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3月10日のニュース | 福島第一原発
事故集団訴訟 国と東電に賠償命じる判
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東京電力福島第一原子力発電所の事故で、北

海道に避難した250人余りが起こ した集団訴訟
で、札幌地方裁判所は「国が防潮堤の設置などを東京電力



に命じ ていれば事故は避けられた」などと指

摘し、国と東京電力に総額5290万円余り の
賠償を命じました。一方、一律の金額の請求

は退けられ、原告側は控訴する 方針です。  

福島第一原発の事故で避難区域や、そのほかの地域か

ら北海道に避難した250  

人余りは、生活の基盤を失うなど精神的な苦痛を受けたとし

て、国と東京電力  

に総額およそ42億円の賠償を求めました。  

裁判では、国が大規模な津波を予測できたかどう

かや、東京電力がこれまで支 払った慰謝料の額
が適正だったかどうかなどが争われました。  

10日の判決で、札幌地方裁判所の武藤貴明裁
判長は「政府の地震調査研究推進 本部が、 
地震の長期評価を公表した平成14年の
時点で、国は津波の到来を予測 するこ 



とができた。その後、遅くとも平成18年ま
でに防潮堤の設置や、非常用 電源の浸水対策 
などを東京電力に命じていれば原発事故は避けられ

た」と指摘 しました。  
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そのうえで「国の規制権限の不行使と東京電力の津波

対策の不備が相まって事 故が起きた」として、国 

と東京電力に対し、原告のうち89人に総額
5290万円 余りを賠償するよう命じました。  
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原告の大半は、国が賠償の指針で定め

た「自主的避難等対象区域」に住んで

い た人で、10日の判決はこの区域から避難 
した人の慰謝料について、妊婦などの 例外 
を除き、国の指針を上回る30万円とし
たうえで、これまで東京電力が支払 っ 



た金額との差額を賠償額と認定しました。  
く  

国と東京電力に対する集団訴訟の判決

は11件目で、1審で国の責任が認めら
れ  
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たのは7件目です。  

一方で、今回の判決では原告らが求めていた慰謝料な

ど一律1650万円の請求は 退けられ、原告側は控訴する方針
を明らかにしました。  

原告団長「国の責任認めたことは歓迎」  
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判決について、福島市から札幌市に避難した原告団長の中手聖一

さんは「国に 事故の責任があったと裁判所が認 

めたことは歓迎したい。ただ、認定された

賠 償額を見るかぎり、避難者の実態は理解してもらえなかった 
と思う」と話して  

いました。  

東京電力「判決内容を精査し対応検討」  
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判決を受けて、東京電力は「原発事故で福島県民

の皆様をはじめ、広く社会の 皆様に大変なご
迷惑とご心配をおかけし、改めて心からお

わび申し上げます。  
判決については今後、内容を精査し、対応を検討して参ります」

とコメントし  

ています。  

原子力規制庁「国の主張 理解得られなかった」  
「  

判決について、原子力規制庁の関雅之広報室長は「国の主張について



裁判所の 十分な理解が得られなかったものと

考えている。いずれにせよ原子力規制委員 
会としては、原発事故を踏まえて策定され

た新規制基準への適合性審査を厳格  
に進めていくことにより適切な規制を行っ

ていく」とコメントしています。  
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原告団「一定の評価」  

...  

判決のあと、原告団が札幌市内で会見を開

き、代理人の1人の岩本勝彦弁護士 は「国の
責任を厳しく、明確に認めた点は一定の評価がで

きる。ただ私たちが 求めているのは損害に対
する賠償だ。今回の賠償額はこれまでの判

決と同程度  
か、もしくはそれより低く、受け入れられない」とし

て控訴する方針を明らか にしました。  
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また福島市から札幌市に避難した原告団長

の中手聖一さんは「判決で厳しく断 罪して 
もらったことはありがたい。国と東京電力

は判決を受け止め、しっかり 反省してほし 
い。2審では今なお続く被害の実態を訴えていきたい」
と話しま した。  

https://www3.nhk.or.jp/n-data/genpatsu-fukushima/20200310/archive-k10012322761000.html  
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の責任、分かれる判断 「津波
予見」は全 て認める一福島原



発訴訟、舞台は高裁へ  
2020年03月06日07時13分  

東京電力福島第1原発事故の避難者ら
が国と東電に慰謝料 などを求めた集団 
訴訟は、これまでに10地裁で一審判決
が 出され、国の責任をめぐって判 
断が分かれた。年内には、初 め 
ての控訴審判決が仙台高裁で言い

渡される予定で、一貫し て事故 
の責任を否定する国の姿勢が、高

レベルでどう評価 されるか注目され 
る。  
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仙台高裁に向かう福島原発事故集団 福島原

発集団訴訟が結審 国被告の控訴審で
初一仙台高裁  
訴訟の原告ら=2月20日、仙台市  

青葉区 原発事故については、電力会

社が過失の有無にかかわらず 賠償
責任を負う原子力損害賠償法の規定

があるため、東電の 支払い義務は全
ての判決で認められている。  
一方、国の賠償責任は6件で認め
られ、4件で否定  
された。主な争点はマ事故原因と

なった津波を国が予  
2017年3月  

見をできたか▽対策を取って事故を回避

できたか一の 42AICZ347600514  



2点。原告側は、2002年に示された政府機
関の地  

震予測「長期評価」に基づき、国が規制

権限を行使し  

東京  

て東電に対策を取らせれば事故は防

げたと主張してき  
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15人に計約4219000円  



前橋など6地裁は長期評価の信頼
性を認め、「津波  
対策として考慮すべきだった」と指

摘。国が電源設備 109ACIT968073 の高所

移設といった対策を東電に命じな

かったのは違  
法として、国の責任を認定した。一

方、千葉地裁は津 波被害の甚大さ
などから「対策したとしても事故

を回  
避できなかった可能性がある」と

して、1、2陣の訴 訟いずれも国の
責任を否定した。  

ただ、同様に責任を否定した名古屋、

山形両地裁を含め、 「国が津波を予見



できた」ことは全ての判決が認めた。

原告 数が最も多い福島訴訟の代理人、馬
奈木厳太郎弁護士は「事 故が起これ
ば、地域住民の生命が脅かされる。

『何としても 原発を守る』という
前提に立てば、津波を予見した時

点で国 が規制権限を行使すべきだ」と
指摘する。  

たこ.  
こんこんなんかさんがここにいた  
・・・いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいことだ。  
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国の責任、分かれる判断 「津波予見」は全て認める一福島原発訴

訟、舞台は高裁へ:時事ドットコム 仙台高裁で福島訴訟の

控訴審が2月に結審。4月には群馬 福島第1原
発  
程で、帰還困難区域にある原告の自 訴訟、6月には千葉訴訟の控
訴審も結審する。馬奈木氏は 宅を視察する仙台高裁の裁判官ら

= 「国の責任を認める判決が続けば、国は加害者と



して事故の  
2019年5月、福島県富岡町  

被害に向き合うべきだ」として、住民の生活再建の

支援や避 難指示区域内の住民に月額10万円などが支払わ

れる賠償基準『中間指針』の見直しに取り 組むことな

どを求めた。  
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訴訟長期化、疲弊する原告集団ADRも機能せ
ず一福島  
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東京電力福島第1原発事故をめぐっては、避難者
らが相次 いで東電を提訴したが、甚大な被害の立証に時間がかか
り、 訴訟が長期化している。東電は早期解決を図るため、

裁判外 紛争解決手続き(ADR)での和解案尊重を掲
げる一方で、 各地の集団ADRでの和解案を拒否。震災
から9年を経ても 先の見えない現状に、多くの原告は疲弊し
ている。  

2016年4月に福島地裁に提訴した福島県の「中通



り」 福島地裁の判決後、記者会見する福  

島県の「中通り」住民訴訟の原告ら 住民54人による訴訟では、長期化
を避けるため原告側が東  
=2月19日、福島市 電に和解を働き掛けた。地裁は19年12月に
和解勧告した が、東電が和解案を拒否。今年2月に損害賠償
を命じる判決 が言い渡されると、仙台高裁に控訴した。  

原告の植木律子さん(73)は「東電の身勝手な姿勢には失望
した」と憤る。都内で教員 をしていたが、定年後のつい
の住み家として、07年に夫婦で福島市に移住。家庭菜園を
楽 しむ日々だったが、原発事故後は庭の除染を余儀なくさ
れ、放射線への不安にさいなまれ た。「常に訴訟のこ

とを考え、悲しみや苦しみを全て訴えた。これ以

上できることはない」 と途方に暮れる。  

福島県浪江町の約1万5000人が13年に申し立てた
集団ADRは、「中間指針を上回 る一律の賠償には応
じられない」として東電が和解案を6度拒否した末、18年4月
に打ち 切られた。この間には864人が亡くなったと
いい、その後の訴訟に参加した町民は約63 0人にと

どまる。  
浪江町は東電が和解案に応じやすい個別ADRへの
移行も勧めるが、希望者は約1000 人のみ。町賠償支 
援係の担当者は「先の見えない避難生活にADR打ち切りが重
なり、町民 は心身共に疲れ切っている。東電は被害 



救済のため集団ADRに応じるべきだった」と話し 
た。  

東電が集団ADRを拒否する姿勢は18年から顕著に
なり、同年末までに計24件が打ち 切りとなった。
19年1月には県内の6弁護団が中間指針の見直しや東
電への指導を求め、 政府の原子力損害賠償紛争審
査会に申し入れた。  
【社会記事一覧へ】 【時事ドットコムトップへ】  
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高裁判決一仙台  
2020年03月12日19時05分  
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東京電力福島第1原発事故で避難を余儀なくされ、故郷を 
奪われたとして、福島県の双葉、楢葉両町などの住民216 
人が、東電に慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決が12日、仙 
台高裁であった。小林久起裁判長は慰謝料額を一審より増

額 し、計約7億3400万円の支払いを命じた。原発避難をめ 
ぐり全国で約30件起こされた集団訴訟で、高裁判決は初め  
原発事故避難訴訟の控訴審判決後、  

「勝訴」の垂れ幕を示す弁護団 = 1 2018年3月の福島地裁いわき支部判決は、国
の中間指  
2日午後、仙台市青葉区  

針に基づき東電側が算定した額を上回る慰謝料を認め、21 
3人に総額約6億1000万円を支払うよう命じた。住民側は控訴し、計約18億

8000 万円を上積みするよう求めていた。  

一審は東電の責任について判断しなかったが、小林裁判長

は、政府機関が02年に発表し た地震予測の「長期評価」に基 
づき、東電は津波が起きる可能性を認識していたのに対策を 
先送りにしていたと認定。「東電の対応の不十分さは痛恨

の極みで、慰謝料の算定に当たっ て重要な考慮事情とす 
べきだ」と述べた。  



その上で、避難生活の苦痛とふるさとを喪失した慰謝料を

区別して算定。帰還困難区域の 原告については一審を維 
持し、居住制限区域などの原告に100万円、緊急時避難準
備区域 の原告に50万円の慰謝料を追加で認めた。  

【社会記事一覧へ】 【時事ドットコムトップへ】  
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米沢住宅立ち退き訴訟、和解成立山形地裁、避難



者退去へ  
2020年03月19日 11:23  

東京電力福島第1原発事故に伴って福島県から米沢市の雇用促進住宅に自主避難
した世pR 帯の一部に対し、管理者の独立行政法人が立ち退きなどを求めた訴訟
は18日、山形地裁で  
和解が成立した。和解内容は非公開だが、代理人によると、被告の避難世帯は今

後、住宅を退 去するという。  

原告は住宅を管理する高齢・障害・求職者雇用支援機構で、2017年3月末の無償
貸与打ち切 り後も家賃を支払わずに住み続けるのは容認できないとし、福島市
などから身を寄せた8世帯 (うち2世帯は退去)に立ち退きと家賃の支払いを求めた。同

11月以降、10回の口頭弁論が開 かれ、昨年10月に結審した。  

住人に対する本人尋問、国や福島県の担当者らへの証人尋問が実施されなかった

ため、被告 側は今年1月に弁論再開を申し立てたが認められず、いったん今月6
日に判決期日が指定されて いた。その後、和解に向けた協議が具体化していた

とみられ、原告、被告双方の申し出で判決 期日は取り消しとなっていた。原告側が
請求した2点について、双方の歩み寄りがあったとみ られる。  

和解を受け、原告側の代理人は「被告らが原告の主張を認めたため、

和解に至った」と述べ た。被告側の代理人は「和解内容の詳細は回答できな
い」とコメントした。  
































