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京都「被爆２世・３世の会」会報 
京都市中京区壬生仙念町３０-２ 

ラボール京都４階 
京都原水爆被災者懇談会気付 

ＴＥＬ075-811-3203 
ＦＡＸ075-811-3213 

京都「被爆２世・３世の会」１０月例会のお知らせ ２ 

永原先生の遺作『消えた広島』のすすめ 米重節男 ３ 

原爆症認定制度改革は放射線被曝の真実を明らかにしていく運動 平 信行 ４ 

東北 震災から二年半 奥田美智子 １０ 

NHK「ヒバクシャの手紙」から 親父へ 石角敏明 １２ 

転載 原爆被爆者の夫を６７年間白血病にさせなかった食生活 雨宮正子 １４ 

京都府平成２５年度被爆二世健康診断 案内・申込書・受託医療機関  １６ 

会員から会員へ＠みなさんからのお便り紹介 １９ 

お知らせ／NHK スペシャル「終わりなき被爆との闘い」 ２０ 

ｓｃｒａｐｂｏｏｋ／ 広島カープ・前田健太投手 「８月６日は“大切な日” 」（被団協新聞） ２１ 

 原発事故「子ども・被災者支援法」国方針案に京滋避難者が怒り(京都新聞) ２２ 

行事カレンダー  ２３ 

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   白石辰馬さん 

２０１３年８月２日（金）ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟８人の原告全員に勝訴判決！！ 
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京都「被爆２世・３世の会」は１０月から、会員・賛助会員なら誰でも参加できる例会を毎

月開催することにしました。気軽に参加できる会とし、どんなことでもおしゃべりできる、話

し合える、会員・賛助会員の交流と親睦を深める例会にしていきたいと思います。ご都合

のよい方は是非ご出席下さい。 

とりあえず初回は１０月２３日(水)、ラボール京都での開催を予定しました。 

今後はみなさんのご都合もお聞きしながらより多くの方が参加できる日時設定をしていく

予定です。 

尚、例会終了後は近くに会場を移しての２次会なども予定したいと思います。さらに交

流を深めましょう。 

 

１０月例会 日時：１０月２３日(水) １８:３０～２０:３０ 

  会場： ラボール京都(労働者総合館)地階・桃源の間 

 

京都「被爆２世・３世の会」１０月例会のお知らせ 

京都「被爆２世・３世の会」のメーリングリスト始めました！ 

 ＧＭＯメディア株式会者が提供するメーリングリストサービス「ｆｒｅｅｍｌ」を使用したメーリングリスト

です。 

 メーリングリスト参加者は、京都「被爆２世・３世の会」の正会員・賛助会員・事務局メンバーの内、

希望者とします。 

 メーリングリスト管理者は、平信行が務めます。 

 メーリングリストの名前は京都「被爆２世・３世の会」とします。 

 メーリングリストのアドレスは aogiri2-3@freeml.com です。(広島市平和公園内の“被爆アオギリ

の木２世”にちなみました。) 

 メーリングリストによって会員相互の連絡、情報提供・交換、意見交流等を容易にし、コミュニケー

ションを活発にしていきます。但し、情報の基本伝達の基本はあくまで会報とします。 

 まだメーリングリストに参加登録されていない方で希望される方は、平までご連絡下さい。 

またメーリングリストについてのご質問、ご意見も平までお願いいたします。 

mailto:aogiri2-3@freeml.com
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広島の街と人々への暖かなまなざしと 

原爆の非人道性を鋭く直視 

永原誠先生の遺作『消えた広島』のすすめ 

米重節男 

 
米重節男です。永原先生は、昨年の被爆２世３世

の会の結成総会でお目にかかったのが初めてです。 

今回、先生の被爆体験記を読み、いくつかのつなが

りを発見した思いがします。全体には、被爆前の生活、

時代の空気が述べられており、当時の広島の状況や

市民の生活もよくわかりました。被爆の時から以降の

ことは、大変しっかりとした観察と記憶で、詳しく一連

の出来事がわかる話だと受け止めました。これまでも

多くの人が体験を記していますが、永原先生の話の

ような客観的な観察は少ないように思います。家族の

皆さんがどのようになられたのか、それぞれの最後が

淡々と述べられていますが、心中を思うと言いようの

ないものを感じます。このような人や家族が多くあった

ことを、忘れてはならないのです。あらためて、原爆

の持つ人類への非人道的な影響を感じます。 

さて、この本は、吸い込まれるように読みましたが、

その中には私が育った地のことや人のつながりも含ま

れており、知らないところでのつながりを感じました。 

永原先生が付属小学校で教わった２人の山本先生

のことが書かれています。この内の一人「山本寿」と

いう唱歌の先生を目にした時に、もしかしてこの人は

あの人ではと思い至りました。私が卒業した祇園中学

校は新制中学校で、校歌は中学校が創立した戦後

に作られています。確か、この校歌の作曲者は山本

寿とあったと記憶していました。それは、中学校で私

が教わった音楽の先生に山本という方がおられ、校

歌はその山本先生のお父さんの作曲と聞いた記憶

があります。確認してみると、やはり作曲は山本寿と

なっています。永原先生の記述には、山本寿先生は

無事生き延びられたとあるので、戦後の新制中学校

の校歌を作曲されたのだろうと思います。 

ちなみに、広島カープの最初の応援歌「勝て勝て

カ ープ」の作曲も山本寿となっています。この山本

寿先生は、広島で多くの校歌や社歌など作曲されて

いるのではないだろうかと思ってしまいました。 

私は、山本寿先生を直接は知りませんが、母校の校

歌を通じて永原先生の記憶につながっているのは驚

きでもありました。広島のローカルな話ですから、土

地・人、生活など共通していることやわかることがあり

ました。 

永原先生の遺作となりましたが、もう少し早くお話

を聞いておきたかったなという気持ちがします。そし

て、この本は、読んでほしいと思う人も浮かんできま

すので、紹介もしていこうと思いました。なお、「緑井」

に避難する所では、「緑井の東、祇園町」とありますが、

これは位置関係からは南だと思います。 
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被爆者援護法（抜粋） 

第十条（医療の給付） 

厚生労働大臣は、原子爆弾の傷害作用に起

因して負傷し、又は疾病にかかり、現に医療

を要する状態にある被爆者に対し、必要な医

療の給付を行う。ただし、当該負傷又は疾病

が原子爆弾の放射能に起因するものでない

ときは、その者の治癒能力が原子爆弾の放

射能の影響を受けているため現に医療を要

する状態にある場合に限る。 

第十一条（認定） 

前条第一項に規定する医療の給付を受けよ

うとする者は、あらかじめ、当該負傷又は疾病

が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生

労働大臣の認定を受けなければならない。 

第二十四条（医療特別手当の支給）  

都道府県知事は、第十一条第一項の認定を

受けた者であって、当該認定に係る負傷又

は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手

当を支給する。  

前項に規定する者は、医療特別手当の支給

を受けようとするときは、同項に規定する要件

に該当することについて、都道府県知事の認

定を受けなければならない。  

 

医療特別手当は、月を単位として支給するものとし、

その額は、一月につき、十三万五千四百円とする。  

 

原爆症認定制度の改革は放射線被曝の真実を明らかにしていく運動 

～ 原爆症認定訴訟について ～ 

平 信行 

 

原爆症認定制度とは 

被爆者への保障などを定めた被爆者援護法にお

いて、原子爆弾の放射能によって負傷・疾病した被

爆者への医療給付（医療に関わる費用全額を国が

負担）と、あわせて医療特別手当の支給（１ヶ月１３５，

４００円）が定められています。 

この保証を受けるためには国に申請し、厚生労働

大臣が認定することが定められています。 

被爆者援護法はその前身である原爆医療法が１９５７年

（昭和３２年）施行され、１９９４年（平成６年）原爆特別措

置法と統合改定されて成立した法律です。 

原爆症認定の実態 

しかし、被爆者への医療保障制度がせっかく存在

しながら、その原爆症認定は厳しく制限され、被爆者

手帳を持つ人が約２７万人いた頃でも、原爆症と認

定される人はわずか２，２００人（手帳所持者数に対し

て０．８％）程度でした。認定判断の基準が厳しく設定

されていたためです。アメリカ核実験の直爆放射線

量データを根拠に爆心地から３ｋｍ以遠の被爆者は

一切認定しない、不十分な疫学調査で根拠の曖昧

な放射線影響「しきい値」を導入し、残留放射線はも

とより内部被曝の存在も否定、入市被爆者、救護被

爆者はまったく認定されないのが実態でした。このた

め被爆者が認定申請しても、ほとんどの申請は却下

され、多くの被爆者が切り捨てられていました。 

厚生労働省が財政支出抑制のため法律の趣旨を

ねじ曲げて、認定範囲を意図的に狭くしていたと言

われています。国の予算枠に応じて認定数を調整し

ていたことを伺わせる状況もありました。また、認定数

を少なくすることにより、原発の危険性、核兵器使用

の非人道性を過小に評価する意図も関係していたと

言われています。 

原爆症認定訴訟の始まり 

認定申請の却下処分に納得できず、個人でも裁

判に訴えて認定を得ようとする被爆者が生まれました。

長崎市の松谷英子さん、京都市の小西建男さんなど

です。松谷さんは最高裁で２０００年（平成１２年）に、

小西さんも大阪高裁で同年に勝訴判決となりました。

いずれの判決も当時の原爆症認定行政の根本的な

誤りを指摘し、制度運用の抜本的転換を求めました。

このことは、裁判に訴えてでも国の認定行政を改めさ

せようとする運動のさきがけとなりました。 
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新しい審査の方針 （２００８年３月１７日、２００９年年 6

月 22日一部改定） 

第 1 放射線起因性の判断 

(１） 積極的に認定する範囲 

① 被爆地点が爆心地より約 3.5km以内で

ある者 

② 原爆投下より約 100時間以内に爆心地

から約 2km以内に入市した者 

③ 原爆投下より約 100時間経過後から、

原爆投下より約 2週間以内の期間に、

爆心地から約2km以内の地点に1週間

程度以上滞在した者 

から、放射線起因性が推認される以下の疾

病についての申請がある場合については、

格段に反対すべき事由がない限り、当該申

請疾病と被曝した放射線との関係を積極的

に認定するものとする。 

① 悪性腫瘍(固形がんなど) 

②  

しかし、裁判の裁判で認定行政の改革が求められ

たにも関わらず、厚生労働省はその後、逆に認定基

準をさらに厳しくする「原因確率」論なるもの作り出し、

認定抑制を正当化しようとしてきました。この不法を

許すことのできない被爆者は、被爆の実相に基づい

た認定行政への根本的転換を求め、２００３年（平成

１５年）から全国で原爆症認定を求める集団訴訟を提

起し、全国１７地裁（札幌、仙台、さいたま、千葉、東

京、横浜、静岡、名古屋、大阪（近畿）、岡山、広島、

高松、松山、高知、熊本、長崎、鹿児島）、３０６人の

原告が立ち上がりました。 

被爆者の訴えは、凄惨な被爆体験、急性症状発

症体験、戦後の人生で襲われた数々の病気との闘

い、共に被爆した家族の健康障害、そして医師によ

る「被爆が原因だ」とする診断等々、具体的な体験に

基づくものでした。厚生労働省の、「科学」に名を借り

た机上の計算などでは説明することのできない、「私

の病気は原爆によるものだ」との深い確信に裏打ちさ

れたものでした。 

認定申請を却下された被爆者にとって、医療費や

医療特別手当が得られないことも軽視できないもの

ですが、それ以上に「あなたの病気は原爆が原因で

はない」と言われたことが、人生そのものを否定され

たかのように、耐え難い、許すことのできないものとな

って深く胸に刻み込まれていました。 

集団訴訟の結果は、２００６年（平成１８年）大阪地

裁（近畿）の原告９人全員の勝訴判決を皮切りに、全

国の地裁で次々と勝訴が続きました。厚生労働省の

採ってきた「原因確率」論としきい値に基づく認定基

準の根本的誤りが明確となり、司法判断に基づいて

認定基準の根本的見直しが必至の状況となりまし

た。 

裁判では、被爆者６０００人の診療経験を持つ肥田

舜太郎医師、放射線防護の専門家である安斎育郎

立命館大学教授（当時）、物理学者で広島の被爆者

である沢田昭二名古屋大学名誉教授、内部被曝の

研究者である矢ヶ崎克馬琉球大学名誉教授等々が

証言台に立ち、それぞれの研究専門家の立場から

国の認定基準の非科学性を告発し、被爆者の内部

被曝も含めた放射線の影響について証明していきま

した。また全国の民医連の医療機関、医師団が、

様々な疾病と放射線影響との関係、原告個々人の疾

病について証言し、集団訴訟全体を通じて重要な役

割を果たしていきました。 

原因確率論 

被爆者の疾病が原爆の放射線に起因すると考え

られる確率。性別・被爆時年齢・推定被曝線量に

よって、疾病ごとに算出される。しかし残留放射能

や放射性降下物などが一切考慮されていないた

め、被爆の実態が反映されていない。 

しきい値 

放射線の被曝線量がある値以下の場合には、人

体への影響はないとする考え。多くの疾患がこのし

きい値を理由に切り捨てられてきた。 

安倍内閣（第一次）の「原爆症認定基準の見直し」

指示と「新しい審査の方針」 

国側の連続する敗訴判決を受けて、２００７年（平

成１９年）安倍総理大臣（第一次）は「原爆症認定基

準の見直し」を指示し、その結果２００８年（平成２０年）

から「新しい審査方針」が採用されることになりました。

「新しい審査方針」は２００９年（平成２１年）一部手直

しされ現在に至っています。その内容は以下の通り

です。 

http://kotobank.jp/word/%E8%A2%AB%E7%88%86%E8%80%85?dic=daijisen
http://kotobank.jp/word/%E5%8E%9F%E7%88%86
http://kotobank.jp/word/%E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A
http://kotobank.jp/word/%E6%80%A7%E5%88%A5
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E9%BD%A2
http://kotobank.jp/word/%E6%8E%A8%E5%AE%9A
http://kotobank.jp/word/%E7%AE%97%E5%87%BA
http://kotobank.jp/word/%E6%94%BE%E5%B0%84%E6%80%A7%E9%99%8D%E4%B8%8B%E7%89%A9?dic=daijisen
http://kotobank.jp/word/%E8%80%83%E6%85%AE
http://kotobank.jp/word/%E5%AE%9F%E6%85%8B
http://kotobank.jp/word/%E5%8F%8D%E6%98%A0
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/201743/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/252036/m0u/
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② 白血病 

③ 副甲状腺機能亢進症 

④ 放射線白内障（加齢性白内障を除く） 

⑤ 放射線起因性が認められる心筋梗塞 

⑥ 放射線起因性が認められる甲状腺機

能低下症 

⑦ 放射線起因性が認められる慢性肝炎・

肝硬変 

この場合、認定の判断に当たっては、積極的に認

定を行うため、申請者から可能な限り客観的な資

料を求めることとするが、客観的な資料が無い場合

にも、申請書の記載内容の整合性やこれまでの認

定例を参考にしつつ判断する。 

(２） （１）に該当する場合以外の申請について 

（1）に該当する場合以外の申請についても、

申請者に係る被曝線量、既往歴、環境因

子、生活歴等を総合的に勘案して、個別に

その起因性を総合的に判断するものとする。 

第 2 要医療性の判断 

要医療性については、当該疾病等の状況に基づ

き、個別に判断するものとする。 

 

確認書全文 

１. 一審判決を尊重し、一審で勝訴した原告について

は控訴せず当該判決を確定させる。熊本地裁判

決（８月３日判決）について控訴しない。 

このような状況変化を踏まえ、一審で勝訴した原告

に係る控訴を取り下げる。 

２. 係争中の原告については一審判決を待つ。 

３. 議員立法により基金を設け、原告に係る問題の解

決のために活用する。 

４. 厚生労働大臣と被団協・原告団・弁護団は、定期

協議の場を設け、今後、訴訟の場で争う必要のな

いよう、この定期協議の場を通じて解決を図る。 

５. 原告団はこれをもって集団訴訟を終結させる。 

２００９年から施行された「新しい審査方針」にはし

かし次のような重大な問題点がありました。 

① 「積極的認定」といいながら、白内障、心筋梗塞、

甲状腺機能低下症、慢性肝炎・肝硬変には「放

射線起因性が認められる」ことが条件付けられ、

実際には「放射線起因性は認められない」と判

断されて、それを理由に引き続き大量の却下処

分が行われてきました。 

② 「１に該当する場合以外の申請について」総合

的に判断するとしながら、その内容はまったく不

明確で、実態は総合的に判断して認定されたケ

ースはほとんどありませんでした。 

 「新しいと審査方針」もその運用において結局は、

裁判の到達点を反映したものではなく、被爆の実態

を踏まえたものでもなく、根本的問題はそのままにさ

れていました。このためその後も続く集団訴訟の判決

において原告の勝訴、被告国側の敗訴は続きました。

「新しい審査方針」でも認定されなかった被爆者が裁

判では勝訴する＝国の認定判断は誤りだと指摘され

る事態が相次ぎました。 

２００３年に始まった原爆症認定集団訴訟は一審

判決は２０１１年１２月の大阪地裁判決で最後になりま

した。岡山高裁に控訴されていた裁判は２０１３年３月

に判決となり、これですべての訴訟が終結しました。

訴訟は全国１７地裁２８裁判、原告数３０６人に及び、

ごく一部を除いてほとんどの判決が被爆者の勝訴結

果となりました。 

「８・６合意」確認とその後の認定状況 

裁判における国側の連敗と行政転換を求める世論

を受けて、２００９年（平成２１年）８月６日、麻生太郎

総理大臣（当時）と日本原水爆被爆者団体協議会

（日本被団協）との間で「原爆症認定集団訴訟の終

結に関する確認書」（8・６合意）が締結されました。 

「新しい審査方針」の根本的改定を行い、それによ

って司法と行政の乖離の解消を被告に求め、被爆者

が新たな訴訟を起こす必要のないよう約束されたの

がこの確認書でした。 

集団訴訟から「８・６合意」確認まで、その内容と経

緯は、京都原爆訴訟支援ネット・編『にんげんをかえ

せ』（長谷川千秋・著）やＤＶＤ『おりづる』（有原誠治・

監督）にまとめられています。 

 しかし「確認書」締結にも関わらず、その後の認定

の実態は依然としてひどい状況が続きました。悪性
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腫瘍は爆心地から３．５ｋｍ以内、１００時間以内入市

という基準をわずかでも超えるとほとんど認定されま

せん。「放射線起因性が認められる」と条件づけられ

た疾病も実際には、白内障は１．４ｋｍ、心筋梗塞は１.

５ｋｍ、甲状腺機能低下症２．０ｋｍ、慢性肝炎・肝硬

変１.３ｋｍを超えると一人も認定されず、入市被爆者

はまったく認定されていません。悪性腫瘍以外につ

いて言えば、直爆で爆心地から極めて近距離に居た

人だけ＝それは奇跡的に生き残った人にしか原爆症

を認めていないということです。 

 参考まで疾患別審査状況を示すと以下のようになり

ます。 

２００８年から２０１０年までの審査状況 

 申請件数 認定件数 却下件数 認定率 

悪性腫瘍 ８，９２２件 ６，３９２件 ２，５３０件 ７１．６％ 

白血病 ６０６件 ４０４件 ２０２件 ６６．６％ 

副甲状腺亢進症 ５７件 ２２件 ３５件 ３８．５％ 

白内障 １，９３５件 ６４件 １，８７１件 ３．３％ 

心筋梗塞 １０９３件 １２２件 ９７１件 １.１％ 

甲状腺機能低下症 ５５４件 １３４件 ４２０件 ２４．１％ 

慢性肝炎・肝硬変 ４２２件 ３０件 ３９２件 ７．１％ 

その他 １，２４８件 ２４件 １，２２４件 １．９％ 

合計 １４，８３７件 ７，１９２件 ７，６４５件 ４８．５％ 

 

認定審査の棚上げ、義務付け訴訟、そしてノーモ

ア・ヒバクシャ訴訟 

 原爆症認定集団訴訟は全国の被爆者を励まし、原

爆症認定の実態を社会に明らかにし、行政の改革を

求める世論も作り出してきました。原告として立ち上

がった被爆者には司法判断によって原爆症認定が

なされ救済されました。しかし厚生労働省は、これだ

けの判決が下されても、「８・６合意」が締結されても、

そのことを真摯に受け止めて行政の根本的転換を図

ろうとはしませんでした。原告数３０６人にのぼる集団

訴訟については「８・６合意」という形で終結をはかり、

しばらく時間を置いて、ほとぼりが冷めた段階でその

後の認定申請に従来同様の対応をしようとする目論

見が厚労省にはありました。そのために「新しい審査

方針」直後からの認定申請は長期にわたって審査自

体を放置し、棚上げにしてしまう事態が発生していま

した。申請した被爆者が待っても待っても、認可とも、

却下とも通知の来ない月日が続いたのです。 

「これでは被爆者の権利を守ることができない、救

われない」と判断して近畿では、１９８９年から認定審

査の促進を求める訴訟「義務付け訴訟」の提訴を始

めました。裁判所から厚生労働省に対して「早く審査、

認定をしなさい」と命令を下してもらうよう求める裁判

です。義務付け訴訟が提訴されると厚生労働省は

次々と却下処分をしてきました。却下処分されればや

むなくその取り消しを求める裁判（認定訴訟）を提訴

していくことになりました。 

 ２００９年に締結された「８・６合意」は当時までに提

訴、係争されていた全国３０６人の原告に関わる合意

です。それ以降の提訴は集団訴訟の枠組みを離れ、

新しい条件での裁判となります。近畿では２０１２年か

らこの裁判を“ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟”と名前

を付けて勝利をめざしていくことになりました。その後

近畿のとりくみは全国に広がり、ノーモア・ヒバクシャ

訴訟は２０１３年６月現在全国８地裁（札幌、東京、名

古屋、大阪、岡山、広島、熊本、長崎）、原告数１０４

人の規模にまでなっていきました。 

 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟は３２人の被爆者が提

訴しましたが、その内最初の８人の原告の判決が８月

２日（金）大阪地裁で行われました。判決は原告・被

爆者の主張が全面的に認められた完全勝訴判決で

した。被告・国側の主張はすべて退けられ、認定基

準、行政の実態が厳しく批判されました。勝訴した８

人の被爆者の被爆状況と認定疾患を見れば裁判所
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の判断と厚生労働省の認定との違い（乖離）が明らか です。 

２０１３年８月２日大阪地裁・勝利判決の一覧 

原 告 被爆地・年齢 被爆状況 裁判で認定された疾患 厚労省の行なっている認定基準 

Ｉ・Ｈさん 長崎、 ７歳 入市被爆 狭心症 入市被爆は認定しない 

Ｓ・H さん 広島、１５歳 ２.５キロ直爆 心筋梗塞 １.５キロ以遠は認定しない 

Ｔ・Ｋさん 長崎、１９歳 ４.５キロ、入市 心筋梗塞 １.５キロ以遠、入市は認定しない 

Ｈ・Ｓさん 広島、１０歳 入市 
舌がん術後後遺症、 

甲状腺機能低下症 

 

入市被爆は認定しない 

Ｍ・Ｈさん 長崎、１０歳 ２．７キロ、入市 甲状腺機能低下症 2.0キロ以遠、入市は認定しない 

Ｙ・Ｙさん 広島、１９歳 ３．６キロ、入市 心筋梗塞 １.５キロ以遠、入市は認定しない 

Ｙ・Ｍさん 広島、１９歳 ３．５キロ、入市 心筋梗塞 １.５キロ以遠、入市は認定しない 

Ｗ・Ｈさん 長崎、 ４歳 ２．１キロ、入市 甲状腺機能低下症 2.0キロ以遠、入市は認定しない 

 

 ８月２日判決に対して国は、安倍首相が８月９日「控

訴しない」ことを表明して判決確定しました。しかし国

の「控訴しない」理由は個々の判決ケースを検討した

結果だとして、今回の判決によって現在の認定制度

が否定されたものではないとの態度を続けています。 

２０１３年８月２日大阪地裁判決 

国の憲法体系をも揺るがす暴挙 

裁判の判決は個別ケースへの司法判断に止まら

ず、判例として広く一般化されるものであり、その結果

に基づいて行政は改められるべきものです。これが

私達が小学校以来学んできた日本の政治の仕組み、

三権分立の原則です。特に原爆症認定訴訟は数多

くの判決で認定基準の実態が同じように否定された

わけですから、行政の転換はことの他強く求められて

いることは言うまでもありません。 

しかし、“行政に不服な人は裁判に訴えれば良い、

個々の裁判で（国が）負けてもそれはすべて個別の

ケース、行政を変えるには至らない。”これが今の国、

厚生労働省が採り続けている姿勢、実態です。司法

の判断を軽視、無視する態度は我が国の憲法体系

をもないがしろに暴挙と言っても過言ではありません。

この重大な事実とも真正面から向き合って、原爆症

認定訴訟の勝利、認定制度の抜本的な改革をめざ

していくことが求められています。 

「８・６合意」確認によって持たれることになった厚

生労働大臣との定期協議は、２０１０年（平成２２年）と

２０１１年（平成２３年）に各１回開催されただけで、実

質的協議はまったく進まない状況になっています。こ

の間に厚生労働大臣は５人も変わっています。尚、９

月２０日（金）やっと３回目の定期協議が開催されるこ

とが予定されています。 

司法と行政の乖離の解消を目的に菅直人内閣時

代の２０１０年、厚生労働省に「原爆症認定制度の

在り方に関する検討会」が設置されました。スタート

以来２年半、今日まで２２回もの会議が重ねられてき

ていますが、未だ明確な方向性は見い出せない状況

が続いています。それどころか、被爆者の実態に沿

った改革ではなく、原爆症認定訴訟の判決に背を向

けた議論も少なからず行なわれているような状態です。

厚生労働省は本音のところで「部分的な手直し」に限

定した制度変更とし、実質は現状維持の結論に持ち
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込みたい意向だと言われています。尚、この検討会メ

ンバーの一員である日本被団協からは抜本的な制

度改革案が提示されています。 

原爆症認定訴訟の本質 

 原爆症認定訴訟で争われていること、認定制度改

革のために問われていること、その焦点は、放射線

被曝の真実、実態に迫ろうとするか否か、認めようと

するか否かにあります。国・厚生労働省は、直爆の、

しかも極めて限定された範囲（爆心地からの距離）し

か放射線の健康への影響はない、とする態度を今も

続けています。その根拠とされているのが「原因確率」

論などです。入市被爆、救護被爆に至ってはまったく

放射線の影響はないものとされてきたのです。すな

わち残留放射線の影響も、内部被曝の影響も考慮の

外です。内部被曝についてはその存在自体が東京

電力福島第一原発事故発生まで公式には語られて

こなかったものです。 

 これに対して被爆者の訴えは自らの被爆体験、自

身の傷病歴と体験から出発します。どうしても病気の

原因が原爆被爆以外に考えられないのです。特に入

市被爆者、救護被爆者は、直爆被爆者と比較して原

爆投下当時の障害は相対的に軽かったものの、その

後の人生においては長い時間をかけて病魔の悪化

が進行し、健康だった体が深刻な状態に蝕まれてき

たのです。内部被曝の影響、その危険性、重大性以

外のなにものでもありません。一連の判決もまた、直

爆放射線量だけに限定した影響の算定方法の限界

性を指摘し（参考程度にすべきとし）、内部被曝の可

能性も含めて総合的に検討・判断しなければならな

いとしているのです。 

 司法による判断はすでに決着のついていることで

す。これを認定行政の実際にも反映させ、放射線被

曝の真実に基づいた認定制度に変えていかなけれ

ばなりません。それは、国の制度としても、社会的な

共通認識としても、放射線被曝に対する認識を根本

から改めていくことを意味します。 

 東電福島第一原発被災者に対する対策は今どうな

っているのかよく分りません。少なくとも私の認識では、

極めて曖昧なまま、そして不十分なまま放置されてい

るのが現状ではないかと思います。このまま推移する

と、これまでの広島・長崎の被爆者と同様に、多くが

「放射線の影響はない」ものとして取り扱われ、曖昧

にされ、無数の悲しい現実を作りだしていくことになり

かねません。広島・長崎の被爆者の原爆症認定を正

しい制度に作り変えていくことは、該当する被爆者だ

けでなく、福島の被災者に対する対策を万全なもの

にしていくことであり、さらには人類全体への本当に

必要な対策を作りだしていくことでもあるのです。 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟の裁判は今後も引き

続き進められていきます。私は毎回の裁判を傍聴し、

その様子を「被爆二世のノーモア・ヒバクシャ近畿訴

訟傍聴記」にまとめて裁判支援の人々に発信してい

ます。京都「被爆２世・３世の会」会報でもこれから随

時原爆症認定制度を改革していくとりくみについて、

情報を伝えていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    原爆症に鑑定集団訴訟の記録ＤＶＤ『おりづる』 
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東北 震災から二年半 
奥田美智子 

 

平成２５年９月２日から、４日までの三日間、震災後

二度目の東北へ行ってきました。 

前回は２３年の７月で、まだ仙台空港へは定期便

は飛んでおらず、降り立った空港ビルも床は泥が残

っていて、一部しか機能しておらず惨憺たる状況でし

たが、今回は修復がほどこされて新築のビルに生ま

れ変わっていたのには驚きました。 

前回は、被災した日本酒の蔵元をめぐることが目

的だったので、宮城県にある「日高見」、「乾坤一」、

「一ノ蔵」といった地元の酒蔵の状況と今後の生産体

制などを見てあるきましたが、今回は某市議の視察

に同行させてもらったので、全く違った角度からの旅

になりました。 

 

着いたその日には、少し足をのばして福島県の南

相馬市へ行きました。通行許可証が必要になる手前

まで行ってみましたが、あたりはゴーストタウンさなが

らで、１階部分を津波にさらわれ無残に傾いた手つ

かずの家々には、なんだか申し訳ない気持ちがこみ

上げ、カメラを向けることに躊躇してしまいました。そ

して、ふとふり返れば、放射線の線量計があり、デジ

タル表示が数値をあらわしていましたが、無機質な感

じがして言い表せない無力感に沈んでいく自分があ

りました。 

 

今回の訪問で特に印象深かったのは、二日目に

行った、石巻市立雄勝中学校で、津波は３階建ての

校舎屋上を越えたにもかかわらず、生徒７７名全員無

事でしたが、生徒の中には親、知人を多く亡くし、家

も流されることになった人もいました。 

現在、雄勝中学は近くの高台にある石巻北高校の

４階に間借り状態。私たちは、その４階にお邪魔して

教頭先生から状況の説明をうけました。校舎の隣に

ある体育館は当時、遺体安置所として使用され、そこ

で母親の遺体と対面した中学生がいたとのことです。

その向かい側にはプールがあり、泥のついた遺体を

洗ったということです。 

現場に立ってみて、この場で二年半前に想像を絶

する状況があったことが、京都の自宅でテレビから流

れる震災の報道ではとても伝わらないものを感じまし

た。 

校舎の廊下などですれ違う生徒達は、見知らぬ外

部の私たちにも皆、礼儀正しく明るくあいさつしてくれ

るのには、こちらが励まされました。その生徒達もほと

んどが、仮設住宅から通学しています。二年前に場

所は学校ではなかったけれど、大変な被災状況を見

聞きしているにもかかわらず、時間とともに私の中で

風化していることを思い知らされました。 

 

今はとにかく、なにかをしなければ！したい！とい

う気持ちで帰ってからの日々を過ごしています。個人

としての寄付も大切ですが、わかりにくく、続けること

が難しいとおもいます。できればピンポイントで、相手

の反応が感じられる支援方法があれば、僅かな力で

あっても継続できるのではと、さびついた頭で考え中

です。 

お時間があれば皆さんも是非、東北へおはこびく

ださい。 
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親 父 へ 

 

親父が亡くなって、４年経とうとしていますが、「３・１

１東日本大震災」の惨状を見ることなく亡くなったの

は、幸いなことだったのでは？と思いながら、震災関

連のニュースを聞いております。「がれきの山だ」「放

射線の影響は？」等、テレビ・新聞で見聞きすれば、

又、あの時のことを思い出し、しんどくなってくるので

は、と心配しますが、そのことを見ることが無かったの

が、私にとっては幸い？だったのかも知れません。 

 

よく、田舎の人から「あんたのお父さんは怖い人や

った。腰に短刀を下げて、しゃきっとしておられた」と

言われ、終戦の放送があった後、警察署まで押しか

け、署長さんを前に「日本が負けたという噂が飛んで

いるようであるが、これは全くのウソ・でたらめであるか

ら、直ぐに取り締まるように」と談判した親父が、原爆

の惨状については、殆ど口を開くことはなかったです

ね。 

 

僕が断片的に親父から聞いた話というか「原爆の

惨状」は以下のようなことではなかったでしょうか。 

 

○あの日の朝、訓練のために、海岸まで走っていき

休息していたときに、突然大きな振動と共に砂が巻き

上げられて降ってきた。直ぐに市内に入ろうとして車

を止めて、乗せてくれるように頼んだが「申し訳ありま

せん、いかに兵隊さんの頼みでも、今日は乗せること

はできません」と断られ、走って市内に戻った。しかし

その後、どんな惨状を目にしたかは、断片的にしか

話をしてくれませんでした。 

 

○市内の川の堤防で,亡くなられた人の亡骸を積み

上げて火葬をした。食事を摂ろうとしても匂いが染み

ついて、全然食事ができなかった。部下の人達にも

「体が大事だから、きちんと食事を摂るように」と指示

を出し、自分も無理やり口に放り込んだが、全く体が

うけつけてくれず、殆ど吐いてしまった。 

 

○被爆者が収容されている体育館（？）の中を、腰に

「水筒」をさげ手にお猪口をもって医者の先生と一緒

に廻った。被爆者の人が、ズボンの裾を掴んで「兵隊

さん、水をくれ」「一口、水を飲ましてほしい」と言われ

るのだが、先生が、首を横に振られたときは、「申し訳

ない、水をあげられない」といって、強引に手を払い

のけた、本当つらい。しかし先生が、首を縦に振られ

た時は水をお猪口にいれて、飲ませてあげるのだが、

一口飲むか飲まないうちに亡くなられてしまった。水

を飲ませられないことも辛かったが、水を少し飲まし

てあげるだけで、亡くなられるのをみると、もっと辛か

った。 

水を飲ませてもらえなかった被爆者の人からみれ

ば、我々は鬼に見えたかもしれないが、水を飲ませて

あげると、死んでしまうとわかっているから、あげられ

８月８日の深夜(時間帯でいえば９日午前０時１０分～１時３８分)まで、NHK 

総合で「ヒバクシャからの手紙」という番組が放映されました。ご覧になった方 

がおいでになるかもしれませんが、私は「大変素晴らしい番組」に思えました。 

この時間帯にしか放映されないし、再放送が無い、というのも納得がいか 

ないことだなーと思って見ておりました。この番組は平成２０年より続いている 

番組のようで、私は存じ上げませんでした。寄せられた手紙全部ではないと思いますが、インターネットで

見ることができます。みなさんぜひご覧ください。 

 今年、被爆者の団体からこの NHKの「ヒバクシャからの手紙」を寄せて欲しいという依頼があり、送りま

した。その一部が放送で取り上げられましたが、その時に「送った」手紙です。 

石角敏明 (いしずみとしあき) 

http://www.nhk.or.jp/hiroshima/tegami/
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なかったが、それを説明することもできず、ただ手を

払いのけるしかなかった。 

 

僕が小学生・中学生のとき、畑や田に家族で農作

業に行く時、親父はよく、「これは兵隊の時にもらった

水筒や、見た目より量がはいる」と言ってよく畑や田

にもっていっていた。休憩のときに、子ども心に「親父、

体の割にあまりお茶を飲まないな」と思って見ていた

が、「飲まないじゃなく、飲めなかったのかな？」と思

います。今から考えるとその水筒は、その時、使って

いた水筒ではないでしょうか。心の片隅にどこかに

「あの人達は好きなだけ水を飲めなかった」という、気

持ちがあったのではないだろうか。  

 

○遠い空を眺めるような顔をして、「一人の被爆者を

収容所からその人の家があったであろう付近まで送

って行ったが、その人がどうなられたのか？その場所

はどうなっているのか？尋ねてみたい」と、話をしてい

ました。私が高校を卒業して家を出たために、その希

望がかなったかどうかはわからなかったが、親父の死

後、原爆慰霊碑に参拝したとき母親から「京都原爆

被災者の会」の人達と一緒に、広島を訪問した、と聞

きました。バスの窓から「広島」の町を眺めている親父

の姿がふっと脳裏にうかびました。少しは希望がかな

ったのでしょうか。 

 

○入院中も毎日欠かさず書いていた日記、７０年余り

の書き続けていた日記、親父さんの一つの自慢でし

た。「軍隊にいる時も、訓練終了後便所の中で書き続

けた」と話していた日記です。あの年の・あの日のこと

も書いていたことを聞いていましたし、読みました。で

もその年の日記は、その後は何も書かずに、白紙の

ままでした。なぜ「書かなかったのか？」理由を聞か

ないまま、亡くなってしまいました。 

１年後のあの日の日記はわずか一行「あの日を思

い出すと、さながら地獄のようであった」しか書かずに、

後は他のことを書いている親父が亡くなった後、この

日記をどうしようか？と悩みました。慰霊碑に参拝し

たあと、私の独断で「原爆資料館」に寄贈しました。

資料館のほうから「昨年一年間、資料館に寄せられ

た資料を展示させてもらっている」という案内を頂き、

母親・兄弟・子ども・孫、１０名近くで慰霊碑の参拝を

兼ねて、資料館を訪問しましたが、私の想像したもの

と違って、大変立派（？）に展示してもらっていまし

た。 

これをみて、びっくりしたと共に、なぜかほっとして、

親父の日記を資料館に寄贈してよかった。日記はこ

こにあるべきだ、と納得・安心して帰途につきました。

自宅に多数日記が残されていますが、「あの年」の日

記だけが、抜けていますが、きっと親父も納得してく

れると思います。 

 

○ただ残念というか、親父に申し訳ないことは、広島

に一緒にきて、親父の体験したこと、伝えたかったこ

と、等を聞くことが出来なかったことです。 

家では厳しい父で、酒が大好きな父でしたが、原

爆の事は殆ど話しませんでした。母親・兄弟に尋ね

ても「殆ど聞いたことがない」と言います。 

入院中も「しんどい・痛い」という弱音を殆どはかず、

看護婦さんから「石角さんも、辛抱強いひとですね」と

言われていましたが、心の片隅に広島のことがあった

と思います。「あの人達のことを思えば、少しのことは、

がまんできる」という思いがあったのでしょうか。 

でも今から思えば、もう少し「あの時」のことを話して

くれていたらと思いますが、無理なお願いだと思いま

す。 

 

今から思えば、父は、自分は直接原爆の被害にあ

っていない（この表現が適切かどうかわかりませんが）

しかし大変な目にあわされた人たちを何とかしないと

いけない、という思いで救助活動等に取り組んだので

はないでしょうか。それだけに色々な人・場面に出く

わしていると思います。 

それだけに思い出したくない、しかし誰かに言わな

いといけない、という思いは強く持っていて、依頼が

あれば体験記を送っていましたが、その内容は息子

の私がみても「あれ？」というような短い文章がほとん

どです 

書くのがいやではなく、書けなかったのでは、と理

解しています 
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『学校給食通信』№７３（２０１２年１２月３０日発行）より転載 

 

原爆被爆者の夫を６７年間 
白血病にさせなかった食生活     

いのちをはぐくむ「学校給食全国研究会」 

雨宮正子 

 

広島で原爆被害を受けた夫 

 １９５０年に結婚したころ毎朝髪の毛が抜けている夫

に疑問を感じていました。 

 その後、高熱をよく出していてどうしていいのかわか

らない毎日でした。 

 今のように民医連もなく開業医を訪ねても理由はわ

かりませんでした。 

 いただいた解熱剤でもショックし救急車で３度も運

ばれました。 

 不安の続く中にあって３年後、ラジオで「佐倉連隊

の宮崎隊長が白血病で死亡しました」との放送があり

ました。このとき夫が「俺の部隊の隊長だ」といいまし

た。 

 この時初めて夫が広島で被爆したことを知らされた

のです。 

夫は広島で原爆投下を目前にした。 

夫の話によると１９４５年６月１９歳で招集され千葉

県の佐倉連隊に入り１ヶ月後、広島に派遣された。 

佐倉連隊３３００人は本土決戦に備え米子と広島

に派遣され夫は広島にむかった。 

広島の奥で本土決戦に備え穴を掘り火炎瓶と爆

雷をかかえての訓練をした。 

８月６日の朝、空襲警報の中、佐倉東部６４連隊は

貨物に便乗し広島市に向かった。 

その目前で原爆投下を目の当たりにした。 

黄色い煙、生暖かい光線、きのこ雲。隊長の説明

で「広島市に新型爆弾が投下され市民１３万人が

死亡している。この遺体収容をするように」とのこと

だった。 

夫は８月６日より１０日間遺体収容をした。 

焦土の上では履いていた靴もボロボロになり裸足 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で遺体収容をした。 

と聞かされ、体内被曝も重症だったのだと知らされま

した。 

夫の被爆体験を聞かされたとき、子どもは３歳と１

歳でした。私は夫が白血病になったらどおしようと不

安でした。 

 理由のわからない高熱に夫は扁桃腺が腫れている

からだといい、手術をしましたが治りませんでした。 

 

体質改善の食生活を 

 医学書をみても原爆による治療のことはわからない、

でも人間の細胞は６０兆個もある、傷ついた細胞の修

復には食生活で改善できることを見つけ出しました。 

 「傷んだ細胞も修復できる、１０年はかかるけれど全

部修復できる」の記述に食生活で夫の体を治してい

こう、と思い立ち、調理の勉強を始めました。 

 東京の女学院の調理師科に入学し３年間、日本料

理、西洋料理、中国料理の勉強をしました。 

 また栄養大学も聴講し食の科学も学習しました。こ

こで分ったことは食べ物にある体への影響、特に優

れた唾液は発がん物質も死滅させるということです。 

 優れた唾液を作るには食の科学を正しくつかみ調
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理し食事を提供するということでした。 

 

白血病にさせない食事作りを 

 １９６０年代のことを振り返ると、それは手探りのよう

でした。日本の高度成長期なのでラーメンが大量に

出回り、加工食品が続々と生産され日本の食生活が

大きく変貌する時でした。こうした中で外食がどんど

ん広がっていた時です。 

 免疫力をあげ細胞を回復させるにはまず酵素が求

められるのです。 

 夫の好物は唐揚げなど揚げ物や加工品が何よりで

した。 

 これらを消化させるには大量の酵素が必要です。ま

た酵素は過熱に弱いため免疫力を高める酵素はこわ

れてしまいます。毒素を排出し免疫力を高める食の

ために私は素材からの手作りに徹したのです。 

 農薬はいけない、食品添加物もいけない、加工食

品もいけない、これらはすべて免疫力を壊すのです。

ですからお味噌も自分で作りました。 

 いまは冷凍加工食品が大量に出回っていて簡単料

理が山と出回っていますが４０年も前の時代に大豆を

ゆですり鉢でつぶし麹と塩を混ぜて寝かして作りまし

た。 

 梅干も糠みそも全部手作りです。こんな話をすると

びっくりされるかもしれませんが私の糠味噌は５０年も

かき回しています。 

 味噌や糠漬けは微生物により酵素が多く含まれて

いて夫の体に入りこんだ放射性物質の解毒になるの

です。 

 糠みそは酵素が働きビタミンもつけた野菜について

いるので漬物としては最高です。 

 これらの料理を使って夫の食事やお弁当を４０年間、

作りました。 

 体内被曝で体内に残る放射性物質をとりのぞかな

いでいると活性酵素が生じこれが癌化していくと聞き

ましたので白血病も血液の癌じゃないか、それなら血

液をきれいにする食事を作ることが何より大切だと思

いました。 

 ですから白血病にさせない食事は癌にかからない

食事と同じと考えて食事作りをしました。 

 

具体的には 

 米も野菜も卵もその他の食材も無農薬を進めてい

るところから入れました。 

 素材からの手作りなので時には午前３時から煮込

んだ日もありました。 

 だしからこだわって作るので夫はいつも「お母さん

の作るものはおいしい」と言ってくれました。 

 季節の野菜、季節の果物、そして手作り。 

 「まごはやさしいこ」の食事です。この「まごはやさし

いこ」の言葉を非行が問題になっている子どもの食事

の講演を聞いたとき、非行に走る子も脳の病気なん

だ、だから「まごはやさしいこ」という食事をすることで

脳の健康を守ることができるのだと思いました。 

 

ま＝豆  ご＝ごま  わ＝わかめ・海草  や＝野菜  

さ＝魚  し＝しいたけ、きのこ  い＝芋  こ＝米 

 

 これは日本の伝統的な食事です。これらの材料で

日本の食文化を提供することで夫は被爆後６７年、元

気で生きてくれました。 

 今年の５月に８７歳で亡くなりました。肺炎でした。

救急車で運ばれて以来、私の調理した食事ができな

くなり弱っていきました。 

 毎日、髪をとかす度にたくさん髪が抜けました。医

者に「被爆者です」といっても、「ああそうですか」とい

う返事のみでした。 

 食こそいのちというけれど、全くその通りだと思いま

した。いま福島原発の影響でセシウム牛肉が学校給

食に出され、これを抗議に行ったとき、何の反応もな

い自治体の長の態度に激しい怒りを覚えました。食

べてしまったんだからしょうがないではなくデトックス

をして下さいと心からいってきましたが、どうなったか

まだ分りません。食べてしまったからおしまいではなく

私が夫にしたように、食生活改善で体の中に取り込

んだ汚染をなくす食を進めさせたいと思います。 
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■福島被災地・・・百聞は一見にしかず 

井坂博文さん 

私も今年の４月に、二泊三日で共産党京都府委員

会の震災ボランティアの一員として南相馬一帯に支

援に行きました。被災地に直接行ったのはこれが初

めてでした。 

南相馬に行く途中に飯舘村を通りましたが、田畑

は荒れ果て雑草が生い茂り、民家には人の気配が全

くありませんでした。南相馬から原町、そして浪江町と

地元の議員の片に案内していただきながら回りました。

原町では倒壊した民家やお店がそのまま放置され、

浪江町では津波に流された家や車や船がそのまま

放置されていました。それは写真や報道で見るのとち

がって大きなショックを受けました。全く復興の気配が

ありませんでした。その理由はただ一つ「放射能汚染」

されているからです。 

福島以外の被災地は曲がりなりにも復興の動きが

あります。しかし、福島は２年前（４月時点）と全く変わ

っていません。「原発がなければ」「放射能汚染がな

ければ」・・・強くそう思いました。 

百聞は一見にしかずでした。                         

 

■オランダ・ハーグから 

山根和代さん 

いまオランダのハーグで平和のための博物館国際

ネットワークの理事会に参加しています。来年９月１９

－２２日に韓国で国際会議をする予定でプログラムな

どについて討論しています。詳細が決まりましたら、

お知らせします。 

日本語の通訳ができる人をつける予定で、被爆２

世３世の会の会員の方も参加されると良いのではな

いかと思います。 

 

■永原先生の「被爆体験」に感動 

三宅成恒さん(賛助会員) 

宇治の三宅成恒（反核医師の会）と申します。 

先日は、貴会の会報Ｎｏ．１０とともに永原誠先生

の「被爆体験」の別冊をお送り頂き、有難うございまし

た。昨日の日曜日（７日）、資料を整理しながら、ふと

見つけて読ませていただきました。 「先生より聞き取

ったものを文章化された」ということですが、まず先生

の語り口がしっかりしていて、内容が鮮明であることに

びっくりしまた感動しました。私は先生については詳

しく存じ上げませんでしたが、御高齢であっても頭脳

が明晰な方だったのでしょうね。先生の「語り」が、読

む者に原爆投下の「非人間性」を伝え、また永原先

生の人間性を強く感じさせてくれています。 

「文章化」された事務局の方、御苦労さまでした。こ

れだけの御仕事は、なかなかできるものではありませ

ん。私も今、反核医師の会の方で、今年度中の出版

予定で「医師たちのヒロシマ」（1991年出版）の復刻

版作成で、文章の訂正で四苦八苦しているところで

あり、その御苦労が良く分かります。 

（ただし、以下の２カ所は、Ｐ９、３行目「信子のことは

心の刺になって」→「こころの傷になって」、 

同じＰ９右の２１行目「流行性の敗血漿」→「敗血症」

のところが気になりました。）  

とにかく良いお仕事でした。貴会の信用度が高ま

ると思います。 

また先週、患者さんから勧められ入手した「遺稿集」

については、診療所に置いたままで、まだ読んでおり

ません。早速、読んでみます。ご活躍を期待します。 

 

■「慰安婦問題解決めざすつどい」に参加を 

石田信己さん(賛助会員) 

すでにご承知の催しかも知れませんが、この月末

に「従軍慰安婦」であったナヌムの家のハルモニたち

が京都にきます。９月２８日の『日本軍「慰安婦問題」

の早期解決をめざす近畿の集い』集会をご紹介しま

す。激励を含めて参加を訴えます。なお、今回、訪日

会員から会員へ ＠ みなさんからのお便り紹介 
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 今年８月６日ＮＨＫスペシャルで放送された番組です。 

 ６８年前の被爆が今、骨髄異形成症候群という血液の病気（がんの一種）を発症させている

実態と、その克服のための研究が描かれています。 

 ９月１２日の原爆症認定訴訟（大阪地裁）でも、この骨髄異形成症候群を発症した被爆者（原

告）の要医療性をめぐって医師証人尋問が行われました。 

 インターネットを使用される方は、Ｙｏｕ Ｔｕｂｅ「終わりなき被爆との闘い」で観ること
ができます。（５７分） 必見です！ 

するハルモニのひとりとはナヌムの家で直接、会話し

たことが私にはあります。 

 別件ですが、この間、永原先生の出版本につきみ

なさんのコメントにこころ揺さぶられています。また本

日、「京都民報」に掲載されていた岩井先生の「追悼

文」を読み、ただただ永原先生の在りし日を偲ぶばか

りです。立命館大学文学部の学生時代、原水禁大会

参加に激励をうけたこと、「団交」時での教授会教学

部長として当時の教学理念をとつとつと語られていた

こと、学生自治会活動でお出会いした永原先生のい

つもの穏やかなニコニコ笑顔は忘れていません。ま

だ出版された遺稿本は読んでいません。少しばかり

自分としては勇気がいることですが、「偲ぶ会」後に

読ませてもらいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 
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■原発事故「子ども・被災者支援法」 国方針案に京滋避難者が怒り 

福島第１原発事故の被災者支援を掲げる「子ども・被災者支援法」の対象地域を福島県の３３市

町村に限定した復興庁の基本方針案に対し、京都や滋賀に避難した人たちから不満の声が上が

っている。指定基準が曖昧なまま、福島周辺県や関東からの避難者を支援対象から除外したため

で、「被災、避難者の声を無視した支援策では何の救いにもならない」と批判を強めている。１１日

で東日本大震災から２年半を迎える。 

 「基本方針案では避難者の生活が全く改善されない。特に自主避難した人には支援がなく、避難

の権利が侵害されている」。９日に京都市内で環境団体「グリーン・アクション」などが主催した緊急

集会で、福島市から京田辺市に避難した宇野朗（さえ）子さん（４１）は方針案の見直しを訴えた。 

昨年６月に施行した子ども・被災者支援法は対象地域について、放射線量が政府の避難指示

基準（年間２０ミリシーベルト）を下回るものの、一定基準以上ある地域と定めている。このため、被

災者らは公聴会などで、一般人の被ばく線量限度の年間１ミリシーベルトや、土壌汚染濃度を踏ま

えた明確な数値を基準にするよう求めてきた。 

しかし、復興庁が今年８月に示した基本方針案では、「地域の分断を招く恐れがある」として一定

基準を定めず、「相当な線量」という表現で３３市町村の指定にとどめた。この結果、福島県会津地

方や周辺県、局地的に放射線量が高い「ホットスポット」が報告された関東各地は対象から外れた。  

東京都から京都市左京区に避難した中村純さん（４２）は「広範囲な汚染地域から避難している

実態が視座に入っていない。東京でも子どもの尿からセシウムが検出された。土壌汚染は調査すら

していない」と憤る。 

子ども・被災者支援法は「居住」「避難」「避難から帰還」の三つの権利を認めている。しかし、基

本方針案が示した避難者への支援策が乏しく、高速道路の無料化や公営住宅への入居期間の延

長などに限られる。しかも、大半がすでに実施済みだ。 

支援対象地域の福島県南相馬市から大津市に避難した青田勝彦さん（７１）は「原発事故を矮小

（わいしょう）化したい政府の考えが透けて見える」と批判する。「被災地に残された土地建物の買い

取りなど、避難者が継続して暮らせるような援助策はいくらでもある。古里を奪われた避難者の２年

半を、国は一体どのように見ていたのか」と疑問を呈す。 

基本方針案に対して、復興庁は１３日まで一般から意見を 

募るパブリックコメントを実施している。 

（２０１３年９月１０日 京都新聞） 

 

子ども・被災者支援法の基本方針案について見直しを求める緊急集会で 

不満を語る宇野さん（京都市下京区・下京いきいき市民活動センター） 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

9 ２３ 月  

 ２４ 火

曜 

 

 ２５ 水  

 ２６ 木  

 ２７ 金 安倍内閣の暴走ストップ！きたかみ大行進（北大路ピプレ前）   金曜・関電アピール 

 ２８ 土 

「ナヌムの家」のハルモニを迎えて・・・日本軍「慰安婦」問題の早期解決をめざす近畿

の集い（YIC 京都工科大学校） 

右京原発ゼロネット第１回学習会「原発はなくならないのか」（京都アスニー） 

 ２９ 日  

 ３０ 月  

１０ １ 火

曜 

 

 ２ 水 
新婦人府本部主催学習会「今。福島の現場は・・・」（安斎育郎さん）ひとまち交流館 

民主府政の会「府政黒書」学習会（ラボール京都） 

 ３ 木  

 ４ 金 
原発ゼロ北区連絡会学習会（京都ライトハウス、話題提供・守田敏也さん） 

金曜・関電アピール 

 ５ 土 ナラ枯れ自然観察会 in 東山〜守田敏也さんと行く京都の山のいまを見つめるツアー〜 

 ６ 日 

オスプレイ来るな日米合同演習反対１０・６あいば野大集会        ６・９行動 

京都青年大集会（円山音楽堂） 

滋賀県保険医協会講演会「放射線被曝から子どもたちの健康を守るために」 

長野県松本市長・菅谷昭さん（大津市生涯学習センター） 

 ７ 月  

 ８ 火  

 ９ 水 ６・９行動 

 １０ 木 消費税増税反対集会（円山音楽堂） 

 １１ 金 金曜・関電アピール 

 １２ 土  

 １３ 日 原発ゼロ統一行動（国会議事堂周辺） 

 １４ 月 体育の日 

 １５ 火 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（大阪地裁） 

 １６ 水 （元米国上級外交官）アン・ライトさんと語る会（ハートピア京都） 

 １７ 木  

 １８ 金 金曜・関電アピール 

 １９ 土  

 ２０ 日  

 ２１ 月  

 ２２ 火  

 ２３ 水 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（大阪地裁） 

立命平和ミュージアム特別展「総動員体制と戦意高揚」→12/15 迄 

京都「被爆２世・３世の会」１０月例会 



京都「被爆２世・３世の会」会報№１１   ２０１３年９月２０日 

24 

 

 

月 日 曜 行     事 

１０ ２４ 木  

 ２５ 金 金曜・関電アピール 

 ２６ 土 右京原発ゼロネット第２回学習会「内部被曝の現状は?」（京都アスニー） 

 ２７ 日 立命館国際平和ミュージアム「平和って何色?」一字で表すメッセージ →１１/３迄 

一時 

 

 ２８ 月  

 ２９ 火

曜 

左京区岩倉『論学社』９月例会「原発ゼロの日へ―50 年かかるのか！？」（守田敏也さん） 

 ３０ 水  

 ３１ 木  

 

１１ ９ 土 右京原発ゼロネット第３回学習会「原発情報を疑え」（京都アスニー） 



 

 

 


