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２０２２年度年次総会のお知らせ 
■日 時 ２０２２年４月１７日（日） １３時３０分～１６時３０分 

■会 場 京都教育文化センター103会議室 ＋ オンライン（ZOOM） 

■記念講演 中嶌哲演さん（福井県小浜市明通寺住職） 

仮題 隠れ病む人々と向き合って 

福井県の名刹、明通寺の住職・中嶌哲演さんは、地道な托（たく）

鉢によって被爆者を支援し、若狭湾に集中する原発に不安を抱く

人々の声を届けようとしてきた。その原点には、広島や長崎で被爆し

た後、自らを「隠れ病む身」と呼び、世間の目から逃れるように故郷

に帰って戦後を生きて来た人々の姿があった。仏教者として行動し

続ける中嶌さんを支えた言葉「自利利他」とは何なのか、人生の軌跡

を伺う。（ＮＨＫ放送「こころの時代 宗教・人生」より） 

２０２２年度年会費お支払いのお願い 

京都「被爆二世・三世の会」の会計年度は４月１日～３月３１日です。 

２０２２年度会費のお支払いをお願いします。年会費は２，０００円です。 

◼ 振込でお支払いいただく場合は以下にお願いします。 

郵便振替 記号０１０７０－６ 番号４７８７０  

加入者名 京都原水爆被災者懇談会 

通信欄に「二世・三世の会」会費とご記入下さい。 

◼ 京都銀行四条支店 店番１１１ 口座番号４４７９６３ 

口座名 京都原水爆被災者懇談会 振込いただいたらご一報ください。 

◼ ４月１７日年次総会の場でも受領いたします。 

⚫ 複数年のお支払いもしていただけます。 

⚫ 年会費とは別に活動援助金（カンパ）のご協力もお願いしています。 
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2月１７日(木)例会の報告 
 

■２月１７日(木)の例会は、会議室９人、ＺＯＯＭ９人、合計１８人の出席でした。 

■冒頭、今回初めて例会出席された三宅宏英さんの自己紹介がありました。 

 

１、前回例会以降の主な出来事と活動報告 

最初に、先月の例会（１月１２日）以降の主な出来事と活動が概要以下のように報告されました。 

 １月１５日(土) 南太平洋トンガ沖の海底火山で大規模噴火発生、各国に津波襲来 

 １７日(日) 阪神・淡路大震災発生の日(１９９５年) 

  第２０８通常国会開会 

 １９日(水) 福井県、原発３０㌔圏内弱者にヨウ素剤事前配布を決定 

 ２０日(木) 北朝鮮、核実験とＩＣＢＭの開発の再開検討を示唆 

 ２１日(金) キンカン行動５００回目 

 ２２日(土) 核兵器禁止条約発効１周年 

  １周年を記念し条約批准促進をめざす街頭署名行動 

 ２４日(月) ＮＡＴＯ、ロシアのウクライナ侵攻に備え東欧に部隊増派の声明 

 ２７日(木) 福島原発事故時の福島県内在住者６人、小児甲状腺がん発症で東電を提訴 

 ２８日(金) 「原発処理水は無害」 経産省と復興庁が中学生向けチラシを制作、配布 

 ２月 ５日(土) 「ヒバクシャ国際署名をすすめる京都の会」平和学習会 冨田宏治関学大教授 

 ９日(水) 放射性廃棄物解禁の動きについて国会で追及 

 １０日(木) 京都府知事選 梶川憲氏が立候補表明 

 １４日(月) 「汚染水海洋放出の安全性を検証する」ＩＡＥＡ調査団来日、調査開始 

 １５日(火) 松江市長、島根原発再稼働に同意表明 

■報告に関連発言 

⚫ ５人の首相経験者のＥＵへの意見書と、甲状腺がん発症者６人の提訴（守田敏也） 

 ２月４日、小泉、菅、細川、鳩山、村山の５人の首相経験者がＥＵに対して「福島では多くの

子どもたちが甲状腺がん発症で苦しんでいる」とする意見書を送りました。これはＥＵで、特

にフランスなどで原発再稼働への動きが強まっていることに対してのものです。これに対して

環境省とか外務省とかが「適切でない」と抗議を始めました。自民党の高市早苗政調会長など

が先頭に立っています。 

 このことで絶対に曖昧にできない、反論しなければいけないことは、「(子どもたちの甲状腺が

ん発症のことは)言われなき差別を煽っている」と言われていることです。要するに、甲状腺が

んの原因は原発ではないのに甲状腺がんが発症していると言うとそこに差別が起こる、と言う

言い方です。これは裏を返せば「がん患者が本当にたくさんいるのだったら差別してもいい」

ということになります。 

 こういう言い方で実際に福島原発事故の多くの当事者たちは騙されてきました。今回甲状腺が

んを発症した６人の人たちが東電を相手に損害賠償の提訴をしました。６人の提訴が前提とな

って５人の首相経験者は、意見書への抗議に反論もしています。首相経験者は決して屈してい

ない。 

 私たちも「いわれなき差別論」に対し全面的に反論していかなければなりません。 

⚫ 福井県での脱原発のとりくみ（守田敏也） 
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 新潟県での脱原発、柏崎刈羽原発再稼働させない運動からの影響もあって、福井県でも同様の

運動が広がっています。その一つが福井県の弱者へのヨウ素剤事前配布のとりくみなどにつな

がっています。 

 「ヨウ素剤を配ってよ＠福井」ができて、４月２３日（土）には越前市で講演をすることにな

りました。これは越前市の防災課ともタイアップした講演会です。翌日の４月２４日（月）に

は美浜町でも講演することになっています。 

⚫ 放射性廃棄物輸出の動き（守田敏也） 

 昨年４月の総会での玉山ともよさんの講演で語られたことですが、岡山県の人形峠や岐阜県東

濃のウランが含まれている残土をアメリカに移そうという動きがあります。放射性廃棄物を海

外に持ち出すのは違法なのですが、これを資源だという扱いにして、アメリカのユタ州、ホワ

イトメサという先住民族の聖地に持ち運ぼうというものです。 

 これは完全に廃棄物ビジネスです。アメリカ側はウラン残土の処理で大儲けをしようと。その

ために輸出制限を突破する必要があり、画策されているのです。一方で東濃の人たちの間には、

「早くどこかへ持って行って欲しい」という強い要望もあり、難しい問題が生じています。 

 

２、『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』〈下巻〉普及のとりくみ状況報告 

⚫ ２月１６日現在の普及状況 

 「二世・三世の会」と被爆者懇談会での取り扱い 

献本 ５９冊 

販売普及 ３８５冊 

 かもがわ出版(流通) 

図書館流通センター １５０冊 

日販 ２９冊 

トーハン ３７冊 

その他 ６冊 

小計 ２２２冊 

 この他〈上巻〉が約５０冊、〈下巻〉とセットで販売されています。 

⚫ 現状評価 

 献本を除いて実際に販売されている〈下巻〉の冊数は合計６０７

冊。１年半前の〈上巻〉販売開始時の頃と比較して“勢い”は低いです。 

 氏名、住所の分かる上巻購入者には全員にダイレクトメールを送ったり、府政記者クラブで記

者発表したりと、いろいろ努力はしていますが、思うようには購入に結び付いていません。今

後のさらなるとりくみが必要となっています。 

⚫ 上京区の街トークで『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』の朗読(吉田妙子) 

 上京区では毎月、９条アクションのみなさんが街トークをやっており、そこで一人の会員さん

が『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』に掲載された被爆証言の一部を朗読してアピールして

います。６～７分程度の時間ですが、とてもいい感じで、街行く人に訴えています。 

 

３、被爆二世・三世の健康問題と対策 

⚫ 「被爆二世・三世健康調査アンケート」の活動状況 

 これまでの回答状況・手元集約分(２０２２年２月１６日現在) 

全体１０４人 その内「二世」回答者 ９７人（目標１００人） → あと３人 

内訳 京都：５５人、京都以外：４９人（神奈川、静岡、広島、香川、長崎） 
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 引き続き最低目標１００人達成めざして頑張りましょう。 

⚫ アンケート回収の促進と同時並行で、回収されたアンケートの読み込み、集計、解析開始 

 部分的にでも読み込み、集計、解析を行い、４月１７日の総会でプレ報告をします。 

 今年度中には全体報告ができるようにとりくみをすすめます。 

 １００人の回答者の中から３０人～５０人のある程度セレクトした回答を重点的に読み込み、

それを作業チームで検討していきます。 

 作業プロジェクトチームのメンバーを募ります。 

 このアンケートの一連のとりくみのためのカンパのよびかけを行います。 

 

４、２０２２年度年次総会の開催に向けて 

⚫ 日時は２０２２年４月１７日(日)１３時３０分～１６時３０分 

会場は京都教育文化センター１０３会議室 ＋ オンライン（ＺＯＯＭ） 

記念講演講師に福井県小浜市明通寺住職の中嶌哲演さんに依頼 

⚫ 中嶌哲演さんの紹介 

死ぬる気で出征したる故郷に隠れ病む身となりて帰りぬ 

これは若狭から出征していった人たちが広島で原爆に遭い、故郷に帰るもその病んだ身を隠して生き

て来ざるを得なかった境遇を詠まれた和歌です。中嶌さんは若い頃から若狭地方で平和行進を歩く被爆

者の人たちと接する機会を持ち、行進も共に歩んで来られました。そのことが出発点となって、やがて

福井県の被爆者の会の事務局長まで担われています。中嶌さんたちの存在がなければ若狭にはさらに４

基の原発が建っていたであろうと言われるほど、中嶌さんは反原発運動の要として著名ですが、その原

点は被爆者運動にありました。 

被ばくの問題、隠れ病の問題、被爆者が黙らざるを得なかった問題から、被ばく差別をどう乗り越え

るか、被害の真実をどう発信していくかを課題に、被爆者とともに闘ってこられました。これが今回の

記念講演のテーマです。 

今回、「二世・三世の会」のみなさんと一緒に話せるのはとても光栄だと大変喜んでいただいていま

す。 

尚、若狭の被爆者は当時２０人ぐらいと言われていましたが、その全員が暁部隊だったそうです。 

 

５、例会出席者からの近況報告(抜粋) 発言者全員の紹介ではありません。申し訳ありません。 

⚫ 市の施設が軒並み使用料値上げ 井坂博文(北区) 

 今日、京都市議会で市長が２０２２年度の予算案を発表しました。その中で一つだけ紹介した

いのは、京都市が直営だったり指定管理している施設が軒並み料金値上げになっていること。

これはひどい。たとえば「ひと・まち交流館」。これまでホールは有料だけど会議室は無料にさ

れてきていました。それをホールは値下げする。その理由は今午後９時３０分まで貸出時間に

していたのを９時までに切り上げるから。無料だった会議室をすべて有料にしています。小さ

い部屋でも 1,000 円、2,000 円の使用料に、一番ひどいのは１００人入る会議室を 4,000 円に

するというもの。 

 「ひと・まち交流館」はそもそも無料がウリでした。市民運動などが施設を使って要求を実現

してきていました。有料にする理由は、税金を使って運営されている施設なので使用者が使用

料を払わないと格差になるから、ということです。完全な受益者負担の理屈です。施設を使っ

て利益があるだろうからその分お金を払えと。 

 これで２０２２年度の京都市の増収は２５億円になるそうです。それに止まらずそれ以外の所

も軒並み使用料値上げが予定されています。このま通すと市民の運動とか団体の活動は著しく
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制約を受けることになるでしょう。由々しき事態です。市議会の各会派がこの問題にどのよう

に意見を言って立ち振る舞うのか、みなさんで一緒によくチェックしていってほしいです。 

⚫ 関連して 増田正昭(下京区) 

 関連して、今一番困っているのは「いきいき市民センター」の使用がこれまで１時間１００円

で借りられていたのに、それが６倍にもなることです。個人的にも絵を描くために使用してい

ました。サークル活動ができなくなる危機感を感じています。 

⚫ 冨田先生の講演に確信 吉田妙子（北区） 

 ２月５日の学習講演会の冨田宏治先生の講演はとても確信になりました。核兵器禁止条約に参

加する国が一つまた一つと増えていくことで、もはや他の条約は不必要になってくること、そ

れぞれ自分の国の政府に条約参加を求める運動こそが主流に変わってきていることなどです。

私たちも二条城前で署名行動をしてきましたけど、これまででしたら海外からの旅行者を相手

に「国連に持って行く署名です、サイン・プリーズ！」とやっておけば良かったのに、これか

らは日本政府に求める署名なのでとてもやりにくくなっています。英訳の工夫などもして頑張

っていかなければ。 

⚫ 「黒い雨」に打たれた人からの相談 平 信行（南区） 

 先日宇治市にお住いの８６歳の女性の方から電話で、広島の「黒い雨」と被爆者手帳のことに

ついて相談を受けました。９歳の時「黒い雨」該当地域で雨を浴び、その後病気を繰り返し、

今は宇治市に住んでおられる方です。ニュースで「黒い雨」の地域にいた人も手帳がもらえる

ようになると伝えられているが、どう手続きすればいいのだろうか、ということでした。厚生

労働省の手続きの基準がまだはっきりと決まっていないので、それからになる、手続き先は京

都府、ハッキリと決まったらまた連絡をするなどの説明をしました。 

 このように該当する人たちは潜在的にももっともっと多くおられるのではないかと思います。

「黒い雨」による被害者救済の活動は広島、長崎だけでなく、全国的課題です。 

⚫ 小学生の子たちに母の被爆体験を語る 堀 照美(上京区) 

 左京区の修学院小学校で１年生の補助の教員を勤めています。６年生の担任の先生から、子ど

もたちに私の母の被爆体験の話をして欲しいと依頼があり、４つのクラスで各４５分ずつ話し

てきました。私の母も当時国民学校６年生で広島に入市被爆しており、その前には集団疎開の

体験もしていました。子どもたちはすごく熱心に私の話を聞いてくれて、たくさんの感想も書

いてくれました。 

 以前は毎年広島に修学旅行に行っていたのに昨年から行けなくなって、そういう事情もあって

学校内でのお話しが強く求められるようになっています。他の小学校にもよびかけてこうした

とりくみを広げていきたいと思っています。 

尚、修学新小学校とは、サイド・オマールさんのことを取り組んできた小学校です。 

⚫ 広島市の被爆体験伝承者養成事業の研修会 庄田政江（大阪市平野区） 

 広島市の被爆体験伝承者養成事業の１回目の実習（実演）が先月ようやく終わりました。初め

て広島市の担当者を前に発表し聞いてもらいました。私が伝承する河野キヨ美さんにも一緒に

聞いてもらいました。最初にしては上出来だったのではないかと思っています。 

 『広島・長崎における原子爆弾の影響』という映像ＤＶＤ（ＱＵＥＳＴ社）を購入しました。

これは、かつて「幻の原爆映画」と呼ばれた映画です。以下、説明書きです。 

「原爆投下の 1945 年に製作が開始され、翌 1946 年に完成。完成した映画の全てのフィルム素材はアメリ

カによって「没収」されましたが、映画の内容が機密に触れるという理由で、アメリカ国内での公開もされるこ

となく空軍基地に保管されてしまいました。 
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その後、日本に返還された 16 ㎜縮小版の公開、市民運動による日本

語吹き替え版の公開など様々な形で映画は人の眼に触れるようになり

ましたが、程度の良いオリジナルの画像とオリジナルの音声を観賞する

ことはかなわずにいました。 

2009 年、東京国立近代美術館フィルムセンターと広島市映像文化ライ

ブラリーはアメリカ国立公文書館より新たにフィルムを取り寄せ日本語字

幕版を完成させました。 

DVD『広島・長崎における原子爆弾の影響』は、この最新のフィルムを

マスターとして製作されました。 

「幻の原爆映画」を完成当時の状態のまま観賞できる初めての映像商

品が、65年の歳月を経てここに誕生しました。」 

ご希望の方にはお貸しします。ご活用ください。 

⚫ ９６歳の母と語り部活動 鳥羽洋子（茨木市） 

 ９６歳になる母と二人で語り部を続けています。去年も二つの小学校からの依頼を受けて行っ

てきました。母も一人でしゃべるのは難しくなっているのですが、私の質問に答えるインタビ

ュー形式でなら充分語ることができます。私も被爆二世の問題、峯健一君のことなどを話すよ

うにしています。これからも健康である限り続けていくつもりです。 

 立命館大学の国際平和ミュージアムがリニューアル工事で閉館中ですが、そこでボランティア

ガイドをしている人たち（私もその一員）で、平和講和を記録として残していくとりくみをす

すめています。ＤＶＤにしていくものです。 

 

６、当面の活動計画と日程 

 ２月２８日(月) ２０２２年３・１ビキニデー日本原水協全国集会 １３時 オンライン 

 ３月 １日(火) ２０２２年３・１ビキニデー全国集会 １３時 オンライン 

 ５日(土) 映像と講演「中国で日本軍性奴隷にされた女性たち」 １４時 ひとまち交流館 

 ６日(日) ６・９行動 

 ９日(水) ６・９行動 

 １１日(金) 原発賠償京都訴訟控訴審第１３回弁論 １４時３０分 大阪高裁 

 １２日(土) バイバイ原発３・１２きょうと １３時３０分 円山公園音楽堂 

 １８日(金) ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟 最後の判決 １１時４５分 大阪高裁 

  非核「神戸方式」決議４７周年記念のつどい １８時３０分 神戸市勤労会館 

 ２４日(木) 京都府知事選挙告示 

 

 

次回例会は、３月１６日（水）１８時３０分 

ラボール京都６階北会議室 ＋ オンライン(ＺＯＯＭ) 
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■汚染水海洋放出の争点    渡辺悦司・遠藤順子・山田耕作 共著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

 

３月で１１年になろうとしている「福島第一原発事故」、政府・東電は、

溜まり続けている「汚染水」の海洋投棄について、「濃度を下げるので安

全」と、世論の反対を押し切って来春から強行しようとしている。 

「海洋投棄」問題が、目前に迫っている今、タイムリーに発行された著

書である。本書は、汚染水に含まれている「トリチウム」の危険性につい

て、福島沖に与える影響の問題ではなく、地球規模で与える影響について

論じられ、警告を発している。トリチウムが地球全体に及ぼす影響だけで

なく、人体内部、いわゆる内部被曝についても詳しく論じられている。先

ず、「地球全体の問題」については、放射能が地球を汚染したのは、最初

の核実験からであるし、新型コロナウイルスだけでなく、既に人類は未知

の「ウイルス」の恐怖に晒されてきたし、これからも晒されるだろうと警

告する。その例としてＨＩＶ・ＳＡＲＳ等を挙げて、核実験・原発からの

冷却水放出等が影響していると指摘し、世界の原発周辺で「がん」が多発

しているとデータをあげて紹介されている。そのためにも、地球規模での

「原発停止」を訴えているし、原発を停止した周囲では「がん」の発症率が下がっているという。人体

に対する影響では、「トリチウム」を体内に取り込むと、「β線壊滅」による影響、そして「炭素１４」

も汚染水の中に含まれており、その危険性も指摘する。トリチウムが「人体」に与える影響については

「病名」を挙げるだけでなく、人類全体が受けているであろう影響についても論じている。政府・東電

が「汚染水」の危険性を過小評価する背景には「ＩＣＲＰ」「ＩＡＥＡ」が、トリチウムの危険性を過小

評価していることにあることも暴露。人類は１９７０年代から「放射能の危険性」について、著名な学

者から警告をうけていたという（シュバイツアー博士等）。しかし、問題は一つも解決されていない。い

ま本当に「環境放射能汚染」を止めるのかどうか問われていると思う。「使用済み核燃料」をめぐる電力

会社の会計上のトリックも紹介されており、電力会社が原発を固執するもう一つの理由も理解できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

緑風出版 2700 円(税別) 
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■小泉純一郎元首相ら、５人の元首相経験者が、ＥＵのサステナ 

ブルファイナンスのタクソノミーに原発を盛り込むことに反対す 

る共同声明を送付 

ＥＵ欧州委員会がサステナブルファイナンスのタクソノミーに、天然ガス 

とともに原発を盛り込む原案を打ち出していることに対して、小泉純一郎元首 

相ら５人の元首相経験者は、「脱原発と脱炭素の共存は可能」とする共同声明をまとめ、欧州委員会

のフォンデアライエン委員長に送った。同時に記者会見を開き、小泉元首相は「（原発が）安全、コ

スト安、クリーンという（経産省や電力業界等の）３つの大義名分は全部ウソ」（小泉元首相）と日

本政府のこれまでの方針を批判。菅元首相は「原発がなくても再エネで必要な電力を賄える」等と述

べ、ともに原発をタクソノミーに盛り込まないよう要請した。 

共同声明を送ったのは、小泉、菅の両氏のほか、細川護熙、鳩山由紀夫、村山富市の各元首相。小

泉元首相は「原発ゼロは難しい問題じゃない」と指摘。「日本は太陽、風力、水力といった自然エネ

ルギーに恵まれている。なぜ、（政府は）できることをやらないのか」などと、政府のエネルギー政

策の見直しの必要性を強調した。 

菅元首相も「（小泉氏と）意見は１００％一致している」としたうえで、再エネ支援では農業と連

動して太陽光発電設備を設置する「営農型太陽光発電」の活用の重要性を指摘した。同氏によると、

日本国内に広がる４００万ｈａの農地を生かせば、日本全体で年間に消費する電力量の２倍を発電

できると指摘した。 

フランスの記者から、ＥＵで原発をタクソノミーに盛り込むことを推進しているのはフランスの

マクロン首相だ、との指摘を受けた二人は、マクロン氏への提言として「福島事故の時、東京も避難

寸前に至った。フランスもたくさんの原発があるが、事故が起きるとパリも住めなくなる。こうした

事故リスクを考慮すべきだ」（菅元首相）、「フランスは５０％以上を原発の電力に頼っている。こ

こまで原発に頼ると、減らすのは難しいかもしれない。一方、隣国のドイツ等がゼロ原発を目指して

いる。こうした隣国の姿がモデルになる」（小泉元首相）等と述べた。 

（２０２２年１月３１日／ＲＩＥＦ） 

■福島第一原発事故後に甲状腺がん 賠償求め６人が東電提訴へ 

東京電力・福島第一原子力発電所の事故の影響で甲状腺がんになったとして、事故当時６歳から１

６歳で福島県内に住んでいた 6人が、東京電力に賠償を求める訴えを起こすことになりました。 

訴えを起こすのは１１年前、福島第一原発事故が起きた際に福島県内に住んでいた１０代から２

０代の男女６人で、１９日、弁護団が東京霞が関で会見しました。 

事故当時６歳から１６歳だった６人は、その後、福島県が行った調査などで甲状腺がんと診断さ

れ、甲状腺の摘出や生涯にわたるホルモン治療などを余儀なくされているということです。 

これについて、原発事故の放射線被ばくが原因だと主張して、東京電力に対し６億円余りの損害賠

償を求める訴えを、今月２７日に東京地方裁判所に起こすことにしています。 

弁護団によりますと、原発事故の放射線被ばくで健康被害を受けたとして、住民が東京電力に集団で

訴えを起こすのは初めてだということです。 

弁護団の団長をつとめる井戸謙一弁護士は「再発や転移のおそれに常に脅かされながらの生活で、

進学や就職、結婚など将来の夢を描くことすら諦める人もいて、人生そのものが奪われてしまってい

る。健康被害を生じさせたならば、ちゃんと補償するまっとうな社会にしなければいけない」と話し

ています。 

Scrap 

book 
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東京電力「誠実に対応」 

訴えについて東京電力は「原発事故により福島県民の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変

なご迷惑とご心配をおかけしていることについてあらためて心からおわび申し上げます。訴状が送

達された場合には請求内容や主張を詳しくうかがった上で、誠実に対応して参ります」とコメント

しています。 

子どもの甲状腺がん福島県も継続的に健康調査 

福島県は原発事故による子どもへの被ばくの影響を調べるため、事故があった平成２３年１０月

から、当時１８歳以下だった県民を対象に継続的に健康調査をしています。 

県によりますと、対象人数はおよそ３８万人で、これまでに５回行われた調査では、合わせて２６

６人が甲状腺がんやその疑いがあると診断されています。 

県は、甲状腺がんやその疑いがあると診断さ

れた人には、医療費の自己負担分を全額補助す

る支援を行っているということです。 

一方、原発事故による被ばくと甲状腺がんの

因果関係について、医師や研究者などでつくる

県の専門家会議は平成２７年に１回目の調査

結果を受けて「現時点で関連性は認められな

い」とする見解を示し、３年前にも同様の見解

を示しています。 

(２０２２年１月１９日／ＮＨＫ) 

■３年ぶりに被爆地会合 ８月 原水禁世界大会 

日本原水協などでつくる原水爆禁止世界大会の実行委員会は１８日、８月に広島、長崎の両被爆

地で開く大会の概要を発表した。新型コロナウイルス感染状況の改善を見込んで、３年ぶりに大規

模な現地会合の開催を目指す。 

ここ２年はコロナ禍でオンライン中心としたが、被爆地の訴えをてこに、日本政府へ核兵器禁止

条約への参加を促す考えだ。８月４日に広島で開幕。６日まで全体会議や被爆証言を聞く会などを

催し、９日は長崎に舞台を移す。スピーカーなどの詳細は今後詰める。今夏に延期された同条約の

第１回締約国会議で議長を務めるオーストリア外務省のアレクサンダー・クメント軍縮局長に参加

を呼び掛ける。 

世界大会の共同代表で日本原水協の高草木博代表理事（７８）は東京都内で記者会見し、「被爆国

として核兵器の非人道性を発信する責任があり、今年は現地開催にこだわりたい」と強調。大会に

向け政府に同条約への参加を求める運動を強化する考えも示した。 

（２０２２年２月１９日／中國新聞） 

■日米「不一致」続々露呈 在日米軍 オミクロン株対応 地位協定見直し求める声 

新型コロナウイルス変異株「オミクロン株」感染急拡大の震源地とみられる岩国基地（岩国市）な

ど在日米軍施設を巡り、日米両政府の感染防止策の「不一致」が相次いで明るみに出た。入国する米

兵らへの検査が日本側と違う運用だったことが判明し、政府の実態把握も後手に回った。水際対策で

歩調をそろえるとした合意は守られず、専門家からは米軍対応の根幹にある日米地位協定の見直し

を求める声が強まる。 



京都「被爆二世・三世の会」会報№１１２  ２０２２年２月２５日 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼本誌を編集中もウクライナ情

勢が予断を許しません。今朝の

ニュースではロシアが遂にウク

ライナ東部の２地域の独立を承

認する署名をしたとか。毎日のニュ

ースは ＮＡＴＯ諸国の動向とかロシアの思惑と

か、そういう政治、軍事の情報ばかりですが、私

たちが最も懸念するのは現地に住む人々の安全

と暮らしのことです。間近に迫る軍隊の前で人々

はどんな思いで推移を見守っているのだろう

か？いざという時命の保障はされているのだろ

うか？等々。昨年の夏アメリカ軍が完全撤退した

アフガニスタンも同様でした。アフガニスタンは

旧ソ連軍の侵攻、近年はアメリカ軍の「派遣」と

称した侵攻駐留により、国土は荒廃し、人々は多

大な犠牲を強いられるだけになりました。とにか

く今は人々の安全と穏やかな暮らしが維持され

ることを祈るのみです。▼ウクライナ情勢でもう

一つ懸念されるのは核兵器です。ウクライナがＮ

ＡＴＯに加盟することはＮＡＴＯの核兵力範囲

拡大の可能性を意味することにもなるでしょう。

今回のロシアの行動はそれに対する反撃でもあ

ると思います。私たちの「日本政府に核兵器禁止

条約の批准を求める署名」運動は、こうした事態

も睨みつつ、進めていくことが必要なのだと思い

ます。（平） 

編集 

後記 

「日米間のコミュニケーションに不十分な点があったことは否定できない」。松野博一官房長官は

３日の記者会見で、出入国時の検査を巡る日米の対応のずれを認めた。日本は出入国時とも検査を義

務付けているのに対し、米軍は２０２１年９月３日、ワクチン接種を終えた米兵らが日本に入国する

際の検査を免除する運用変更をしていた。 

日米両政府は２０年７月、「整合的」な水際対策を講じるとする共同文書を発表。入国時検査の実

施も明記していた。米軍に大きな権限を与える日米地位協定によって米兵らの検疫に日本の主権は

及ばないが、コロナ対策の運用では日米が連携し、感染拡大を防ぐ態勢を敷いたはずだった。 

ところが米軍の運用変更により、態勢はもろくも崩れた。しかも日本側への検査免除の連絡時期で

日米の主張は食い違いを見せる。 

複数の政府関係者は「昨年１２月２４日に初めて聞いた」とし、すぐに改善を申し入れたとする。 

この点に関し林芳正外相（山口３区）は４日の記者会見で、米軍から「（以前から）外務省に通知

していた」との反論を３日に受けたと説明。これに対し政府として「そのような認識を持っていない

旨を改めて明確にした」と強調したが、外務省の説明の信ぴょう性に疑問が生じた形だ。 

米軍のコロナ対応では岩国基地内で１月、一部の飲食店が酒を提供していたことも判明。周辺自治

体の飲食店に対し、山口県が提供停止を要請している中でのことだった。政府は事実関係を米軍に照

会したが、回答に６日間も要した。 

感染の有無を調べる抗原検査も、日本が採用する定量検査と比べ、検出に一定以上のウイルス量が

必要で、精度が劣る定性検査で実施されていたことが１月２８日に分かった。 

野党は「問題の本質は日米地位協定にある」として国会論戦で政府に改定を迫るが、岸田文雄首相

（広島１区）らは重ねて否定。１月末に新設した日米合同委員会内の検疫・保健分科委員会で「議論

を深めていく」と繰り返す。 

在日米軍問題に詳しい琉球大の北上田源准教授は「地位協定はコロナ対応の『米軍任せ』を許して

おり、政府は改定を求めるべきだ。日米合同委員会の議論も密室で進むため検証できず、透明化する

必要がある」と指摘する。 

（２０２２年２月５日／中國新聞） 
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２０２２年３月（弥生）行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

3 １ 火 

３．１ビキニデー集会（１３時・オンライン） 

アメリカの水爆実験で第五福竜丸等被曝（１９５４年） 

大飯原発差し止め京都訴訟（１４時３０分・京都地裁） 

朝鮮の三・一独立運動（１９１９年） 

 2 水  

 ３ 木 ひな祭り 

 ４ 金 キンカン行動 

 

 
５ 土 

啓蟄 

映像と講演「中国で日本軍性奴隷にされた女性たち」（１４時・ひとまち交流館） 

 ６ 日 ６．９行動 

 

 

７ 月  

 ８ 火 （国連）国際女性デー 

 ９ 水 ６・9行動 

 １０ 木 東京大空襲（１９４５年） 

 

 
１１ 金 

東日本大震災・福島第一原発事故発生（２０１１年） 

原発賠償京都訴訟控訴審第１３回弁論（１４時３０分・大阪高裁） キンカン行動 

 １２ 土 バイバイ原発３・１２きょうと（１３時３０分・円山公園音楽堂） 

 １３ 日 大阪大空襲（１９４５年） 

 １４ 月 ホワイトデー 

 １５ 火  

 １６ 水 京都「被爆二世・三世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都&ZOOM） 

 

 

１７ 木  

 

 
１８ 金 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審判決（１１時４５分・大阪高裁） 

彼岸入り                          キンカン行動 

 １９ 土 戦争法廃止をめざす１９日行動（16時３０分・京都市役所前） 

 ２０ 日  

 ２１ 月 
春分の日 

国際人種差別撤廃デー 

 ２２ 火  

 ２３ 水  

 ２４ 木 京都府知事選挙告示 

 ２５ 金 キンカン行動 

 ２６ 土  

 ２７ 日  

 

 

２８ 月 アメリカ・スリーマイル島原発事故（１９７９年） 

 ２９ 火  

 ３０ 

 

 

水  

 ３１ 木  

 


