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被爆体験の継承（８９）  はるかな山の上に見た原子雲      村林敏子さん 
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■会場はラボール京都第一会議室 ＋ オンライン（Zoom） 

■時間は 

１３時３０分開会 

１３時３０分～１５時 総会議案の審議と採択 

１５時～１６時３０分 学習記念講演 
 

 
 

米国の被曝者補償法と放射性廃棄物処分問題、 

及び人形峠と東濃からユタ州への核廃棄物輸送 

を考える 
■講師 玉山ともよ さん （有機農業家、丹波篠山市原子力災害対策検討委員会委員） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習記念講演 

《玉山ともよさんの紹介》 守田敏也 

玉山ともよさんは丹波篠山市で夫と共に有機農業を担われている方

です。３人のお子さんのお母さんでもあります。 

同時にアメリカ・ニューメキシコ州のナバホ・ネーションなどに何度

もフィールドワークに入られ、先住民族の地でのウラン鉱採掘の歴史と

現状、地元の方たちの被害などについて研究し、環境的正義のあり方を

考え、行動されてきました。 

一方で丹波篠山市の原子力災害対策検討委員会委員を担い、守田を同

委員会に招いてくださり、市民への安定ヨウ素剤配布などにともに尽力

してきました。 

２０１９年にはアメリカのニューメキシコの原爆開発・製造地のロス

アラモスやナバホ・ネーション、長崎の殺戮で使われたプルトニウムを

製造したハンフォードなどに守田と共に訪問、各地の「アメリカのヒバ

クシャ」であるダウンウィンダーズ（風下の民）からの聴き取りも行っ 

て来ました。ニューメキシコ州で全米の活動家が集って行われた核廃棄物問題草の根サミットにも

参加、発言されました。 

２０２０年暮れには、岡山の人形峠、岐阜の東濃のウラン鉱山跡地の残土がアメリカに「資源」の

名の下に運ばれ、ユタ州ホワイトメサにある全米で唯一残ったウラン精錬工場に持ち込まれて、リサ

イクルの名の下に事実上の廃棄が行われようとしていることを知り、これも守田とともに人形峠の

視察に赴きました。今回はこの２０１９年、２０年の経験をもとにアメリカのヒバクシャ補償のこ

と、核廃棄物処理のこと、また日本で数少ないウラン鉱山のあった人形峠と東濃からの核のゴミのア

メリカへの持ち込みのことなどを話してくださいます。 

 

写真は、ウラン精錬工場の汚染水漏れ事故のあったチャーチロック近くのレッド・ポンド・ロード・コミュニティの集会

で発言に立つ玉山ともよさん。汚染水漏れ事故から４０年の日の集会にて 2019年 7月 16日 守田撮影 

４月２４日(土）は京都「被爆二世・三世の会」２０２１年度総会です！ 
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４月１５日（木）の例会報告 

 

■参加者２０人で例会開催 

４月の例会は会場参加１１人、Ｚ

ＯＯＭでの参加９人、合わせて２０

人の参加で開催しました。例会の内

容を以下要約して報告します。 

 

■新規入会者の自己紹介 

 最近入会された３人の方の出席が

あり、それぞれ自己紹介していただ

きました。三山正弘さん（胎内被爆

者・伏見区）、西純子さん（二世・吹田市）、森田幸彦さん（二世・山科区）の３人です。 

 

■福島原発事故放射能汚染水の海洋放出問題について 

例会開催日直前の４月１３日（火）、政府は福島原発事故放射能汚染水の海洋放出方針を決定しまし

た。このことについて、守田敏也さんのブログに書かれた問題指摘を報告してもらい、それを基に参加

者全員で話し合いました。 

以下、守田敏也さんのブログ記事を転載で紹介します。 

******************************************************************************************* 

放射能汚染水海洋放出決定、許せません！ 

でも決まったのは方針だけで実行目標は早くても２年後です。まだま
だ止められます！ 

守田敏也さんのブログ「明日に向けて」より ２０２１年０４月１３日・１４日  

●政府が海洋放出の方針を決定ーしかしま

だ止められる！ 

本日１３日午前８時前、日本政府が関係閣僚会

議を開き、放射能汚染水の海洋放出を決めました。 

心からの怒りを持って抗議の意志を表したい

と思います。 

ただしこれですぐに海への放出が始まるわけ

ではありません。実行目標は早くても２年後です。

まだまだ止められます。 

では止めるためには何が必要でしょうか。端的

に言います。「処理水」というウソを暴きましょ

う！政府は今回の事態を「処理水放出」と言って

います。残念ながらマスコミもこれに従ってしま

っています。従わない一部のマスコミには原子力

マフィアに動かされたネトウヨの攻撃も集まっ

ています。 

しかし処理水なんてウソです。あくまでこれは

放射能汚染水です。 

●トリチウムが大量に残っている 

流そうとしているのは「処理水」ではなく「放

射能汚染水」と言わねばならないのは以下の理由

です。 

第一に放射性トリチウムが大量に残っている

からです。政府と東電の言い分は「薄めて流すか

ら大丈夫だ」というもの。しかしこれ、語るに落

ちています。「濃ければ危険」なことを認めてい

るわけです。 

そもそも危険物質だからこそ、トリチウムにも

排出にあたっての規制があるのです。 
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では薄めれば大丈夫なのか。これもウソです。

例えば塩分が濃いラーメンをおじいさんが食べ

ているとして、注意したらおじいさんがお湯を入

れて薄めて食べたらどう思いますか？ 

危険性は同じですよね。だって塩分の総量は変

わらないのだから。 

放射性物質に汚染された水も同じ。問題は濃度

ではなく総量です。しかも「濃ければ危険」と政

府が認めている。まったく安全ではありません。 

●他の放射性物質も取り切れていない 

第二にそもそも他の放射性物質もとり切れて

いません。しかも「少し残っている」なんてレベ

ルではないのです。 

ＡＬＰＳという核種を取り除く装置を使って

いるものの、うまくいかなくて２０１８年９月の

発表では「処理」した水の８４％が基準を満たし

ていませんでした。さらに２０２０年８月には放

射性炭素１４が取り切れてないことが発表され

ました。 

つまり「トリチウム以外の取り除いた処理水」

なんてまだどこにもないのです。 

僕はトリチウムがある限り「処理水」と言うの

はそれだけでウソだと思いますが、それをかっこ

に入れたとしても、まだ「処理水」なんてどこに

もない。「処理を目指している放射能汚染水」し

かないのです。 

実はだから放出は２年後とされているのです

が、こんなウソ、通用させていてはいけない。 

● 放射性物質は「絶対に取り切れた」とは

言えない 

第三にＡＬＰＳをどんなに改善したとしても、

放射性核種を完全に取り除いたとは絶対に言え

ないのです。 

なぜって放射性物質の測定に「検出限界」があ

るからです。検出限界以下のものは見つけること

ができない。言い換えれば検出限界値以下のもの

はないことが証明できないのです。 

実はこれは放射性物質の扱いのやっかいさの

一つでもあります。ゼロまで測ることが困難で、

どうしても検出限界という壁にぶつかってしま

う。 

そしてその場合は「検出限界値以下の放射性物

質はありうる」と考えなければならないのです。

だから一度汚染させてしまった物質は、「完全に

放射性物質を取り切った」とは証明できないので

す。 

問題はそれが総量で１２５万トンもあること

です。いやこの先も増え続けるでしょうが、検出

限界以下の値の放射性物質でも総量では大きく

なる可能性大です。 

以上、どう考えたって実態は「放射能汚染水」

以外のなにものでもないのです！ 

「処理水」などというのは大ウソ、まやかしで

す。マスコミ各社のみなさん、こんなウソに屈し

ないでください。 

みんなでこれを暴いて、海洋放出をくいとめま

しょう。力を合わせればできます！ 

ＡＬＰＳで放射性物質は取り除けていない 

朝日新聞 20180928 

●「処理水」など存在していなかった 

昨日１３日、政府は関係閣僚会議を開き、「ト

リチウムを含む処理水の海洋放出」の方針を決め

ました。これに対してこの「明日に向けて」の場

で、「処理水」とはまやかしであること、どこに

もないしこの先も作れないことを指摘しました。

理由としてあげたのは以下の点です。 

１、 トリチウムが残留している。トリチウムは

「薄めれば安全」と言うがそれなら「濃けれ

ば危険」ということで危険性は認知されてい

る。その上、汚染水は濃度ではなく総量が問

題。薄めれば安全とは言えない。 

２、 さまざまな核種が残留していて「トリチウム

以外を取り去った水＝汚染水」などというも
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のはＡＬＰＳで作れておらず現状では存在

していない。 

これらから「処理水」などというのはまやしで

あること、かつまた「作られていないし、この先

も作られないだろうこと」を指摘しました。 

●放射性核種はすべてとるのではなく排出

基準までは流すとされている（この点、誤解

をしていました） 

ただし僕の中に誤解があり、それが環境省の

出した「変更」を誤読することにつながってし

まったので訂正します。 

というのは前項の続きですが、僕は「処理

水」がトリチウム以外の核種を含まないとは言

えないとして、以下のように書きました。 

３、核種の測定には「検出限界」があるので、

この先も「すべてを取り去った」とは証明でき

ない。検出限界値以下のものがある可能性を否

定できず、トリチウムのみ含むものとは言えな

い。 

この点、なんというか僕は政府や東電の意図

を誤解していました。もともと政府も東電も、

トリチウム以外の放射性核種を完全に取り除こ

うなどとは考えていないのです。それぞれの

「排出基準を満たす放射性核種は放出する」こ

とを目指してきていて、今回、それをより鮮明

化したのです。お恥ずかしいことですが、僕は

政府と東電が検出限界まで他の放射性核種を取

り除こうとしているかのように思い込んでいた

ので誤解しました。政府や東電をこの点で「よ

りよく」みてしまっていました。 

再度、明記します。ＡＬＰＳはもともとトリ

チウム以外の核種をすべてとりのぞくことなど

目的としていないのです。ではどの値から流そ

うとしているのかというと、「告知濃度限度比

総和」が１．０以下のものです。 

それぞれの核種に定められた排出基準（告知

濃度限度）以下は海に放出するつもりで、複数

の核種の場合はそれぞれの告示濃度限度が異な

ることから、比率を計算して総和を出し、それ

を１．０以下にすると決められているのです。

ただしこれは大変分かりにくい言葉と数値で

す。具体的にどの核種をどれだけ出そうとてい

るのかを明らかにすべきです。 

僕の誤解は恥ずべきことですが、やはりこれ

までの政府や東電の言い方の中に「放射性核種

をすべて取り除く」かのような誤解が生じる面

があることも指摘したいです。 

●４月１３日の閣議決定後にＡＬＰＳ処理水の

定義を変更 

その点で今回の変更で、「トリチウム以外の放

射性核種を排出基準以下で海洋放出すること」が

より明確化されたことで、僕も誤解に気づけたと

言えます。 

「ＡＬＰＳ処理水」の定義をこう変えられてい

ます。以下、経産省ホームページからの引用です。 

「トリチウム以外の核種について、環境放出の際

の規制基準を満たす水」のみを「ＡＬＰＳ処理水」

と呼称することとします。 

トリチウム以外の核種についても、「排出基準」

以下のものは海に流すと言っている点を大きく

アナウンスしたいです。 

ただしその点ではもともと「トリチウムを含む

処理水を海洋放出する」という閣議決定の言い方

そのものにも問題があったと言わざるを得ませ

ん。 

その段階で、「トリチウムを含み、トリチウム

以外の核種についても、環境放出の際の基準を満

たす水」を海洋放出すると言うべきだったのです。 

●放射能汚染水の海洋放出絶対反対 

この点では「濃度が低ければ大丈夫詐欺」が、

トリチウムだけでなくすべての核種で行われよ

うとしていることをつかむことが大切です。 

繰り返しますが、すべての放射性物質が、濃度

ではなく総量で規制されるべきなのです。濃度が

低くても総量が多ければ当然、環境破壊は進みま

す。 

トリチウムだけでなくセシウムやストロンチ

ウムなど、様々な核種が入ったものが「規制基準

以下」であろうと１２５万トンも海洋放出された

ら、放射能汚染は間違いなく計り知れなく拡大し

ます。 

やはりこの「処理水」は、トリチウムだけでな

く、他の放射性核種も入っているのですから、ど

こからどうみたって「放射能汚染水」そのものな

のです。 
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他の原発、他国の原発からの排出水との比較が

なされていますが、他の原発からの排水には、デ

ブリを冷却した際に生じる多様な核種の混入な

どはありません。トリチウムだけでは比較できま

せん。 

あらためて「放射能汚染水」の海洋放出反対を

叫びたいと思います。なんとしてもとめましょう。

とりあえずはこの間、紹介した署名がまだしっか

り動いているのでぜひご協力ください。 

福島原発事故１０年、汚染水を海に流さな

いで！ 原発もうやめよう！ 

*******************************************************************************************

守田さんの報告を受けてフリーに話し合いました。以下みなさんの発言の要旨です。 

 海洋放出ではなく他の方法、技術もこれまでたくさん提案されてきた。それらをまともに取り上げ

ようとせず、初めから“放出ありき”で出てきたのが今回の政府方針だ。何より安上がりだから。

福島第２原発には広大な敷地がある。まだまだ貯水タンクで貯めておく余地も、汚染水解決のため

の時間も十分にある。 

 韓国でも中国でも原発のトリチウムを海に流していると言われるが、そもそも正常運転の排水と、

福島のように事故発生のデブリを冷却してのそれとは危険性が根本的に違う。同一に論じてはなら

ない。もちろん、正常運転でも海洋放出していいというわけではないが。 

 政府方針発表後のメディアは、もっぱら福島の漁業関係者の訴える“風評被害”を中心に報じてい

る。風評被害ではない。実害だ。そこをしっかり訴える必要がある。 

 地域で「放射能から子どもを守る会」を作り、食の安全のことを訴えてきた。この問題、消費者と

しても声をあげるべきだと思う。実害が目に見えるようにして訴え、「食」の問題を頑張ってやって

る人たちとも一緒にやっていきたい。 

 福島の人たちは“風評被害”を心配するが、本当は実害だ。福島だけでなく、日本中、海だから世

界中に危険な放射能を拡散していく実害だ。問題を風評被害にすり替えてしまうところに私たちを

“分断”する狙いがある。福島の人たちのことを思うとそれは辛いことだが、そこは乗り越えてい

かなければならない。分断を許さず、福島の生産者との共同の関係を作り、一緒になって頑張って

いくようにしないと。 

 この数日間、メディアの報道は「風評被害」問題と、「福島の人たちとの合意がない以上海洋放出は

しない」という約束を反故にした「手続き上の問題」論に終始していたような感じだ。ＮＨＫはじ

めメディアの影響は大きく軽視はできない。本当は実害だ、ということを分かり易く語り、訴えて

行くことが重要だ。「塩分の濃いラーメンをいくら薄めても塩分総量は変わらない」という例え話

なんかはとても分かり易い。 

 

■健康アンケートのとりくみ、４月２４日の総会準備のこと、その他について 

⚫ 「被爆２世・３世健康アンケート調査」の回答集約は現在７７人までになっています。目標の１０

０人めざして引き続き頑張っていきましょう。 

⚫ ４月２４日に迫った２０２１年度総会の準備について、提案する議案の検討、当日の役割分担など

を話し合い決めました。 

⚫ 被爆体験継承のとりくみは現在８９人までになっています。目標の１００人を達成して『語り継ぐ

ヒロシマ・ナガサキの心』〈下巻〉を発行する計画ですが、もう少し頑張る必要があり、そのことも

話し合いました。 

⚫ その他、参加者同士の近況報告なども紹介しあいました。 

⚫ 次回の例会は、５月２０日（木）、ラボール京都会議室、とすることを確認して例会は終了しまし

た。 
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「ふりそでの少女像建立 25 周年の集い」に参加して 

石角敏明（長岡京市） 

 

３月２８日、綾部にて「ふりそでの少女像」（正式名：「未来に生きる子ら」像）建立２５周年を記念

する集いがありました。集いは、綾部と像が設置されている「長崎原爆資料館屋上庭園」をオンライン

で結び実施されました。山崎綾部市長・田上長崎市長をはじめ「平さん」「加百さん」等多くの方々がメ

ッセージを寄せられていました。 

長崎から、松添博さんの絵本を基にして「紙芝居」を造られた「ピースバトン代表、調さん」の紙芝

居読み聞かせから始まり、「像の製作者、余江勝彦さん」が、「この像は多くの人の協力・応援で造るこ

とが出来た」と製作に関わるエピソードを語られました。作製する前に、長崎を訪問した時「青空が素

晴らしく」デザインは帰りの飛行機の中で直ぐに浮かんだ、製作中に若者が参加してくれた、完成し屋

上に設置する時に（１９９６年３月）、クレーンで吊り上げたが「本当に空を飛んでいるようで感動し

た」等、像に対する思いも語られました。でも像を設置しただけでは終わりではない、と毎年８月長崎

を訪問し、一人で像を清掃されていましたが、約１０年前から「長崎活水高校平和学習部」の皆さんが

手伝ってくれている、と紹介されました。 

その活水高校の皆さんは「ふりそでの少女―二つの物語」という冊子を作製されており、内容は「日

本語」「英語」「中国語」「ハングル語」の４カ国語で、「二人の少女の物語」と「像を作った中学生の物

語」が紹介されています。もちろん活水高校の皆さんもオンラインで集いに参加されました。 

そして、綾部の若者の活動の代表として、中学から高校までの「ふりそでの少女像」に関わる平和サ

ークル「みらいいろ」の創立メンバー「荒川さん」が、被爆体験者と一緒に広島の街を歩き、その体験

を紙芝居にしたこと「東アジア歴史体験キャンプ」に参加し、加害の歴史も学ぶ必要がある、等その後

の自分の活動・体験を報告されました。 

綾部の人なら知っている「アンネのバラ」接ぎ木活動に奮闘されている「山室さん」が、最初は「１

本」の原木から今では「８２００本」以上になっており、「平和のバトンを引き継もいでほしい」という

思いを込めて「接ぎ木会」を開催し、多くの人に参加してもらっており、活水高校・原爆資料館・長崎

市役所に送るとともに、綾部、福知山、舞鶴の小中高、養護学校にも接ぎ木を送った、と運動の広がり

を報告されました。 

最後に、参加者みんなで「ふりそでの少女」の歌を合唱して、福留志なさんの「戦争はあかん、平和

が一番」、若者たちの「造ったことで終わりではなくこれから平和の活動が始まる」という言葉を心に刻

んで散会しました。 

（「ふりそでの少女像を作る会」のＨＰも御覧ください） 
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他地域の２世・３世の方からいただいたお便りも紹介いたします。 

 

 

■コロナ禍の下でも 

野間優子（吹田市） 

会報の№１０１これからじっくりボチボチ読

ませていただきます。いつもすごい会報内容で、

学ばせていただいています。ありがとうございま

す。 

私は毎日元気に生活を楽しんでいます。ありが

たいです。コロナの関係で相川診療所での月～土

の毎日のボランティア活動が中止となり、ちょっ

と寂しくなっていましたが、３月から、ボランテ

ィアのみなさんと会ったり、体操したり、写経し

たり、週一回のとりくみを公民館でスタートしま

した。楽しいですよ。そんな私の生活報告です。 

「日本政府に核兵器禁止条約の批准を求める」

署名、５枚送ります。 

 

■富士宮市で「核兵器禁止条約の批准を求める」

意見書採択 

高野佳実（静岡県富士宮市） 

京都「被爆二世・三世の会」会報№１０１届き

ました。いつもありがとうございます。皆様のご

活躍に頭が下がる思いです。 

私の住んでいる富士宮市は、被爆者の会の支部

が無いので、二世の私が一人で平和グループと一

緒に活動しています。この度、国に核兵器禁止条

約に参加するようにとの意見書を富士宮市より

提出することが、あすの議会で決まる予定です。

２年前は否決されました。 

私の父が「核兵器廃絶の日を見ることができな

くて悔しい」と言って旅立ちました。その思いに

少しでも報いる事ができて、被爆者の子供とし安

堵しています。 

これからも宜しくおねがいします。 

 

■映画「ヒロシマへの誓い・・・」はすばらしく 

古田光恵（広島市） 

会報ありがとうございました。映画「ヒロシマ

への誓い・・・」はすばらしく、様々な闘いを思

いおこし、名越操さんの事、亡くなった被爆者の

ことを思い出して泣きながら２回見ました。広島

でも再上映が決まりました。また行こうと思いま

す。 

そして、広島の追悼記念館で昨年から企画展上

映をやっていました「四国五郎」さんの「時を超

えた兄弟の対話」を見られた方がおられますか？

コロナ禍で見られていない方が多いと思います。

ナレーションが「木内みどり」さんで、この録音

をされた夜広島のホテルで亡くなりました。ＤＶ

Ｄの貸し出しがあるので、何かの時にはお知らせ

ください。 

 

■映画『国民の選択』 

井坂博文（北区） 

久しぶりに劇場での映画鑑賞。会場は初めて訪

れる新風館（烏丸御池さがる）地下のアップリン

ク京都。映画の題名は「国民の選択」（宮本正樹

監督）。２０ｘｘ年を舞台に、国会で原発の是非

を決める国民投票の実施が発議される。「賛成か、

反対か」を巡って、福島原発事故の教訓、原発関

係会社に働く労働者、家族や職場の同僚、結婚前

の男女が真剣に議論していく。 

 改めて原子力とは、原発とは、核兵器とは、再

生可能エネルギ

ーとは、さらに

原発の危険性と

安全神話が次々

と展開されてい

く。さながら学

習会に参加して

いる感じ。原発

について知らな

い若い人がぜひ

観てほしい。 

 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvTilayy1WXVsAESGU3uV7/SIG=1252r593h/EXP=1445928154/**http:/illpop.com/img_illust/season/apr02_a23.png
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■被爆者のみなさんに肖像画を届けて 

増田正昭（下京区） 

コロナ禍のためなかなか肖像画を渡しに行け

なかった被爆者・斉藤綾子さん宅を訪問し、家族

の皆さんの前で贈呈してきました。大変喜んでい

ただきホットしています。 

午後からは伏見稲荷の近くの吉田廣子さんさ

ん宅を訪問し、同様に贈呈してきました。こちら

でも大変喜んでいただき、ホットしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現代の「不在地主」 

平 信行（南区） 

一昨年母が他界して、田舎（広島県北広島町）

に残された実家は無住の館になりました。いずれ

は売却から貸与するにしても暫くはそのまま維

持しておこうと思っています。しかし閉じられた

ままの家屋は痛みが早く激しいと聞いています

ので、適当な風通しが必要です。そんなサービス

をやってくれる住宅管理会社はないかと探しま

したが、山奥の田舎では営業地域対象外になると

の理由で断られてばかり。やむなく自ら帰郷して

風を入れる羽目になっています。 

ところがコロナの第３波とか緊急事態宣言と

かでその帰郷もなかなかままならず、やっと４ヶ

月間ぶりに帰ってきました。さらにこの日は、黄

砂の最も酷い日と重なって、家の中に風を入れて

いいのかどうか躊躇するほどでした。結局、風を

入れて、その後でまたクリーナーをかける手間ま

で、そのままトンボ帰り。 

田舎には、家屋だけでなく、（耕作依頼してい

る)田圃も、畑も、山林も、そしてお墓までもあり、

常に心配の種は尽きません。現代の「不在地主」

は大変です。（写真は黄砂にかすむ故郷の山々です） 

 

■映画『アオギリにたくして』 

山根和代（右京区） 

「アオギリにたくして」という映画を反核法律

家協会の紹介で知ってズームで見ました。京都で

も上映されたのでしょうか。多くの人に見てほし

い映画だと思いました。 

アメリカで上映したいそうですので、その際は

上映が可能な大学や平和博物館を紹介すること

にしました。自主上映会がコロナで困難な場合、

オンラインで見るというやり方は良いなと思い

ます。 

「アオギリにたくして」は、被爆者の被爆体験、

その後の人生を表現しており、感動的なので海外

でもきっと高く評価されると思います。４月１１

日には制作者や支持者の参加が多かったのです

が、参加者の自由な討論の時間があり、偶然二世・

三世の会の会員の方（榊原さん？）と知り合いま

した。 
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■私たちはどんな世界を生きているか  西谷 修 著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

新型コロナ禍で、世界が混乱に陥っている今、私たちはどんな社会で生活を

し、どこに向かおうとしているのか。著者は「西洋は過去２００年の」「日本

は明治１５０年」を振り返り、「今、どんな世界か？」を独自の観点でひも解

いてくれる。この本は「経済書」「歴史書」ましてや「哲学書」でもない。し

かし、読み進めば進むほど、引き込まれていく、「面白い本」であることは間

違いない。難しい「人生訓」の本ではない。「トランプは、なぜあれだけ人気

があるのか」等、わたしが疑問に思っていた問題が「なるほど、このような背

景があったのか」と理解が進む部分が多々あった。 

旧ヨーロッパとアメリカの「外部」（植民地政策）に対する考え方の違いを

分かりやすく分析しており、「何故新自由主義」がアメリカから発生したのか

も、教えられる。また「二つの大戦」が、ヨーロッパ社会・アメリカにどのよ

うな影響をもたらし、「なぜアメリカが覇権国家」になりえたのか、そして「ア

メリカ」がもたらす危険性についても警告してくれる。そして「新自由主義」

がもたらすグローバル化とＩＴ技術のおかげで、人間が勝ち取ってきた「自由」「平等」「解放」が失効

しつつある、と人類への警鐘も鳴らす。 

決して難しい「哲学書」ではない、新型コロナ禍後、日本、そして人間がどこに向かうべきかを考え

させてくれる内容であった。併せて「民主主義とは何か」（宇野重規）〈講談社現代新書〉を読まれるこ

とを薦めます。 

 

 

■原発事故は終わっていない  小出裕章 著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

著者は改めて紹介する必要はないと思いますが、「本著」は幅広い内容が書

かれており、現代あるいは過去の「原発問題」を理解することができます。

決して「難しい・難解言葉」で書かれていません。例えば、「原子炉」の抱え

る構造上の問題とか、福島第一原発で何がおこっているのか？ということを

難しく説明されているわけでもなく、「原発事故」の責任についても、「国・

電力会社には猛烈に重い責任があるが、同時に、日本人一人ひとりにも責任

がある」と著者は指摘をされ、我々に「原子力・原発」のもつ怖さを理解させ

ることで「脱原発」を考えてほしい、という願いを託されています。 

ここにはその期待を表すような「原発」を巡る事故以前から論議になって

いる「事柄」もとりあげ、解説もされています。「原発は二酸化炭素を排出し

ないから環境にやさしい」「原発は燃料代が低価だから電気代が安い」、そし

て今話題になっている「地下処分場受け入れ」問題等、原発賛成、反対に関わ

らず、国民皆が関心を持っている問題を取り上げ解説してくれています。も

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

講談社現代新書 

９００円＋税 

毎日新聞出版 

１４３０円（税込み） 



京都「被爆二世・三世の会」会報№１０２  ２０２１年４月１９日 

11 

ちろん「人形峠」「岐阜県東濃」のウランを含んだ廃物問題も話されています。これだけで「我々が今考

えるべき問題は何か？」という事が理解できる内容になっています。手にとりやすい装丁・厚さで教科

書的な役割を果たす本ではないでしょうか。「脱原発・反原発」を訴えるためには、大変参考になりまし

た。 

 

■京都労演 ５月例会の案内 

紹介 小林こうき（宇治市） 

♭ 窓を開ければ 港が見える 

メリケン波止場の 灯が見える ．．． 

「ブルースの女王」と呼ばれ戦争中、戦争遂行に物資全てが動

員される中、文化芸術も例外ではなかった。そんな時代に「軍歌

は絶対に歌わない！」前線慰問公演でも化粧をしドレスで歌う、

自分の信念を貫いた淡谷のり子をモチーフとした作品です。 

今回の例会は、昨年４月例会として緊急事態宣言が出される

直前に上演、新型コロナ感染拡大で不安から会員の約半数が観

劇を残念され舞台で、多くの再演を望む声に劇団、戸田恵子さ

ん、小和田獏さん・・・多忙なスケジュール調整で叶った例会と

なります。 

会場は呉竹文化センター（近鉄・京阪「丹波橋駅」西口） 

＊問い合わせは京都労演：☎075-231-3730   
http://www8.plala.or.jp/rouen/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■白血病・脳腫瘍発生率最大５倍近く 「被爆」低線量でも 

長崎市が被爆地域の拡大是正や原爆症認定制度の課題解決を目指し設置した 

市原子爆弾放射線影響研究会（朝長万左男会長）の会合が２５日、市内であった。国が定める市の「被

爆地域」外にいた被爆体験者と同程度の線量（２０～２５ミリシーベルト）のＣＴスキャンをした欧

米の２０歳までの約９５万人を調査した結果、スキャンをしていない人と比べ、白血病や脳腫瘍の発

生率が最大５倍近くだったとする海外の最新の論文が報告された。 

朝長会長によると、同研究は世界最大規模。取材に、ＣＴスキャンによる被ばくが「白血病などを

引き起こす危険性を証明すると考えられる」とした上で「被爆体験者にとって大変意味のある結果」

と述べた。他の委員からは、約９５万人は検査のために病院を受診しており「既に疾病を持っていた

可能性もあるのでは」などと、研究結果の根拠を問う意見も相次いだ。 

論文の研究は、英仏独など９カ国の放射線医学の専門家らが２０１１年から着手。今後、具体的な

放射線量に対する人体への影響など研究の詳細をまとめた論文の発表が予定されており、委員らが

再度検討する。 

研究会は１３年１２月に設置し、専門家６人で構成。会合は１２回目。次回は夏ごろを予定してい

る。新年度中に結論を出す方針。 

（２０２１年３月２６日 長崎新聞） 

Scrap 

book 

http://www8.plala.or.jp/rouen/index.html
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■黒い雨訴訟、高裁で勝訴し地域拡大を 

立川相互ふれあいクリニック医師 青木克明（被爆二世） 

２０１５年に「原爆黒い雨被爆者訴訟」が広島地裁で開始され、昨年７月に全員勝訴判決が出たが、

広島県・市は国が検討を開始することを理由に控訴した。 

２月１７日の控訴審第２回公判で原告の高東征二さんは「死への坂道を転がり落ちるような一日

一日をやっとの思いで生きてきました。全ての黒い雨被爆者を『被爆者』と認めて下さい」と訴えた。

裁判長は、争点は放射線を受けた「事実の有無」ではなく「可能性の有無」どあるとして釈明を求め

て結審し７月１４日に判決が出る。 

厚労省で昨年１１月から「第一種健康診断特例区域等に関する検討会」が始まった。３月１８日の

第３回では、放射性降下物の拡散と土壌に関する調査の中間報告が京都大・広島大・長崎大ワーキン

ググループ（ＷＧ）の責任者である京都大の五十嵐教授から出されたが、検討会構成員からは爆発と

気象のシュミレーションは困難との意見が相次いだ。 

国は、参考資料として長崎の第２種健康診断特例区域の根拠となったＰＴＳＤに関する調査報告

書、残留放射線の関与は初期放射線測定値の誤差範囲とする放影研の見解などを出している。黒い雨

には健康に影響をおよぼす程の放射性物質は含まれておらず、原告の訴えはＰＴＳＤだとして、ＷＧ

のシュミレーションをもとに長崎の第２種健康診断特例区域にあたるものを広島にも作って対象疾

患を発症した場合は公費負担とすることを目論んでいると思われる。 

高裁で勝訴するとともに、第一種健康診断特例区域の拡大を実現しなくてはならない。 

（２０２１年４月６日 被団協しんぶん） 

■核ごみ カナダに輸出構想  元首相関与、日本業界に打診 

日本の原子力発電所から出る放射性廃棄物「核のごみ」について、カナダ北東部で地中に埋める処

分場を造り、日本から受け入れる構想の存在が明らかになった。カナダ公共放送ＣＢＣによると、構

想にはクレティエン元首相が関与。日本の一部原子力産業の関係者に昨年２月ごろ打診があり、カナ

ダを同４月に訪問して話し合う予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で見送りになっ

たという。一方、地元政界は構想実現の可能性を否定している。 

クレティエン氏は１９９３年から２００３年まで首相を務めた。カナダ政府や日本政府の関与は

不明だが、構想が事実なら日本からの核のゴミの「輸出計画」が秘密裏に持ち上がっていたことにな

る。 

ＣＢＣは１日、当事者間のメールを入手して報道。処分場慧ス節の構想があるのは北大西洋に面し

たニューファンドランド・ラブラドル州で、米エネルギー省の元高官やカナダの企業が加わってい

る。クレティエン氏は１９年夏に別の日本側の関係者にあてた書簡で「地層処分構想を進めるために

カナダ（政府）や州、パートナー国での議論を調整し、そこに参加するつもりだ」として会合に招待。

日本側は「情報が漏れないよう最大限の注意を払う必要がある」とした上で「個人として参加する」

と返信したいと言う。 

弁護士であるクレティエン氏は、ＣＢＣの取材に対し直接的な関与は否定しながらも、自身の所属

する法律事務所が「（構想を）推進したいグループのために法律業務をしている」と構想の存在を認

めた。その上で、ウラン生産が盛んなカナダの状況に言及し、「ウランを売ることで我々は金をもう

けた。我々のウランを買った国が直面する問題を解決する手助けをすべきだ」と持論を述べた。 

日本の原子力関係者も毎日新聞の取材に、カナダ側の構想を知る人物が日本国内の関係者に接触 
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▼安倍政権も、それを引き継ぐ菅政

権も、ひどいことをする政権だとい

うことは数々の「実績」から体験して

いたことですが、４月１３日の原発

事故汚染水海洋放出決定は、一層の“ひ

どさ”を痛感することになりました。先週の直前に

漁協との人たちとの話し合いの場を慌ただしく設定

し、漁業関係者の「あくまで反対」の意思があるに

も関わらず一切無視して「問答無用」で強行する。

漁業関係者、福島県民、そして日本中の多くの人々

の民意をこれほど蔑ろにした方針決定はないでしょ

う。民意などまるで馬鹿にした政治姿勢です。４月

１５日の例会は、このことに怒りに満ちた会議とな

りました。▼同時に、海洋放出決定の問題点が「風

評被害」と「決定手続き」だけにあるかのような歪

められたメディアの報道ぶりにも怒りと危機感を感

じ、例会ではそのことについても意見がたくさん出

されました。汚染水は薄めれば安全になるのか、そ

もそもＡＬＰＳによって汚染水はどこまで浄化され

ているのか、トリチウム以外の放射性物質の危険性

はないのか、海洋放出が本当に「唯一現実的な方策

なのか」、薄めて放出」方針で一体何年かかるのか、

思えば数々の疑問点、問題点が噴出してきます。そ

の一つひとつの問題点を丁寧に解き明かし、これを

いい機会に、原発問題、放射能汚染問題の理解をも

う一歩深めていくことが必要ではないか。もちろん、

海洋放出を絶対許さない運動を強めるとともに。

(平)

編集 

後記 

し、アドバイスを求めていたことを明かした。 

カナダでは核燃料廃棄物管理機関が核のゴミを埋める最終処

分場の建設計画を進めているが、候補地は東部オンタリオ州の２

ヵ所になっている。ＣＢＣによると、ニューファンドランド・ラ

ブラドル州のヒューレイ州首相は、２０年夏にクレティエン氏か

ら構想を聞かされたが、拒否したと説明。州政府内で正式に議論

される可能性について「ゼロだ」と述べた。 

日本は原発で使われた核燃料を再利用する「核燃料サイクル政

策」を目指している。使用済み核燃料の再処理後に残る高レベル

放射性廃棄物は地中深くに埋める「地層処分」を計画。だが最終 

処分場は決まっておらず、現在は青森県六ヶ所村などの施設で保管されている。クレティエン氏は、

保管するのは「使用済み核燃料」と説明しており、再処理前の使用済み核燃料を受け入れることを想

定しているとみられる。 

（２０２１年４月５日 毎日新聞） 
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２０２１年５月（皐月・さつき）行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

５ １ 土 2021 年メーデー 

 2 日  

 

 
３ 月 

憲法記念日 

５・３憲法集会 in京都（１３時３０分・円山野外音楽堂） 

 ４ 火 みどりの日 

 ５ 水 立夏・こどもの日 

２０２１ 
 ６ 木 

２０２１年国民平和大行進スタート（１０時・東京・夢の島） 

６・９行動 

 

 

７ 金 キンカン行動 

 ８ 土 世界赤十字デー 

 ９ 日 
母の日 

６・９行動 

 １０ 月  

 

 

１１ 火  

 １２ 水  

 １３ 木 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審判決（１３・１５分・大阪高裁） 

 １４ 金 キンカン行動 

 

 

１５ 土 沖縄返還記念日（１９７２年） 

 １６ 日  

 

 

１７ 月  

 １８ 火  

 １９ 水 安保法制廃止をめざす集会とデモ 

 ２０ 木 京都「被爆二世・三世の会」５月例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 ２１ 金 
キンカン行動 

ビキニ環礁でアメリカの水爆実験（１９５６年） 

 ２２ 土  

 ２３ 日  

 ２４ 月  

 ２５ 火  

 ２６ 水  

 ２７ 木  

 

 

２８ 金 キンカン行動 

 ２９ 土  

 ３０ 日  

 ３１ 月  

 

 


