 同級生やおじさんと釣りに行けなくなりました。

同じ部落の人と顔を合わせる事も困難になりました。

妻は託児所を奪われ、職を失いました。 サークル活動が出来なくなりました。両親、親族、友人に会うことが難しくなりました。

そして、私たち夫婦は、子供たちを福島の豊かな自然環境のもとで郷土の文化を体験させながら、福島の子どもとして育てる事が

出来なくなりました。

子供たちは、じいちゃん、ばあちゃんに会う事が難しくなりました。 そして意見の食い違う両親の姿を見て、心を痛めることに

なっています。

民間借り上げ住宅に入っている私の両親は、南相馬市で地域の復興のためにと頑張っているようですが、これまでの生活を奪われ、

その心の内は「国、 東京電力」に対する怒りでいっぱいのようです。

84才の祖母は、両親と同じアパートにいますが、お茶飲み友達とも兄弟とも遠く離ればなれになり、また毎日の野良仕事も出来な

くなり急激に弱ってしまいました。震災直前まで家族の飯をつくり、色々と世話をやき、髪を黒く染め元気だった姿は無く、アパー

トから出る事も嫌う白髪の引きこもり老人となってしまいました。

私は震災前にあった多くのもの、『命以外の殆どすべてのもの』を奪われ失いました。 協力し合い努力を重ねてきた毎日は一体

なんだったのか、強く虚しさを感じます。 そして、あの地で思い描いていた夢や目標を追う事ができなくなったことに強くくやし

さを感じています。

しかし私だけではありません。 妻、家族、そして多くの原発避難者達は、多くのものを失いあるいは捨て去り、今もなおかけが

えの無いものを失い続けています。

３ 私の願い・私たちの願い

津波が襲った翌朝、田んぼを覆った泥水を舐め、前を向いていた老人は、2014年春亡くなりました。

私の望みは、『元の地で元の暮らしを取り戻すこと』です。 しかしすでに3年10ヶ月が経過しました。 もはや失った時は取り戻

せません。 子どもは成長し、年寄り達は亡くなっていきます。 現実的にはもう『元の暮らしを取り戻し、あの時からの続きの人生( 3 )



を送る』ことは不可能です。

「 私たちは避難者であるという現実から逃れる事はできない。」 これはある原告の言葉です。 『避難者であるという現実』と

は何なのか。 被災地に戻りたいと望んでいても、例えば未だに避難区域にあって戻れないという現実、 例えば避難区域外であって

も放射線被ばくが不安で戻れないという現実があります。 また、避難先での永住を決断していたとしても、 例えば両親や家族が被

災地に残っているという現実、例えば公的支援が無くなった時の生活水準の維持が困難だという現実があります。 避難者といって

も人それぞれ置かれている状況は違います。 しかし、いずれにしろ共通点は被災地を離れた事。この事によって『元の暮らし』を

取り戻すことは難しくなった、あるいは出来なくなったという現実です。 当事者ではない周囲の人は、「もう3年だ」 と言います。

「地に足つけていきろ」 と言います。しかし、いつまでも、葛藤し・後悔し・ひきずり・苦しみ続けるものではないでしょうか。

避難者は当事者です。忘れたくても忘れることは出来ません。無かった事にも出来ません。

私の願いは、愛媛県内に避難したある女性の手記にある願いと一緒です。「 一日でも早く一人でも多くの人が前を向いて歩きだ

せるようになる事」。 そして、「みんなで新しいふるさとを作ること」です。 この願いを叶えることなく女性は2012年3月に亡く

なってしまいました。 そしてまもなく震災から4年目を迎えますが、未だにこの願いは叶っていません。 それどころか、賠償基準

や支援対象などの違いによって、避難者間には心の溝まで生まれてしまいました。 避難者の交流会でも金銭面に関する問題はなか

なか語れません。 相手の生活に踏み込んだ話はとてもしづらい雰囲気があります。また強制避難者の一部は自主避難の意味を理解

しない、「なぜあの人たちはこの地ににいるのか」と思う。 また自主避難者の一部は「どうせなら私も避難区域だったらな」と思

う。という状況もあります。 しかし愛媛県の避難の原因は、原発事故という共通のものです。皆、不安の中にあって苦しみながら

も選ばざるを得なかった決断だったのです。 その一人一人の決断・選択が尊重されず分断を生む社会である事が大きな問題である

と私は思います。

私は、当事者同士が共に悲しみと苦しみを分かち合い分断を乗り越え、お互いの課題を共に解決へと進めるべく力を合わせていき

たいと思っています。ですが その努力を当事者がしなくてはならない事を悔しくも思っています。

加害者である東京電力と責任を負うべき国は、私たち避難者の多くが納得するような被害の代償を支払ったとはいえません。 私

たち避難者がどう生きればよいのか、実効性のある施策によって指し示してくれる事もありません。将来を見通す事が困難なまま、

多くの避難者は今に至っているのです。

2012年6月に施行された『原発事故子ども・被災者支援法』は原発事故被害者の生活を守り支えるための基本となる事項を定めた

理念法とされ、私たちは大きな期待をし希望を持ちました。この法律には国の責務として、「～中略～ これまで原子力政策を推進

してきたことに伴う社会的責任を負っていることに鑑み、～中略～被災者生活支援等施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有

する。」と書かれていました。 しかし施行後、復興庁担当参事官の被災者に対する暴言問題が発生し、さらに基本方針の策定を参

院選後まで先送りする事で秘密裏に関係省庁間で合意していたことが明らかになりました。 私たちは、自分たちの都合ばかりで行

動する政府にずっと放置され続けていたのです。 そして、ようやく 2013年10月に閣議決定された基本方針も、支援対象範囲の線引

きの基準が曖昧で限定的なものとなってしまい、多くの原発事故被害者が望む年間被ばく線量 1ミリシーベルトという国際基準は採

用されませんでした。

私たちの期待は、『いかり』あるいは『あきらめ』へと変わりつつありました。「このままで良いのだろうか？」「このまま有耶

無耶にされるのか？」、 私は震災から3年を迎えるにあたり、強い不安を感じました。 そんな時に、東日本を中心に『訴訟』とい

う手段で被害者たちが立ち上がり始めていることを知りました。 そして、提訴に向けた話し合いが始まりました。

この愛媛でも、自分たちの要求実現のために国と東京電力を相手にどう立ち向かうかの話し合いは、震災直後からずっと続けられ

てきました。 しかし、私たちだけで立ち向かえる相手なのだろうかと考えた時、大きな不安が募りました。漠然とした怖さも感じ

ました。 また疲弊しつつある私たちにとって、訴訟にまで発展すれば、精神的にも金銭的にも更なる負担となるのは間違いありま

せん。 それでも、私を含め追い詰められた避難者たち6世帯は、昨年の3月10日に提訴をしました。

私たちは、自分のために・子や孫のために・未来世代のために闘おうと決意したのです。 求める内容は損害賠償による『自己の

被害回復』だけではありません。 この闘いを通じて①国の損害賠償責任を明らかにする事、②被害に対する完全賠償を実現する事、

③被害者に恒久的な補償制度の確立を実現させる事、④子ども・被災者支援法で打ち立てた理念を現実化する事、⑤事故原因を解明

し再発防止策を徹底させこの地球上で２度と同じような惨事を繰り返させないようにする事、を求めています。

４ 私たちの責任

我が家が警戒区域に指定されてから初めての一時帰宅は、2011年の7月31日でした。 このとき私は渡部家のお墓にも行って来まし

た。 墓石は倒れ、祖父、曾祖母たち、祖先の骨が丸見えになっていました。 私はそこで手を合わせることが出来ませんでした。

それどころか祖先たちを心の中で責めました。「なぜあなた達は原発の立地を許してしまったのか」「なぜあなた達は子孫を守って

くれなかったのか」と。 しかし、直後に私にも責任があることに気づきました。選挙権のない子ども達にはもちろん何の責任もあ

りません。 しかし 私たち大人には逃れることの出来ない大きな責任がありました。 原発の立地を許し、その存在をずっと認めて

きたという結果がありました。 私達大人のせいで、子ども達は未来に大きな不安を抱えなくてはならなくなったのです。 私達大人

は、子や孫に尻ぬぐいをさせぬように、しっかりと後始末をしなくてはならないと感じ、一時帰宅を終えました。

私は、本訴訟を大人の責任を果たすための一つの場であると認識しています。 東京電力と国は、多くの人々を死に追いやり、苦

しみを与えたのです。 そして多くの人々が今も唇を噛みしめ、涙を流し続けているのです。それに今後子ども達に、どのような影

響が出て来るのかも定かではありません。私は今回の出来事を許しません。『想定外』や『仕方のない出来事だった』と受け入れて

しまったら、『国と東京電力の責任追求』を今やめてしまったら、被害を拡大させ、また再びこの惨事が発生する可能性をも後世に

残してしまうことになるからです。

国と東京電力は、これまでの過ちを認め、私たち避難者と真摯に向きあって下さい。私たちの願いを受け止め、一日でも早く一人

でも多くの人が前を向いて歩きだせるような仕組みづくりに尽力して下さい。以上で、私の意見陳述を終わります。
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