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 かと思ってしまいがちですよね。 弁護士費用として１名につき１００

万円 

 

 

 

 

 

 

 

第６回定例会詳細報告

７月６日（土）午後１時から福島

原発事故損害賠償愛知弁護団から馬

でも当日は馬路先生、土井先生が皆さ

んが抱える疑問に対してわかりやすくお答

えいただき、参加者の多くの方が安心し

てお帰りになられたのではないかと思いま

（３）裁判費用

①弁護団に支払う費用

実費として１人１万円（訴訟終了時

 

 

 

  

  

路弁護士と土井弁護士にご出席いただ

き、裁判やＡＤＲについてやさしく解説

をしていただきました。

おりしも６月２４日に愛知に避難され

ている８世帯２９名の方について、東

電及び国に対して一斉提訴がなされたと

ころでもあり、当日はマスコミ報道も大々

的になされ、当会の岡本副代表、岡本

幹事も取材を受けましたので、出席され

す。また弁護士さんを身近に感じていた

だけたのではないかとも思います。お忙し

いなか資料の準備をしていただきました

馬路先生、土井先生並びに福島原発

事故損害賠償愛知弁護団の皆様に深

く感謝申し上げます。

６月２４日の一次提訴の概要は次の

とおりです。

精算）

報酬として受領した賠償金の１０％

（税別）

②裁判所に支払う印紙代

１人につき５万３千円の印紙が必

要（但し、訴訟救助が認められれば戻

ってくる） 

            

 

た皆様方の関心も高く活発な質問がで

ていました。

訴訟とか損害賠償などといういかめしい

言葉を聞くと、実際に受けた損害があっ

てもなかなか躊躇してしまうものですよね。

まして自主避難なんて呼び方をされると

自分にそんな権利さえもないのではない

（１）原告となる対象者

避難前に追加放射線量が年間１ｍ

Ｓｖを超える地域に居住していた方

（２）請求内容

精神的慰謝料として１名につき１０

００万円

事務局長 江里二郎

＊２次提訴なども考えておられるので、

ＡＤＲや訴訟について相談を希望され

る場合は次頁下部の福島原発事故損

害賠償愛知弁護団へ連絡して下さい。 

 

  

     

 

ＡＲＰＮ通信
～未来へのあゆみ～

2013.0９発行 第 2 号

ARPN 会員数（8/1 現在）

正会員 53 名

賛助会員 107 名
 

 

 

暑い夏でしたね。みなさまいかがお過ごしでしょうか？

6月の会報第一号に続き、第 2号発行となりました。

気になることは定例会でおしゃべり発散して、元気に残暑を乗り切りましょう！！』 
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2013.06.13 豊橋の小学校で講演 

 

2013.06.19 第 1 回女子ランチ会 

 

2013.07.06 第 6 回定例会        
「弁護士さんに聞いてみよう！ 裁

判？ ADR？ 私にもできる？」 

 

2013.07.13 DAYS JAPAN 写真展で  
当会正会員によるパネルディスカッション   
「放射能から逃れるために」 

 

2013.07.14 第二回男子会 

 

2013.08.04 第 7 回定例会        
「A.R.P.N 親子で交流会～夏休み企画！暑い
夏を吹っ飛ばせ！！みんなで楽しく過ごしましょう
～」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 イベント参加のご報告 
 

あとがき                        

  8 月 3 日(土)瀬戸市ピースフェスティバルにて、当会

正会員が話す機会を頂き、ありがとうございました。子供

甲状腺検査のための募金を含め、参加された方々から

の善意にも、心より感謝申し上げます。 

編集委員  

事務局からのお知らせ 

 事務局では会員の入退会の管理やメーリングリストの管理を行っております。 

 住所、電話番号やメールアドレスの変更があった場合は下記事務局宛までご連

絡をお願いします。 

 メールアドレスのご連絡を頂いている正会員に対しては、メーリングリストへの登録及

びメールマガジンを配信しています。賛助会員に対しては、メールマガジンの配信による

情報提供を行っております。 

 メールが届いていない方は、下記事務局宛までご連絡をお願い致します。 

 

あゆみ R.P.Net 事務局事務局長 江里 二郎 （司法書士）E-mail jimu@ayumi-rpn.com 

TEL 080-3076-8005      FAX 052-883-2013 

 

会報に関するご意見やご要望・お問い合わせなどについても事務局「編集委員」係までメ

ール、FAX又はお手紙にてお願いします。 
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～第 1回「女子ランチ会」に参加された感想～ 

 今日は楽しい女子会にお誘い頂いて本当にありがとうございました(*^_^*) 

今日は、皆さんの話を聞かずに私の事ばかり話して本当に申し訳ありませんでした(´Д` ) 

 私は、あゆみ RPN に被災者として登録をしましたが、皆様の活動に参加するという事が私の中でとても高いハードルに思えてなか

なかご協力できず、今日までメールで活動報告や定例会のお知らせが来るのをただ拝見するこ

としか出来ませんでした(´Д` ) 

 でも、今日始めて参加してみて皆さんがとても気さくで明るくて、辛い経験をしてるにも関わらず、

初めて参加した私を暖かく迎えて下さってとても嬉しかったです(^-^) 

 2012 年 3 月に愛知に避難をしてから、ずっと、避難先の学校の保護者の方との交流をとる

のが難しく今日までひっそりと生活してきた私が、久しぶりに同じ気持ちを共有出来る方々に出

会えて本当に心が軽くなったのを感じました(*^_^*) 

 家に帰ってきてから改めて、あゆみ RPN の設立総会の際に頂いた資料を読み返したら今日

来た皆様の当事者の手記を読み、涙が止まりませんでした(>_<) 

今日は「支えあう」という言葉の重要性を改めて実感しました。一人で避難生活の全てを抱えて

頑張ってる方がいらっしゃったらぜひ、この集まりに参加して欲しいと思いました。 

私も、自分の出来ることから少しずつ皆様のお役にたてるようになりたいと思いました。 

今日は本当に楽しかったです o(^▽^)o またお会い出来るのを楽しみにしていますね

(*^_^*)                               

福島県正会員女性 

 

～Ａ．Ｒ．Ｐ．ｎｅｔ第６回定例会「弁護士さんに聞いてみよう！ 裁判？ ADR？ 私にもできる？」に参加して～   

 今年の年賀状で江里司法書士から「当事者団体を立ち上げる」とのお知らせをいただいて以来、「何らかの形で貢献

したい」という思いがあって正会員となっていたものの、なかなか定例会に参加できず、今回何とかスケジュールの調整がつ

いて参加することができました。 

当事者の方ひとりひとりが、自分に向き合いながら、答えを自分たちで考えようとしている姿が非常に印象的でした。 

元々、ほとんどの人が予想していなかった今回の事故に「正解」があるのかどうか分からないし、もしあるとしてもその「正解」

とは、一人一人の数だけあるものだと思います。                                          

まだまだ長い「闘い」は続くと思いますがお互い頑張りましょう。遠方ながら応援しています。 

私も、予定が合えば、娘とのデート（？）も兼ねて、また是非遊びに行きたいと思います。ありがとうございました！ 

司法書士 丹治泰弘（福島から岡山県へ避難） 

 

 

～定例会等 こんなでした！～ 
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 6 月 24 日、名古屋地方裁判所に

て福島第一原発事故損害賠償請

求訴訟を 8 世帯 29 人、1 歳～72

歳の男女で訴訟提起をしてまいりまし

た。 

 私達家族は、福島県伊達市から名

古屋に 3 月下旬避難をしてきました。  

初めの 3 カ月程は主人の仕事の都

合で子供 4 人と当時妊娠 3 カ月の

私 5 人の避難生活でした、親族の

家にお世話になりましたが震災と原発

事故と居候としてのストレスに押し潰

されてしまい、精神を壊してしまいまし

た。その頃主人は会社を辞める決意

をして名古屋に来てくれました。それか

らの半年これまで生きてきた中で最も

苦しい時間が流れました。それでも私

を一生懸命に支えて下さる方々に出

逢い少しずつ笑顔を取り戻し、生活を

回せるようになりました。交流会で出

逢った弁護士の先生から「ADR をや

ってみませんか？」と言われ、初めは

私達なんか相手にされないのでは？と

思っていましたが、弁護士の先生のお

陰で ADR を進めることができました。

しかし、手続きを進めるにあたり東電

の不誠実な対応に憤りを感じ始めま

した、不誠実な対応がどんどん見えて

きた時、このまま黙ってはいられないと

思い訴訟に踏み切りました。 

 しかし、訴訟の手続きの書類を目の

前にして悩みました。本当に自分達の

やっている事は間違っていないか、訴

訟を起こしたことで子供たちが嫌な思

いをしないか、自分達の社会的立場

は大丈夫なのか。印鑑を押すまでに

少々の時間を要しました。 

 そんな時に、交流会で出逢った方や

あゆみ R.P.Net の仲間の顔が浮か

び、皆同じ苦しみの中で何とか生活を

回している状態、誰かが立ち上がらな

ければ。そんな想いで書類を書き司

法記者クラブの会見も直前まで悩み、

最後に私達の背中を押してくれたのは

仲間の存在と弁護士の先生方の、

「貴方達の平穏な生活を取り戻す権

利です」という言葉でした。皆立ちあが

りたいけど、何故だか怖くて表に出るの

に躊躇してしまう。すごくわかります、そ

れでも、皆さんに大きな声で伝えたい。

私達は何も悪い事はしていません！

平穏な生活を一緒に取り戻しましょ

う！弁護団のお話では第二次訴訟を

9 月下旬から 10 月上旬に予定して

いるそうです、訴訟をやってみようか、

自分にもできるのか悩まれている方は

一度、弁護士の先生に相談だけでも

してみて下さい。 

                             

               岡本早苗 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島第一原発事

故損害賠償請求

訴訟 

  原告報告 

～原発損害賠償申立について考えている方へ～ 

福島原発事故損害賠償愛知弁護団が集団訴訟を行っております。福島県全域及び年間追加被ばく線量１ミリシーベルトの地域にえる地域に居住していた方を対

象としています。ご相談の窓口は以下の通りです。 

〒450-0002   名古屋市中村区名駅 3 丁目 13 番 26 号 交通ビル 9 階    大樹法律事務所(たいじゅほうりつじむしょ)内 

「福島原発事故損害賠償愛知弁護団」 

連絡先 TEL：052-414-7338     FAX：052-414-7339      HP：http://genpatsu-aichi.org/ 

 

             


