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 平 信行(南区) 

 

昨年(２０２０年)７月２９日、広島地裁において「黒い雨」訴訟の原告８４人全員が勝訴す

る画期的判決が行われました。残念ながらその後、国・広島県・広島市が控訴したため、裁判

は広島高裁で係属中ですが、間もなく７月１４日(水)にはその控訴審も判決の日を迎えること

になっています。 

京都「被爆二世・三世の会」では２０２１年５月２０日(木)の例会で、「黒い雨」訴訟につい

てのミニ学習会を行いました。その概要を紹介します。 

 

 

１、 被爆者援護法の定める「被爆者」の定義 

(１)被爆者援護法はその第一条で、「被爆者」を、次の各号のいずれかに該当し、被爆者健康手帳の

交付を受けた者としています。 

① 直接被爆(原爆が投下された時、広島市・長崎市、一部のその隣接区域にいた者) 

② 入市被爆(原爆投下から２週間以内に爆心地から２㌔以内に立ち入った者、他) 

③ その他の被爆(原爆が投下された際またはその後原爆放射能の影響を受けるような事情の

下にあった者) 

 具体的には、被爆者の救護、死体処理にあたった人、「黒い雨」を浴びた一部の人が対

象とされています。 

④ 胎内被爆(上記の事情の下にあった者の胎児であった者) 

(２)被爆者であることが認められると全員に次のような援護制度が適用されます。 

① 健康診断年２回(うち１回はがん検診) 

② 医療保険、介護保険の自己負担分の補てん(実質自己負担免除となります) 

③ 葬祭料(被爆者が亡くなった時、葬儀料 209,000円が給付されます) 

(３)さらに要件を満たした被爆者には上記以外の援護制度も適用されます。(健康管理手当など) 

 

２、 「健康診断特例区域」の存在と被害者(原告)の求めていること 

(１)被爆者として認定されない場合でも、ある特例区域に居

たことが証明されれば、「健康診断受診者証」が交付さ

れ、健康診断だけは被爆者と同様に受診できるようにな

っています。 

 広島では、原爆投下直後「黒い雨」の大雨が降

ったとされる地域が「健康診断特例区域(第一

種)」に指定されています。(地図参照) 

(２)「健康診断受診者証」が交付された人はさらに、健康診

断の結果、一定の障害があると診断された場合(造血機

能障害、肝機能障害など 1１の疾病)、被爆者健康手帳が

広島「黒い雨」訴訟判決の内容と意義 

大雨地域 長さ約１９㌔ 幅約 11 ㌔ 

小雨地域 長さ約２９㌔ 幅約１５㌔ 

ミニ学習会報告 
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交付されることになっています。す

なわち「原爆放射能の影響を受ける

ような事情の下にあった」被爆者と

して認められています。 

(３)今回、「黒い雨」訴訟を訴えた人々

は、「健康診断特例区域(第一種)」に

隣接する地域に居て、同じように

「黒い雨」を浴び、同じように原爆

放射能が原因と思われる様々な疾

病に襲われてきた人々です。 

 国は、「黒い雨」が概ね１時

間以上降り続いた地域を

「大雨地域」として「健康診断特例区域(第一種)」に指定し、１時間未満の地域は「小

雨地域」として放射能の影響はなかったとしています。 

 しかし、「大雨地域」「小雨地域」区分の根拠は薄弱で実態とかけ離れている、その後

の広島県や広島市の調査ではさらに広い範囲で「黒い雨」が降ったことが明らかにな

っている、ことが被害者である原告側から主張されています。 

(４)被害者(原告)の求めてきたことは、「私たちも『黒い雨』にあった。被爆者援護法１条３項にい

う『身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者』に該当する。したが

って、広島市長ないし広島県知事の被爆者健康手帳の交付を求める」ことです。 

 

３、 「黒い雨」被災者の被爆者認定を求める運動の歴史 

(１)今回の裁判は２０１５年(平成２７年)に提訴され、一審判決まで５年を要しました。しかし、

「黒い雨」被災者が被爆者認定を求める運動の出発点は１９７８年(昭和５３年)にまで遡り、

その歴史は４２年にも及びます。 

 １９７８年 広島県「黒い雨」原爆被害者の会連絡協議会結成 

② 運動の中で、実際に「黒い雨」の降った地域の科学的な調査が進められ、増田善信(元気象

庁研究室長)による調査結果発表(１９８８年)、大瀧慈(広島大学名誉教授)による研究発

表(２０１０年)が行われてきました。 

③ ２００８年には、直接の行政担当者である広島県と広島市も合同で大規模な調査とアンケ

ート(アンケート 36,614人、面談 900人)を行い、「黒い雨」降雨地域が国の主張する地域

をはるかに超える広い範囲に及んでいることを明らかにしてきました。 

(２)国は「黒い雨」被害者の運動に抗するようにして、１９８０年(昭和５５年)、原爆被害者対策

基本問題懇談会を編成し、その「答申」に基づいて、「被爆地域指定は科学的・合理的根拠のあ

る場合に限定されなければならない」とし、実際にそれ以降の地域拡大を阻んできました。そ

の姿勢は現在まで続いています。 

(３)何より重要なことは長い年月に渡って地域の人々が絶えることなく運動を続け、「黒い雨」の証

言者、裁判になった時の提訴者を探し続け、生み続けてきたことです。 

 当初の運動が始められた頃の主だった人々はすでにほとんどが他界されています。 

 今回の原告も、提訴後に亡くなられた方が１２人になります。 

決して諦めない、決して屈しない、その姿勢が多くの人々の共感と支持を呼び、今日の裁判の
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状況にまで至りました。 

 

４、 「黒い雨」被害者の人々は何を体験したてきたか 

(１)被害の実態をよりリアルに知るには、法廷や証言な

どで被害者のみなさんが語られていることに耳を

傾ける、目を通すことが何より重要です。 

① ８月６日のその日 

 広島の爆心地から２０㌔～４０㌔離れた

「黒い雨」地域でも、原爆投下後の異様な

情景、光景が見られています。 

 「黒い雨」の異様さはもちろんですが、た

くさんの川魚が狂ったり、死んだこと、そ

してそれを獲った体験なども語られてい

ます。 

② 当時の地域の生活状況も重要です。 

 証言の多くが、当時の生活飲料用水を谷川

からの水、横穴からの湧き水などに頼って

いたことを示しています。 

 お風呂の水も川から、水泳も川で。 

 水を通じて、その水で洗った食べものを通

じて、体内に放射性物質を採り入れていっ

たであろうことが推察されます。 

③ 放射線被ばく初期症状 

 下痢、全身の紫斑、発熱、貧血、脱毛、歯

ぐきからの出血等々、程度の差こそあれ、

広島・長崎の被爆者から語られてきた初期

症状とほとんど同じです。 

(２)発症してきた病気、晩発障害 

① 生涯病気で苦しんできたが故の被爆者手帳交付要

求であり、提訴してきた理由です。その内容は多岐

にわたり、また深刻です。 

② 目立つのはやはりがんの発症です。子宮がん、前立

腺がん、胃がん、胆のうがん、肝臓がん、十二指腸

がん、食道がん、甲状腺がん、白血病、腎臓がん等々 

③ 白内障、視神経委縮、緑内障等、目の障害も目立ち

ます。 

④ 原告となった人一人だけでなく、そのきょうだい、

親子、関係する多くの人々が共に発症していること

も特徴的です。 

 

５、 「黒い雨」訴訟の争点と判決 

(１)被爆者援護法第１条３項に言う「身体に原子爆弾の放射
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能の影響を受けるような事情の下にあった者」とは、「原爆の放射線により健康被害を生じる可

能性がある事情の下にあった者」と、判決は明快な解釈を行いました。 

① 原爆症認定訴訟などにおいても国は、放射能被爆と発症した病気との厳密な因果関係の証

明を求めたりしますが、そもそも、放射能の人体に対する影響は５％程度しか解明されて

いないとするのが一般的です。 

② こうした国の主張を退けて、被爆者援護法は被爆影響の特殊性から「可能性の範囲でも援

護の対象となる」こと、厳密な因果関係の証明は必要ないことを示しました。 

(２)「黒い雨」の降った地域の判断と健康障害発症の認定 

① 「黒い雨」の降った地域の認定は裁判の大きな争点の一つでした。そして判決はより広範

囲に「黒い雨」の降ったことを認めました。それは、原爆投下後に原告の居た場所をひと

り一人について特定し、「黒い雨」の降った可能性を様々な状況判断から具体的に検討され

たものでした。 

② そしてまた、原告ひとり一人の供述を信用し、全員が１１症例に該当する疾病を発症して

いることも確認されました。 

(３)国は「黒い雨」の降った地域を「大雨地域」「小雨地域」などに分断し、「大雨地域」のみを「健

康診断特例地域」に指定し、実質的に被爆者認定地域としてきましたが、判決は、そのことの

誤り、行政の不当性を指弾しました。 

① 裁判において被告国側は、「大雨地域」以外の地域を援護対象から外してきた根拠、理由を

まともに答えることができませんでした。 

② 判決は、「大雨地域」と同程度の事情が認められるかどうかを検討し、それが肯定された場

合援護対象としなければならない(「小雨地域」を除外する根拠はない)としたのです。 

(４)「黒い雨」による被害は放射線の内部被ばくによる被害ですが、内部被ばくの人体に対する影

響も争点となりました。 

① ここでも国はＩＣＲＰ(国際放射線防護委員会)などによる論拠を基に内部被ばくの影響

を否定しましたが、判決はそれらも退けました。 

② 判決は、「黒い雨」の中には、核分裂生成物、分裂しないで飛散したウラニウム、誘導放射 

化された放射性微粒子が含まれていることを推認し、「黒い雨」に遭遇した被爆者は、こう

した放射性微粒子によって内部被曝した可能性があるとしました。さらに判決は、内部被

曝には外部被曝とは異なる、危険性が高いとする知見があることにも言及しています。 

 

６、 控訴審での勝利判決に向けて 

(１)一審での全員勝訴判決にも関わらず、国

の圧力に屈した広島県・広島市は２０２

０年８月１２日控訴しました。控訴審は

１１月１８日には１回目の弁論が行わ

れ、今年に入った２月１７日には２回目

の弁論が行われ、この日をもって結審、

判決は７月１４日(水)に言い渡される

ことになりました。 

(２)被爆者に残された命は長くありません。

全員に正当な判決の下されることを多
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くの人々がのぞみ、期待しています。 

(３)一審判決支持、控訴審でも勝訴判決となれば、原告のみなさんを救済するだけでなく、国の定

めてきた狭い範囲の被爆地域認定範囲を打開し、その根拠をも突き崩していくことになります。

勝訴判決の持つ意義は大変大きく高いものになっていきます。(了) 

 

 

■「黒い雨」被害者の被爆者認定を求める運動の歴史 

年度 主な事項 参考 

1945 年(昭和２０年) 原爆投下 

1947 年(昭和２２年) 広島気象台「原子爆弾被害調査報告書」作成 公式発表は１９５３年(根昭和２８年) 

1957 年(昭和３２年) 原爆医療法制定 健康診断、医療の給付 

1968 年(昭和 43 年) 原爆特別措置法制定 健康管理手当の支給 

1976 年(昭和 51 年) 厚生省による在留放射能測定 「黒い雨」地域と他の地域に差はない 

 国が大雨地域(長さ 19 ㌔幅 11 ㌔)を健康診断 「大雨地域」=「宇田道隆(気象技師)雨域」 

 特例地域(第一種)に指定 

1978 年(昭和 53 年) 広島県「黒い雨」原爆被害者の会連絡協議会結成 以来 42 年の闘い 

1980 年(昭和 55 年) 原爆被害者対策基本問題懇談会(厚労相の諮問委員 戦争被害受忍論、被爆地域指定は科学的・ 

 会)答申 合理的根拠のある場合に限定 

1988 年(昭和 63 年) 増田義信(元気象庁研究室長)が「黒い雨」降雨地 「増田雨域」(降雨域は定説の 4 倍) 

 域調査研究最終結果を発表  

1994 年(平成 6 年) 被爆者援護法成立 現在の被爆者支援制度 

2003 年→2009 年 原爆症認定集団訴訟 17 地裁・6 高裁で勝訴 全国 17 地裁に３０６人が提訴 

 敗訴は 1 地裁(高裁)のみ 

2008 年(平成 20 年) 広島県・市が「黒い雨」降雨地域大規模調査 アンケート 36,614 人、面談 900 人 

2010 年(平成 22 年) 広島市のアンケート調査に基づく大瀧慈雨域の 「大瀧(広島大名誉教授)雨域」 

 発表 

 広島県・3 市 5 町が新降雨域を第一種健康診断 

 受診者証交付地域とするよう国へ要望書提出 

 厚労省 この要望書に対する「検討会」設置 

2011 年(平成 23 年) 東日本大震災・東電福島第一原発事故発生 

2012 年(平成 24 年) 厚労省の「検討会」 広島県等の要望書を認めず 「科学的根拠がない」 

2012 年→現在 ノーモア・ヒバクシャ訴訟(第 2 次減は爆笑認定 全国 7 地裁・121 人が提訴 

 集団訴訟)  

2015 年(平成 27 年) 10 月 「黒い雨」訴訟を支援する会結成 

 11 月 「黒い雨」訴訟提訴 第一次原告 64 人 

 12 月 第 1 回口頭弁論  

2017 年(平成 29 年) 第二次提訴 新たな原告１１人 合計７５人 

2018 年(平成 30 年) 第三次提訴 新たな原告 13 人 合計 88 人 

2020 年(令和 2 年) 1 月 20 日 結審 口頭弁論 22 回 

 7 月 29 日 原告 84 人全員に勝訴判決 高橋義行裁判長 12 人の原告が故人 

 8 月 12 日 広島県・広島市が控訴 

 11 月 18 日 控訴審第 1 回口頭弁論 

2021 年(令和 3 年) 2 月 17 日 控訴審第 2 回口頭弁論・結審 
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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。 

 

 

■今年の個展 

増田正昭（下京区） 

少し先の話ですが、今年の私の個展の会場と日

程が、決まりました。 

お知らせします、どうぞよろしくお願い致しま

す。それに向けて、作品づくり頑張ります。 

日程 2021年 2021年 12月 13日(月)～19日

(日) 

11時～19時(最終日 17時) 

場所 Gallery Take two 

 

■多賀町の夏の企画展に挑戦 

西河内靖泰(広島市) 

私が２０１２年、滋賀県多賀町の図書館長になっ

てから、毎年実施されていた、多賀町のあけぼの

パーク多賀（博物館、図書館、文化財センターの

複合施設）の夏の戦争や平和に関する企画展は、

昨年はコロナ禍のため、実施できませんでした。

今年は、私が３月末で図書館長を辞めたことやコ

ロナ禍で見通しが立たないことで、特に実施の計

画をしていませんでしたが、急遽実施することに

なって、企画案をまとめることなりました。１８

日に、担当となられたあけぼのパーク多賀の副館

長（文化財センター所長）に私がまとめた企画案

を渡しましたが、時間がなくて打ち合わせができ

ていません。この企画展については、今年度は全

く予算が計上されておらず、補正の時間もないの

で、何とか工夫しながら、どこまで予算をひねり

出せるか、副館長が検討してくれています。それ

をもとに、２４～２５日に具体的な打ち合わせす

ることになっていますので、今のところはまだど

うなるかは、わかりません。企画案がまとまり次

第、関係する皆さんにご相談いたします。 

 

■“歩く”国民平和大行進京都入り 

平 信行(南区) 

６月２１日(月)、今年の国民平和大行進が滋賀県

から引き継いで京都に入りました。昨年はコロナ

感染を考慮して“歩く”行進は取り止め、集会と

スタンディングアピールだけにしました。今年は、

「やっぱり歩きたい」「少しでも歩いてアピール

すべきだ」の声に応えて、コースを短縮して、「蹴

上」から京都市役所までの行進を実行することに

なりました。参加者は約１００人。２年ぶりに夏

の都大路を平和と核廃絶を訴えて歩き、とても心

地よい汗をかくことになりました

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
 

７月３１日(土)【夏休みオンラインイベント】 

『親子で学ぶ「ヒロシマ」～紙芝居とお話』 

■日時 ７月３１日(土)10:30～１１:３０ 

■ZOOMを使用したオンライン企画 

●動画 紙芝居「おばあちゃんの人形」 

●花垣ルミさんの被爆体験 

企画運営：ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を

継承する会 

共催：京都「被爆二世・三世の会」 

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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■京都労演８月例会『命どぅ宝』 劇団文化座公演 

紹介 小林孝企（宇治市） 

作／杉浦久幸 

演出／鵜山 仁 

 出演／白幡大介・藤原章寛・佐々木 愛 他 

 日時／８月８日(日) １６時  

       ９日(月祝)１３時３０分 

 会場／呉竹文化センター 

   （近鉄・京阪「丹波橋駅」西口） 

 

第二次世界大戦後、米軍に家も土地も奪われ  

た、沖縄・伊江島の農民たちの闘い。 

運動の指導者・阿波根昌鴻（あわごんしょう 

こう）と、瀬長亀次郎。 

二人の男と民衆の、今に続く不屈の魂を描き出す――！ 

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

 

緊急事態再延長で労演も厳しい運営を強いられています。コロナ禍で人のつながりが希薄になりがち

ですが、こんな時こそ、生の舞台を鑑賞し、同じ空間を共有できる場が会員制（いつでもだれだも入会

できる）鑑賞団体「京都労演」なんだなと感じています。 

9 月には、会員以外の方にも観ていただける実行委員会方式での特別企画公演を計画しています。作

品は、宮沢賢治原作「銀河鉄道の夜」を文学座の鵜山仁さん演出で、栗田桃子さんによる朗読劇を府立

文化芸術会館での公演です。(小林) 

 

 

■密約の戦後史 日本は「アメリカの核戦争基地」である  新原昭治 著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

著者については、改めて紹介する必要はないと思いますが、戦後の「日米

関係」「核問題」を鋭く追及してきたジャーナリストです。「歴史」を振りか

えるというか、分析をすることは必要であり、今後の運動を進めるにも参考

になります。ここには、「原爆投下」から現代までの「アメリカの核政策」が

触れられ、それに対して、世界各国、特に日本政府がどのような対応をして

きたのかを詳しく述べられています。「日本政府」のアメリカ核政策にべった

りというか、時には「受け入れる」ために積極的に提案までしていることが

伺い知れます。「日本が、なぜ核兵器禁止条約を‘’絶対‘’に批准できない

のか」を現在までの政府の姿勢を分析することで浮かび上が

らせます。しかし、アメリカ政府言いなりの「核政策」を押し

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

創元社 

1,500 円＋税 

http://www8.plala.or.jp/rouen/index.html
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とどめてきたのは、世界各国の国民の運動があったからと、決して未来が悲観的でないことも紹介され

ています。「核兵器禁止条約」発効だけでなく、ここに至るまでには、色々な運動があり、証言があり「条

約」に結びついた。この事実を忘れるな、と著者は強調します。最後に「ＩＣＡＮ」のメンバーの発言

を紹介し、今後の日本の果たすべき役割を提言されていますが、これは日本国民に向けてのメッセージ

でもあろうと思います。 

 

 

■私が原発を止めた理由   樋口英明 著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

元裁判長さんの話は聞かれた方が多いと思いますし、著者が「何故原発を

止めたのか」をご存じの方もあると思います。著者が「高校生以上の方が、

原発の危険性がどれくらい大きなものか分かるように書いた」と言われる

ように、分かり易く書かれています。しかし、初めて話を聞いた時のビック

リ感はいまだに忘れられません。「原発を止めた裁判長」は特別な人ではな

かった、（本人自身もそのように言われている。）でも、その「理由」が予想

だにというか、考えもしなかったことですが、納得しました。 

裁判官が「なぜ原発を止めようとしないのか」という問題は、「裁判官が

政府・最高裁に忖度をしているのではない」という指摘、そして反原発・脱

原発を訴える運動にも参考になる、というか考えるべき原発のもつ問題で

はないか等、全く新たな視点でした。 

そして、「黒い雨」訴訟についても論考を進めます。著者は、この判決を

高く評価すると共に、高裁でもこの判決を否定することは難しい、と言う「内

部被曝」の怖さも黒い雨訴訟判決を評価する中で触れられています。私たちの責任についても、「自分た

ちの責任が分かっている人は分かっていない人より遥かに幸せだ」と明るく訴えられます。読んでいて

肩も凝らずに、今まで我々が考えてきた原発の持つ危険ではない、新たな視点の「なぜ原発が危険なの

か」理解できる内容です。。 

 

 

 

二つの７月１６日を記憶するために 

7 月 16 日(金)は、人類にとってとても大きな二つの事件があった日です。 

一つは１９４５年７月１６日。アメリカ・ニューメキシコ州で「トリニティ核実験」が行われた日です。

人類史上初の核実験。使われたのはプルトニウムを詰めた原爆。のちに長崎に投下されたものと同じ仕組み

で、長崎への投下のための実験でした。 

もう一つは１９７９年７月１６日。同じくアメリカのニューメキシコ州のナバホ・ネーションの中にある

ウラン精錬工場の汚染水ダムが決壊して近くのプエルコ川に流れ込み、ウラン精錬過程で出る様々な有害な

ゴミや強酸の薬剤などによって流域住民に多大な被害を及ぼしました。 

二つの 7 月 16 日から核の被害で苦しんできたトリニティサイト周辺や、ナバホ・ネーションの方たちと、

その痛み、苦しみ、悲しみ、家族や友人知人への愛を少しでも分かち合いたいと願い、今年もチラシ配りな

どの宣伝をすることにしました。多くのみなさんのご参加をお願いします。 

■日時 ２０２１年７月１６日(金)１８時～１９時 

■場所 関西電力京都支店前(JR 京都駅の向かい側) 

    当日はキンカン行動のみなさんにお願いして共同の宣伝行動を行います。 

旬報社 1,３0０＋税 
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■内部被曝どう向き合う 西区「黒い雨」研究者ら講演 

放射性微粒子を体内に取り込む内部被曝（ひばく）の影響について、原爆 

投下後に降った「黒い雨」の研究者や、東京電力福島第１原発事故を受けた 

避難者が語る講演会が１６日、広島市西区であった。 

内部被曝が人体に与える影響は科学的に未解明とされる。黒い雨の国の援 

護対象区域を再検証する検討会に参加する広島大の鎌田七男名誉教授（血液内科学）は「広島では長

年、十分研究されず、健康影響は軽視されてきた」と指摘した。 

鎌田氏は、爆心地から約４・１キロの古田町（現西区）で原爆投下直後から約２週間、黒い雨を浴

びた野菜を食べ、８０代以降に肺がんや胃がんを発症した女性を紹介。被曝線量を測る目安となる染

色体異常が多く見つかった点などから「発症は内部被曝が原因と考えられる」と説明した。 

２０１１年３月の福島第１原発事故後、福島県南相馬市から京都府へ避難した会社員福島敦子さ

ん（４９）は避難後の１４年、約１カ月間、子どもの鼻血が止まらなかったり顔が腫れたりした時期

があったと報告。「内部被曝の影響以外は考えられない」と述べた。 

講演会は四国電力伊方原発３号機（愛媛県伊方町）の運転差し止めを求め、広島地裁に提訴してい

る原告団が主催。ウェブ会議システムを通じて約１００人が聴講した。 

  （２０２１年５月１７日 中國新聞） 

Scrap 

book 

■核燃料工場の工事計画認可 製造再開へ九電向け急ぐ 

原子力規制委員会は１日、三菱原子燃料（茨城県）の核燃料製造工場の安全対策工事計画を認可し

た。同社を含む国内３社の核燃料工場は、新規制基準対応などのため２０１８年以来、全て製造を停

止している。三菱原燃は今年１１月ごろに製造を再開する方針で、再開すれば国内初。茨城県による

と、再開前の地元同意は不要という。 

三菱原燃は、加圧水型原発（ＰＷＲ）向けの燃料を製造。東京電力福島第１原発事故後、新規制基

準に適合して再稼働した関西、四国、九州各電力の５原発９基は、いずれもＰＷＲ。特に九電の川内

（鹿児島県）、玄海（佐賀県玄海町）両原発で燃料の在庫が少なくなるなど、稼働に影響しかねない

状況になっていた。 

九電の運転計画によると、川内１号機は今年１１月ごろ、２号機は来年３月ごろに燃料交換時期を

迎え、新燃料の在庫はほぼゼロとなる。玄海３、４号機もそれぞれ２２年４月と７月に在庫がほとん

どなくなる。 

九電は、その後の搬入計画は未定としているが、三菱

原燃は九電向けの製造を急ぐとみられる。工事では地震

や竜巻などへの備えを強化する。 

他の２社は原子燃料工業（神奈川県）とグローバル・

ニュークリア・フュエル・ジャパン（同）。原燃工のＰ

ＷＲ用燃料工場も工事計画の審査が終盤を迎えている。 

  （２０２１年６月２日 佐賀新聞） 
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▼国民平和大行進実行委員会事

務局を担っていて、今年の「行進」、

歩くか否か判断に迷うところでした。何より参加

者の健康と安全を守ることが第一。それが損なわ

れれば一大事です。同時に、沿道の市民のみなさ

んからの心配の声にも応えなければならない。そ

の時思ったのは、ＩＣＡＮの発表した世界の核関

連費用が８兆円にものぼる事実です。人を殺すた

めだけの途方もない財政支出など直ちに止めて、

コロナ感染対策のためにこそ投入されなければ

ならない。今年の平和行進はそのことをしっかり

と訴える必要がある。そこに、コロナのため苦し

み続けている多くの人たち、沿道の市民の人々と

一体感を作り出していけるのではないか、と。▼

核兵器関連だけではありません。５月２２日には

陸上自衛隊の火力演習が行われ一日にして７７

億円投入されたとか、６月１８日からは過去最多

の兵力を動員して日米合同演習が行われるとか、

コロナ禍などどこ吹く風の暴挙の連続です。あら

ためて怒りの声を!(平)

編集 

後記 

■国連報告者の訪日要請放置 政府、福島避難者調査巡り 

国連のセシリア・ヒメネス・ダマリー特別報告者（国内避難民の権利担当）が、東電福島第１原発

事故の避難者調査のため１８年から３回にわたり訪日を要請しながら、日本政府は一度も回答せず

事実上放置していることが１０日分かった。うち２回の要請については受け入れられないと判断し 

たが伝えていなかった。 

 ダマリー氏は「回答を一切受け取っていない。政策に避難者らの意見をより

反映させるためには、聞き取り調査が必要だ」と話した。 

 政府は１１年に国連人権理事会で特別報告者の訪問を原則、常時受け入れる

と宣言しており、説明なしに訪問を認めないやり方は国際的な批判を受ける可

能性もある。 

(２０２１年６月１０日 京都新聞) 

国連のセシリア・ヒメネス・ダマリー特別報告者 

■保有９か国が核兵器に７．９兆円支出 ２０年ＩＣＡＮ報告書、米が５割超 

世界の核兵器保有国９カ国が２０２０年に核兵器に支出していた総額が約８兆円に上ることが、

非政府組織（ＮＧＯ）「核兵器廃絶国際キャンペーン（ＩＣＡＮ）」の報告書で分かった。米国はこ

のうち５割以上を占め、トランプ前政権のもとで各国の中で最も支出を増やしていた。 

ＩＣＡＮは五大核兵器国（米国、中国、ロシア、英国、フランス）に加えインド、パキスタン、イ

スラエル、北朝鮮の計９カ国についての推計をまとめた。９カ国の総額は７２６億ドル（約７兆９５

００億円）。新型コロナウイルスの感染拡大で各国とも国民生活が圧迫される中でも、前年より１４

億ドル（約１５００億円）増えた。 

中でも米国は３７４億ドルで全体の５割以上を占め、２位の中国（１０１億ドル）の３倍以上だっ

た。中国や３位ロシアは前年比でわずかに支出を減らしたが、トランプ政権だった米国は９カ国で最

も多い１６億ドルを増やした。 

ＩＣＡＮは、このほかに米国の戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）など１２の有名シンクタンクが核

兵器関連企業から総額５００万〜１０００万ドルの収益を得ていることを明らかにし、核兵器を巡

る資金の流れを指摘した。 

(２０２１年６月１０日 中日新聞) 
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２０２１年７月（文月・ふみづき）行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

７ １ 木  

 2 金 平和行進日本海コース 京都入り(舞鶴市)           キンカン行動 

 ３ 土 
平和行進(宮津・与謝・伊根) 

大飯原発差し止め訴訟原告団総会(13 時３０分・ハートピアとオンライン) 

 ４ 日 
平和行進(京丹後)兵庫県に引き継ぎ 

東京都議選投開票日 

 ５ 月  

 ６ 火 平和行進(綾部市)                       ６・９行動 

 

 
７ 水 

核兵器禁止条約採択の日(2017 年) 

平和行進(福知山市) 

七夕、盧溝橋事件(1937 年) 

 ８ 木 平和行進(京丹波町) 

 ９ 金 平和行進(南丹市)                 ６・９行動 キンカン行動 

 １０ 土 平和行進(亀岡市・京都市内) 

 

 

１１ 日  

 １２ 月  

 １３ 火  

 １４ 水 広島「黒い雨」訴訟控訴審判決言い渡し 

 

 

１５ 木 京都「被爆二世・三世の会」７月例会(１８時３０分・ラボール京都＋ZOOM) 

 １６ 金 
トリニティ核実験の行われた日(1945 年)・宣伝行動 

キンカン行動 

 

 

１７ 土 戦争と銃後のくらし展・しもぎょう(ひと・まち交流館) 

 １８ 日 戦争と銃後のくらし展・しもぎょう(ひと・まち交流館) 

 １９ 月 戦争法廃止をめざす行動日(１7 時３０分・京都市役所前） 

  ２０ 火  

 ２１ 水  

 ２２ 木 海の日 

 ２３ 金 スポーツの日                        キンカン行動 

 ２４ 土  

 ２５ 日  

 ２６ 月  

 ２７ 火  

 

 

２８ 水 土用の丑の日 

 ２９ 木  

 ３０ 金 キンカン行動 

 ３１ 土

曜 

夏休みオンラインイベント『親子で学ぶ「ヒロシマ」～紙芝居とお話』 

  


