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あなたも原水爆禁止世界大会に参加してみませんか？ ２ 

「黒い雨」訴訟控訴審でも勝利！ 「黒い雨」訴訟高裁判決の意義－１・－２ ５ 

守田敏也さん「明日に向けて」№２０６３、２０６４より転載 

被爆二世のノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟傍聴記(８８) ８ 

全国の被爆者数は１２万人台に 厚労省被爆者データ公表 １２ 

核兵器廃絶に向けて セーシェルが核兵器禁止条約批准５５ヵ国目 １３ 

会員から会員へ みなさんからのお便り紹介 １４ 

お知らせ ８月６日と９日は核被害者を追悼するキャンドル・ビジル １６ 

本・ＤＶＤ・映画・番組の紹介と交流 １７ 

 「広島の原爆－記憶と問い」「東電原発事故１０年で明らかになったこと」 

 「１３歳からのレイチェル・カーソン」 

SCRAPBOOK／ 「核兵器廃絶研究員に就任した被爆３世 林田光弘さん」 １９ 

 「戦争体験を振り返る 谷口公洋さんが講演」 

 「核不拡散会議来年１月軸に延期」 

編集後記 ２０ 

２０２１年８月の行事カレンダー ２１ 

二つの７月１６日を銘記しよう！ 

１９４５年トリニティ核実験と１９７９年チャーチロック核汚染水大事故 

宣伝行動 ７月１６日(金) 関西電力京都支店前 

２０２１年度総会(２０２１年４月２４日) 玉山ともよさんの学習記念講演の記録 
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１９５５年(昭和３０年)の第１回大会を起源に持つ原水爆禁止２０２１年世界大会が今年も８月２

日(月)～９日(月)開催されます。コロナ感染拡大対策のため昨年に続いて今年もすべてオンライン

(ZOOM)での開催です。オンラインですから、インターネットにアクセスできる環境があれば、国内外の

どこからでも、職場からでも自宅からでも、参加できます。この条件を活かして、被爆二世・三世のあ

なたも、原水爆禁止世界大会に参加してみませんか? 

 

今年の大会のテーマは 

被爆者とともに、 

核兵器のない平和で公正な世界を―人類と地球の未来のために 
 

今年の世界大会の意義は３点あります。 

2021 年原水禁世界大会の 3 つの意義 

1、 核兵器禁止条約への支持と参加を広げ、核保有国と「核の傘」に依存する国々へ“核放棄”を迫る

運動と世論を作り上げていく大会 

 ２０２０年国連総会では加盟国の３分の２、１３０ヵ国が「核兵器禁止条約推進決議」に賛成、

支持。今や核兵器廃絶は世界の大道、本流。核なき世界の実現に向けて、核兵器禁止条約が最

も重要な推進力となっている。 

 今回の世界大会には、第１回締約国会議の中心を担う国連や政府代表、第１０回 NPT再検討会

議の中核にいる政府代表、核保有国、「核の傘」の国の中で自国政府に対して条約支持・批准を

求めて奮闘している各国平和運動の代表が参加。 

 ２０２２年１月の第 1回締約国会議、来年の NPT再検討会議での前進を勝ち取るために、諸国

政府と国連など公的機関、世界の市民運動が一体となった共同の発展方向を示す。 

2、 核大国間の緊張激化のもと、核使用の危険、「核抑止力」の危険を暴き、それを乗り越える大会 

 アメリカと中国を中心に核抑止力に基づく覇権主義の争いが激化。東シナ海、南シナ海、台湾

をめぐる対立に、ＮＡＴＯ諸国まで関与。アメリカは、いざという時は核を使用する立場を表

明。これと一体となった日本は防衛力強化を約束(４月１６日

日米共同声明)。 

 原水禁世界大会はこれまで被爆の証言を中心に核の非人道性

を訴えてきた。被爆者の体験こそ「核なき世界」の基礎、核抑

止論を打ち破る最大の力。 

 危険な事態に直面するアジアの国々の代表も参加した世界大

会で、「核抑止力」論を打ち破る運動と共同の発展をはかる。 

3、 核兵器禁止条約に署名・批准する日本政府の実現に向け、国民的運

動と共同を発展させる大会 

 日本と国民の平和と安全も守るため、アジアと世界の平和と安

全に貢献するためにも、日本政府に核兵器禁止条約への署名・

批准を迫る署名運動は大きく発展させなければならない。 

あなたも原水爆禁止世界大会に 
参加してみませんか？ 
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 昨年１０月の署名運動開始以来、運動には広大な支持のあることが示されてきた。「日本政府に

批准を求める」地方自治体議会の意見書決議は全国５８４(３２%)に、各地で幅広い人々の参加

する「署名運動推進の会」の結成、新聞意見広告（７月７日)への賛同の広がりなど。 

 運動の経験と教訓を全国的、国際的規模で交流し、さらなる前進をめざしていく。 

 秋には総選挙が行われる。「速やかに核兵器禁止条約に署名・批准する」政治への転換をめざし

て、市民と野党の共通政策とすることをめざす。 

 

原水爆禁止２０２１年世界大会のプログラムと参加予定者 
たくさんあるプログラムの中から選択して参加することができます。 

■国際会議 ８月２日(月)１０：００～１２：３０ 

世界大会のスタートは国際会議です。核保有国、核兵器依存国で活動する海外の代表とともに、世界

大会のテーマにもとづく討論が行われます。焦点は核兵器禁止条約への自国政府の参加。 

主な発言予定者として、日本被団協の木戸季市さん、核保有国から、アメリカのジャッキー・カバソ

さん(西部諸州法律基金事務局長/平和首長会議)、イギリスのデイブ・ウェブさん(核軍縮キャンペーン

=CND 議長)、インドのアチン・パナイクさん(核軍縮平和連合)が参加。アメリカの同盟国で各依存国で

もあるベルギーのルド・デ・ブラバンデルさん(「平和」研究グループ)、韓国のイ・ジュンキュさん(韓

神大学統一平和政策研究院先任研究員)の参加も決まっています。アジアで核兵器禁止条約の先頭に立

つドン・フイ・クォンさん(ベトナム平和委員会事務局長)も参加。 

■ヒロシマデー集会 8 月 6 日(金) １０：００～１２：３０ 

来年 1月に予定されている核兵器禁止条約第 1回締約国会議で議長を務め

るアレクサンダー・クメントさん(オーストリア欧州統合外務省軍縮軍備管

理不拡散局長/大使)がゲストスピーカーとして登場。 

松井一實広島市長、広島被爆者の箕牧智之さんがあいさつと訴え。 

国連事務次長・軍縮担当上級代表の中満泉さんの参加も現在調整中です。 

ベアトリス・フィンさん(核兵器廃絶国際キャンペーン=ＩＣＡＮ事務局

長)。目加田説子さん(地雷廃絶日本キャンペーン副代表理事)らが参加。文化

企画では斎藤とも子さんが原爆詩を朗読。 

特別企画として「核兵器禁止条約と日本」をテーマに国会議員セッション

も予定されています。 

■ナガサキデー集会 8 月 9 日(月) １０：００～１２：３０ 

第１０回 NPT再検討会議で核軍縮を扱う主要委員会 1の議長を務めるサイエド・ハスリン・アイディ

ドさん(国連マレーシア政府代表部常駐代理/国連大使)がゲストスピーカとして登場。 

田上富久長崎市長、長崎被爆者の田中安二郎さんが挨拶と訴え。 

フィリップ・ジェニングさん(国際平和ビューロー=IPB 共同会長)、篠原祥哲さん(世界宗教者平和会

議日本委員会事務局長)、ラルフ・ハチソンさん(アメリカ・オークリッジ環境平和連合核説明責任追及

連合理事)、ロラン・ニベさん(フランス平和運動全国書記)などが発言。日本各地から女性、青年労働者、

高校生が発言。 

■ヒロシマから世界へ/被爆者との連帯のつどい 8 月 6 日(金)１４：００～１６：００ 

広島の被爆者/矢野都耶古さんと切明千枝子さんの被爆証言を中心に 

■ナガサキから世界へ/被爆者との連帯のつどい 8 月 9 日(月)１３：００～１５：００ 

長崎の被爆者/横山照子さんの被爆証言、長崎原爆の被害の実相を中心に 

アレクサンダー・クメントさん 
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■テーマ別集会 

Ⅰ 被爆者とともに核兵器のない平和で公正な世界を―禁止条約に参加する日本をめざして 8 月 8

日(日)14：００～16：００ 

日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める署名運動の発展を焦点に交流。 

Ⅱ 沖縄連帯・外国軍事基地撤去 8 月 5 日(木)14：００～16：００ 

日本がアメリカの対中国戦略の前哨基地にされようとしているなか、核戦争を起こさせないためにも、

辺野古新基地建設反対、南西諸島の軍事基地化を許さないたたかい、外国軍事基地撤去の運動を交流、

連帯。 

Ⅲ 枯葉剤被害 60 年・被害者との連帯 ８月４日(水)１５：００～１７：００ 

ベトナム戦争中の枯葉剤大量散布による被害から６０年。２世や３世など含めて３００万人が今も被

害に苦しむ。枯葉剤被害者と連帯し、全国の支援活動を交流。 

Ⅳ 非核・平和のアジアと運動の役割 ８月７日(土)１０：００～１２：００ 

核兵器禁止条約の発効を力に、非核・平和のアジアをどうやって実現するか議論。 

Ⅴ 考えよう！核兵器・経済・環境 ８月７日(土) １５：００～１７：００ 

コロナ禍のもと、核兵器、環境破壊、格差・貧困など人類の直面する脅威、危機をどう乗り越えるか。

高草木博さん(原水爆金日本協議会代表理事)、浜矩子さん(同志社大学教授)、武本匡弘さん(環境活動

家)が課題と展望を語る。 

 

参加費と原水協募金 

  大会参加費 日本原水協募金 合  計 

 一般 3,000 円 1,000 円 4,000 円 

通し参加 被爆者・2 世 3

世・学生・高校生 
1,500 円 500 円 2,000 円 

 一般 1,000 円 500 円 1,500 円 

企画ごと参加 被爆者・2 世 3

世・学生・高校生 
500 円 500 円 1,000 円 

 通し参加とは 国際会議とヒロシマデー集会とナガサキデー集会と、あと一つどれかの企画の合計

４つのプログラムに参加する場合の取り扱いです。 

 被爆２世３世は、被爆者と同じ扱いで割安になっています。 

 

原水禁世界大会への参加のしかた 
① 原水爆禁止京都協議会に連絡して参加申し込み(参加登録)して下さい。 

② その後、原水協から連絡があり、ＺＯＯＭアクセス情報が提供されます。 

③ 参加費用の支払いは後日連絡されます。 

④ 京都原水協では「世界大会にみんなで参加する会」を設けます。(会場はラボール京都会議室) 

インターネットアクセス環境のない方、みんなと一緒にわいわいやりながら参加したい人

など、是非こちらに参加して下さい。その場合でも事前の参加申し込みが必要です。 

 

詳しくは京都原水協に 

      075-811-3203  メールアドレス kyo-gensuikyo@ceres.ocn.ne.jp 

または京都「被爆二世・三世の会」平までお尋ねください。 
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黒い雨訴訟控訴審でも勝利！「科学的証明」を求める国の見解が退けられた 
(連載 黒い雨訴訟高裁判決の意義－１) 

守田敏也 ２０２１年７月１７日 明日に向けて№２０６３から転載 

 

黒い雨訴訟高裁判決を取材するために広島市に

行って、素晴らしい場を共有してきました。 

お伝えしたいことがたくさんあります。記事を連

投します！ 

 

● 黒い雨訴訟、控訴審も勝利！ 

７月１４日、広島高裁において黒い雨訴訟控訴審

判決が言い渡されました。 

国および広島県、広島市による一審判決の取り消

しを求める控訴を棄却。原告８４人(うち１４人

はすでに死去、家族が訴訟を引き継いでいる)の

被爆を再び認め、被爆者健康手帳の交付を命じる

ものでした。 

再び黒い雨が降った地域が、従来の国の認識より

も大幅に広かったこと、そこにいた人々が内部被

曝の被害を受けたことが認められました。 

 

しかも高裁判決は、一審より大きく前進したもの

でした。というのは一審で黒い雨降雨地域にいた

人が、「健康管理手当」の支給対象となる「１１

種類の障害を伴う疾病に罹患したこと」を被爆者

と認める要件としていた点を退けたのです。 

黒い雨が降った地域にいた人々は、ただそれだけ

で原爆の放射能の影響を受ける事情の下にあっ

たのだから、被爆者健康手帳が出されるべきだと

したのです。画期的です。 

 

この勝利は原告の方たちの積年の頑張りを中心

に、弁護団や支援者のみなさんの奮闘によって勝

ち取られたものです。素晴らしい。心から拍手を

送ります。 

またこの勝利は、すべての放射線被曝被害者に灯

をもたらすものでもあります。この点も素晴らし

い。心からの感謝を届けたいです。 

以下、少々、ややこしくもある高裁判決の画期的

内容について、できるだけ分かりやすく説明した

いと思います。そのために幾つかの言葉の意味す

るものもご紹介します。 

 

●健康被害に対する「科学的証明の必要性」を主

張してきた国の見解が退けられた 

控訴審のポイントは、一審で「１１種類の障害を

伴う疾病に罹患したこと」を被爆者として認め、

被爆者健康手帳を交付する要件とされたことに

対し、国が「科学的根拠に欠けている」と主張し

た点にありました。 

１１種類の疾病とは「造血機能障害を伴う疾病」

「肝臓機能障害を伴う疾病」などを指します。国

はそれらに罹ったことと、放射線被曝の因果関係

の科学的な証明が必要だと主張したのです。この

１１の疾病ついての国の説明を見ておきましょ

う。 

１５時の判決言い渡し直後に「全面勝訴」の旗が。真ん中で

喜んで手を上げられた原告団事務局次長の高東征二さん。 

広島高裁前にて 守田撮影 

「頑張って長生きして黒い雨を見届けるぞ」とこぶしをあげられ

た原告団・弁護団のみなさん 守田撮影 
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健康管理手当(厚労省) 

障害を伴う疾病の種類 対象疾病 

(1)造血機能障害を伴う疾病 再生不良貧血、鉄欠乏性貧血 

(2)肝臓機能障害を伴う疾病 肝硬変がその主なもの 

(3)細胞増殖機能障害を伴う疾

病 
悪性新生物がその主なもの 

(4)内分泌腺機能障害を伴う疾

病 

糖尿病、甲状腺機能低下症、

甲状腺機能亢進症が主なもの 

(5)脳血管障害を伴う疾病 くも幕下出血、脳出血、脳梗塞 

(6)循環器機能障害を伴う疾病 
高血圧性心疾患、慢性虚血性

心疾患がその主なもの 

(7)腎臓機能障害を伴う疾病 
ネフローゼ症候群、慢性腎炎、

慢性腎不全、慢性糸球体腎炎 

(8)水晶体混濁による視機能障

害を伴う疾病 
白内障のこと 

(9)呼吸器機能障害を伴う疾病 
肺気腫、慢性間質性肺炎、肺

線維症がそのおもなもの 

(10)運動機能障害を伴う疾病 変形性関節症、変形性脊椎症 

(11)潰瘍による消化器機能障害

を伴う疾病 
胃潰瘍、十二指腸潰瘍 

 

このように、病との因果関係の「科学的証明」を

求める国に対して、実は高裁は、裁判の過程で次

のように国に迫っていたのでした。 

「この裁判は原告たちが『原子爆弾が投下された

際又はその後において、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

当するかどうかが争点である」「このことが分か

っているのか？」と。 

つまり一つ一つの病の科学的証明など争点では

ないと指摘していたのです。しかも「それを分か

った上でなおこの主張を押し通すつもりなの

か？」とも厳しく追究していたのですが、判決で

もこの姿勢が貫かれました。 

 

そもそも「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」をも、援護対象に

せよと規定しているのが被爆者援護法１条３号

であって、国の主張は、この点をもまったく理解

しないものでした。 

繰り返しますが「放射能の影響を受けるような事

情の下にあった」ら、ただそれだけで援護される

べきで、一つひとつの疾病の、被爆との因果関係

の「科学的証明」など必要ないのです。 

続く 

 

黒い雨訴訟控訴審判決は一審を超えた！ 
ただ被爆の事実が確認されれば救済されるべきことを明記 

(連載 黒い雨訴訟高裁判決の意義－２) 

守田敏也 ２０２１年７月１８日 明日に向けて№２０６４から転載 

 

今宵は黒い雨訴訟に関する連載記事をさらに投

稿させていただきます！ 

 

●広島高裁判決で進んだ点 

黒い雨訴訟の高裁判決が画期的だったのは、判

決内容が一審を超えたことです。というのは一

審は、黒い雨が降った範囲を、従来の認定より

大幅に広げた点でとても優れていましたが、し

かし限界も残していたのでした。 

というのは今回も原告に交付が命じられた被爆

者健康手帳は、もともと被爆影響を受けたと考

えられる人々であれば、病を発症していようと

してなかろうと交付されるものなのに、一審で

は病の発症が交付の要件とされたからです。 

この点の理解を深めるためには、歴史的経緯へ

の一定の理解が必要です。このためまずは国

が、被爆者健康手帳の交付対象である「被爆

者」をどう定義しているかから見ておきましょ

う。 

黒い雨訴訟高裁判決公判に向けて更新する原告団 矢ヶ崎

克馬さんの姿もあります。 守田撮影 
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被爆者とは(厚労省) 
１、直接被爆者 原子爆弾が投下された際、当時の地名で

次の区域において、直接被爆した方 
＜広島＞ 
広島市内 
安佐郡祇園町 
安芸郡戸坂村のうち狐瓜木 
安芸郡中山村のうち中、落久保、北平
原、西平原、寄田 
安芸郡府中町のうち茂陰北 
＜長崎＞ 
長崎市内 
西彼杵郡福田村のうち大浦郷、小浦郷、
本村郷、小江郷、小江原郷 
西彼杵郡長与村のうち高田郷、吉無田郷 

２、入市者 原子爆弾が投下されてから２週間以内
に、救援活動、医療活動、親族探し等の
ために、広島市内または長崎市内(爆心
地から約 2㎞の区域内)に立ち入った方。 
※広島にあっては昭和 20年 8月 20日ま
で、長崎にあっては昭和 20 年 8 月 23 日
まで 

３、救護、死体処理に
あたった方等 

原子爆弾が投下された際、又はその後に
おいて、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方。例
えば、被災者の救護、死体の処理などを
された方。 

４、胎児 上記の１から３に該当した方の胎児であっ
た方。 
※長崎にあっては昭和 21 年 6 月３日ま
で、広島にあっては昭和 21 年 5 月 31 日
までに生まれた方。 

 

法律の条文も確認しましょう。 

大事なのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関す

る法律」(被爆者援護法)第 1条です。 

実際には、黒い雨にあたるなど、被曝影響を受け

た人々はもっとたくさんいることが明白なので、

この定義で「被爆者」全体がカバーされていると

は言えません。その上で、厚労省のＨＰで次のよ

うに続けて論じられていることをおさえておき

ましょう。 

「被爆者が病気やけがなどで医者にかかりたい

とき、この手帳を健康保険の被保険者証とともに、

都道府県知事が指定した医療機関等にもってい

けば、無料で診察、治療、投薬、入院等がうけら

れます。」 

つまり「被爆者」には無料で医療を受けられる権

利があるわけですが、これに対し「健康管理手当」

とは、被爆者健康手帳を持っている方が 11 疾病

のどれかに罹っていたら月額 33,670円(2011年 4

月現在)の手当てを受けられる制度です。 

ところが１９７４年７月２２日、「原爆医療法」

などの改訂を示した「402 号通達」が出される中

で、国が黒い雨が降ったと認めていた地域などを

「健康診断特例地域」と規定したのでした。 

そしてこの地域の人々が、この健康診断で 11 種

類の疾病の一つが見つかれば「被爆者健康手帳」

を受け取れるとされたのですが、一審判決がこの

「402 号通達」を拠り所としたことを、高裁判決

は「失当」と退けたのです。 

 

● 病になる可能性があるからこそ救済が必要 

つまり病の発症は被爆者健康手帳交付の要件で

はないと指摘したのです。ここが極めて画期的で

すが、本来、これでこそ真っ当であることも強調

したいです。 

被爆し、黒い雨の影響を受けるなどすれば、何ら

かの病を発症する可能性があるのだから、健康維

持のためにいつでも無料で診察、治療、投薬、入

院等が受けられて当たり前なのです。 

これは国が「発症した症状と被爆の因果関係を科

学的に証明せよ」と主張したことを土台から覆す

ものでもあります。 

判決を受けて、国や広島県、市は上告を断念し、ただちに被

爆者健康手帳を交付すべきだと訴える高野正明原告団長 

守田撮影 

(被爆者) 

第一条 この法律において「被爆者」とは、次の各号のいず 

れかに該当する者であって、被爆者健康手帳の交付を受 

けたものをいう。 

一 原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎 

市の区域又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在 

った者 

二 原子爆弾が投下された時から起算して政令で定める期 

間内に前号に規定する区域のうちで政令で定める区域内 

に在った者 

三 前二号に掲げる者のほか、原子爆弾が投下された際又 

はその後において、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 

四 前三号に掲げる者が当該各号に規定する事由に該当し 

た場合その者の胎児であった者 
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現に発症した病との因果関係どころか、被爆をし

たことが確認できれば、それでもう救済しなけれ

ばならないのです。 

そもそも疾病が確認されるまで保障されないな

んておかしい。多くの被爆者がリスクがあるから

こそ、健康を維持しようと努力しているのです。

また被爆影響のあらわれは何も１１種類の疾病

に限らず、もっと多様にあります。 

 

この点はすべての放射線被曝被害を訴える際の

大きな灯ともなります。被害が出ないと訴えられ

ないなんておかしい。さらにそもそも被害の科学

的証明など、政府はなかなか認めようとしません。

だからそれが争点である限り、被曝被害者の救済

はどんどん延ばされる。 

そうではないのです。必要なのはただ被曝があり

えた事実を示すことだけなのです。この被害者に

とってとても大事な観点が高裁判決で強調され

ました。だからこそみんなで上告を断念させ、こ

の判決を確定させる必要があります。 

続く 

 

 

 

 

被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（８８） 

 

最後のノーモア・ヒバクシャ訴訟勝利に向けて眞鍋医師が圧巻の証言！ 
大阪高裁第１４民事部の最終弁論は１０月２１日に決定！ 

２０２１年７月２日（金） 

 

５月１３日(木)の大阪高裁第１２民事部で勝

訴判決を勝ち取った高橋一有さんは、その後国が

上告を断念。５月２８日、勝訴判決が確定した。

一方、最高裁への上告手続きをとっていたＴ・Ｉ

さんは６月１８日(金)に上告が棄却され、控訴審

での敗訴判決が確定することになった。ノーモ

ア・ヒバクシャ近畿訴訟で係争中の原告はいよい

よ高裁第１４民事部のＹ・Ｍさん(男性、故人、兵

庫県、申請疾病食道がん)、Ｏ・Ｈさん(男性、７

８歳、大阪府、申請疾病心筋梗塞)の二人だけとな

った。その控訴審の３回目の法廷が６月２４日

(木)行われた。 

開廷前、国側代理人席に陣取ったのは９人。い

つもより大勢の陣容で、何となくこれまでとは違

う“構え”のようなものを見せている。これも５

月１３日の高裁第１２民事部で逆転判決を受け

た影響か。裁判長が前回までの小西義博裁判長か

ら本多久美子裁判長に代わっており、裁判体も新

しくなった。法廷は２０２号大法廷だが、傍聴出

席は２５人。コロナ対策緊急事態宣言真っ最中で

ありこれはやむを得ない。原告席には今日もＯ・

Ｈさんの姿があり、法廷の行方を最後まで見届け

られた。 

午後１時３０分開廷。弁論の更新とそれぞれの

準備書面が確認された後のタイミングで、原告側

代理人席から尾藤廣喜弁護団幹事長が立ち上が

り、国側の意見書等提出ルール違反について厳し

く批判、撤回が求められた。期日の数日前になっ

て突然食道がんと心筋梗塞についての医師意見

書や、「専門家」連名の「放射線被ばくと心血管疾

患の関係」なる証拠書類が、しかもいずれも大部

のものが提出された。民事における書面提出ルー

ルは少なくとも一ヶ月前には出すべきものであ

り、それを著しく逸脱したこのようなやり方を到

底受け入れることはできない。原告側は対応する

こともできない。撤回すべきである、というのが

その内容だった。 

国側代理人はあれこれ言い訳めいたことを言

っていたが傍聴席から聞いていても要領を得な

い。直ちに裁判体の合議がもたれ、意見書、書証

の本日の提出は留保する、とあっさり退けられて

しまった。国側はいきなり出鼻を挫かれてしまっ

た格好だ。 
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今回の法廷の本題は医師証人尋問。証人は阪南

医療生協診療所所長の眞鍋穣医師。前回１月２６

日(火)の法廷で証人採用は決定されており、５ヵ

月を経てのこの日だった。主尋問は、Ｙ・Ｍさん

担当の崔信義弁護士とＯ・Ｈさん担当の中森俊久

弁護士によって行われた。 

最初にＹ・Ｍさんについて崔弁護士からの尋問。

眞鍋医師の専門が小児科であり、子どもの扁桃腺

炎についても数多くの診療実績がある。そのこと

を前提に、Ｙ・Ｍさんが被爆後に発症した扁桃腺

炎の特徴についてから尋問は始められた。小児に

よくある扁桃腺炎は３～４歳から繰り返し、５～

６歳がピークとなり、小学校に入る頃には減って

いくのが一般的。逆に小学生になるまで元気だっ

たＹ・Ｍさんが 7歳になって扁桃腺炎を繰り返す

ようになったのは被爆の影響と考えざるを得な

い。そうしたことが外国の具体的な事例、ロシア

の核兵器工場周辺地域の発症事例報告などに立

ち入りながら説明されていく。扁桃腺炎を繰り返

し発症している症状から、想定される被ばく線量

は０．６Ｇy～１．５Ｇyほどになること、さらに

被爆者が食道がんになる割合は被爆者でない人

の２倍にもなることが、具体的な資料、データに

基づいて証言されていく。 

一審判決と国側意見の基本はＹ・Ｍさんの食道

がん発症原因を放射線被ばく以外に求める他原

因とするものだが、それに対して緻密で詳細な反

論とその根拠が明らかにされていく。参考文献に

基づいてＹ・Ｍさんの実際の喫煙歴、飲酒実態を

当てはめると、Ｙ・Ｍさんのどのようなケースで

あっても、過去の喫煙経験、飲酒歴が食道がん発

症のリスクにはならないこと、あったとしても極

めて影響の少ない、放射線の起因性を否定するに

は至らないことが証明されていく。食道がんにお

いて飲酒の発症リスクが顕著になるのは、飲酒と

喫煙の両方が併存している場合に限られること

が特に強調され、すでに２０年前から禁煙してい

るＹ・Ｍさんにとって喫煙歴によるリスクなどあ

り得ない。国の主張するようなアルコール摂取が

本当に行われていたなら間違いなく肝機能障害

を発症するはずだがＹ・Ｍさんは一度も肝障害を

起こしたことはない、といった説明は私たちにも

分かり易い。 

Ｙ・Ｍさんは７歳頃から扁桃腺炎を繰り返して

おり健康に影響を及ぼす相当量の被ばくをして

いるのは間違いない。被爆者の発症する食道がん

リスクは２倍にもなるが、それを超えるほどの喫

煙、飲酒のリスクは認められない。したがって、

食道がんの放射線起因性を否定することにはな

らないことが結論としてまとめられた。 

Ｙ・Ｍさんの食道がん進行ステージは２だった。

この場合手術をすれば２年後の生存率は８０％。

だから全摘手術をして救われるのが一般的だ。し

かしＹ・Ｍさんは術後２年４ヵ月でこの世を去ら

なければならなかった。原爆による被ばくの影響

としか考えられない。この悲しい事実も告げられ

てＹ・Ｍさんについての主尋問は括られた。 

 

次いで中森弁護士によってＯ・Ｈさんについて

の尋問が行われた。限られた尋問時間を有効に使

うため小瀧悦子弁護士が証言台の傍にあって示

される書証の提示を手際よくサポート。尋問の中

心はまず放射線ひばく線量と心筋梗塞発症の間

の閾値について。ＬＳＳ１３報のレポート、その

他近年発表されている数々の報告、論文等が次々

と５本ほども示され、いずれも心筋梗塞の放射線

起因性に閾値のないと考えられるようになって

いることが証明されていった。今や０．５グレイ

以下でも虚血性心疾患、心筋梗塞への影響は明ら

かというのが世界的国際的認識であると強調さ

れる。 

Ｏ・Ｈさんは被爆後１０年間ほども下痢が続い

た経験をもっており、国は１０年も続く下痢は放

射線起因性とは考えられないと主張している。し

かし眞鍋医師は自らのたくさんの診療実例に基

づいて放射線との関係を否定できないことを説

明し、内部被ばくの可能性、放射線治療の副作用

で示されている実例などもまじえてそのことを

証明していった。 

国はＯ・Ｈさんの心筋梗塞についても他原因を

主張しているが、Ｏ・Ｈさんが心筋梗塞を発症し

た５０歳の時のリスクは喫煙だけであり、それだ

けで放射線起因性を否定する理由にはならない

と断言。その他、国の主張する高血圧、糖尿病の

血糖値、悪玉コレステロール値等々いずれもが正

常値の範囲であることを事実でもって示し、国の

主張は否定されていった。 

 

休憩を挟んで反対尋問に移った。 

いつものように、眞鍋医師の専門が小児科であ

り、循環器、消化器の専門ではないこと、放射線、

疫学、統計学の専門でもないこと、それらの学会
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に所属もしていないことを「確認する」ことから

尋問は始まる。実際にどのような質問がなされて

いったのか、傍聴席から理解するのはなかなか難

しいが以下のようなことが印象に残った。 

Ｙ・Ｍさんの７歳の頃からの扁桃腺炎発症につ

いて、幼い頃の記憶の信憑性について問い質され

たが、眞鍋医師は自らの小児科医の経験から記憶

の確かさを証明された。反対尋問の多くはがん発

症のリスクについてだったが、質問内容は一般論

的な内容のものが多く、Ｙ・Ｍさんの放射線起因

性について具体的に切り込むようなものはなか

ったように思う。「被爆者であっても食道がんを

発症しない人もいますよね？」といった珍問まで

飛び出していた。 

尋問の中で特に印象深かったのは、国側の主張

の根拠に採り入れられている論文もその原文は

英文のものが多いが、その日本語訳が間違ってお

り、間違ったまま主張の根拠にしている、という

眞鍋医師からの重大な指摘、反対尋問への回答だ。

だから国の採用した論文は国の主張の根拠には

なり得ない、そもそも国の意見書に示されている

表やデータは英文の原文には存在しないものす

らある、という驚くべき指摘もあった。 

こんな基本的で重大な問題を尋問の場で直接

指摘されたりすると、質問者は驚いたり、狼狽し

たり、立ち往生したりするのが普通の感覚だと思

うが、国の代理人はことの重大性か理解できない

のか、或いはあらかじめ分かっていてもはや開き

直っているのか、何の反応もなく淡々と次の質問

に移っていく。 

反対尋問はＯ・Ｈさんのことについて移ってい

くが、一般論についての質問が中心で、傍聴席に

いる私たちにとってだんだんと退屈な尋問、退屈

な時間になっていった。メモを取る気力も奪われ

ていく。 

反対尋問の後、崔弁護士、中森弁護士から若干

の最終補充尋問が行われ、陪席裁判官からも眞鍋

医師の診療実績についての質問が行われて、午後

５時前尋問は終了した。当初の予定を大幅に上回

った３時間以上の証人尋問となり、眞鍋医師が最

後まで一人で奮闘された。 

国側からは国側の証人尋問の採用が求められ

たが、合議の上これもあっさりと退けられた。次

回期日が調整されて１０月２１日(木)１０時３

０分からと決められた。裁判長からは次回期日を

最終弁論とすることが明言され、最終準備書面の

提出期限も確認された。 

 

 

午後５時を回って大阪弁護士会館で報告集会が

持たれた。まず最初に今日大奮闘された眞鍋医師

に参加者全員から大きな拍手が送られた。 

眞鍋医師は、挨拶の中で国側意見書に名前の出

ている「専門家」の実態について語られた。国が

直前になってぶ厚い意見書を３つも出してきて

ビックリしたけど、中身を見て「なんやこれは？」

というものばっかりだった。その内の一人は循環

器の専門医だったが、循環器の専門医というのは

患者を治すことに必死で、自ら放射線をかなり浴

びていること、それでがんになったり心疾患にな

ったりしていることが頭から飛んでいて全然勉

強されていない。「医療現場で心筋梗塞が増えた

など聞いたこともない、違和感を覚える」といっ

たことが意見書には書かれている。今日の尋問で

この意見書のことが出されたらしっかりと言っ

てやろうと思っていたが、残念ながらそれは出さ

れなかった。そういうレベルなので、被ばくのこ

とについて「専門家」であればあるほど知らない

というのが実態だ。裁判所はそのことを理解され

ていると思うので判決には期待している。 

今日も一日参加された原告のＯ・Ｈさんから挨

拶が行われた。尋問の中でＯ・Ｈさんの心筋梗塞

の原因が運動不足かのように言われる場面があ

ったが、自分は運動だけは人一倍やってきたのだ

と話された。今でも一日７千歩は歩いており、医

者から「それで十分」と言われている。幼い頃の

記憶の問題についても自分は人一倍記憶力がよ

く、真っ黒いＢ２９の爆撃機が飛んできていたこ

となどハッキリと憶えている、と話された。 

次いで今日の尋問を担当された崔弁護士から

挨拶が行われ、提訴以来のことをふりかえりつつ

感想を述べられた。Ｙ・Ｍさんの裁判の争点は当

初は入市の事実を認めるか否かのところにあっ

たが、それに対しては野口善國弁護士の奮闘によ

閉廷後の報告集会の様子(大阪弁護士会館) 
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ってしっかりとした資料を出すことができた。そ

れで結着するものと思っていたが、次には喫煙、

飲酒が問題とされて一審敗訴とされてしまった。

喫煙、飲酒問題では眞鍋先生に多くのことを教え

ていただき、強力に引っ張ってもらってここまで

くることができた。尋問を終えてほっとしている

のが正直なところ。最終準備書面は頑張って、逆

転勝訴に持っていきたい。 

中森弁護士からも感想が述べられた。その中で

国側代理人席には法務省所属の若い医師のいた

ことも紹介された。最初は国側代理人には反対尋

問などできないのではないかと心配もしていた

ぐらいだが、意外にもどんどん質問されて、それ

に眞鍋先生がしっかりと回答していただき、お蔭

でこちらの主張をより詳しく説明する結果にな

っていった。国側から何を聞かれても眞鍋先生は

大きな立場から回答され、国側代理人席にいる若

い医師にも教えていくいい機会になったのでは

ないかと思う。 

藤原清吾弁護団長からは今日の眞鍋医師と弁

護団に感謝と評価の言葉が述べられ、夏休みを返

上して最終準備書面にとりくんでいこうと激が

飛ばされた。今回から新しく担当となった本多久

美子裁判長は法曹界の人々の間ではよく知られ

ている人のようで、そのキャリア、経歴について

も紹介された。 

愛須勝也弁護団事務局長からノーモア・ヒバク

シャ近畿訴訟の最終局面について報告が行われ

た。Ｔ・Ｉさんの最高裁上告は残念ながら棄却さ

れた。但しＴ・Ｉさんは申請疾病であった慢性肝

炎と糖尿病とは別の病気で原爆症認定されたの

で、これを機に慢性肝炎の再申請をするかどうか

検討されている。医療特別手当を却下されようと

したＳ・Ｔさんの訴訟は既報のように大阪府の自

庁取り消しによって訴訟はなくなった。弁護団は

国家賠償請求に変更して手続き中だ。したがって

残された訴訟は今日の第１４民事部だけとなっ

た。５月１３日判決の高橋一有さんも、今日のＹ・

Ｍさん、Ｏ・Ｈさんもみんな一審は地裁第２民事

部の三輪方大裁判長による不当判決によるもの

だった。高橋さんに続いてＹ・Ｍさん、Ｏ・Ｈさ

んも一審不当判決をひっくり返していく必要が

ある。国側も必死だ。せっかく地裁２民でもらっ

た国側勝訴判決を、このままだとすべて控訴審で

ひっくり返されてしまう、という危機感がある。

直前になって出してきた意見書は、国側のなりふ

り構わぬ姿そのままだ。全国のノーモア・ヒバク

シャ訴訟の中でもこの第１４民事部が最後の裁

判になる。これを勝利で終わることは大きな意味

を持っている。 

最後に尾藤弁護団幹事長の、「判決には期待し

ているが絶対に大丈夫ということは絶対にない。

最後まで全力投球して、裁判所が本当にいい判決

文を書けるように、我々の運動も主張も頑張って

いこう」とのよびかけでこの日の報告集会は閉じ

られた。 

 

眞鍋医師の証人尋問は昨年２月２８日の高裁

第６民事部での証言に次ぐものだった。前回も今

回も、その間に行われた第１２民事部での意見書

提出に際しても、今日の最新の医学的知見に倦む

ことなく挑み続け、膨大な研究報告、論文、デー

タに基づいて準備されてきたものであることを

私たちは知っている。それは、一人でも多くの被

爆者を救済し、一人でも多くの人々を核の被害か

ら守っていくための努力だ。眞鍋医師のお蔭で私

たちは時代の変化、人類の進歩とともにあること

を実感することができている。 

一方これに対する国側はどうか。はるかに時間

の過ぎた過去の諸々の考え方や基準から一歩も

抜け出すことができず、いつまでも古い考え方に

縛られたままになっているのではないか。意見書

などで「ＤＳ０２」などの言葉を見たり聞いたり

すると、いまだにそんなことを言っているのかと、

古色蒼然とした姿をそこに感じてしまう。 

今回の法廷、尋問を経て、そのような感想を強

く持つことになった。 

 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

2021年 10月 21 日(木)  10:30 高裁第 14民事部 202号法廷   最終意見陳述(結審) 
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全国の被爆者数は１２万人台に 
厚労省 ２０２１年３月末被爆者データを公表 

 

■厚生労働省から令和３年(2021年)３月末現在の被爆者関連データが公表されました。 

全国の被爆者数(正確には被爆者健康手帳所持者数)は昨年より 8,927人減少

して 127,755人となり、１３万人台を下回りました。昭和３２年(1957 年)に被

爆者手帳の制度が始まって以来最少の人数となります。被爆者数の最も多かっ

たのは昭和 55年(1980年)の 372,264人ですが、その後減り続け、その減少幅も

大きくなってきています。 

京都府の手帳所持者数は７８９人、昨年より６０人すくなくなりました。 

■全国の被爆者の平均年齢は８３．９４歳、昨年より０．６３歳の上昇です。 

■医療特別手当の給付される認定被爆者数は全国合計で 6,978人です。昨年より

４５人減少し、被爆者数全体に占める割合は依然として５％水準(５．５％)に止

まる厳しい状況が続いています。 

京都府の認定被爆者数は４４人です。 

■介護手当、家族介護手当合計の受給者数(延べ)は全国合計で 26,256 人で、昨

年より１，０７６人もの減少です。京都府も７２人で昨年より１７人減少しまし

た。 

■厚労省の公表するデータでも被爆者の高齢化は顕著であり、原爆症認定制度の

抜本的改革含む被爆者援護制度の改善は急務です。健康診断、人間ドッグをより

利用しやすくしていくこと、介護保険制度の充実改善を求めていくことも重要に

なっています 

 

■別件ですが、京都府の２０２０年度の被爆

者の一般健康診断受診者数は１２９人、特別

検診(人間ドック)が１８７人、被爆二世健診

受診者数は１４８人でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 人数 

北海道 ２３２ 

青森県 ４１ 

岩手県 １７ 

宮城県 ９６ 

秋田県 １５ 

山形県 １２ 

福島県 ５３ 

茨城県 ２９３ 

栃木県 １４８ 

群馬県 ９８ 

埼玉県 １，５２０ 

千葉県 １，９００ 

東京都 ４，４０２ 

神奈川 ３，３３８ 

新潟県 ７２ 

富山県 ４１ 

石川県 ６４ 

福井県 ４６ 

山梨県 ５７ 

長野県 ９０ 

岐阜県 ２７５ 

静岡県 ４３２ 

愛知県 １，６２６ 

三重県 ２６４ 

滋賀県 ２５６ 

京都府 ７８９ 

大阪府 ４，２８８ 

兵庫県 ２，６７４ 

奈良県 ４８０ 

和歌山 １７２ 

鳥取県 １９０ 

島根県 ６８０ 

岡山県 １，１０２ 

広島県 １５，６１６ 

山口県 ２，０２２ 

徳島県 １０１ 

香川県 ２３６ 

愛媛県 ５１４ 

高知県 １０４ 

福岡県 ５，１１７ 

佐賀県 ７２３ 

長崎県 ９，１８９ 

熊本県 ７８９ 

大分県 ４５３ 

宮崎県 ３２４ 

鹿児島 ４６０ 

沖縄県 ９９ 

広島市 ４２，１９１ 

長崎市 ２４，０５４ 

合 計 １２７，７５５ 

年度 被爆者数 前年差 

2000年末 ２９１，８２４  

2001年末 ２８５，６２０ －６，２０４ 

2002年末 ２７９，１７４ －６，４４６ 

2003年末 ２７３，９１８ －５，２５６ 

2004年末 ２６６，５９８ －７，３２０ 

2005年末 ２５９，５５６ －７，０４２ 

2006年末 ２５１，８３４ －７，７２２ 

2007年末 ２４３，６９２ －８，１４２ 

2008年末 ２３５，５６９ －８，１２３ 

2009年末 ２２７，５６５ －８，００４ 

2010年末 ２１９，４１０ －８，１５５ 

2011年末 ２１０，８３０ －８，５８０ 

2012年末 ２０１，７７９ －９，０５１ 

2013年末 １９２，７１９ －９，０６０ 

2014年末 １８３，５１９ －９，２００ 

2015年末 １７４，０８０ －９，４３９ 

2016年末 １６４，６２１ －９，４５９ 

2017年末 １５４，８５９ －９，７６２ 

2018年末 １４５，８４４ －９，０１５ 

2019年末 １３６，６８２ －９，０１５ 

2020年末 １２７，７５５ －８，９２７ 

 2021年３月末 前年差 

１号 直接被爆 ７９，８３０人 －５，４７６人 

２号 入市被爆 ２６，８４２人 -２，３６６人 

３号 救護等被爆 １４，３０９人 -９８０人 

４号 胎内被爆 ６，７７４人 -１０５人 

全国合計 １２７，７５５人 -８，９２７人 

京都府 ７８９人 -６０人 

 医療特別手当 特別手当 健康管理手当 介護手当 家族介護手当 

全国合計 ６，９７８人 ２，２１８人 １０７，０３２人 １３，８０８人 １２，４４８人 

京都府 ４４人 ２０人 ５９５人 ５７人 １５人 

各種手当受給者数 

被爆者数の推移 

都道府県別被爆者数 

区分別被爆者数 
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セーシェルが批准し核兵器禁止条約締約国は５５ヶ国に 
 

７月１２日(月)インド洋の国セーシェルが核兵器禁止条約を批准し、締

約国は合計５５ヶ国になりました。 

 

 

 

２０２１年７月２５日現在 核兵器禁止条約批准国５５ヶ国 
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被爆者手帳所持者数の推移

原爆医療法 

制度開始 

原爆特措法 被爆者援護法 

核兵器廃絶に向けて 

オーストリア 

アイルランド 
サンマリノ 
バチカン市国 

マルタ 

パレスチナ 

ガンビア 

バングラデシュ 
タイ 

ラオス 
ベトナム 
マレーシア 

カンボジア 

ニュージーランド 

パラオ 
サモア 
ヴァヌツ 

フィジー 
ニウエ 
キリバス 

クック諸島 
ツバル 
ナウル 

メキシコ 

ベリーズ 
エルサルバドル 
ニカラグア 

コスタリカ 
パナマ 
エクアドル 

ホンジュラス 

ベネズエラ 
トリ二ダード・トバコ 

ガイアナ 

ボツワナ 
南アフリカ 

レソト 

ボリビア 
パラグアイ 

ウルグアイ 

キューバ 
ドミニカ 

セントクリストファー・ネービス 
アンティグア・バーブーダ 
セントビンセントグレナディーン諸島 

セントルシア 
ジャマイカ 

カザフスタン 

モルディブ 
セーシェル 

ナミビア 

ベナン 

ナイジェリア 

フィリピン 

コモロ 
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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。 

 

 

■今年も大阪で平和行進を歩く 

野間優子（吹田市） 

いつも会報を見て学び感動し、感謝していま

す。新聞からの情報も見ていますが、やっぱり

もう一歩、突っ込んだ会報で納得しています。

これからも頑張って下さいね。 

７月６日、今年も原水爆禁止の平和行進に、摂

津市から吹田市まで２時間歩きました。途中で

新婦人や地域の方々のスタンディングに参加し

ながら歩道を行進。無事終えて次の方々にバト

ンを渡しました。私は吹田平和委員会の一員と

しての参加でした。 

 

■玉山ともよさん講演記録のお礼 

村上佳穂(岡山県原爆被爆者会二世部会) 

玉山ともよさんの講演の記録をお送りいただい

てありがとうございました。当日オンラインで参

加させていただいて、個人的には大変刺激になり

ましたが、とても重要でありながらあまり世間に

知られていない事実や考えさせられる問題提起

を多く含んだご講演だったので、何かの形で出版

されるべきと感じていました。それなので、こう

して会報別冊にまとめられたことは大変意義深

いと思いますし、ありがたく思います。貴会のこ

れまでの会報や別冊は、それ自体中身の詰まった

貴重な出版物を成しています。この水準のものを

これだけ periodical に出し続けられる背景にど

れほどのご苦労があるかは、推察するばかりです

が、一読者として今後とも継続して展開していた

だきたく、よろしくお願い申し上げます。 

 

■耳の不自由な方、パソコンがない方にも印刷し

て送ってあげました 

門川恵美子(神奈川県原爆被災者の会二世・三世

支部) 

玉山さんの講演記録ありがとうございます。私は

何度も聞かないと理解できないので文章にして

いただいてとても感謝です。電車で移動中、読む

んです。目的地にあっという間につきます。録音

を聞きながら文章に起こすの大変でしたね。あり

がとうございます。 

耳の不自由な方、パソコンがない方にも印刷して

送ってあげたらとても喜ばれました。 

 

■「黒い雨」訴訟の勝利判決 

古田光恵(広島県原爆二・三世の会) 

暑くなりましたがお元気ですか？この度は京

都の会報(６月号)で「黒い雨」の裁判について取

り上げていただきありがとうございます。早速

「黒い雨」の事務局長や理事長などに渡しました。 

全教中心に行われている、広島市内３か所から

平和公園に向かって同時に出発し集合する「網の

目平和行進」。コロナの関係で昨年は中止しまし

たが、今年は距離を短くして開催されました。昨

年の平和行進は開催が危ぶまれましたが、距離を

短縮して実施、今年も実施する予定です。 

広島では、サッカースタジアムの建設予定地が旧

陸軍の基地跡とあって、厩舎跡などが発掘されま

した。保存について明日広島市の考え方などを聞

く予定にしています。感染の心配もあり行動が制

限されますが精一杯活動してゆくつもりです。お

互い頑張りましょう。(7月１日) 

すでにニュースなどでご存じだと思いますが、

黒い雨訴訟が地裁に続いて高裁でも勝利しまし

た。高裁の判決では、地裁の判決より踏み込んで

「内部被爆」の範囲を広げる画期的な判決でした。

詳しいことはまだ出ていませんが、「国に相談し

て」「国が・・・」と言うのは地方自治法に違反し

ているのだそうです。国がどうであれ「控訴しな

い」と県・市が言えば国は何も言えません。 

このことは、被爆二世の対策は「国」の制度だと

いうのも体よくごまかされているということに

なります。詳しい判決文が出ましたらお送りしま

す。(7月１４日)  

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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■ミニチュアの祇園祭風景にコロナ禍収束を祈

る 

井坂博文(北区) 

梅雨も明け日差しが厳しくなってきた毎日

です。７月１８日、日差しを避けるように午

前中に地域の訪問行動に。そこで、いつもの

散髪屋さんの出窓にあるミニチュアに出会い

ました。祇園祭の風景です。今年も中止にな

った祭りに思いをはせながら見入りしまし

た。悪病退散の祇園祭の力で、一刻も早くコ

ロナ禍の収まることを祈りました。 

 

■花の咲かないアサガオのグリーンカーテン 

平 信行(南区) 

数年ぶりに我が家の表にアサガオのグリーンカ

ーテン栽培をチャ

レンジしました。毎

日の水やり、手入れ

のかいあって写真

ような立派なカー

テンが育ちました。

ところが一向にア

サガオの花が咲き

ません。６月中旬に

２～３開花したこ

とはあるのですが、

それ以降パッッタ

リ。このままだと花

を愛でれることな

く秋を迎えそうで

す。植物には全然詳

しくない素人仕事

だったのですが、どなたか原因、対策をご存じあ

りませんか？ 

 

■この夏、多賀図書館で増田正昭さんの絵画展 

守田敏也(左京区) 

この夏、滋賀県多賀町のあけぼのパーク多賀で

京都「被爆二世・三世の会」会員の増田正昭さん

による被爆者の肖像画を中心とした絵画展を行

うことが決まりました。同じく会員でこの春まで

多賀図書館長を務められた西河内靖泰さんが設

定してくださいました。 

６月２８日に西河内さんが広島から呼ばれて、

多賀町立公民館で講演されたので、増田さんと守

田で多賀町まで行き、講演を聴いたついでにあけ

ぼのパーク多賀の方と打ち合わせをしました。あ

わせて現場の見学もしてきました。 

展示会は７月３１日から８月末まで。あけぼの

パーク多賀の２階の美術工芸展示室を全部使っ

て行います。 

それ以前の日に搬送を行いますが、多賀町側が

車を出してくださいます。職員の方が美術品運送

の免許ももたれているそうで安心です。撤収も同

じように多賀町の車で行います。 

期間中にギャラリートークを行います。８月８

日(日)午前１０時３０分～１２時です。 

僕が司会を行いますが、昨年の２回の展示会のよ

うに、ＷＥＢと併設の企画にしようと思います。

会場に、本なども置くことができます。 

多賀町は京都からですと少々遠いいですが、良

ければぜひ期間中に展示を見に行ってください。

ＪＲ彦根駅から近江鉄道に乗り換えて、多賀大社

前駅下車。そこから２㌔ぐらいあります。(タクシ
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ーを呼べます) 

広島と長崎の日の間である８日のギャリ―ト

ークとセットでの鑑賞がとくにお勧め。ぜひお誘

いあわせてきていただきたいです。また滋賀の友

人・知人にも企画のことをお伝えください。 

なお今回、当初は平さんの講演なども考えまし

たが、残念ながら予算の関係で難しいとのこと。

でも来年にもう少し大きく取り組みたいとのこ

とでした。 

今回の展示会で、滋賀の二世・三世の仲間が増

えるといいですね。  

 

 

 

 

８月６日と９日は核被害者を追悼するキャンドル・ビジル 
 

この８月６日と９日、広島・長崎は被爆から７６年を迎えます。 

この日に原爆で犠牲になった方をはじめ、核の被害で犠牲になられた方を追悼し、キャ

ンドル・ビジルを行いたいと思います。 

両日とも京都市三条大橋の上で行います。 

午後７時から８時。キャンドルをもって静かな祈りを捧げます。 

 

核なき未来を目指し、かつまた戦争のない真に平和な未来を目指して行動したいです。 

どうかそれぞれでキャンドルやプラカードをお持ちになってお集まりください。主催

者側でも用意します。（橋の上は風が強いので、フードがあると良いです） 

 

午後 7時、三条大橋のたもと、京阪電車三条駅の地上出口北側で待ち合わせてスタート

します。小雨決行です。強い雨の時は中止します。 

 

主催・呼びかけは、京都「被爆二世三世の会」です。 
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■広島の原爆－記憶と問い   眞鍋禎男/著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

「広島に原爆を投下する必要があったのか」という著者の疑問が、題名「記

憶と問い」に表れている。「原爆」はどのような被害をもたらしたのか。そ

のことを「膨大な被爆者の手記」を丹念に追求し、その時その時の被爆者の

記録を紹介することによって、糾弾していく。一人の被爆者だけの記録でな

いので、臨場感があるだけでなく、「惨状」も描き出す。広島市内の地理を

紹介しながら、その場所その場所の被爆状況を丁寧に書かれているし、市内

の状況だけでなく、周囲の被爆者の状況・救助活動も書かれている。「悲惨

な」「こんなことまで書かなくてもよいのではないか」と思わせるような描

写が出てくるが、ここには、体験者が、被爆から７５年を経て、原爆体験者

の高齢化や他界が刻々と進んでいる状況下で、「思い出すのもつらい」が、

「こんな体験は二度とあってはならない」という被爆者の痛切な思いが込め

られている。「せめて体験だけの語り継ぎでもしていくのが本当じゃないで

すか」という一被爆者の訴えは、しっかりと受け止める必要がある。私事で申し訳ないですが、「父親が

自分が見たこと、経験したことを何故話さなかった」のかが、少し理解でき、少し気持ちが落ち着きま

した。思い出すのも「いや」だった惨状だったのだと思います。それが「話すこと」なんてもっとでき

なかったのだと。でも「原爆に対する思い」等、少し勇気をもって話してくれていたら、という思いも

ある。 

 

 

■東電原発事故１０年で明らかになったこと   添田孝史/著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

あの事故から「１０年」が経過し、明らかになってきた「事実」が沢山あ

る。著者は、数多くの「原発裁判」を傍聴しており、また、国会事故調の協

力調査委員として「津波分野」の調査を担当されている。本著は、「福島第一

原発事故」は、何故防ぐことができなかったのかを、事故がおきる「９年」

前から要因を追求している。ここでは、「国＝保安院」「東電」の姿勢が鋭く

追及されている。お互いの責任の押し付け合い、「経営」重視の東電等は、こ

れまでマスコミ等で取り上げられ知られつつあるが、ここでは「具体的な事

実」を丁寧に発掘し、事故から１０年の時点で明らかになった国・東電の姿

勢を明らかにしていく。福島第一原発事故は「人災」であることが理解でき、

国・東電の姿勢に怒りがこみあげてくる。 

「政府事故調」「国会事故調」の報告が分析されているが、私は、東電と共

に「国」の責任を認めた「仙台高裁」判決についての分析のほうが、勉強に

なった。国の姿勢を裁き、被告の反論をも殆ど認めなかった。しかし、「旧経

営陣」の刑事責任を追及した「東京地裁」の判決は、「酷すぎる」という思いをもつ。同じ「裁判」でも、

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

あけび書房 1,８00 円＋税 

平凡社新書 840 円＋税 
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ここまで違うものか、唖然とする思いも持つ。「原発」の構造を知らなくても「事故」の原因が何であっ

たのかを知ることができる内容の本である。 

 

■１３歳からのレイチェル・カーソン  上遠恵子/監修  レイチェル・カーソン日本協会/編 

紹介 平 信行（南区） 

レイチェル・カーソンの不朽の名作『沈黙の春』出版６０年を記念して

（１９６２年出版）、日本レイチェル・カーソン協会から出版された本で

す。ご案内いただいた文書によると「彼女の生涯や業績を伝えるととも

に、環境問題が深刻化したいま、彼女の思いをいかに現代に生かすか、と

いうことから準備されてきたもので、本文執筆者５名、コラム執筆者７

名の共同作業で１冊の本がまとめられました」とあります。 

レイチェル・カーソンの生涯が、文学少女だった少女時代から海洋科学

者に目覚めるまで、海洋学者としての活躍時代、『沈黙の春』を執筆する

に至った経緯とその功績、著書『センス・オブ・ワンダー』に託された思

い等々にまとめられて、とても分かり易く著されています。あらためて

レイチェル・カーソンのこと、環境問題のこと、そして私たちの日々の暮

らしのあり様のこと、レイチェルが放射能汚染のことにまで挑もうとし

ていたことなどを、新鮮な感覚で思い起こさせてくれる本です。 

私は１年半前胃がんが見つかり全摘手術を余儀なくされました。血統的にはがんとほとんど縁のなか

った私でしたから、診断された時にはショックでもあり、そして何故なのかと思い巡らしました。やは

り放射線を浴びた両親の世代を超えた影響はあるのではないかともちろん考えました。そしてそれだけ

でなく、化学薬品、化学物質に覆われてきた私たち世代の生活環境も深く原因しているのではないかと

思いました。私の育った幼少期、少年期は１９５０年代後半から１９６０年代です。まだ農家のコメ生

産も増産、増産が叫ばれていた頃でした。強烈な思い出として象徴的に記憶に残っていることの一つに、

私たちの住む田舎の農村でもヘリコプターによる農薬の空中散布が行われていた事実です。日本の小さ

な農山村ですから田圃の上だけ散布するというわけにはいかず、家屋や田畑もろとも、すべての上にふ

りまかれ、私たちはそれを浴びていました。米作の農薬散布に限らず、高度成長時代、あらゆる生産物

に化学物質が入り込み、推し拡がっていった。そしてそれは今も変わらず続いているのです。 

加えて１９５０年代、６０年代は２，０００回以上も核実験の行われた時代です。海流によって、偏

西風によって日本列島中が目に見えない放射性物質に襲われてきた、というのは決して大袈裟な話では

ないでしょう。私たちは被爆二世であると同時に直接のヒバクシャ(一世)である可能性も高い。 

日本人の２人に１人ががんを発症しています。その原因の基本的な構造は、直接の放射線被ばくと、

その世代を超えた影響と、そして化学物質取り込みによる複合的影響ではないか。そんなことを考えさ

せてくれながら読む一冊でした。 

尚、レイチェル・カーソンも乳がんを発症し、やがて全身転移に見舞われ、５６歳の若さでこの世を

去っています。もう少しだけでも余命があったなら、放射線被ばくの脅威と告発についても、私たちの

活動の指針となる素晴らしい仕事を遺してくれていたはずです。 

 

 

 

 

 

あけび書房 1,８00 円＋税 

かもがわ出版 1,600 円＋税 
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■核兵器廃絶研究員に就任した長崎の被爆３世 

林田光弘さん(２９) 

長崎市出身の被爆３世。近い 

将来訪れる「被爆者なき時代」を 

見据え、多くの世代に被爆の実相を 

伝えようと１０年ぶりに帰郷し、７月１日付で 

長崎大核兵器廃絶研究センター特任研究員に就任した。 

高校時代、核兵器廃絶を訴える署名を国連に届ける「高

校生平和大使」を務めた。核拡散防止条約再検討会議にも

参加。病身を押して核なき世界を訴える被爆者の姿に圧倒

され、「一緒に活動する」と被爆者たちに約束した。 

大学進学を機に上京し、仲間と安全保障法制などに反対する学生団体「ＳＥＡＬＤｓ(シールズ)」

を結成。デモでは被爆者の言葉を引用して不戦の誓いを叫んだ。２０１６年には、核兵器の保有、使

用などを全面禁止する核兵器禁止条約への全ての国の参加を求める「ヒバクシャ国際署名」のキャン

ペーンリーダーとなり、集めた１３７０万筆の署名を国連に届けた。 

条約は２１年１月に発効したが、孫のように可愛がってくれた被爆者は次々と鬼籍に。「あの約束

を果たそう」。そう決意し、６月に長崎に戻った。 

爆心地から約１．５㌔で被爆した祖父がかってなくなる直前、涙ながらに「あの日」の記憶を語っ

てくれた姿が忘れられない。今後は被爆証言や資料のデジタル化に携わり、新たな証言の掘り起こし

にも取り組んでいくつもりだ。 

「数字だけでは分からない被爆者の人生を感じてもらうためにも、一人一人の顔がちゃんと見え

るような記録を紡いでいき、血の通った被爆証言を後世に残したい」 

（２０２１年７月１３日 毎日新聞） 

Scrap 

book 

■戦争体験を振り返る 平和を守る城陽懇話会 鴻の巣会館で谷口さん講演 

「長崎で被爆した私が今、伝えたいこと」と題し、戦争体験を語り継ぐ講演会が３日、城陽市寺田

水度坂にある鴻の巣会館３階ホールで開かれた。 

「くらし・民主・平和を守る城陽懇話会」が主催したもので、京都「被爆二世・三世の会」の谷口

公洋さんが語り手を務めた。 

谷口さんは、１９３１年の満州事変に始まるアジア太平洋戦争の年表と地図を使い、原爆投下に至

るまでの情勢について解説した。 

被爆直後に撮影された広島市中心部の写真や、直前ま

で京都が原爆投下の第一目標だったとする資料を紹介

しながら「当時、建物疎開(防火帯を作るために指定区域

にある建物を撤去する作業)に当たっていた１２～１３

歳の子供たちが多く犠牲になった」と話し、核兵器廃絶

を強く訴えた。 

後半では、長崎で被爆経験がある谷口さんの母・チリ

さん(９３)=鹿児島市=が当時を振り返った手記を元に、

原爆の悲惨さを伝えた。 

（２０２１年７月１１日 洛南タイムス） 
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▼７月７日(水)、４年前核兵器

禁止条約が採択されたこの日。

日本原水協が外務省に対して要

請行動を行いました。行動と言って

もすべてオンラインで、日本原水協の安井事務局

長と全国の地域原水協などから８名がＺＯＯＭ

で参加、私もその一人に加わりました。この日ま

で集められている５８万７，４０３筆の署名を目

録で提出し、日本政府の一日も早い核兵器禁止条

約への署名・批准を求め、訴えました。対応した

外務省職員は、鈴木晶子軍備管理軍縮課首席事務

官。回答は「我が国をとりまく安全保障環境が一

層厳しさを増している中にあって、抑止力の維

持・強化を含めて現実の安全保障の脅威に適切に

対処しなければならない。こうした立場に照らし

て禁止条約に署名する考えはない」でした。予想

していた回答とは言え、どこかの総理大臣のよう

に原稿に目を落としながらの棒読みではなく、真

正面を向いてスラスラと回答する姿勢にはちょ

っとビックリ。▼あらためて“核抑止論”が最大

の壁、ハードル、核にしがみつく人々の唯一の論

拠だと実感しました。そしてそれは、何もしなけ

れば同意と支持を広げていきかねないものでも

あると。８月原水禁世界大会、「平和の波」行動、

そして秋は国連を舞台にした活動と日本では総

選挙へと続きます。“核抑止論”の打破。そこに焦

点を当てた学習、交流、宣伝活動をとりくんでい

くべきではないかと思います。(平)

編集 

後記 

■核不拡散会議来年１月軸に コロナでさらに延期 

８月に米ニューヨークでの開催が予定されていた核不拡散防止条約(ＮＰＴ)再検討会議について、

国連は２２日、さらに延期が決まったと発表した。新型コロナウィルス感染症の流行を踏まえた措

置。新たな日程は未確定だが、来年１月４～２８日を軸に調整する。 

核軍縮の取り組みを検証する同会議は新型コロナのため延期が続いており、当初予定されていた

昨年春から１年半以上遅れる事態となった。世界の核軍縮が停滞する状況が続きそうだ。 

議長を務めるスラウビネン氏(アルゼンチン)が加盟国に送付した書簡によると、同会議は対面で

の開催を想定。今年１２月～来年２月の期間内で複数の日程案を検討しているが、最有力の来年１月

４日～２８日で会場の確保などを進める。日程は新型コロナなどの状況も考慮しつつ、今年１０月に

確定させる方針。 

来年１月１２日～１４日には、今年１月発効した核兵器禁止条約の第１回締約国会議もオースト

リアで開催予定。ＮＰＴ会議と締約国会議の同時期の開催は非現実的なため、締約国会議をＮＰＴ会

議の後にずらすことも視野に入れる。 

ＮＰＴ会議は核軍縮の道筋などを探るため５年に一度開かれ、加盟１９１ヶ国・地域の外交団のほ

か広島、長崎の被爆者や市民団体など多数が参加する。 

（２０２１年７月２４日 京都新聞） 



京都「被爆二世・三世の会」会報№１０5  ２０２１年 7 月２５日 

21 

２０２１年８月（葉月・はづき）行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

8 １ 日  

 2 月 原水禁世界大会/国際会議(10 時・オンライン) 

 ３ 火  

 

 

４ 水 原水禁世界大会/テーマ別集会Ⅲ「枯葉剤被害６０年」(15 時・オンライン) 

 ５ 木 原水禁世界大会/テーマ別集会Ⅱ「沖縄連帯」(１４時・オンライン) 

 ６ 金 

広島市原爆死没者慰霊式・平和祈念式(8 時) 

原水禁世界大会/ヒロシマデー集会(10 時)/被爆者との連帯のつどい(14 時) 

核犠牲者を追悼するキャンドル・ビジル(19 時・三条大橋)    キンカン行動 

 

 

７ 土 原水禁世界大会/テーマ別集会Ⅳ「非核平和のアジア」(10 時・オンライン) 

 ８ 日 

多賀町での増田正昭さんギャラリートーク(10 時３０分・あけぼのパーク多賀) 

原水禁世界大会/テーマ別集会Ⅰ「被爆者とともに」(14 時・オンライン) 

山の日 

 ９ 月 

長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典(10 時４０分) 

原水禁世界大会/ナガサキデー集会(10 時)/被爆者との連帯のつどい(13 時) 

核犠牲者を追悼するキャンドル・ビジル(19 時・三条大橋) 

 １０ 火  

 

 

１１ 水  

 １２ 木  

 １３ 金 キンカン行動 

 １４ 土  

 

 

１５ 日 お盆  「終戦」記念日 

 １６ 月 京都五山送り火 

 

 

１７ 火  

 １８ 水 京都「被爆二世・三世の会」例会(18 時３０分・ラボール京都北会議室) 

 １９ 木 戦争法廃止をめざす行動日(１８時３０分・京都市役所前） 

  ２０ 金 キンカン行動 

 ２１ 土  

 ２２ 日  

 ２３ 月 シベリアデー(スターリンが強制抑留秘密指令を発したとされる日) 

 ２４ 火  

 ２５ 水  

 ２６ 木  

 ２７ 金 キンカン行動 

 

 

２８ 土

曜 

 

 ２９ 日  

 ３０ 月  

 ３１ 火

曜 

二百十日 

 


