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２０２１年４月２４日（土） 

２０２１年度総会 

ラボール京都会議室＋オンライン(Zoom) 

被爆体験の継承（９０）  命をつないだ被爆者手帳       佐藤 稔(仮名)さん 

被爆体験の継承（９１）  原爆に遭っていること言えなかった  米澤重人 さん 

被爆体験の継承（９２）  三佐男高行さんに捧げる核兵器禁止条約の報せ  吉田妙子さん 
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京都「被爆二世・三世の会」２０２１年度年次総会は４月２４日(土)、午後１時３０分からラボール

京都４階第一会議室とオンライン(Zoom)併用によって開催しました。出席者は会場参加者２９人、オン

ライン参加者１０人の合わせて３９人でした。この他、後半の記念講演には会員外のみなさん約３０人

が主にオンライン参加され、すべて合わせると約７０人の参加の総会になりました。 
 

１、２０２０年度の活動のまとめと２０２１年度方針の承認 

総会の前半は２０２１年度総会の議案の審議です。議長に石角敏明さんを選出し、冒頭、来賓として

お招きした原発賠償京都訴訟原告団の福島敦子さん(共同代表)から連帯のごあいさつをいただきまし

た。議案はすべてまとめて世話人代表の平信行さんが提案。米重節男さんから代読で監査報告が行われ

ました。４人の会員から、被爆者の肖像画作成のとりくみ、京都教職員組合女性部の清水寺６．９行動

１３００回目の報告、被爆二世・三世健康実態調査アンケートの重要性などについて発言がありました。 

２０２０年度活動のまとめと決算報告、２０２１年度方針と予算案、役員体制の議案は一括して拍手

で可決承認しました。 

 

２、玉山ともよさんの記念講演 

総会の後半は、玉山ともよさんによる記念講演

でした。講演タイトルは「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」で、約１時３０

分。講演内容は、①核被害の補償について、②核

のゴミ問題について、③最近の気になる動向の３

本柱で、４０枚のパワーポイントスライドを用意

していただき、それに沿ってお話しいただきまし

た。以下講演内容の要旨紹介です。 

最初のテーマは「核被害の補償について世界の

現状」報告です。具体的には、日本の被爆者援護

法に基づく補償制度と、アメリカの二つの補償制

度(ＲＥＣＡとＥＥＯＩＣＰＡ)とを比較しなが

ら、その特徴が紹介されました。私たちは最近に

なってアメリカ国内には多数の核被害者のある

ことに目を向け始めたところですが、不十分と言

いながらも、核被害者の対する補償制度のあるこ

とは初めて知り、その観点から核被害の実態に迫

っていくことにも重要な意味のあることを知る

機会となりました。 

日本の場合、制度的に補償されているのは広

島・長崎の被爆者だけですが、アメリカの場合、 

核実験の風下住民、核実験従事者、ウラン労働者、 

 

核兵器関連施設労働者と幅のあるのが特徴で、日

本との大きな違いです。核兵器を持たない日本で

すからある意味当たり前のことですが、これから

原発関連被害の補償を作り出していくことを考

えれば、アメリカの制度の実態は重要な情報だと

思いました。 

玉山さんは、日米の比較のポイントとして、公

式謝罪、補償対象者、補償範囲、認定基準、対象

疾病の限定、賠償金、医療補償等々を掲げ、それ

ぞれに丁寧な解説を加えられました。私は１０年

近くノーモア・ヒバクシャ訴訟の支援に参加して

きて、文字通り補償制度に関わってきましたので、

アメリカとの比較によって、あらためて日本の補

償制度の持つ意味について考える機会にもなり

ました。玉山さんの評価によると、日本の被爆者

手帳制度というのは、非常に優れた世界的に例を

見ないシステムだとのことです。 

４月２４日(土）京都「被爆二世・三世の会」２０２１年度総会の報告 
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「核被害者の補償」のテーマの中では特に３つ

のことが印象に残りました。 

 

一つは、被ばく被害者がヒバクシャになってい

くプロセス＝(被ばく被害者➡➡➡ヒバクシャ)

の、➡➡➡の部分には、ものすごい物語があって、

苦悩があって、苦労があって、語り尽くせないい

ろいろな経験と実態があって、そうしてカタカナ

のヒバクシャになるのではないか、という指摘で

す。それを乗り越えていかなければならない課題

も提起されました。 

二つ目は、核兵器禁止条約だけでいいのか、と

いう問題提起です。それを発展させて、民生用、

軍事用両方の核禁止条約が必要なんじゃないか。

放射能は非人道的そのものであり、人類のみなら

ず地球環境、すべての生物に対する犯罪だと私は

考えるからです。職業被ばく、労災というのも、

職業被ばくだけじゃなくて民間人に対する被ば

くの補償もする必要があるんじゃないか、と提起

されたことです。 

三つ目は、セミパラチンスクの補償制度「セミ

パラチンスク社会的保護法」では二世も補償の対

象に定められているということです。すごく限定

的で補償金額も少ないとのことでしたが、こうし

た一部の国では２世・３世にも、遺伝的影響含め

た補償措置が行われたているとのこと。講演では

詳しい説明はありませんでしたが、大変興味惹か

れる部分でした。 

講演の第二のテーマは「核のゴミ」問題でした。

ここでお話しされたのは核のゴミ一般の話では

なく、具体的に進んでいる日本の人形峠と東濃の

放射性廃棄物を、アメリカユタ州のホワイトメサ

のウラン精錬所に輸送して処分する計画でした。

その手口の鍵は、放射性廃棄物を廃棄物としてで

はなく、ウランを含む資源として、リサイクル資

源として取り扱って、バーゼル条約や放射性廃棄

物国内移転条約などの規制の目を潜り抜けて行

おうとしていることです。日本側の事業者は双日

マシナリーという会社です。実質、不法な放射性

廃棄物の移転、処理です。何よりユタ州の、特に

先住民族の人々の命と健康を危険にさらし、環境

に重大な事態をもたらす行為は許されるもので

はありません。玉山さんの講演は、自ら情報公開

請求をして、その実態を明るみにされてきたもの

でした。目の前で具体的に進んでいること、日本

の放射性廃棄物のことですから、私たちの胸にも

深く突き刺さる内容でした。 

 

講演の最後、第三のテーマは「最近の気になる

動向」です。今年の３．１１に関係した一つのセ

ミナーの内容と参加者の話から、いかに原子力災

害や被ばくを過少評価する国際的基準が「作り出

されていくか」が話されました。その結果は、必

ず誰かに押し付けられる、必ず社会の弱いところ

にしわ寄せされる。しわ寄せは無知というところ

から来ることが多い。だからやっぱり知らなきゃ

ならない。知ったら行動を起こさなければならな

い。おかしいこと、間違っていることに対しては、

我がことととして行動していくことが大事なの

ではないかと訴えて、講演を閉じられました。 

玉山さんは有機農業家です。そして自らを市民

科学者だと紹介されました。「ただの人だけど、で

も真理を追究したい、知りたいということで市民

科学者なのだ」と。土とともにあり、アメリカ先

住民族とともにある中から生み出されてきたよ

うな講演であったと感じました。 

尚、玉山さんの講演は、後日講演録として作成

し、配布させていただく予定です。 
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被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（８７） 

 

５月１３日、高裁第１２民事部が一審判決を破棄して、認定申請以来 

１０年の歳月をたたかってきた高橋一有さんに逆転勝訴の判決言い渡し！ 

２０２１年５月２３日（日） 

 

 

一昨年の２０１９年１１月２５日に一審で不

当な敗訴判決を受け、控訴してたたかってきた高

橋一有さん(７９歳、兵庫県三木市)が５月１３日

(木)判決の日を迎えた。コロナの緊急事態宣言下

のため今回も事前集会、入廷行進も何もなくそれ

ぞれが直接高裁第７４号法廷に集まることにな

った。１５席程度に制限されている傍聴席はすぐ

に埋まった。２０１９年以降をふりかえってみる

と一審で４人の原告が勝訴を勝ち取ってきたが、

一方で残念ながら地裁、高裁で延べ６人の原告が

敗訴になっている。今回も決して楽観はできない、

予断は許さないぞ、という思いで開廷を待った。 

午後１時１５分開廷。牧賢二裁判長(高裁第１

２民事部)から判決の主文が読み上げられた。「一

審判決を変更する。(国の)却下処分を取り消す」

と私には聞こえた。やった、勝訴だ！思わず拳を

握りしめる。弁護団席、傍聴席に、一瞬熱いもの

が流れた。判決の要旨説明などは一切なく閉廷。

みんな晴れ晴れとした表情で、笑顔を交わしなが

ら報告集会会場の弁護士会館へと移動。判決後の

旗出しもしないことになっていたが、この日は

上々の好天気。「旗出しやればよかったなあ」の声

が、ちょっとうらめしっぽく上がった。 

 

弁護団による判決分析をしばらく待ってから

勝利の報告集会が開かれた。最初に愛須勝也弁護

団事務局長から判決の要旨と評価について、以下

のような報告が行われた。 

高橋さんは４歳の時、８月１２日に長崎爆心地

から１．２㌔の距離に入市して被爆。申請疾病は

心筋梗塞。これまでの原爆症認定訴訟の到達点か

らすれば勝てるはずの内容だった。地裁第２民事

部の三輪方大裁判長が下した判決は、途中までは

積み上げられてきた原爆症認定訴訟の判断基準

を述べながら、途中からそれまでとはまったく異

なる異質な基準を持ち出してきて、結論を請求棄

却に導いた。原告の浴びた被ばく線量を具体的・

定量的に示すことができないので放射線の影響

があったとは言えない、放射線起因性を認めるこ

とはできないというもの。聞いたこともない論理

で、原爆症認定訴訟の判決の流れに大きなブレー

キをかけ、水を差すもの。到底許されない判決だ

った。 

控訴審では阪南医療生協診療所所長の眞鍋穣

先生に詳細な意見書を書いてもらい、証人として

採用申請もした。証人申請は却下されたが、その

代わりに弁護団は国の主張に対して徹底して反

論することを重視し、最終的には二度に渡って反

論する機会を得て、それを提出するまでに至った。 

今回の判決は全体でも２３ページ、コンパクト

なものだったが、その論旨は明快だった。「控訴人

が健康に影響を及ぼす程度の線量の被ばくをし

たと認められる以上、その放射線被ばく量が具体

的・定量的に認定できないことによって上記認定

が妨げられるものではない」として、高橋さんが

いろいろな状況から被ばくした可能性は明らか

であり、具体的・定量的な線量が明らかにならな

いのは当然であって、それをいちいち立証する必

要はない、ということが明確に示された。これだ

けで勝利の核心になるものだった。 

閉廷後の勝利報告集会(大阪弁護士会館) 
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一審判決は、高橋さんの心筋梗塞発症年齢(好

発年齢)、脂質異常症、高血圧症などを取り上げ、

これら他原因によって放射線起因性を否定した。

今回の高裁判決はその点でも、「これら他の危険

因子により、放射線の影響がなくとも当該疾病が

発症していたという特段の事情があるとは言い

難いから、高橋さんの心筋梗塞は放射線起因性を

肯定すべきある」とし、一審判決との大きな違い

をハッキリ示した。 

これまで我々が集団訴訟で積み上げてきた心

筋梗塞の判決の到達点を、地裁の三輪裁判長によ

って一度は突き崩されたけど、今回もう一度元に

戻すことができた。高裁判決で、厚労省が定める

積極的認定基準(心筋梗塞で入市被爆の場合、原

爆投下から翌日までに１．２㌔以内入市)を超え

る範囲での心筋梗塞の原爆症認定を認めたこと

は、非常に大きな意味がある。これは近畿の裁判

だけでなく、全国の原爆症認定に与える影響も非

常に大きなものがある。 

判決では、眞鍋先生に書いていただいた意見書

の主張、例えば高橋さんの眼球摘出手術などは原

因が被ばくによる免疫異常以外考えられないこ

と等すべて採用された。一方、国の主張はほとん

ど排除された。 

高橋さんの元々の認定申請は２０１１年(平成

２３年)だから、今日まで１０年を要した。兵庫県

三木市に住む高橋さんは裁判所に来るだけで片

道２時間以上かかる中をずっとたたかい続けて

きた。心筋梗塞を発症した被爆者がここまでやっ

てようやくこの判決を勝ち取ることができた。そ

れは素晴らしいことではあるが、ここまでしない

と認定を得ることができないという、認定行政の

持つ深刻で大きな問題を示すことでもある。 

国に対しては上告するな、判決を確定させろと

いう運動が当面必要だが、これから認定基準をあ

らためさせていく運動をすすめていく上でも非

常に大きな意味を持つ判決であった。今回非常に

大きな意味を持つ判決を得て、私たちも一層強く

確信を持つことができた。 

 

２０１３年の提訴以来高橋さんを担当し続け

てきた小瀧悦子弁護士から感動のあいさつが行

われた。まず何より、今日出廷はできなかった高

橋一有さんの喜びの声が紹介された。本当は今日

はご本人も来たかったらしいが、コロナ感染とご

本人の体調を心配して自重していただいたよう

だ。 

小瀧弁護士は、負けるはずがないと思っていた

一審の判決にびっくりし、同時にどうしてもっと

やれなかったのかという悔いと思いを残してき

た。その反省を生かしつつ控訴審では、眞鍋先生

にも協力いただいて、全力でぶつかり、意見書は

２通出してきた。今日はその結果を得られてとて

も嬉しく思っている、と感想とみなさんへのお礼

が述べられた。 

続いてもう一人の担当、大槻倫子弁護士から感

想が述べられた。高裁第１２民事部の交代前の裁

判長は判決を急ぎたい意向を持っていたが、私た

ちはそれを蹴って、最後まで主張を尽くすという

道を選択してきた。それだけに今日の判決には実

はものすごく不安も大きかった。しかし私たちの

選択が正しかったことが証明されて本当に良か

った。ほっとしたのが正直なところ。絶対に上告

させてはいけない。これから２週間、“上告するな”

の声を挙げて、国に突き付けていきましょうと呼

びかけられた。 

大槻弁護士からは、代読によって高橋さんから

の以下のコメントが紹介された。 

『裁判所が、私の被爆について丁寧に見てくだ

さり、原爆症であると認定してくれたことは、大

変うれしく思っています。ただ、私が原爆症認定

申請をしてから１０年以上経っています。国には、

これ以上、私の被爆を否定するようなことはやめ

てほしいです。』 

勝利のお祝いの花束が用意され、高橋さんに代

わって小瀧弁護士が受け取られた。 

 

高橋さんを担当してきた小瀧悦子弁護士 
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みんなもっと勝利の余韻に浸りたい様子では

あったが、コロナ感染に配慮して報告集会はでき

るだけ短時間とされ、尾藤廣喜弁護団幹事長のあ

いさつの後、最後に藤原精吾弁護団長のまとめが

以下のように述べられて、締めくくられた。 

不当な一審判決を破棄させて逆転勝訴判決を

勝ち取った。非常に励まされることになった。「司

法は生きていた」と語られたことがあるが、私た

ちも「裁判所は死んでいなかった」と感じること

になった。正しい考え方をとれば、原爆症認定は

当然なされるべきだったのだ。 

今から１５年前、２００６年、大阪地裁で９人

全員勝訴した時、あれほど嬉しい裁判はなかった。

あれから勝利を積み重ねてきたけど、だんだんと

被爆者も減り、原告となって訴える人も少なくな

ってきた。その足元を見るかのように厚労省は悪

い基準を押しつけてきた。その歯止めとなってき

たのが裁判所だったが、集団訴訟ではなくなって

くることにつれて、司法も行政言いなりの判決が

出てくるようになった。しかし、悪い判決があっ

ても決して諦めてはならないことを今日の判決

は教えてくれた。正しいことを確信をもってすす

めていきたい。 

ノーモア・ヒバクシャ訴訟を勝ち切って、その

訴えを基にして日本政府が核兵器禁止条約に参

加する大きな流れも作っていきたい。裁判は少な

くなっていくが、すべてが終わってしまうまでに、

地球上の全人類のためにも、核兵器禁止条約に近

づく活動の一環として裁判を頑張っていこう。 

 

高橋一有さんについては、国に対して上告をさ

せない、判決の確定をさせていくことが当面の最

重要課題となる。 

今年１月１４日に控訴審で敗訴となったＴ・Ｉ

さんは最高裁への上告手続きがとられ、係属部が

第２小法廷に決まった。 

近畿訴訟の次の日程は６月２４日(木)。Ｙ・Ｍ

さん(故人、食道がん)とＯ・Ｈさん(７７歳、心筋

梗塞)の二人の原告の控訴審(第１４民事部)で、

眞鍋先生の医師証人尋問が行われる。 

地裁第２民事部の係属で、原爆症認定の更新却

下処分の取り消しを求めて争っていた原告のＳ・

Ｔさんについては、３月、大阪府(実質厚労省)が、

判決を待たずに自庁取り消し(却下処分の取り消

し)を行って、原爆症認定は継続更新されること

が決まった。私たちの運動と、第２民事部の森鍵

一裁判長の的確な訴訟指揮の前に、大阪府(実質

厚労省)は訴訟継続を断念することになった。も

しＳ・Ｔさんが提訴していなかったら、Ｓ・Ｔさ

んの更新申請はそのまま却下され、泣き寝入りせ

ざるを得なかった。したがって、行政による自庁

取り消しではあるが実質的な勝利、勝訴であり、

目的は達成された。 

しかし、行政の姿勢としては重大な問題が残さ

れたままだ。Ｓ・Ｔさんは実際上治療の継続が必

要な状態であったにも関わらず、行政は形式的な

扱いで切り捨ててしまおうとした。この姿勢を改

めさせる必要がある。そのため、弁護団は「二度

とこのようなことをするな」という趣旨の申し入

れをし、それ対する確かな確約、言質を得た上で、

裁判の取り下げをすることにされている。それま

でＳ・Ｔさんの裁判は形式上は続いている、との

報告であった。 

 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

（２０２１年０５月２６日(水) １０：００ 地裁第２民事部 １００７号法廷    Ｓ・Ｔさん弁論) 

２０２１年０６月２４日(木)  １３：３０ 高裁第 14民事部 ２０２号法廷   眞鍋医師の証人尋問 

最高裁への上告                 第２小法廷に係属        Ｔ・Ｉさん 
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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。 

 

 

■日赤の核兵器禁止条約アピール 

井坂博文（北区） 

連休の間に、日本赤十字(日赤)の会員さんから

わが家のポストに封筒が届きました。 

日赤の春のキャンペーンの封筒表紙に原爆ド

ームと折り鶴の写真が載せられ、「人間を救うの

は、人間だ」と記し、「核兵器の禁止に関する条

約が２０２１年１月２２日に発効し、国際人道法

の法規の一つとして新たに名を連ねました」と書

いてあります。 

そして、私のホームページをいつも見ていると

あり、私が被爆二世であるので届けた、とのこと。

なんかむちゃくちゃ嬉しくなりました  

日赤もここまで言っているのだから、日本政府

は一刻も早く条約に批准すべきです。 

電話してお礼を述べ、了解をいただき Facebook

にもアップしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■玉山さんの講演の「ごまかしの手口」と「ゲノ

ム解析」 

門川恵美子(横浜市) 

京都の総会に参加させていただいてありがと

うございました。家で京都の会議を見ることがで

きるなんてびっくりです。発言者のお一人お一人

の日頃の活動も感じられ、すごい人たちの集まり

だなあと思いました。 

会員さんが１００人になったそうですね。届い

ていますね。自分にとって必要な活動だ、つなが

っていたいと思われる方々が増えているのです

ね。 

玉山さんのお話、もう一回聞きたいです。ＹＯ

ＵＴＵＢＥでの配信ありがたいです。「ごまかし

の手口」・・・そろそろ疲れてもうろうとした頭に

直球で入ってきた言葉。えっ、詐欺師の手口？ミ

ステリー好きの私にはたまりません。 

でもこれは小説の話ではない。正直、こんどの

放影研の「ゲノム解析」の提案にやられそうにな

り、Ｍ・Ｓさんに止められました。「相手の土俵に

のってはだめだ」。うちの会員さんにも「理由の分

からない不調に悩まされ続けてきた自分の身体

を差し出すからどうぞ解明してほしい。」と言わ

れたのです。 

玉山さんの解かれる「手口」のひとつひとつが

まさに原爆被害者に対する政府のやりかたでし

たね。被爆者はそれを見抜きはねのけて運動を続

けてきたのですよね。被爆者に出される「健康管

理手当」は放射線の影響は問いません。運動の成

果ですね。でもまだ「起因性」とか距離とか時間

とかで補償をしぶる。 

交渉のたびに言う厚労省の言葉。「二世・三世へ

の遺伝的影響はみとめられない、「科学的知見」が

ないことに援護はない」。「でも晩発性も考えられ

るから調査を続ける。」って「あるかもしれない」

っていうことですよね。「二世の出生時に障害や

死亡が多いことが分かった。でもそれは被爆者の

貧困生活のせいかもしれない。だからゲノム解析

を」と。ごまかしの言葉が蔓延してる。その解析

結果をどうごまかしの手口に使うんだろうと気

を引き締めないといけませんね。口車に乗っから

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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ないように。 

だから京都の健康調査は大事なんですとＭ・Ｓさ

んは言われています。 

 

■深草中学で２回目の語り部 

平 信行(南区) 

５月１７日(月)、伏見区の深草中学から依頼を

受けて、３年生の修学旅行前の事前学習会で、被

爆体験を語ってきました。昨年の１１月５日に続

いて２回目の同校訪問です。語るのは被爆者の花

垣ルミさん。今回はその後で短時間、私も話させ

ていただきました。私が話したのは広島の学徒動

員で建物疎開作業中に７，０００人近い生徒たち

が犠牲になったこと。聴いている生徒たちとほぼ

同じ年齢の１２～１３歳の人たち。広島に行った

ら、動員学徒慰霊塔にも立ち寄っておまいりして

欲しいと言っておきました。 

深草中学は毎年沖縄に修学旅行に行っていま

したが、昨年からコロナのために、行き先を広島

方面に変更されたとのことです。以前、上京中学

からも長崎へ修学旅行へ行くので、長崎で被爆さ

れた人を紹介して欲しいと依頼を受けたことが

ありますが、こうした学校の増えていくことを期

待しています。 

 

■東京の被爆二世の会「おりづるの子」の会報(５月１０日)で、『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』

〈上巻〉を紹介していただきました。 
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■福島が沈黙した日－福島事故と甲状腺被ばく   榊原崇仁 著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

あの事故から「１０年」経ち、マスコミで取り上げられ、書籍も多くの点

数が発刊されました。マスコミは、福島の「今」を取り上げたものが多かっ

たようですが、書籍は「なぜ、原発事故は起こったのか」と「被災者（狭い

意味での）を取り上げたもの」の二つに分けられるのではないでしょうか。 

この本は「なぜ、甲状腺内部被ばく測定者数が少ないのか？」という著者

の疑問を、自身が「情報公開」を駆使して追求していくものです。疑問に思

ったことについての「情報」を集め、当事者に直接確認を取っていく、（拒否

をした当事者もいたが）新聞記者ならではの内容です。ここには「出来るだ

け被災者に寄り添う」という姿勢は全くみえない国・自治体の姿だけでなく、

それに「手」を貸す研究所・研究者の姿があぶり出されています。特に「放

医研」の姿勢には「唖然」とさせられます。（資料・文書が残されていたから

追及が可能になったことも忘れてはならないが）「甲状腺被ばく測定」が、

なぜ１，０８０人で終わったのか？その背景は？放射線の被害、その痕跡は

「闇」に葬られたと、事実だけで、その謎を解明していきます。また「緊急

被ばく対応マニュアル」は全く役がたたないことが明確になっています。「新型コロナ対応」をみても分

かる通りです。ここに紹介されていることは、決して福島だけの問題ではなく、全国の原発でどこでも

起こりうる事例です。 

 

 

■福島第一原発事故の『真実』   ＮＨＫメルトダウン取材班 著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

かなりの「大作」ではあります。今まで「語られていた」ことは、はたし

て事実なのか。「事故」の本当の原因は何なのか。関係者と思われる人物を、

捜し出し取材をする、ＮＨＫという大きな組織だからこそ出来たと思いま

す。読み進めば進むほど、「腹が立つ」というのか「怒り」が沸いてきます。

１号機から４号機の危機については報道されていましたが、「５号機」の危

機については本書で初めて知りました。４号機の使用済み核燃料プールの水

が干上がらなかったのは、「偶然」のなせるわざであったということは広く

知られていますが、１・２・３号機の「核納容器」が破壊されなかったのも、

「偶然」の産物であったことが、この１０年間の検証で明らかになりました。

例えば「２号機」は「注水」が出来なくなったために「水素爆発」を起こさ

なかったそうです。「事故」調査が進めば進むほど、技術者が予想していな

かったことが起こっており、「設計上は安全である」と考えられていた対策

がかえって「事故を深刻化させた」という事態。これは「あの極限の危機に

おいて、人間は『核』を制御できていなかった、それが『真実』である」という事実を我々に突きつけ

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

集英社新書 

９００円＋税 

講談社 

3,200 円＋税 
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ます。 

しかし、まだまだ未解明な部分が多々あり、新たな事実が見つかり、原発技術者が「予想」できない

事故が起こっていたことが分かってくるのではないかと指摘しています。それだけ「核」「原子力」とい

うものは人間にとって「制御」出来なく「危険」ものである、ということ知ることができる報道記録で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■似島に平和の新拠点開館 「資料館」住民有志が整備 

被爆者の遺品など１００点 

旧日本軍の遺構があり、原爆投下直後に多くの負傷者が運び込まれた広島市南区の似島に１１日、

「似島平和資料館」が開館した。住民有志たちでつくる「似島歴史ボランティアガイドの会」が平和

学習の拠点として整備し、戦争遺構に関する資料や被爆者の遺品など約１００点を並べる。 

島の南東部にある「慰霊の広場」にオープンした資料館は、鉄骨平屋約５０平方メートル。軍用桟

橋や軍馬関係の施設といった遺構の説明パネルをはじめ、ベルトのバックルなど、発掘調査で見つか

った被爆者の遺品を中心に展示している。 

似島には日清戦争から太平洋戦争にかけて軍用施設が建設され、外国から帰った兵士たちの検疫

所や捕虜収容所などが置かれた。原爆投下直後、臨時野戦病院となった施設には多くの負傷者が収容

された。 

資料館を整備、運営する同会は、「軍都広島」を伝える島の歴史の風化を懸念して昨年９月に発足。

市の補助金を活用した資料館建設と並行し、市と共催で約２０人のガイド養成に取り組んでいる。 

現地でこの日あった記念式には、同会メンバーや松井

一実市長たち約８０人が出席した。地元の郷土史研究家

で、同会の宮崎佳都夫会長（７３）は「若い世代に戦争

の悲惨さを伝える場にしたい」。被爆者の空民子さん（７

９）＝中区＝は「平和について考える人が増えるきっか

けに」と願っていた。 

新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、資料館は当

面、電話での申し込みに応じて開ける。 

同会☎０８２（２５９）２１２０＝平日午前１０時～

午後５時。   （２０２１年４月１３日 中國新聞） 

Scrap 

book 

■被服支廠耐震化を表明 広島県 ２棟保存へ一歩 内部見学案 来年度にも着工 

広島県は１９日、広島市南区にある最大級の被爆建物「旧陸軍被服支廠（ししょう）」のうち、所

有する全３棟を耐震化する方針を正式に表明した。２０１９年１２月に打ち出した安全対策の原案

「２棟解体、１棟の外観保存」から事実上、方針転換し、保存へ踏み出す。早ければ２２年度に着工

できる見通しとなり、活用策は今後、検討する。 

被服支廠は近年、存廃議論で揺れ続けてきただけに、今回の方針は「物言わぬ証人」と呼ばれる被

爆建物を後世に残す大きな節目となる。１号棟前で被爆した市民団体「旧被服支廠の保全を願う懇談

会」の中西巌代表（９１）＝呉市＝は「保存をしてくれると受け止めている。実現すれば、あの場所 
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▼コロナの感染拡大によって私た

ちの日常生活が狂い始めて１年以上

が経過しました。去年の今頃はまだ

マスクや消毒液が店頭にもなく大慌

ての頃で、あ〇〇マスクというヘンテコ

リンナものが送られてきてひんしゅくを買ったりも

しました。あれからＣＯＴＯキャンペーンやＧＯＴ

Ｏイートでコロナ菌をまき散らしたり、何度も何度

も緊急事態宣言と解除を繰り返したり、今またワク

チン接種予約で大混乱を来しています。すべてが行

き当たりばったり、この国の政府には、国民生活第

一を基準にした、根本からのマネジメント能力がな

く、そもそも発想力が欠けていると思わざるを得な

い状況です。それなのに、「病床削減法案」はさっさ

と強引に国会で成立させてしまう。さらに高齢者の

医療費２倍化法案の成立も狙っている。パンデミッ

クによる被害と私たちの不安に対してまったく真逆

の施策を平然と行うことのできる神経。もうこれ以

上許せないではありませんか。▼４月２４日の総会

記念講演で玉山さんは、しわ寄せは無知から来る

ことが多い。だからやっぱり知らなきゃいけない。

知ったら行動を起こそうと呼びかけられました。

一歩でも二歩でも、間違いを間違いと言い、誤り

を誤りと言う、行動する夏にしていきましょう。

そのための学びも一つひとつ怠りなく。(平)

編集 

後記 

 

で尊い命を失った多くの犠牲者にも少しは喜んでもらえる」と期待した。 

新たな方針は、県の担当者がこの日の県議会総務委員会で説明した。「実施設計に必要な予算を、

早く示したい」と述べた。 

新方針は、昨年１２月に耐震化の有無と活用度合いに応じてまとめた４パターンの利用形態のう

ち、概算工事費が１棟当たり５億８千万円の内部見学案を採用した。建物の内側を鉄骨で耐震補強

し、見学者を１階では人数制限なく、２、３階では計５０人程度受け入れられる。追加の補強工事で

会議室や博物館に使えるため、将来の利活用にも支障がないとしている。 

複数の関係者によると、県は６月２５日に開会予定の県議会定例会に提案する２１年度一般会計

補正予算案で、実施設計費の計上を目指す。可決された場合の工期は現段階で、実施設計で１年半か

ら２年程度、耐震化で１棟につき最大２年程度を見込んでいる。 

並行して、有識者たちによる検討組織を設け、国の重要文化財（重文）の指定に必要な調査を進め

る。内部見学案での耐震化について、文化庁からはおおむね妥当との意見を受けている。現存する４

棟のうち残る１棟を持つ中国財務局には、指定で連携するよう働き掛けるという。 

県は「２棟解体、１棟の外観保存」案

を公表後、被爆者団体などの意見を踏ま

えて２０年度の着手を見送った。その

後、有識者から重文級の価値があるとの

指摘を受け、湯崎英彦知事は今年２月に

「現段階で建物の解体を俎上（そじょ

う）に載せるのは適当でない」との見解

を示していた。 

(２０２１年５月２０日 中國新聞) 
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２０２１年 6 月（水無月・みなつき）行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

６ １ 火  

 2 水  

 ３ 木  

 ４ 金 キンカン行動 

 ５ 土 
戦争と銃後のくらし展・しもぎょう(10 時・ひとまと交流館) 

平和行進プレ企画「原爆の絵」展 in 八幡(13 時・八幡市文化センター) 

 ６ 日 

戦争と銃後のくらし展・しもぎょう(10 時・ひとまと交流館) 

平和行進プレ企画「原爆の絵」展 in 八幡(１０時・八幡市文化センター) 

６・９行動 

 

 

７ 月  

 ８ 火  

 ９ 水 ６・９行動 

 １０ 木  

 

 

１１ 金 入梅                            キンカン行動 

 １２ 土  

 １３ 日  

 １４ 月  

 

 

１５ 火 京都「被爆二世・三世の会」例会(18 時３０分・ラポール京都＋オンライン) 

 １６ 水 通常国会会期末 

 

 

１７ 木 原発賠償京都控訴審第１０回弁論(14 時３０分・大阪高裁) 

 １８ 金 キンカン行動 

 １９ 土 安保法制廃止をめざす集会とデモ(16 時３０分・市役所前) 

 ２０ 日 父の日 

 ２１ 月 
夏至 

2021 年国民平和大行進京都入り(12 時３０分・山科ラクト公園) 

 ２２ 火  

 ２３ 水 新安保条約発効(1960 年) 

 ２４ 木 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審(13 時３０分・大阪高裁) 

 ２５ 金 
沖縄連帯事前集会                      キンカン行動 

東京都議選告示 

 ２６ 土 
沖縄連帯集会 

2021 年国民平和大行進 奈良県に引き継ぎ集会(般若寺) 

 ２７ 日 京都母親大会 

 

 

２８ 月  

 ２９ 火  

 ３０ 水  

 


