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１. ２０１７年度年次総会議案審議       13：30～14：30 

■２０１６年度までの活動のまとめと２０１７年度活動の方針(案) ２頁 

■２０１６年度会計報告・２０１７年度予算(案) ８頁 

■２０１７年度世話人(案) ９頁 

資料 ２０１６年度活動日誌と主な出来事 １０頁 

 ２０１６年度までの被爆体験の継承のとりくみ １２頁 

 声明  オバマアメリカ大統領の広島訪問に際して １４頁 

 声明  国連での核兵器禁止条約交渉開始決議採択を歓迎します １６頁 

 京都「被爆２世・３世の会」加入のよびかけ １７頁 

 「会の目的」と「会の組織と運営規則」 １８頁 

 

 

 

２．記念学習講演               14：30～16：30 

虚構の「放射能安全基準」を斬る！     別紙 
福島甲状腺がんの原因は原発事故だ！ 

 

講師 宗川吉汪（そうかわよしひろ）先生 
京都工芸繊維大学名誉教授    

日本科学者会議京都支部代表幹事 

 

 
 

 

京都「被爆２世・３世の会」 
Kyoto Association of 2nd & 3rd Generation Hibakusha（Atomic Bomb Survivors） 

２０１７年度年次総会 
■日時 ２０１７年４月２２日（土）１３：３０～１６：３０ 

■会場 ラポール京都(京都労働者総合会館)４階・第一会議室 
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Ⅰ、２０１６年から２０１７年へ 重視する３つのこと 

  

■被爆２世・３世の実際の姿に基づいた活動 

２０１５年、京都「被爆２世・３世の会」は独自に『被爆二世健康実態調査』を実施し、１０６人か

らの回答を得て、データを集計、『被爆二世健康実態調査中間報告書』にまとめました。２０１６年は

この調査結果＝「私たちの実際の姿」を出発点にしたとりくみを行うことになりました。広島市での「全

国被爆２・３世交流と連帯の夕べ」（８月５日）では、被爆２世・３世の健康問題をテーマとしていく

上で重要な問題提起となりました。１１月２９日の学習講演会「福島の被

曝、そして広島・長崎の被爆の重ね合わさるもの」を通じて、『被爆二世

健康実態調査』の結果を社会に発信していくことになり、同時に原発事故

被災者の問題解決のために私たちの体験がどう役立つのかを考えていく

機会ともなりました。 

「被爆２世・３世の会」会員それぞれの生い立ちや体験を交流する中で、

放射線の世代を超えた影響が様々に存在する可能性が見えてきつつあり

ます。自らの健康問題、健康対策を考えて「被爆２世・３世の会」の門を

叩く人も少しずつ増えてきています。２世だけでなく３世の健康問題にも

強い関心が払われるようになってきました。 

２０１７年度に向けて、被爆２世・３世の実際の姿をさらに明らかにし

ていく、真実に迫っていくことが、あらゆる活動の原点として求められて

います。 

■あらゆる核の脅威から解き放たれる社会めざして 

２０１６年１２月の国連総会で核兵器禁止条約交渉のための会議開催が決定されました。今年３月か

ら会議は始まり、６月から７月にかけて２回目の会議も予定されています。核保有国や核の傘に依存す

る一部の国々がどのように反対、抵抗しようとも、核兵器廃絶を願う世界の人々の潮流はもはや阻みよ

うがありません。『ヒロシマ・ナガサキの被爆者の訴える核兵器廃絶国際署名』の推進と、被爆体験の

一層の実相普及によって、歴史の歯車を大きく回転させていく時です。 

昨年（２０１６年）の年次総会で川口美砂さんを迎えて記念トーク『父の死が放射線のためだと知っ

た時』を行いました。ビキニ環礁水爆実験の被害は第五福竜丸だけではない、少なくとも１千隻を超え

る漁船と万に迫る乗組員が被害に遭い、その障害は今も続いていることを学びました。このトークを契

機に、ビキニ核被災の真実を知らせ、広げ、被災者救済のためのとりくみを続けています。 

安倍政権は２０１７年４月を目途に福島の帰還困難区域を除くすべての地域の避難指示を解除しま

 

京都「被爆２世・３世の会」 

２０１７年度年次総会議案 

２０１６年度の活動のまとめと２０１７年度活動の方針（案） 
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した。住宅の保証、賠償保障の打ち切りも伴う措

置であり、実質的な強制帰還、被災者「切り捨て」

政策です。そのために「２０㍉シーベルト／年は

大丈夫」という虚構の「放射能安全論」が作り出

され、振り撒かれてきました。原発事故被災者の

被ばくをさらに深刻化させる政策と「放射能安全

論」を許さず、被災者の健康と暮らしを守り抜い

ていくことが今強く求められています。 

「ヒロシマ・ナガサキ」だけでなく、原爆被爆

だけでなく、あらゆる核の被害者の救済と核の脅

威から解き放たれる社会の実現めざして、できる

ところから手を結び合ってきました。２０１７年も一歩一歩着実に輪を広げていきましょう。 

 

■被爆２世・３世のネットワークを広げる 

広島県被爆二・三世の会、岡山「被爆２世・３世の会」、京都「被爆２世・３世の会」が共同して呼

びかけて、８月５日（金）初めて「全国被爆２・３世交流と連帯の夕べ」を開催しました。９地域３６

人の参加でした。２０１７年も引き続き５月２０日（土）～２１日（日）開催します。 

「２世・３世の会」のまだない地域の人たち、

「２世・３世の会」には参加していない個人の人

たちとのつながり、ネットワークも広がりつつあ

ります。その際に、京都「被爆２世・３世の会」

の毎月発行している会報が人々をつなぐ貴重な媒

介者となっています。さらに、２０１６年１０月

から立ち上げた京都「被爆２世・３世の会」のホ

ームページが私たちの活動を紹介し、情報を提供

する上で重要な役割を果たしてきています。 

 

Ⅱ、３つの活動目標に沿って 

 

 京都「被爆２世・３世の会」は２０１５年度年次総会で、３つの活動目標を設定し、それに基づいた

とりくみをすすめてきました。 

(１) 被爆２世・３世の持つ不安を乗り越え、健やかなくらしと充実した人生を送れるようにして

いく（２世・３世の当事者問題） 

(２) 世界の平和、核の脅威から解放される社会の実現に貢献していく（被爆者、２世・３世の体

験をコアにして） 

(３) 会員相互、全国及び海外の２世・３世と交流を深め、学びあい、励ましあいのネットワーク

を形成していく（共同の力） 

 

■活動目標と方針に基づいてこの一年をふりかえり、２０１７年度からの活動方針を定めていきます。 
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１. 被爆２世・３世のいのち、こころ、からだ、くらしの不安を乗り越え、健やかなくらしと充実

した人生が送れるようにしていきましょう。【４つの柱】 

(１) 「広島・長崎の被爆二世への放射線被ばくの遺伝的影響はなかった」とする知見は、科学的正

当性に欠け、根拠のないものであることを明らかにしていく。 

 ２０１６年度は特別な活動はできませんでした。 

 今後は、系統的な情報提供、体系的な学習会の開催が必要です。 

 「放射線被ばくの遺伝的影響」に関する研究成果、論文等の収集と整理、共有化も図

っていきます。 

(２) 被爆２世・３世の実際の身の上に起こった健康問題の真実に迫っていきます。 

 ２０１５年実施の「被爆二世健康実態調査」を出発点に、被爆２世・３世の健康問題

を考えあう、話し合うとりくみを様々に行ってきました。また『報告書』にまとめて

関係する人々への報告、還元もおこなってきました。 

 「被爆二世健康実態調査」に基づいて被爆２世・３世の健康実態と問題をさらに深め

る、真実に近づいていくとりくみを積み重ねていくことが必要となっています。 

 ２０１６年度は日本被団協主催の「全国被爆二世実態調査」にも参加しています。京

都「被爆２世・３世の会」で回収した回答者数は６６人です。 

(３) 被爆２世・３世に対する援護制度の要求と、助けいあいのとりくみを進めていく。 

 厚生労働省の行う被爆二世健診の検査項目に２０１６年度から新たに多発性骨髄腫

が加わりました。京都「被爆２世・３世の会」はより多くの人々に「二世健診」受診

をよびかけてきました。京都府在住二世の２０１６年度受診者数は約１８０人、例年

の１５０人程度から増加しています。 

 二世健診の検査内容の充実を引き続き求めていきます。京都府や京都市など地方自治

体独自の施策も引き続き要望していきます。 

 被爆３世に対する援護施策、健康対策の要望についても検討していきます。 

 ２０１７年２月、「全国被爆二世団体連絡協議会」のみなさんが被爆二世への被爆者

援護法適用を求めて集団提訴を行いました。この訴訟に対して私たちも重大な関心を

払い関係作りを検討していきます。 

(４) 放射線被ばくの影響、遺伝的影響を宿命的なものとせず、“自らのリスクを正しく知り、それ

を乗り越えて生きていく、暮らしていく”運動を進める。 

 ２０１５年年次総会での学習講演「被ばくを超えて～放射能時代を生きる」以降は具

体的なとりくみができていません。 

 今後計画性をもったとりくみの具体化が必要です。 

 

２. 被爆者の被爆体験と２世・３世の原爆に関わる体験を集約、継承し、社会への還元・発信を通

して、核兵器廃絶と世界の平和、核の脅威から解放される社会の実現に貢献していきましょう。 

(１) 被爆体験の聞き取り活動を継続していく。 

 被爆体験の継承は２０１６年度１３人の方から聞き取り、すべて会報別冊で紹介して

きました。２０１３年のとりくみ開始以来合計５２人の方から聞き取り継承をしてき
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ています。 

 被爆体験の継承はホームページ

にも掲載し誰もが閲覧できるよ

うにしました。 

 被爆体験の継承冊子（会報別冊）

は「京都府立京都学・歴彩館」

（旧名称京都府立資料館）から

も寄贈を求められ、社会への発

信も行うようになっています。 

 「２世・３世の会」の会員が自らの親、祖父母の体験を聞きとって記録することを重

視してきました。これまでに親の被爆体験を綴った会員は８人になります。 

 「被爆体験の継承」誌は２０１８年に向けて出版を検討していきます。 

(２) 原爆症認定制度の抜本的改革を含む被爆者援護制度の充実を求めていく。 

 ノーモア・ヒバクシャ訴訟は２０１２年以来全国７つの裁判所に１１２人の被爆者が

提訴して闘われてきました。これまでに８８人の原告に対して判決が行われ（地裁）、

７８人が勝訴し、勝訴率８８．６％になります。近畿では現在１７人の被爆者が係争

中で、内５人が京都府在住者です。 

 毎回の裁判を傍聴応援し、『被爆二世のノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟傍聴記』にま

とめ多くのみなさんに報告しています。傍聴記は通算５４号に至ります。 

(３) 世界からの核兵器廃絶をめざしていく。 

 ２０１６年３月から始められた『ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える核兵器廃絶国

際署名』に呼応して署名運動を推進してきました。京都全体での署名数は現在３０，

０９６筆です。（２０１７年３月１７日現在） 

 新春６・９行動、核兵器廃絶国際デー（９月２６日）などの共同行動に参加してきま

した。 

 ５月２７日のアメリカ・オバマ大統領広島訪問に際して、「大統領による被爆者への

謝罪と「核政策」の転換を求める」声明を出しました。 

 １２月、第７１回国連総会において、２０１７年に核兵器禁止条約交渉絵のための会

議を開催する歴史的決議案が採択されました。日本政府はこの提案に反対し、２０１

７年から始まった会議にも参加しない態度をとり続けています。京都「被爆２世・３

世の会」は世話人代表名で「国連での核兵器禁止条約開始決議採択を心から歓迎しま

す！決議に反対した安倍政権の暴挙に強く抗議します！」との声明を出しました。 

 『ヒバクシャ国際署名』を「大きく広げる京都の会（仮称）」を構成し、幅広い人た

ちに参加を呼びかけて共同のとりくみを推進していきます。 

 国連の核兵器禁止条約交渉会議成功のため、６月１５日～７月７日の第２会期ニュー

ヨーク行動に共同で代表派遣します。 

(４) ビキニ環礁水爆実験被災者を応援し、共同したとりくみ 

 ２０１６年年次総会記念トークを契機に、ビキニ核被災の真実を知らせ、被災者救済

を応援するとりくみを始めています。 
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(５) 福島原発事故被災者への支援を強化、原発再稼動を許さず、「原発ゼロの日本」をめざす。 

 東電福島第一原発事故から６年が経過しました。被災地と被災者の健康障害、暮らし

の破壊は深刻さを増しています。小児甲状腺がんの発症は１８４人に及んでいます。

安倍政権は避難指示の解除、住宅保証、損害補償の打ち切りなど被災者「切り捨て」

政策を強行しています。 

 京都では原発事故避難者５８世帯（１７５人）が原告となって東電と国を提訴し、原

発賠償京都訴訟を闘い続けています。訴訟は２０１７年内にも結審、来春には判決言

い渡しとなる局面を迎えています。京都「被爆２世・３世の会」も公正な判決を求め

る署名運動に参加し、世話人代表が賠償訴訟の「原告を支援する会」共同代表となる

など、支援を続けています。 

 「被爆地ヒロシマが被曝を拒否する」伊方原発運転差止広島裁判に原告参加している

会員もあり、より多くの原告参加がよびかけられています。 

 原発の再稼働と輸出を狙う勢力の動きは続いていますが、一方で、高速増殖炉もんじ

ゅと核燃料サイクルの破綻、原発事業を原因とする東芝の経営破綻、海外の原発計画

中止・廃炉決定・運転差止等々が相次ぎ、原発に未来のないことは誰の目にも明らか

となっています。国内では川内と伊方以外では再稼働を許さない状態が続いています。 

 原発再稼働を許さないとりくみ、廃炉・廃止を求めていく活動をさらに強化していき

ます。多くの会員が大飯原発運転差止訴訟の原告となり、再稼働阻止の運動に参加し

ていくようにしましょう。 

(６) 安倍内閣の「戦争する国づくり」への策動・妄動を許さない闘いを特別に重視する。憲法改悪

阻止、アジアの国々との真の平和友好関係樹立に向けた運動を強めていく。 

 戦争法廃止、立憲主義と民主主義回復、憲法改悪を許さないとりくみを、幅広い市民

と連携して運動を強めていきます。 

 自由と民主主義を圧殺し、監視社会をもたらす共謀罪法案の成立を許さず、廃案をめ

ざします。 

 私たちの親、祖父母、そして同じ世代の人々の体験した被爆体験、戦争体験を今こそ

広く語り伝え、戦争のもたらす本当の姿、人々の被る惨禍と悲劇を訴えていくことが

特に強く求められます。 

 戦争法廃止、憲法改悪阻止に関わる問題についてはこれからの国政選挙の結果が重大

影響を与えることになります。私たちの願いを実現するため、選挙においても、私た

ちの立場と意見を話し合い、一致できるところから行動していくようにします。 

 「２世・３世の会」として、アジアの国々の人々との市民レベルでの平和友好の関係

作りをめざしていきます。特に韓国の被爆２世・３世のみなさんとの交流を検討して

いきます。 

 

３. それぞれの地域、職場・団体で活動する会員の交流を深め、学び合い、励まし合いのある会員

間ネットワークを形成していきましょう。 

(１） 「２世・３世の会」のネットワークを広げ、より充実した交流が図れるようにしていく。 

 ２０１６年度、新規入会者６人（２世１人、その他５人）を迎えました。現在の会員

数は９１人（２世４２人、３世６人、被爆者９人、その他３４人）です。 
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 会報の毎月発行を継続してきました。２０１６年１２月には創刊以来５０号に達しま

した。より親しみやすい紙面、読んでためになる記事、より多くの会員が登場して誌

上での交流がはかれる会報にしていく必要があります。 

 毎月の例会開催も継続してきました。会員同士が直接顔を合わせて交流をはかる重要

な機会となっています。現在毎回の参加者数は１２人～１５人程度です。より多くの

会員が楽しく参加できる例会となるよう改善と工夫が求められています。 

 ２０１６年１０月、念願だったホームページを立ち上げました。京都「被爆２世・３

世の会」結成以来４年間の活動の蓄積を電子データによって紹介し、諸企画などを広

くお知らせできるようになりました。立ち上げ以来半年間のアクセス件数は１４００

件となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 被爆２世・３世の運動、「２世・３世の会」のことをより広く知らせ、参加者を募っ

ていくためにリーフレットの作成を検討します。 

 被爆２世よりもさらに対策の立ち遅れている被爆３世の健康問題を重視していくこ

と、将来の「２世・３世の会」運動の継承を見据えて、被爆３世の活動と３世会員を

増やしていくことに特別の努力を払っていきます。 

(２） 学習会の開催をこれからも重視し、学びながら運動をすすめるスタイルを強めていく。 

 ２０１６年度は次のような学習と講演会を開催してきました。 

４月２３日（土） ２０１６年年次総会記念トーク 

「父の死が放射線のためだと知った時」／川口美砂さんと守田敏也さん 

８月 ５日（金） 全国被爆２・３世交流と連帯の夕べ基調講演 

「被爆二世健診と多発性骨髄腫検査」／広島医療生協・青木克彦医師 

１１月２７日（日） 学習講演会 

「福島の被曝、そして広島・長崎の被爆と重ね合わさるもの」／三田茂医師 

 月次の例会でも会員の日常活動を生かしてタイムリーなテーマの学習会を行ってき

ました。 

５月１８日（水） 『ヒロシマの証言～被爆者は語る～』（濱恭子さん）の視聴 

６月１６日（水） １８歳選挙権と高校授業の体験 

７月１３日（水） 「元米兵による暴行殺人事件抗議・沖縄県民大会・参加者の声」 

１０月１９日（水） チェルノブイリ原発事故３０年の現地視察報告 

 ２０１７年度も学習テーマを具体的に設定して、多様な方法で学習活動を行っていき

ます。 
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(３） 全国各地の「二世の会」、他団体・組織との

共同、連帯した活動を進めていく。 

 ２０１６年度は初めて「全国被爆

２・３世交流と連帯の夕べ」を計画

し、９地域３６人の参加で開催しま

した。（広島市） ２０１７年度も引

き続き第２回目を催していきます。 

 様々な機会を生かして全国の被爆２

世・３世の会のみなさんと、また被

爆２世・３世個人の方とのつながりを作ってきました。つながりのできた「２世・３

世の会」との会報の交換・交流をし、個人の方には京都からの会報をお届けしてきま

した。 

 被爆二世への被爆者援護法適用を求めて集団提訴されたみなさんとの関係作りにつ

いて検討していきます。 

 現在、次の諸団体のみなさんとの連携、共同したとりくみを行っています。 

京都原水爆被災者懇談会、ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会、核兵器廃絶

ネットワーク京都、原発賠償京都訴訟原告団を支援する会 

 

 

 

４. ２０１６年度会計報告と２０１７年度予算（案） 

(１） ２０１６年度会計報告 

２０１６年４月１日～２０１７年３月３１日                 （単位：円） 

 内  容 前年度 ２０１６年予算 ２０１６年決算 備考 

繰り越し  ４，５８２ ６，３９８ ６，３９８  

収入 会費 １３９，０００ １６０，０００ 

１６０，０００ 

１５０，０００  

 活動賛同募金 ２３，０００ ３０，０００ １１１，０００  

 被災者懇談会から援助 ３０，０００   

 

 

 学習会参加費   ３０，５００  

 その他 ２，０００ ３０，０００ ５，０００  

 合計 １９４，０００ ２２０，０００ ２９６，５００  

支出 印刷費 １２，０００ １２，０００ １８，０００  

 会議会場費 ３７，０４４ ４０，０００ ５０，００４  

 会報等の郵送代 １１３，１８０ ３５，０００ ６０，３９６  

 学習会費用 １２，０００ ５０，０００ ８０，０００  

 雑誌購読費 ８，０００ ８，０００   

 事務費・その他 ４，９６０ １０，０００ ５４０  

 組織費（団体加盟費） ５，０００ ５，０００ ７，５００  

 調査費  ３０，０００   

 ホームページ費用  ３０，０００ ３０，０００  

 合計 １９２，１８４ ２２０，０００ ２４６，４４０  

差し引き  ６，３９８ ６，３９８ ５６，４５８  
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(２） ２０１７年度予算（案） 

２０１７年４月１日～２０１８年３月３１日                 （単位：円） 

 内  容 ２０１７年予算 備  考 

繰り越し  ５６，４５８  

収入 会費 １５０，０００  

 活動賛同募金 １１０，０００  

 学習会参加費 ０  

 その他 ３０，０００  

 合計 ２９０，０００  

支出 印刷費 １８，０００  

 会議会場費 ６０，０００  

 会報等の郵送代 ６０，０００  

 学習会費用 １００，０００  

 雑誌購読費 ０  

 事務費・その他 １０，０００  

 組織費（団体加盟費） ７，５００  

 ホームページ費用 ３０，０００  

 国際渉外費 １０，０００ 国連ニューヨーク派遣の一部 

 「被爆体験」出版準備金 ２０，０００ ２０１８年に「被爆体験」誌発行を計画、その一部 

 合計 ３１５，５００  

差し引き  ３０，９５８  

 

 

 

 

５. ２０１７年度世話人の選出（提案） 

井坂 博文 京都市北区 

吉田 妙子 京都市北区 

堀  照美 京都市上京区 

石田 信己 京都市左京区 

守田 敏也 京都市左京区 

奥田 美智子 京都市左京区 

佐々本好信 京都市右京区 

平  信行 京都市南区 世話人代表 

米重 節男 向日市 世話人副代表 

石角 敏明 長岡京市 

谷口 公洋 城陽市 

鳥羽 洋子 茨木市 
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【資料－１】２０１６年度活動日誌と主な出来事 

年 月 日 曜 活動内容 

２０１６ ４ ２ 土 被ばくと平和を考えるフォーラム（核兵器廃絶ネットワーク京都） 

  １４ 木 ４月度例会 

  ２１ 木 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟大阪高裁口頭弁論 

  ２３ 土 京都原水爆被災者懇談会総会 

  ２３ 土 京都「被爆２世・３世の会」２０１６年度年次総会 

  ２４ 日 原発賠償京都訴訟の原告団を支援する会総会 

  ２５ 月 会報№４２発行 

 ５ １０ 火 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟大阪地裁第７民事部口頭弁論 

  １６ 月 大飯原発差止訴訟第１１回口頭弁論 

  １８ 水 ５月度例会 

  ２５ 水 会報№４３発行 

  ２７ 金 原発賠償京都訴訟第１４回口頭弁論 

  ２７ 金 アメリカ・オバマ大統領広島来訪 街頭宣伝（西院） 

 ６ １１ 土 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟の全面勝利をめざす支援のつどい 

  １５ 水 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟大阪地裁第２民事部口頭弁論 

  １６ 水 ６月度例会 

  ２１ 火 ～７月１１日（土）２０１６年国民平和大行進京都府内 

  ２５ 土 会報№４４発行 

  ２９ 水 原発賠償京都訴訟第１５回口頭弁論 

 ７ １０ 日 参議院議員選挙投票日 

  １３ 水 ７月度例会 

  ２１ 木 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟大阪地裁第７民事部口頭弁論 

  ２２ 金 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟大阪高裁口頭弁論 

  ２４ 日 大飯原発差止訴訟原告団総会 

  ２５ 月 会報№４５発行 

 ８ ２ 火 ～７日（日）２０１６年平和のための京都の戦争展 

  ３ 水 原発賠償京都訴訟第１６回口頭弁論 

  ４ 木 ～６（土）原水禁世界大会（広島） 

  ５ 金 全国被爆２・３世交流と連帯の夕べ（広島） 

  ２５ 木 ８月度例会 

  ２５ 木 会報№４６発行 

 ９ １４ 水 大飯原発差止訴訟第１２回口頭弁論 

  １６ 金 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟大阪地裁第２民事部口頭弁論 

  ２０ 火 ９月度例会 

  ２２ 木 戦争法廃止京都大集会 

  ２３ 金 原発賠償京都訴訟第１７回口頭弁論 

  ２５ 日 会報№４７発行 

  ２６ 月 国際核兵器廃絶デー署名・宣伝行動（三条河原町） 

  ３０ 金 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟地裁第７民事部口頭弁論 

 １０ １９ 水 １０月度例会 

  ２０ 木 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟大阪高裁口頭弁論 

  ２５ 火 会報№４８発行 
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  ２６ 水 京都「被爆２世・３世の会」ホームページスタート 

  ２７ 木 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟大阪地裁第７民事部判決 全員勝訴 

  ２９ 土

用 

「ヒバクシャ国際署名」宣伝行動（三条河原町） 

 １１ ２ 水 原発賠償京都訴訟第１８回口頭弁論 

  １６ 水 １１月度例会 

  ２５ 金 会報№４９発行 

  ２６ 土 被爆者とともに「継承」を考える交流会（京都外大） 

  ２７ 日 学習講演会「福島の被曝、そして広島・長崎の被爆と重ね合わさるもの」 

  ２８ 月 大飯原発差止訴訟第１３回口頭弁論 

 １２ ７ 水 原発賠償京都訴訟第１９回口頭弁論 

  １０ 土

曜 

城陽市語り部の会 

  １２ 月 被爆者団体と厚生労働大臣との定期協議（傍聴参加） 

  １４ 水 原発賠償京都訴訟第２０回期日本人尋問 

  １５ 木 １２月度例会・忘年会 

  １６ 金 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟大阪高裁・地裁第７民事部口頭弁論 

  ２１ 水 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟地裁第２民事部口頭弁論 

  ２３ 金 被爆者をはげますつどい・クリスマスパーティー 

  ２５ 日 会報№５０発行 

２０１７ １ ６ 金 ・９日（月）新春６・９行動（清水寺） 

  １１ 水 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟地裁第２民事部本人尋問（奈良地裁） 

  １３ 金 原発賠償京都訴訟第２１回期日本人尋問 

  １４ 土 米軍来るな福知山市民集会 

  １７ 火 １月度例会 

  ２３ 月 京都府との懇談会 

  ２５ 水 会報№５１発行 

  ２７ 金 原発賠償京都訴訟第２２回期日証人尋問 

 ２ １３ 月 大飯原発差止訴訟第１４回口頭弁論 

  １６ 木 ２月度例会 

  １６ 木 京都市との懇談会 

  １７ 金

こ 

原発賠償京都訴訟第２３回期日証人尋問 

  ２５ 土 会報№５２発行 

  ２８ 火 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟地裁第７民事部口頭弁論 

  ２８ 火 ～３月１日（水）３・１ビキニデー 

 ３ ７ 火 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟大阪高裁口頭弁論 

  ８ 水 原発賠償京都訴訟第２４回期日本人尋問 

  １１ 土 バイバイ原発３．１１きょうと 

  １４ 火 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟大阪高裁口頭弁論 

  １５ 水 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟大阪地裁第２民事部口頭弁論 

  １６ 木 ３月度例会 

  １８ 土 講演会「市民と自治体がひらく非核・平和への道」 

  ２５ 土

曜 

会報№５３発行 

  ２９ 水 原発賠償京都訴訟第２５回期日本人尋問 

  ３１ 金 「ヒバクシャ国際署名」宣伝行動（三条河原町） 
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【資料－２】２０１６年度までの「被爆体験」継承のとりくみ 

 お名前 
被爆

地 

被爆 

年齢 
タイトル 発表年月日 

１ 中野士乃武 長崎 １９ 
燃え尽くす長崎の街を縦断して帰りついた私
の被爆体験 

2013年 04月 06日 

２ 川越 潔子 長崎 ９ 
家族８人全員のいのちとからだを傷つけた原
子爆弾 

2013年 05月 15日 

３ 森 美子 長崎 ２０ 
大村海軍病院（長崎県）でたくさんの被爆者
を救護し被爆した私の体験 

2013年 05月 15日 

４ 小野 忠熈 広島 ２５ 私の被爆体験 2013年 06月 20日 

５ 
永原 誠 
（故人） 

広島 １７ 
１５年戦争の果てに、父、母、二人の妹を奪
われた私の被爆体験 

2013年 08月２５日 

６ 白石 辰馬 長崎 １７ 
海軍衛生兵として３９日間長崎の被爆者を救
護し続けた私の被爆体験 

2013年 09月 20日 

７ 
小高美代子 
澤井美千代 

広島 
２０ 

０ 
胎内の我が子と共に、私の被爆体験 2013年 10月 20日 

８ 高橋 正清 広島 ９ 
おやじを探し求めて広島の街を歩き回った私
の被爆体験 

2013年 11月 20日 

９ 小笠原長四朗 長崎 ２１ “核爆弾”被爆体験記 2013年 11月 20日 

１０ 
李 正道 
（故人） 

広島 １４ 被爆と、貧しさと、民族差別を超えて 2013年 12月 20日 

１１ 佐々本秋雄 広島 ２３ 
原爆と枕崎台風と二重の惨禍の中で、私と姉
と兄の被爆体験 

2014年 01月 20日 

１２ 福原 恒美 広島 １１ じわじわと体を蝕まれてきた私の被爆体験 2014年 02月 20日 

１３ 柴田 幸枝 長崎 ５ 私の被爆体験とノーモア・ヒバクシャ訴訟 2014年 02月 20日 

１４ 大石 達也 長崎 １ 被爆のことを語られるようになった今 2014年 02月 25日 

１５ 玉置 孝子 広島 ８ ６８年目の被爆者手帳－私の被爆体験 2014年 03月 20日 

１６ 熊谷 好枝 広島 ８ 原爆被災者で埋め尽くされた街道と救護 2014年 04月 15日 

１７ 
濱 恭子 

鳥羽洋子(2世) 
広島 

 

１９ 

 

大阪空襲と広島被爆 二度の死線を越えて 
親の被爆体験をどう語り継ぐか 

2014年 04月 20日 

１８ 穂谷珠美子 広島 ７ 一家六人で被爆した私の体験 2014年 05月 15日 

１９ Ｔ・Ｋ 広島 ２ 母と弟、子供達のために生き抜いた私の人生 2014年 06月 25日 

２０ 塩谷 浩 広島 １２ 学童疎開の空に見た原子雲 2014年 07月 25日 

２１ 藤田 晴子 長崎 １３ “ふりそでの少女”と共に－私の被爆体験 2014年 08月 29日 

２２ 木村 民子 広島 ８ 被爆者救済を願って闘った原爆症認定裁判 2014年 09月 29日 

２３ 花垣 ルミ 広島 ５ 
５８年目に辿りついた“被爆者”として生き
る意味 

2014年 10月 25日 

２４ 
（大坪 昭） 
大坪 郁子 

広島 

 

１７ 

 
私の戦争体験、夫の被爆体験 2014年 12月 25日 

２５ 折場 六三 広島 １３ 被爆体験も戦争体験も語り継ぐ 2015年 01月 25日 

２６ 
（小迫嘉康） 
小迫 笑子 

広島 

 

７ 

 
夫の原爆症と裁判を支えて 2015年 01月 25日 

２７ 吉田 廣子 広島 ０ 父を探して十四歳の兄と 2015年 03月 10日 
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 お名前 
被爆

地 

被爆 

年齢 
タイトル 発表年月日 

２８ 幸田 幸典 広島 １６ 
７０年前のあの日を生き抜き、今日あること
に感謝 

2015年 03月 25日 

２９ 寺山忠好・妙子 長崎 １５ こぎゃんことがあってよかとか 2015年 4月 25日 

３０ 濱村 巧 長崎 ２ 顔も覚えぬ母を奪い去った原子爆弾 2015年 6月 25日 

３１ 平信行（２世） 広島  父と母の被爆体験、私の追体験 2015年 7月 25日 

３２ 太田利子 広島 １５ 呉海軍病院への学徒動員、そして被爆者救護 2015年 8月 25日 

３３ 芦田 晃 広島 １９ 広島で被爆して―原発事故と放射能―* 2015年 9月 25日 

３４ 小川 隆 広島 ８ 路面電車の車中で浴びた閃光 2015年 10月 25日 

３５ 丹羽万枝 広島 ６ 猛火に追われて渡った路面電車の鉄橋 2015年 10月 25日 

３６ 梅原 康 広島 ２１ 蒼白い閃光 私の被爆体験の記録 2015年 11月 25日 

３７ 石角敏明（２世） 広島  親父の原爆体験と私の思い 2015年 12月 25日 

３８ 恵藤宰司 広島 ５ 黒い雨 2016年 1月 23日 

３９ 
原野宣弘 
（故人） 

長崎 ０ 
原爆の惨禍、生きてきた証、そして平和の願
いを絵に託す 

2016年 2月 25日 

４０ 今津 功 広島 １３ 
済み切った７つの川が死者で覆い尽くされた
日 

2016年 3月 25日 

４１ 
木之下登 
（故人） 

長崎 １５ 犠牲となった旧友達に代わって語り続ける 2016年 4月 25日 

４２ 中西 博 広島 １８ 生きてる人間に虫がわく 2016年 5月 25日 

４３ 松浦悦枝 広島 １７ 紙一重の差で生かされたことに感謝 2016年 6月 25日 

４４ Ｍ・Ｉ 広島 １２ 被爆者救護にあたった３姉妹の被爆体験 2016年 ７月 25日 

４５ Ｋ・Ｅ 長崎 １４ 原爆被害も乗り越えて生きてきた８５年 2016年 8月 25日 

４６ 伊藤瑠美子 広島 １２ 疎開先から見た燃える広島 2016年 9月 25日 

４７ 谷口チリ 長崎 １７ 長崎で被爆して、今思うこと 2016年 10月 25日 

４８ 
隅田百合子（２

世） 
広島  父の被爆体験、母の戦争体験 2016年 11月 25日 

４９ 米倉慧司 広島 １３ 生き抜く父とともに 2016年 12月 25日 

５０ 眞柳タケ子 長崎 １ 洋輔の声に押されて語り部となる 2017年 1月 25日 

５１ 内田克子 広島 １４ 親も子も孫までも不安と共に生きた７０余年 2017年 2月 25日 

５２ 住田紀美子 広島 ５ 
大芝公園で斃れた人々を思い起こしながら生
きてきた 

2017年 3月 25日 
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【資料－３】 

声 明 

オバマアメリカ大統領の広島訪問に際して 

大統領による被爆者への謝罪と「核政策」の転換を求めます 

 

２０１６年５月２３日        

京都「被爆２世・３世の会」世話人会 

 

 

２０１６年５月２７日（金）、オバマアメリカ大統領が広島を訪問することになりました。この広島

訪問に際して、私たちは何よりもまず、大統領が被爆者、被爆者の遺族、被爆者に連なるすべての人々

に対して謝罪の意思を明らかにすることを求めます。 

人類史上初の核兵器実戦使用となった広島・長崎への原子爆弾投下は、一瞬にして多数の人々をこの

世から消し去り、１９４５年の年だけで広島・長崎合わせて２０万人の人々の命を奪いました。辛うじ

てその年を生きながらえても、原爆後障害の苦しみの中で息絶えていく人々は後を絶たず、それは今も

続いています。被爆者はいのちと健康を奪われ、暮らしも生業も破壊され、人々とのきずなも断ち切ら

れてきたのです。また、原爆放射能は世代を超えても影響し、被爆二世・三世の犠牲者も生み、多くの

人々に不安と苦悩を与えてきました。 

７０万人とも言われる原子爆弾被害者の大半は、生まれたばかりの赤ん坊であったり、幼い子どもで

あったり、女性もお年寄りも含む、戦闘とは何の関わりもないごく普通の日常生活を営む市井の人々で

した。その一割は当時の朝鮮半島から強制、及び半ば強制されて日本に来ていた人々でもありました。

このように無防備で無抵抗であった多数の市民のいのちを奪い去り、生涯にわたる苦しみを与え続けて

きた原子爆弾の投下は、どのような口実をもってしても絶対に許されることのない非人道的残虐行為で

あると言わざるを得ません。 

原子爆弾の投下は７１年前アメリカ政府の意思によって行なわれたことです。アメリカ政府を継承す

る現政権、その代表である現職の大統領は当事者として、過去の過ちを率直に認め、関係するすべての

人々に謝罪の意思を明らかにする必要があります。 

被爆者の平均年齢は８０歳を超えました。全国の被爆者数は１９万人を下回るほどになっています。

残された時間がそう多くはなくなってきた今、アメリカ大統領の謝罪の言葉を望まない被爆者は一人も

いません。 

 

オバマ大統領は２００９年、チェコ・プラハの演説で「米国は、核兵器を使用したことがあるただ一

つの核兵器保有国として、行動する道義的な責任を負っている」と述べました。そして、「だから今日、

私は明白に、信念ととともに、米国が核兵器のない平和で安全な世界を追究すると約束します」と表明

しました。世界の人々はこの演説に大きな期待を抱き、勇気づけられました。 

しかし、その後のアメリカ政府のとってきた「政策」、行動は核兵器の廃絶を求める世界の人々の願

いに背き、落胆させることの連続でした。オバマ政権の下でも新しいタイプと称する核実験が数回も実

施され、さらに臨界前核実験も繰り返されてきました。アメリカ政府は核兵器禁止条約の交渉開始を求

める国際的世論の高揚と動向に対しても背を向け、他の核保有国とそれに追随する一部の国々をリード

する形で絶えず合意形成を阻み、先送りを図ってきました。 
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背景に核抑止力の維持と強化に固執する大きな力のあることは明らかです。さらにより根本的には、

広島・長崎への原子爆弾投下の過ちを過ちと認めてこなかったこと、非人間的行為であることに真正面

から向き合ってこなかったこと、この歴史的事実が「核政策」を後退させてきた最大の要因であること

は明らかです。 

オバマ大統領の広島訪問を機会に、人々はあらためて大統領の力強いリーダーシップの発揮を期待し、

アメリカ政府が「核政策」の転換に向けて真剣な検討をしていくことを強く求めています。そのために

も、被爆の実相に真摯に向き合い、被爆者の直接の訴えに耳を傾け、被爆者への謝罪の意思を示すこと

が必要です。 

 

私たちは、オバマ大統領が 

 被爆者と直接対面して話を聞き、被爆の実相に触れられていくことを希望します。 

 そして、被爆者、被爆者の遺族、被爆者に連なるすべての人々に対して謝罪の意思を明らかにする

ことを求めます。 

 その上で、速やかな核兵器禁止条約交渉開始をはじめとした核政策の転換に大きな一歩を踏み出し

ていくよう求めます。 
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【資料－４】 

国連での核兵器禁止条約交渉開始決議採択を心から歓迎します！ 

決議に反対した安倍政権の暴挙に強く抗議します！ 

２０１６年１１月２日 

京都「被爆２世・３世の会」 

世話人代表 平 信行 

 

 

１０月２８日（ニューヨーク現地時間１０月２７日）、第７１回国連総会第一委員会において、２０

１７年に核兵器禁止条約交渉のための会議を開くことを求めた決議が１２３ヶ国の圧倒的多数で採択

されました。私たちはこの決議を心から歓迎します。 

私たちの親、祖父母である被爆者は、“自らを救うととともに、自らの体験を通して人類の危機を救

おう”と、長年に渡って被爆の実相を普及し、核兵器の非人道性を告発し、核兵器廃絶を訴えてきまし

た。平均年齢が８０歳を超える今“被爆者が生きている間に核廃絶を”の願いが現実のものとなる、そ

の扉に近づく大きな一歩、歴史的な成果です。 

決議は、アメリカをはじめとする核保有国、その同盟国による様々な圧力、妨害をはねのけて採択さ

れました。このことは核兵器の禁止・廃絶をめざす世界の動向がもはや押し戻すことのできない巨大な

流れとなっていることを示しています。この事実を真摯に受け止め、１２月に予定される国連総会にお

いては全加盟国一致で決議が採択されることを願います。 

 

世界で唯一の被爆国だと標榜してきた日本政府がこともあろうにこの決議に反対したことは、許すこ

とのできない暴挙であり、私たちは満身の怒りを込めて抗議をします。被爆者と国民世論の訴えに応え

るのではなく、それに背いて、アメリカ政府の要請に応えることを基本にする安倍政権の卑屈な態度と

言わざるを得ません。また安倍政権の核兵器保有への本心を露わにしたものでもあります。日本政府は

こうした恥ずべき態度を即刻あらため、国連総会では決議案賛成に転じて、これまで言ってきた世界で

唯一の被爆国としての態度を示すよう強く求めます。 

 

国連総会を経て、２０１７年には核兵器禁止条約の交渉が開始されます。「核抑止論」などあらゆる

妨害、障害を乗り越えて、一日も早く核兵器禁止条約が成立すること、核兵器廃絶が実現することを願

います。そのために私たちは、広島・長崎の被爆の実相をさらに継承、普及し、その非人道性を告発し

続けていきます。また、『ヒバクシャの訴える国際署名』の推進に努め、さらにさらに国際世論の高揚

がはかられるよう貢献していきます。 

以上 
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【資料－５】 

 

京都「被爆２世・３世の会」加入のよびかけ 
 

 

ヒロシマ・ナガサキから６７年がたちました。 

私たちの親、祖父母である広島・長崎の被爆者は、この６７年間、自らの健康や暮らしを守るととも

に、二度とあのような惨劇が起こらないよう、核兵器をなくし平和な世界を実現するために、がんばっ

てこられました。 

昨年 3月に起こった福島第 1原子力発電所の事故は、核というものが人類に途方もない被害を与える

ことを明らかにしました。被爆者のみなさんは、２１世紀にまた核による被害者が生まれたことに、特

別の思いで心を痛めておられます。 

「核と人類は共存できない」というのが、いま、核保有国も含めた世界の国々の合意となりつつあり

ます。この背景には、核抑止力論を唱える人々に対しても、自らの使命としてつらい体験を語り、訴え

つづけてこられた被爆者のみなさんの大きな力があります。 

 

被爆者のみなさんの高齢化が進んでいます。 

被爆の体験、実相を語り伝え、被爆者のみなさんの意思を受け継いで、これ以上核による被害者を生

みださないために、世界から核兵器をなくし、原発をゼロにし、自然エネルギーへの転換をはかること

が、いま、私たちに強く求められています。 

被爆者のみなさんの最も身近にあって、その体験と人生から強い影響を受けてきた、また、いろんな

事情で直接体験を聞くことができなかったことに思いをはせる、被爆２世・３世は、その先頭に立ちた

いと思い、この京都でも「被爆２世・３世の会」を結成することになりました。 

趣旨に賛同いただき、あなたも「被爆２世・３世の会」の輪に加わっていただくことを心からよびか

けます。 

２０１２年９月１日 

 

よびかけ人 

井坂博文（北区）、吉田妙子（北区）、堀照美（上京区）、井上哲士（左京区）、 

本田久美子（左京区）、石橋修（左京区）、柳生剛志（左京区）、佐々本好信（右京区）、 

山根和代（右京区）、平信行（南区）、馬場紘平（伏見区）、常石幸博（福知山市）、 

米重節男（向日市）、馬場始延（八幡市） 

 

＜会の目的＞ 

① 被爆者の被爆体験、２世・３世として自らの原爆に関わる人生体験を継承し、社会に発信し、

核兵器の廃絶・平和な世界実現のために貢献します。 

② 被爆２世・３世の“いのち”、“こころ”、“からだ”、“くらし”の不安を解消し、少しでも安心

できる生活の状態をめざします。 

 

＜会の組織と運営の基本＞ 

① 「会」は、京都原水爆被災者懇談会の一部門です。 

②  会員は年会費を負担して会員となり、会員の中から役員（世話人）を選出します。 

 年会費は 1,200円を予定しています。 

②  会報を発行するなど、「会」の目的に基づいて、具体的な活動を進めます。 
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【資料－６】 

 

京都「被爆２世・３世の会」 「会の目的」と「会の組織と運営規則」 [改定版] 

 

【会の目的】 

① 被爆者の被爆体験、被爆２世・３世の原爆に関わる人生体験を継承、蓄積、社会に発信し、核兵器の廃

絶・平和な世界実現のために貢献します。 

また、原発などあらたな「核」の被害者を生みださない社会の実現をめざします。 

② 被爆２世・３世の“いのち”、“こころ”、“からだ”、“くらし”の不安を解消し、安心して生活できる状態をめざ

します。 

【会の組織と運営規則】 

１. 基本 

① 「会」は、京都原水爆被災者懇談会の一部門として活動します。 

② 「会」は、京都「被爆２世・３世の会」と称します。 

２. 会員 

① 会員は被爆２世・３世であるものと、「会」の活動の主旨に賛同し共に活動する個人・団体とし、年会

費を負担して会員となります。 

② 年会費は２，０００円とします。 

３. 世話人 

① 個人会員の中から年次総会において世話人を若干名選出します。 

② 世話人会において、代表世話人１人、副代表世話人若干名を選出します。 

４. 会議運営 

① 年１回総会を開催します、（年次総会） 

② 世話人会は随時開催します。 

５. 財政 

① 「会」の財政は、会費、寄付金、事業収入、その他の収入をもってあて、その管理は京都原水爆被災

者懇談会に委ねます。 

② 会計年度は４月１日から翌年３月３１日とします。 

６. 会報の発行 

① 会報を定期発行し、会員への必要な情報提供と会員相互の交流をはかります。 

７. 「会」の活動 

① 被爆者の被爆体験と被爆の実相、被爆２世・３世の人生経験を継承、蓄積し、社会に発信していきま

す。 

② 全国の原水爆禁止と平和を願う団体・個人との連携協力をすすめ、核兵器廃絶と恒久平和実現のた

めの活動を行います。 

③ 被爆２世・３世の健康管理、医療の充実化に必要な活動を行い、そのために必要な資料の調査蒐集

と広報宣伝を行います。 

④ 被爆２世・３世の経済的、社会的生活向上に必要な活動を行います。 

⑤ その他、「会」の目的達成に必要な活動を行います。 

８. その他 

① 「会の目的」、「会の組織と運営規則」の改正は総会の承認を得て行います。 

② 「会の目的」、「会の組織と運営規則」は２０１２年１０月２０日より施行します。 

２０１２年１０月２０日       

２０１５年 ４月１８日一部改定 


