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原水爆禁止 2022年世界大会レポート 
 

小林孝企(宇治市) 

 

■待ち望まれていたリアル世界大会 

今年の原水禁世界大会は３年ぶりの広島での

リアル開催。プーチン・ロシアのウクライナ侵攻、

核の威嚇、核兵器禁止条約第１回締約国会議の開

催直後、ニューヨークでＮＰＴ再検討会議が開催

される中での開催。こうした世界大会に参加でき

たことに感謝している。 

原水禁大会へ職場の仲間を送る取組にはこれ

までも参加していたが、自ら参加するのは初めて

だった。コロナ７波の感染拡大下での開催で、行

きの新幹線車内でも会話を控えての移動で、広島

の駅に降りるのは約２０年ぶり。２０２５年完成

をめざした再開発終盤とかで広島駅周辺も様変

わりしそうである。駅に到着後は、参加者と離れ

西国街道を徒歩で会場へ。 

会場の広島県立総合体育館・グリーンアリーナ

は、コロナ感染対策をとっての開催である。会場

全体の雰囲気を感じたいので最後部の席を確保。

冒頭の主催者報告「今年は、３年ぶり被爆地の広

島と長崎の開催です」の発言に会場から大きな拍

手が、皆待ち望んでいたのだと。また、報告で被

爆者の平均年齢が８４．５３歳を超えたと、原爆

投下から７７年を実感させられる。被爆者の「生

きているうちに核兵器をなくしてほしい」の訴え

には程遠い現実に怒りも。 

昨年の「核兵器禁止条約」の発効に、これを力

に核兵器廃棄へと願ったが。ロシアのウクライナ

侵攻、核兵器使用の威嚇に怒りと核兵器の使用の

現実的恐怖に打ちのめされた。ウクライナでの戦

争が続く中で、第一回締約国会議が開催されウイ

ーン宣言と行動計画が決定され、新たな核廃絶へ

希望と運動の波を起こす展望を与えてくれる会

議であったことを国際会議での各国参加者の発

言で理解を深めることができた。 

 

■「黒い雨」被害者救済と内部被ばく問題 

今回の大会の課題は「核兵器禁止条約」と「黒

い雨」被害者救済と原爆の内部被ばく問題であっ

た。 

私は、テーマ別集会は、Ⅱの「被爆者援護・連

帯、被爆者体験の継承と実相普及」に参加した。

ここで取り上げられた活動の交流テーマも「黒い

雨」であった。「黒い雨」訴訟原告団長・高野正明

さんから報告がされた。原爆投下直後の自身の被

爆体験から「黒い雨」原爆被害者の会の運動に参

加し、国の健康診断特別区域の指定で「黒い雨」

に遭った人が分断、被爆地域の拡大を求めて運動

をしたが、国は拒否、２０１５年１１月に県と市

に被爆者健康手帳の交付などを求め司法に訴え、

２０２０年広島地裁で勝訴、昨年７月高裁で「控

訴棄却」までの運動を直接聞くという機会を得た

ことは貴重な学びとなった。「黒い雨」に遭って被

爆してから７６年の粘り強い運動への敬意と「な

ぜこんなに長く」との国への怒りの気持ちで報告

に聞き入った。 

高裁判決の後の報告集会の様子をビデオで見

たときに、全面勝訴にバンザイでなく、ガンバロ

ーの声を上げられた意味が理解できたような気

がした。残念ながら、その後の国の対応が判決で

示された「黒い雨」に遭った人「全員認定」では

なく疾病要件で新たな分断を生んだことである。 

テーマ別集会の後、”「黒い雨」被害者の証言

を聞こう－交流のつどい”にも参加し、高東征二

さんと曽利サダ子さん、本毛稔さん、岡久郁子さ

んの証言は「黒い雨」被害者救済は終わっていな

い、新たな差別を生み出している、絶対に認めよ
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うとしない「内部被ばく」など多くの課題があり

終わっていないことをあらためて思い知らされ

学ばせてくれた場となった。 

 

■ニューヨークからのメッセージ 

原水爆禁止２０２２年世界大会が世界の核廃

絶の運動と連携していることを実感できたのは、

最終日のヒロシマデー集会での同時期に開催さ

れているＮＰＴ再検討会議に参加されている日

本共産党の笠井亮さんのニューヨークからの「草

の根の世論と運動の力が世界を動かしている」と

のビデオメッセージは感動ものだった。 

６日の朝には、平和祈念式典の行われた平和公

園を訪れ「核廃絶と世界平和」を祈ることもでき

た。ただ会場はロープで仕切られ近寄れない、以

前は公園内にモニターテレビが設置されていた

らしいがそれもなく、式典が何だか市民から離れ

たところで開催されるように感じられたのは残

念だった。 

 

 

 

２０２２年原水禁大会日誌 
 

井坂博文(北区) 

 

■８月４日(木) 

２０２２年原水爆禁止世界大会イン広島に京

都代表団の団長として参加しました。市会議員団

から山本陽子さん、山田こうじさんと一緒に参加

です。コロナ禍のもと、リアル参加は１，３００

人、オンラインで９５０人と発表されました。 

三年ぶりの現地開催。参加者数はコロナ対策で

絞り、ディスタンスとって開かれています。開会

総会でゲストスピーカーの浜矩子さんは「荒野で

叫ぶ預言者の声、とは閉じ込められた人々に外か

ら叫ぶ様子のこと。現代社会では、みなさんが預

言者です。がんばりましょう」と激励されました。 

初めて国際会議が全体会場で開かれ、ウクライ

ナやロシアから平和運動が参加し、両国内での戦

争と核兵器、原発に反対する運動の紹介、ロシア

とＮＡＴＯの対立を終わらせ世界の非核化実現

の訴えは、リアルで衝撃でした。 

「被爆者とともに・・・核兵器も原発もない平

和で公平な世界を」  

帰りに平和公園に折り鶴を届け、原爆ドームで

記念写真。街を歩くとＮＯＮＵＫＥＳの看板、電

車に乗ると６日のピースナイターの吊り広告が。

街をあげて世界大会を歓迎しています。 

 

■８月６日(土) 

原爆投下から７７年目の広島。８時１５分に式

典を放送するテレビに向かって黙祷を捧げます。

毎年のことだが、黙祷しながら亡くなった父(入

市被爆)を思い出して、涙が出てきます。 

松井広島市長は平和宣言の中で、核兵器禁止条

約に触れて核抑止論を強く批判し、世界の為政者

が広島を訪れて被爆の実相を認識すること、核兵

器のない世界の実現を強く訴えました。 

その一方で岸田総理のあいさつの空疎なこと。

ＮＰＴについては触れるものの肝心の６条はス

ルーして、核兵器禁止条約については一言も触れ
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ず、核兵器のない社会を「理想」と言い切り、遠

い先に追いやってしまうのではないか❓ 

４日から開かれた原水爆禁止世界大会が６日

の広島デー集会で、画期的な広島宣言を採択して

終了しました。宣言起草委員会の富田先生が３日

間の討論をまとめて宣言を提案されました。 

宣言は「禁止条約が国際法として確立し、世界

の多数の国々がこれを支持していることは、もは

や動かせない現実である。禁止条約を力に、市民

社会と諸国政府との共同をさらに発展させるな

らば、「核抑止力」論を乗り越えて、「核兵器の

ない世界」への展望を切り開くことは可能である」

と明確に言い切っています。更に、海外代表や福

島の代表が強調したように、大会のスローガンは

「被爆者ととともに、核兵器も原発もない平和で

公平な世界の実現を」めざしてがんばる勇気が湧

いきました。 

大会から京都に戻り、さっそく三条大橋で夜七

時～「被爆二世三世の会」の取組みとして、広島

デーのキャンドル・ビジルを行いました。 

 

 

 

「学校では教えてくれない」事実に衝撃 
 

掘 照美(上京区) 

 

今年の原水爆禁止世界大会は、若者の参加が多

かったことが印象に残りました。京教組から参加

した 7名のうち５名が青年でした。核兵器廃絶の

取り組みをつなぐことが出来たと嬉しく思いま

した。 

５日に行われた国際会議のセッションⅢでの

日本平和委員会事務局長の千坂淳さんへの小学

校６年生からの発言「社会科の教科書には書いて

いない、先生も話してくれなかった事実を知って

衝撃を受けています。友達に伝えたいと思います」

に会場から大きな拍手が起こりました。また、そ

の夜に行われた「教職員平和のつどい」で全教広

島の青年が「似島のツアーで京都から参加した中

学１年生が『学校では全く教えてもらえない事実

を知って衝撃を受けている。友達に知らせたい』

と感想を語ってくれました。自分自身が学校で教

えていないと改めて気付かされて衝撃を受けま

した」と話していました。今、広島では、平和教

育へ教育委員会から圧力がかかっているそうで

す。 

私も、６年生と中学生の発言にショックを受け

ました。自分はどうだろうか。母の被爆体験をも

っともっと伝えていかなければと思いを強くし

ました。ウィーンでの核兵器禁止条約締約国会議

に行かれた瀬戸麻由さんの報告で「禁止条約は育

つ」の言葉にも感動しました。 

広島で学んだことを、多くの方に伝えていきた

いと思います。 

 

 

 

原水禁世界大会国際会議で印象に残った海外代表発言 
 

山根和代(右京区) 

 

コロナ禍で実際に原水爆禁止世界大会の国際

会議に参加することが困難な中、オンラインで参

加することができて幸いでした。 

６月にウィーンで開催されたＴＰＮＷ（核兵器

禁止条約）第 1回締約国会議は、８０ヶ国を超え

る国・地域が参加し、「核兵器のない世界」の実現

をめざす「ウィーン宣言」と「ウィーン行動計画」

を採択しました。このような状況の中で開催され
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た原水禁世界大会の意義は、とても大きいと思い

ます。いくつか印象に残った発言を、紹介させて

いただきます。 

ウクライナ平和主義運動のユーリイ・シェリア

ゼンコさんは、「縮小しつつある社会福祉を再生

させて、気候変動に対処するための資金が切実に

必要とされている今、狂気ともいえる巨額の公的

資金が人類絶滅のために投資されていることに、

私たちは抗議せねばなりません。」と発言してい

ました。戦争をしている場合ではないし、武力で

紛争を解決できるはずはなく、外交や交渉で解決

するしかありません。 

ロシアの北西ロシア平和運動／フィンランド

湾南岸公共評議会のオレグ・ボドロフさんは、「ウ

クライナ侵攻の最初の数週間で、１２０万人以上

のロシア市民が戦争に反対する請願書に署名し

ました。ロシアの大学の学生、教授、卒業生が戦

争反対の声を上げました。多くの大都市で、路上

抗議デモが数多く行われました」と、マスコミで

は報道されない発言をしました。さらに「日本、

ウクライナ、ロシアや他国に住む私たちは敵同士

なのでしょうか？私たちは、皆、地球という惑星

に住む隣人なのです。この地球を守るため、手を

取り合って行動しましょう！」と発言しました。

全くその通りだと思います。 

ベルギーのルド・デ・ブラバンデルさんは、「最

近、初めて核の連帯に小さな象徴的なほころびが

生まれました。平和運動の圧力を受け、ノルウェ

ー、ドイツ、ベルギー、オランダが、ＮＡＴＯと

アメリカの反対にも関わらず、先の６月ウィーン

でのＴＰＮＷ第１回締約国会議に参加したので

す」と述べていました。被爆国である日本が参加

しなかったのですが、本当に恥ずべきことです。 

千坂純（日本平和委員会事務局長）さんは、「最

近の  世論調査でも、  非核３原則を維持すべ  きは７

７％、  核兵器禁止条約に参加すべきは７割を超え

てい ます。ここには、被爆者を先頭に長年の 原水爆

禁止運動 がつくり だしてきた、  根  深い  反核平和  の 

世論が示さ  れています」と指摘されました。日本

政府に、核兵器禁止条約への参加と憲法を活かし

た平和外交を迫ることが、私たちに問われている

と考えさせられた国際会議でした。 

 

 

 

 

２０２２年８月５日（金） 原水爆禁止２０２２年世界大会 

テーマ別集会Ⅳ「枯葉剤被害者支援・連帯」に参加して 
 

平 信行(南区) 

 

２０２２年原水爆禁止世界大会は３年ぶりの現地広島での集会。その２日目、テーマ別集会で私は『枯

葉剤被害者支援・連帯』に参加しました。参加者は１３０人でした。以下その集会の概要レポートです。 

 

１、 集会の前半は、ドキュメンタリー映画『失わ

れた時の中で』（６０分）の上映・鑑賞と、

作品を制作された坂田雅子監督のトーク、

及び質疑応答・意見交換でした。 

 

■映画の内容を、ＤＶＤのパッケージメッセージ

から紹介します。 

写真家だった夫・グレッグの突然の死。その理由

がベトナム戦争時の枯葉剤にあるのではと聞か

された妻・坂田雅子はカメラを手に取り、ベトナ

ムへ向かった。そこで目にしたのは戦後３０年を

過ぎてなお、枯葉剤の影響で重い障害を持って生
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まれてきた子どもたちと、彼らを愛しみ育てる家

族の姿だった。それからおよそ２０年。ベトナム

はめざましい経済発展を遂げたが、枯葉剤被害者

とその家族は取り残されている。今なお、枯葉剤

の影響で重い障害を持って生まれる子どもたち。

そのケアを担い、家計を支えるために進学を断念

せざるを得ないきょうだい。無医村を周り、支援

活動を続ける医師。アメリカ政府と枯葉剤を製造

した企業に対する裁判を起こした元ジャーナリ

スト。カメラは癒えることのない戦争の傷痕に向

き合い続ける人々の姿を記録する。 

 

■坂田雅子監督のあいさつ 

映画製作などにはまったく素人だった監督が

どうしてこの道に入ってきたのか、そのきっかけ、

経緯の紹介からあいさつは始まりました。以下内

容を要約して、坂田監督第一人称の形で紹介しま

す。 

 私は、２０年前、ベトナム帰還兵でプロカメ

ラマンであった夫を突然失います。米軍によ

るベトナム枯葉剤が原因ではないかと思わ

れる疑惑を残して。「枯葉剤についてもっと

知ろう」、「そしてその知ったことを記録映画

にしよう」という衝動に駆られるようにして

映画作りに挑戦してきました。最初にベトナ

ムに出かけたのが２００４年、不安に満ちた

旅でしたが多くの人々の助けをもらって、い

ろいろな枯葉剤被害の実態を見ることにな

りました。被害者は田舎でも都会でも、予期

していた以上に至る所にいました。そして出

会った枯葉剤の被害者がいろんな障害にも

負けずに一生懸命生きている姿、そして家族

が笑顔を忘れずに労わりあいながら本当に

ほのぼのと生きている、その姿に心を打たれ

て、自分だけが悲しいと思っていたが、力を

与えられることになりました。 

 ２００８年に公開された『花はどこへいった』

という映画が第一作目の作品です。この映画

が映像作家としての第一歩となり、それ以降

映画作りを２０年も続けてきました。映画作

りが日々の生活を助けてくれ、さらに社会と

のつながりを可能にしてくれました。その後、

枯葉剤、原子力、核などのテーマでいくつか

の映画を作り続けてきました。とにかく大き

な組織に頼らず、小さな私にもドキュメンタ

リー映画が作れて、みなさんに見ていただく

ことができるということは素晴らしいこと

だ、と思ってきました。 

 その後も私はベトナムに通い続け、枯葉剤の

問題を見続けてきました。ベトナムはこの２

０年で驚異的な経済発展を遂げ、ベトナム戦

争は遠い昔のこととなり、戦争を知らない若

者が増えています。でもその中で、枯葉剤の

被害者は取り残されたままです。今や第２世

代、第３世代まで被害は受け継がれ、時には

第４世代の子どもまで生まれています。 

 そんな中で大きな問題は、今まで面倒みてい

た親たちが高齢化し、これから子どもたちの

面倒を誰がみていくのかということ。折に触

れて出会ってきた被害者たちのことを考え

るとまだまだ伝えなければいけないことが

あると思い、この第３作を作ることにしまし

た。 

 ベトナムの被害者は長年日本の被爆者と手

を携えていくことを願い、求めてきました。

原爆も枯葉剤も第二次世界大戦中に科学者

たちの粋を集めて作られたもの。そして戦争

中にできた技術を平和になっても、平和な時

代になったらどうすればいいかと、企業は儲

けることを考えます。それが原子力の平和利

用であり、化学薬品の農薬への転用であり、

その結果が原発事故になり、多くの公害につ

ながっていきます。原爆も枯葉剤も人間が自

然の中から作り出し、自然を利用し壊した結

果、導いた産物。両方とも根を同じくした大

量破壊兵器です。 

 日本原水協は２０１７年１１月にベトナム

に代表団を派遣し、私も同行しました。被爆

者と枯葉剤被害者との交流を行って、両者が

協力して被害者への支援を求めようとして

きました。この合意の結果、被爆者アピール

の国際署名にとりくみ、集まった署名は１０

０万近く、その内の３２万がベトナムの枯葉

剤被害者の会が集めたものでした。そういう
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形で連帯は今も進められています。その連帯

の一環として今日はこの映画を上映させて

いだきました。 

 今回の映画のタイトルは『失われた時の中で』

ですが、元々の英語のタイトルは『Long 

Time Passing』と名付けました。これは有名

な反戦歌『花はどこへいった』の２番目のフ

レーズ。「花はどこへ行った。長い時間が経っ

た」。そして歌の最後には「人はいつになった

ら学ぶのだろう」という言葉が繰り返されて

終わっています。 

 この問いに答はあるのだろうか。答は見つか

らないかもしれないけれど、それを探す努力

を続けなければいけないと思います。戦争に

よって失われた時の中で、枯葉剤の被害者も

そして私も生き抜いてきました。その中で答

を探しつつ生きてきたのだと思います。この

映画がそんなことを考えるきっかけになけ

ればいいと思います。私たちは微力かもしれ

ないが無力ではない。そのことを信じていき

たいと思います。 

 

■坂田監督との質疑応答と意見交換（抜粋・要旨） 

（フロアからの意見・感想） 

 これまでも多くのみなさんが支援を訴えら

れてきました。私たちにも何ができるかこれ

から考えていきたいと思います。 

（坂田監督） 

 これまで「希望の種」奨学金をとりくんでき

て、今までに１００万円以上集まり、１００

人以上の障害を持つ子どもたちが３年間、高

校とか職業訓練校に行けるよう支援してき

ました。今回の映画の公開を機に再開したい

と考えています。農業支援、職業支援を続け

るためにオレンジ村がホーチミン村に計画

されていて、それについても日本からの支援

が大いに期待されています。 

（フロアからの質問） 

 今現在でも奇形の子は生まれ続けているの

ですか？ 

（坂田監督） 

 超音波検査で異常があったら中絶が広く行

われるようになり、奇形の子の誕生は以前ほ

どではなく少なくなっています。しかし、平

和村に行くと、まだ小さい子がいて、ああこ

の子たちまだ生まれてきているのかな、と思

うことはあります。 

 超音波検査はかなり有効だとは思われるけ

ど、それでもお母さんたちの中には、自分の

子どもが障害を持っていると分かっても生

みたいという人もいるし、それから映画に出

てくるロイ君とかフォンさんとか、手がなく

ても足がなくてもあれだけ幸福に生きてい

る人たちもいるわけだから、障害があるから

といっても必ずしもネガティブに見る必要

はありません。私たち以上にしっかり生きて

いる人たちもたくさんいる。だから無理して

「連鎖を断ち切る」といったような考えはよ

くないと思います。 

（フロアからの質問） 

 ツーズー病院の平和村が閉鎖になるという

ことだが、そこで生活している子どもたちの

行き場がまだ決まっていない問題、ベトナム

の国はどう考えているのですか。また、ベト

ナムの障害者が自立して元気に生活してい

る姿をみると、ベトナムの国、社会は障害の

ある人たちも前向きに生きていけるようき

ちんとサポートされるようになっているの

かなと思ったりしました。そのあたりの現状

を教えて欲しいです。 

（坂田監督） 

 平和村の代わりになるものとしてオレンジ

村というものが考えられています。できるだ

け日本でも支援の募金をしていきたいです。

ベトナムの国も豊かになったとはいえ、まだ

まだ貧しいので国ができることには限界が

あります。でもサポートしようという体制は

どんどんできているし、共生社会という意味

ではベトナムはとても優しい社会ではない

かなという印象を強く持っています。 

 

２、 集会の後半は、関連する団体からの連帯のあ

いさつが行われました。ここでは２人の方

のあいさつを要約で紹介します。 
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■鈴木元さん（国際環境整備機構理事長） 

 ドイモイ政策で、ベトナムでも病院の独立採

算性が強く求められるようになっています。

そのためこれまで枯葉剤被害者の治療と支

援を担ってきたツーズー病院の平和村を廃

止せざるを得ないというのが経営者の判断

です。 

 それに代わるものとしてベトナム枯葉剤協

会としては、治療とリハビリと職業訓練と養

育の４つを総合的に行うオレンジ村という

のを全国１１か所に作ろうということで進

めています。その内ハノイは２０１７年の１

２月に完成しています。次にホーチミンに作

ろうということで今とりくみを進めていま

す。 

 ホーチミンのオレンジ村建設に支援して欲

しいということで、オレンジ村支援日本委員

会というのを立ち上げ、今とりくんでいます。

その中で、建物とかはベトナムの責任でやっ

てもらい、日本はこの間開発してきたノウハ

ウ、具体的に言うと、枯葉剤の障害者の２世、

３世、４世の若者たちの農業を通じた社会参

加、自立の道を開こうということを中心的に

やっています。ベトナムの枯葉剤協会、私た

ち、ＪＡＩＣＡ、この３者で合意して、さあ

始めようとし矢先にコロナが発生しました。 

 さあどうしようということになって、３者で

協議を重ね、とりあえずＺＯＯＭで研修を始

め、日本とベトナムを往来できるようになっ

たら日本に来てもらうし、我々もベトナムに

行く、２段構えでやろうと合意しました。昨

年の１０月にＪＡＩＣＡと契約し、２０２３

年９月までの２年間の計画で研修を始めて

います。 

 この４月からは、農業技術者に対して彼らに

農業を教えるのはどうしたらいいか、という

ことの訓練、お医者さんたちには障害者たち

が働く場合はどういうアドバイスをすれば

いいかという訓練、この二つのことを始めて、

農業研修の方は終わりました。今お医者さん

たちの研修をやっている最中で、これが終わ

れば１０月に、日本に呼んで日本の共同作業

所などで実際に働いてみる、そういう予定で

す。 

 ホーチミンのオレンジ村には４．７ヘクター

ルの土地があります。そこに障害者のための

農業の訓練所を作ります。さしあたっては０．

５へクタールの実験農場を、９月、１０月に

工事して完成させます。日本に来て研修した

人たちが勉強してベトナムに帰って、障害者

が青年を集めて、そこで半年間訓練する予定

です。建物を作る費用と、障害者を集めて訓

練する費用、これは募金に頼らざるを得ない

のですが、今４００万円ぐらい募金を集めて

準備していますが、後１００万円足りません。 

 今後も順次、施設もとりくみの規模も拡大し

ていきます。将来は３ヘクタールの土地も借

りて本格的に生活もしていけるようにした

いと思っています。 

 日本の共同作業所には全部国と地方自治体

からの補助金がありますが、ベトナムには補

助金制度がなく、これが最大の難点です。補

助金はなくても障害者が働いて、自立できる

作業所にしていかなければならない。日本の

いろいろな障害者施設の人たちの意見も聞

きながら進めているところです。みなさんの

ご協力も是非お願いしたいです。 

 

■グエン・チー・ツエンさん（ベトナム代表団団

長・ベトナム友好組織連合多国間関係次長） 

 Agent Orange（枯葉剤）の問題というのはベ

トナムではまだまだ深刻です。被害者はまだ
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まだ苦しみ、痛みもある。ベトナムの政府関

係者も、世界の友人も、日本の友人も含めて

一生懸命とりくんでもらっています。私たち

は今回原水禁世界大会に参加しているが、こ

れを機に Agent Orangeの被害者、そして日

本の被爆者の方々が声を合わせて訴えてい

きたいと思います。そうすることによって

Agent Orange、核兵器をはじめとする大量殺

りく兵器の壊滅的結末というものをもっと

もっと広めていきたいと考えています。私た

ち２つの国民、ベトナム国民、日本国民は連

帯して核兵器、Agent Orangeの被害を支援

するために活動していきたいと思っていま

す。 

 いろいろな行動とかプロジェクトがこれま

でもありましたが、特に今日拝見したような

坂田監督の映画というのは非常に有意義な

活動、手段であると思います。私たちは特に

若い世代の人々の教育に力を入れています。

私自身も家族に被害者がいるし、こうした被

害は何世代も続くので若い人々を教育して

いくのは非常に重要です。若い人の間にこの

問題に対する認識を高め、被害者を支援する

ことにも力を入れていきたいです。 

 今回の映画では人間に対してどのような被

害がもたらされるのかが中心的に描かれて

いますが、それだけに止まらず環境に対する

影響、土地とか水とか、それから植物に対す

る影響なども非常に大きなものがあります。

そしてご覧になったように、被害者が農村部、

僻地に住んでいる場合も多いので、社会から

もっともっと支援が必要になっています。 

 私たちベトナム平和委員会は、他の団体と協

力して、ベトナム国内、それから国外からの

支援を集めるべく努力している。この機会を

お借りして、あらためて日本原水協、その他

の日本の組織の皆様に、私たちと一緒になっ

てこの Agent Orangeの被害者支援にお力を

貸していただくようお願いしたいです。コロ

ナがまだ終息していませんが、そのためどう

してもベトナム国外からの支援がますます

必要になっているのです。 

 

３、 テーマ別集会Ⅳ「枯葉剤被害者支援・連帯」

に参加して 

① 映画の中で、現在フランスに在住する元ジャ

ーナリストのベトナム人が、フランスの法廷

でアメリカ政府と枯葉剤製造企業を相手に

損害賠償請求する訴訟が描かれています。裁

判の結論はフランスの法廷でアメリカ政府

などを裁くことはできない、という門前払い

のようなものにでしたが、原告のベトナム人

は、枯葉剤の被害の実態と、その直接の加害

責任者を告発しできたことはとても重要な

意味があったと語っています。 

アメリカは、政府も、枯葉剤製造企業も、未

だにひとことも謝罪の意思も立場も示して

いません。これほど明瞭な、非人道的兵器の

使用という罪を犯しておきながら。ベトナム

枯葉剤被害者救済の支援を続けながら、一方

でアメリカの加害責任を徹底して追求して

いく運動が必要です。そうでなければ、再び、

三度このような非人道的兵器が使われるこ

とになるからです。 

広島、長崎の原爆投下の罪も同様です。７０

万人という無差別大量の被害者を生み出し

ておきながら加害当事者アメリカ政府は今

現在も謝罪の意思すらなく開き直ったまま

です。戦後の日米間でどのような交渉、合意

があったにせよ、人として過ちは過ちであっ

たと認めさせることがすべての出発点では

ないかと思います。今、韓国の被爆者では、

次回ＮＰＴ再検討会議（２０２５年）に向け

て、アメリカの加害責任を裁く模擬法廷を開

く準備が進められています。日本原水協も方

針で協力することにはなっていますが、日本

の被爆者、日本被団協はどうする？のでしょ

うか。 
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② ベトナム枯葉剤被害は２世、３世にまで及び、

４世まで生まれている深刻な実態が映画で

紹介されていました。直接枯葉剤を浴びた世

代の影響であることは疑いようのない姿で。 

ひるがえって、枯葉剤（化学製品）の影響が

世代を超えて及ぶことがここまで明らかに

なっている事実に照らしても、「放射線被ば

くの方は世代を超えては影響しない」という

認識、知見は本当に有効なものでしょうか。

枯葉剤にしてこれほど、ましてや放射線被ば

くとなるとより影響は深刻なのではないか、

と考えるのが普通ではないかと思います。 

 

 

 

広島平和記念資料館企画展「原爆と医療」をたずねて 
 

石角敏明(長岡京市) 

 

記念資料館から「今年度の企画展で、私の父親

の日記を展示します」、という案内を頂き、先日孫

（小６）を連れて、訪問をしてまいりました。 

原爆ドームを見た時、孫は少しショックをうけ

たようで、「こんなに大きいとは思わなかった」と

感じたようで、「骨組みが見え、キズだらけでした。

まるでその姿は原爆で亡くなった人や原爆のせ

いで大切な人を失った人々の悲しみをピタリと

言い表しているようでした」と感想を書いていま

した。 

企画展、サブタイトルが「救護活度から医学調

査へ」になっていますが、米軍の医療チーム、「救

護」ではなく「調査」が本当の狙いであったとい

うことが、残念ながらこの展示では理解されない

のではないか、という感じを持ちました。日本人

医師による「診断書」、原爆と分からずに治療を行

わないといけない医師たちの奮闘にも触れられ

ているのですが、少し消化不良のような感じがし

ました。今年の７月、「マンハッタン計画」に深く

関係した米国の医師たちの実態を取り上げた書

籍が発売され、読了中であったため、よけいにそ

う感じたのかもしれません。 

「死没者追悼平和祈念館」の「体験記閲覧室」

では、「語り継ぐヒロシマ、ナガサキの心」が収蔵

されており、「著者」を検索できるシステムに「石

角 敏明」が登録されているのをみてビックリし

ました、（「平さん」も検索し、確認しましたが、

「森川さん」まで検索できなかった、ごめんなさ

い）、皆さんも一度訪問し、検索されては如何。 

資料館の展示をみた孫の感想を紹介して、私の

報告を終わらせて頂きます。 

「原爆で死んだのは人間です、でも、原爆を落

としたのも人間なのです。私は平和だったあの毎

日をうばった原爆を許しません。私は７７年前の

悲劇を語り継ぎたいと思います、原爆で亡くなっ

た人たちもそう願っていると思います
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母と娘と私の 3人で小学校の語り部に 
 

鳥羽洋子(茨木市) 

 

(例会での)皆さんのこの夏の原水禁世界大会

の報告を聞かせていただき、２０１７年に母、娘

と三人で参加した時のことを思い出しました。帰

ってから母が肺炎で入院してしまい、それ以来、

原水禁世界大会にも８．６広島の式典にも行けて

いません。何とか母の健康を維持して来年こそ

は！と思っていますが･･･。 

さて、近況ですが、この６月に豊中の小学校か

ら修学旅行の直前平和学習の依頼を受け、母、娘、

私の三人で行ってきました。母は声がか細くなり

長い時間続けて話ができなくなっていますので、

パワーポイントを活用し、写真を見ながら私がイ

ンタヴューし、母がそれに答え説明を付け加える

方式で行いました（前半４５分）。生徒からの質問

の後、後半４５分は私が二世問題や核兵器の現状

について問題提起しました。娘は記録撮影係です。

この学校では、昨年１２月に当時の６年生に講演

したばかりでしたが、今回の６年生の皆さんも熱

心に話を聞いてくださいました。以下、感想をい

くつか抜粋します。 

 

 原爆や空襲を体験して私たちにその恐ろし

さや怖さを話してくれて本当に感謝してい

ます。声が小さくとも、その恐ろしさやこわ

さはしっかりと伝わってきました。 

 歌（カンタータ「ヒロシマを生き抜いて」に

訳詞と写真をつけたもの）がとても心にひび

きました。家に帰って、濱さんがどんな気持

ちで生きているか、歌を思い出しながら考え

ていました。濱さんの苦しみが少しわかった

気がします。 

 戦争について他人事だと思わずに自分も積

極的に戦争をなくす努力をしなければいけ

ないと思いました。 

 話を聞いたら、「やっぱり戦争はだめだ。」か

ら「戦争は絶対だめだ！」に変わりました。 

 戦争はすごくこわいし、したくないし、もう

してはいけないと思いました。死んだ赤ちゃ

んにお乳をあげている人や、「痛い痛い」と泣

いている人がいたことを知り、ぞっとしまし

た。修学旅行ではもっといろいろ知って、５

年生から１年生にでもわかるように戦争の

こわさを伝えたいと思いました。本当にあり

がとうございました。長生きしてくださ

い！！ 

 

いつもこのような生徒さんからの感想に励ま

されますが、今回さらに元気をもらえたのは、担

当の先生方の熱心さでした。特に、私たちを呼ん

でくださった３０歳台（？）の男の先生は、もと

もと銀行員だったのを辞めて、わざわざ採用試験

を受け小学校の先生になったそうです。彼は「平

和について真剣に考え行動できる生徒を今こそ

育てなくては！」という熱い思いを持っておられ

ます。それを実行されているところがすごいし、

生徒もそれに応え成長していっているように思

いました。 

今月２０日にも茨木市の市民団体からの要請

で証言会に参加する予定でしたが、残念ながらコ

ロナの状況悪化で延期となりました。まだ、母が

やれる（そして本人が希望する）間は一緒に語り

部を続けようと思います。 
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一般健診の内容 
■問診 

■血圧測定、視診・聴診・打診・触診 

■血液検査  白血球数、赤血球数、ヘモグロビン（Ｈｂ）、ヘマトクリット（Ｈｔ） 

  ヘモグロビンＡ１ｃ 

  肝機能検査（ＡＳＴ、ＡＬＴ、γ－ＧＴＰ） 

  ＣＲＰ（血液中のＣ反応性蛋白） 

■血清蛋白分画検査による多発性骨髄腫検査（希望者のみ） 

■尿検査 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血 

精密検査 

一般健診の結果精密検査を必要とされた場合、同じ医療機関で精密検査を受診できます。 

但し、費用が限度額を超えた場合は超過金額が自己負担になりますので、事前の確認が必要で

す。 

 

２０２２年度の「被爆二世健康診断」（京都府）が始まります 

みなさん受診しましょう！ 
「被爆二世健康診断」は厚生労働省の事業（予算を組み）で、各都道府県に委託して行

われるとりくみです。（一般健診の受診費用は無料です） 

京都府の場合は毎年、９月中に申込受付、１１月健診実施で行われています。 

今年も、 申込受付 ９月２２日（木）まで 

 実施期間 １１月 1 日（火）～１１月３０日（水）で行われます。 

２０１６年から、検査項目に多発性骨髄腫検査が加わりました。 

多発性骨髄腫は血液のがんで、一般のがん検診では行われない検査です。 

また、今後「被爆二世健診」の検査内容の充実化を求めていくためにも、健診を受ける

人が増えていくことが求められています。 

この機会に、是非多くのみなさんが受診するようにしましょう！ 

詳しいことは京都府のホームページ健康福祉部・健康対策課「被爆二世健診」に掲載さ

れます。 

初めての人は、下記の京都府の担当口に連絡して受診申込資料を取り寄せて下さい。 

京都府健康福祉部健康対策課 疾病対策係 

電話 ０７５－４１４－４７３６ 

Fax ０７５－４３１－３９７０ 
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京都府の２０22年度被爆二世健康診断委託医療機関一覧 

 医療機関名 郵便番号 所  在  地 電話番号 

1 
独立行政法人地域医療機能推進機構 京

都鞍馬口医療センター 
603-8151 北区小山下総町 27 075-441-6101 

2 社団法人京都保健会 仁和診療所 602-8373 上京区仁和寺街道御前西入下横町 217 075-462-1510 

3 医療法人 幸生会室町病院 602-0031 上京区室町通上立売下る裏築地町 88 075-441-5859 

4 
公益社団法人信和会 京都民医連あすか

い病院 
606-8226 左京区田中飛鳥井町 89 075-701-6111 

5 
一般財団法人日本バプテスト病院連盟医療

団日本バプテスト病院 
606-8273 左京区北白川山ノ元町 47 075-781-5191 

6 医療法人社団貴正会 仁王門村上診療所 606-8361 左京区仁王門通高倉福本町 410 075-751-8080 

７ 一般財団法人大和松寿会 中央診療所 604-8111 
中京区三条通高倉東入桝屋町５８番地・５６

番地 
075-211-4503 

8 
公益社団法人京都保健会 京都民医連太

子道診療所健康サポートセンター 
604-8454 中京区西ノ京小堀池町 18 番地の 1 075-822-8246 

9 一般財団法人京都工場保健会診療所 604-8472 中京区西ノ京北壷井町 67 075-823-0526 

10 公益社団法人信和会 東山診療所 605-0952 東山区今熊野宝蔵町 43 075-561-5500 

11 医療法人藤原病院 607-8153 山科区東野百拍子町 27 の 1 075-595-3902 

12 医療法人貴正会 村上内科医院 607-8041 山科区四ノ宮垣ノ内町 1 075-501-2551 

13 医療法人健康会総合病院 京都南病院 600-8876 下京区西七条南中野町 8 075-312-7361 

14 医療法人社団 和田クリニック 600-8216 
下京区塩小路通東洞院東入東小路町 547-

3 明石屋ビル 2Ｆ 
075-341-0025 

15 医療法人啓信会 京都四条診療所 600-8497 
京都市下京区醒ヶ井通四条下ル高野堂町

412・414 番地 
075-361-3400 

16 医療法人岡田医院 616-8347 右京区嵯峨中又町２５ 075-861-00582 

17 社会医療法人太秦病院付属うずまさ診療所 616-8152 右京区太秦堀ヶ内町 1 番地 1 075-863-6152 

18 松尾青木診療所 616-0022 西京区嵐山朝月町 44 075-881-9251 

19 
社会福祉法人恩賜財団済生会 京都府病

院 
617-0814 長岡京市今里南平尾 8 075-955-0111 

20 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 611-0041 宇治市填島町石橋 145 番 0774-20-1111 

21 医療法人社団 右橋病院 614-8376 八幡市橋本竹園 2 番地 1 075-981-0282 

22 
社会医療法人岡本病院（財団） 京都岡本

記念病院 
613-0034 久世郡久御山町佐山西ノ口 58番地 0774-48-5611 

23 医療法人社団岡田医院 619-0201 木津川市山城町綺田神ノ木 86番地 0774-86-3036 

24 
学校法人明治東洋医学院 明治国際医療

大学付属病院 
629-0392 南丹市日吉町保野田ヒノ谷６－１ 0771-72-1221 

25 公益社団法人京都保健会 京都協立病院 623-0045 綾部市高津町三反田 1 番地 0773-42-0440 

26 舞鶴赤十字病院 624-0906 舞鶴市字倉谷 427 0773-75-1920 

27 医療法人財団宮津康生会 宮津武田病院 626-0041 宮津市字鶴賀 2059の 1 0772-22-2157 

28 京都府立医科大学附属北部医療センター 629-2261 与謝郡与謝野町字男山 481 0772-46-3371 

29 公益社団法人丹後中央病院 627-8555 京丹後市峰山町杉谷 158 の 1 0772-62-0791 
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５１年前、京都府では独自に 

被爆二世健診が行われていた！ 
 

■１９７１年(昭和４６年)の被爆者懇談会ニュースから 

前回の会報で、京都府では独自に、全国に先駆けて被爆２世の健康診断が行われていたことをお知ら

せしました。京都府にご協力いただいた回答では、昭和４６年(１９７１年)から平成１１年(１９９９

年)まで独自健診が行われていました。 

さらに関連する情報はないかと調べていたところ、京都原水爆被災者懇談会（私たち京都「被爆二世・

三世の会」の親組織に相当する被爆者のみなさんの組織）が発行していた当時のニュースに関連する情

報が掲載されているのを発見しました。 

その内容を以下に紹介します。 

 

■被爆者のみなさんの運動によって２健診は実現していた 

５１年前、被爆者のみなさんの、子弟（２世）のための熱心な運

動と要求によって、京都府では独自に被爆２世健診が実現したこと

がうかがわれます。京都府も２世に対するアンケートをとったり、

京都市と協力体制をとるなど、積極的な対応をしていただいていま

す。全国の運動の先駆けとなっていたことも報じられています。 

 

引き続き調査を続けていきます。 

 

 

 

京都被爆者懇談会ニュース №３５(1971 年２月１６日)より 

市との交渉の中では「来年度の予算に対し民政局としては思い切った要求を出していく。子弟の健

康診断については、府の協力があれば保健所などの設備を提供し、協力する」と、「府・市協調で積

極的施策を」という態度を示してくれました。 

こうした動きの中で府当局は、四十六年度の予算原案に、今までどおり「特別健康検診」(人間ド

ッグ)「高齢者への年末見舞金」の予算の外、今度あらたに「被爆者子弟の健康検診予算(当初予算１

６５名分)を計上し、府議会に提案されました。 

京都被爆者懇談会ニュース №３６(1971 年１１月９日)より 

懇談会はこうした悩みに応え、府・市に対し「子弟の健康検診を府・市協力して実施して欲しい」

と要求し、交渉してきました。 

その結果、京都府がこの件についてアンケートをとり、数百名の希望者に対し、費用は京都府の負

担で実施し、京都市も協力して行うようになりました。この制度も全国で初めてのことです。 

日本被団協は本年度の重点要求の一つに「子ども孫で親および本人の要請があった場合の手帳の交

付」をかかげています。私たちはこの要求を支持し、京都で実現させた子弟の健康検診制度をこれか

らうんと活用し、その内容を改善させていきたいと思っています。 
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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。 

 

 

■安倍元総理の国葬に反対 

田中未年子（大津市） 

猛暑の日々にあっても、みんなの為に身を挺し

てのご奮闘に心から感謝・お礼申し上げます。い

つも尊い記事のいっぱい詰まった「会報」をお送

りいただきありがとうございます。 

特に、前回の「ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・

最後のはげますつどいを開催！願いは続く核兵

器・原発・核被害者のある限り！」の記事に感動

して、「離れて住む友人と孫にも送付して読んで

もらいたいので・・・・」と、厚かましくもお願

いしたところ、ご快諾・ご送付いただき、ありが

とうございました。 

遅ればせながらあらためてお礼申し上げます。 

いつも「近況報告を・・・・」と書いていただ

いていますのに、私は年と共にズボラになり、ま

た、病気の後は平和行進にも参加できず、さらに、

現代の文明の利器にもついてゆけず、すべて放棄

の生活で、申し訳ございません。近況とは言えま

せんが、「国葬」に対する「私感」を届けさせてい

ただきます。 

安倍元総理の国葬に反対します。 

安倍さんが銃弾によって命を落とされたこと

には哀悼の意を捧げます。暴力には無条件で反対、

最大の暴力＝戦争には絶対反対です。しかし、安

倍さんが総理の立場を利用して、国民の一部を

「こんな人達」と言う表現で、国民を分断・選別

されたことや、国会で１１８回に及ぶ虚偽答弁を

されたことなど、許されるものではありません。

「モリ・カケ・サクラ」など国政を私物化された

問題をすべて免罪にするなど以ての外です。 

安倍さんの命も、安倍さんの発言で公文書が改

ざんされ、そのことが原因で自死された赤木俊夫

さんの命も、そして罪もない庶民が原爆で生を終

えなければならなかった数え切れない人々の命

も、自らの意志ではなく“戦争”という魔物に飲

み込まれた数多の命も、数ではなく、お一人おひ

とり、かけがえのない尊い命!! このことを私た

ちは人間として忘れてはいけないと思います。真

実を追求することを忘れてはいけないと思いま

す。 

また今回の事件を利用して、今後厳しい統制・

監視が一層強化されるのでは？と心配です。 

安倍元総理の悪行を免罪し、逆に「優れた政治

家」などと賛美し、税金を使っての国葬には絶対

に反対です。葬儀はあくまで個人が（あるいは百

歩譲っても団体が）行うものだと思います。税金

は国民の為に使うことこそ政治のなすべきこと

だと思います。 

私はもうすぐ９１歳になりますが、精一杯叫び

ます。「安倍元総理の悪行を免罪にしてはいけな

い！税金は国民のために使うべきもの。安倍元総

理の国葬は絶対にやめるべき！」と。 

世界大会の日が近づいていますが、コロナ禍が

第７波で猛威を振るっています。皆様くれぐれも

ご自愛の上、お励み下さいますようお願い申し上

げます。 

 

■９月４日(日)の「『黒い雨』訴訟」の企画に協賛 

門川恵美子(神奈川県原爆被災者の会二世・三世

支部) 

神奈川の門川です。 

公開講座のときは過分なカンパをいただき恐縮

しました。ありがとうございます。 

小山さんの本、線を引きながら読みました。この

訴訟の意義がよくわかりました。テレビでドキュ

メンタリーを見ているような文章ですごいと思

いました。 

神奈川にもビキニ核実験の被害者の方がいらっ

しゃるはずですが接点がまだありません。課題に

なると思っています。 

みなさんがお祝いを計画されるお気持ちがわか

りました。 

講演会については、私たちの役員会で話し合いま

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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したが今回は協賛というかたちで参加させてい

ただくことになりました。代表で森川さんが出席

しますのでよろしくお願いします。 

猛暑、コロナ蔓延のなかでの８月の活動、体調を

くずされていませんか。 

どうぞお身体大切に、今後もいろいろ教えてくだ

さい。よろしくお願いします。 

 

■乙訓での「平和の鐘をつくつどい」に１７０人 

米重節男(向日市) 

８月６日(木)、乙訓地域では恒例の「平和の鐘を

つくつどい」を今年も開催しました。向日市、長

岡京市、大山崎町内の各寺院に協力をお願いして、

「平和の鐘」をつき、参加者の交流を深めるとり

くみです。今年は７つのお寺に協力していただき、

１７０人のみなさんが参加されました。 

 

■故郷にて 

井坂博文(北区) 

灼熱の京都を抜け出して、１２日から広島・世羅

にある実家に、姉夫婦と一緒に父さんと母さんの

合同法事に帰っています。 

実家は山あいの集落にあり、昼は猛暑日でも朝晩

は涼しい。明け方には霧も降りています。毎日、

夕方には夕立があり、その後はまた涼しくなりま

す。 

夕立の時間は休憩して、以外は恒例の家の周りの

草刈りに精を出しています。晴耕雨飲です  

姉と弟と、次の法事をどうするか？墓じまいを考

えんとあかんな、と相談しています。そういう年

齢に、なったんだと実感。
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■ 原爆投下 米国人医師は何を見たか  ジェームズ・L・ノーラン 著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

 

著者は、マンハッタン計画のメンバーであった医学博士「ジェームズ・

Ｆ・ノーラン」の孫である。 

ノーランは、人類が爆発させた原爆に何らかの形で関わり、トリニティ

実験では安全対策と避難計画の策定に関わり、原爆「リトルボーイ」を太平

洋諸島へ送り届ける任務を負い、終戦後、爆撃地を最初に調査したアメリ

カ人の一人であった。 

原爆開発には、軍人・科学者だけでなく、普段は人々の傷を治し命を救っ

ていた医師たちも関わっていた。彼らの当初の役割は、ウランやプルトニ

ウムから生じる放射線の安全管理をするためだった、と言われていたが、

実際は放射線被害の隠蔽工作に加担をした。広島・長崎で、被ばくの調査は

したが「治療」はしなかった、ということは皆さんもご存知の通り。被ばく

隠しは、日本だけの話ではない、ロスアラモス研究所・太平洋ビキニ環礁や

エニウェトク環礁・そして日本に駐留した米国軍人の被ばく隠しに医師は加

担していた。それだけではない、米国では「人体実験」まで行っていたし、もっと積極的に行おうと

提唱した医師もいたという。最初の被ばく者は「アメリカ、トリニティ実験」での米兵であった可能

性大だ。医師たちの警告は一切無視をされ、隠し続けられた「残留放射線」の実態が残された資料か

ら明らかになる。 

個人的な思いですが、先日「平和記念資料館」で企画展「原爆と医療」が開催され、父の日記が展 

示されたので行きましたが、企画展のテーマ「救護活動から医学調査へ」でした、「マンハッタン計 

画調査団」の活動が展示されていましたがアメリカが行ったことは「調査活動」だったのです。この 

企画展を見た人、「正確に」この事実を理解できたでしょうか？ 

 

 

■ 「黒い雨」訴訟   小山美砂 著 

紹介 平 信行（南区） 

 

筆者は本書のあとがきで「黒い雨被爆者を切り捨ててきたのは、私

だった」と書き始めています。「そんな反省から、私の「黒い雨」取

材は始まった」と。 

２０１７年に毎日新聞に入社。原爆報道を志して広島支局に配属さ

れ、「『ピカドン』の記憶を掘り下げることこそ、被爆の実態に迫るこ

とだ」と考え、原爆の熱戦や爆風の記憶を訴える直接被爆者の証言を

聞くことがその中心だと思い描き、郊外に暮らす黒い雨被爆魔者への

取材は、率直に言って「二の次」、黒い雨という原爆被害をどこか「軽

視」していた、と正直に胸の内を明かしています。 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

原書房 2,750 円(税込) 
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転機となったのは２０１９年、黒い雨訴訟の法廷で原告全員が「１１障害」を伴う病気を発症してい

る事実が明らかにされた時。「病気がちで満足に働けず、生活にも困っている多くの人が、何の援護も受

けられずに捨て置かれてきたこと」、「原爆の影響を受けていながら『被爆者』に数えられず、何の援護

も受けられていない事実」を知り、「私が見ていたのは、国が定めた審査基準を満たし、被爆者健康手帳

を持つ被爆者だけだった」現実に突き当たった時でした。 

「ピカドン」に象徴される直接被爆こそ原爆被爆の主流、黒い雨や「入市被爆」などは言わば原爆被

爆の傍流のような扱い。実はこれは、本書著者だけではなく、多くの人々が無意識の内にも抱いてきた

考え、イメージではないでしょうか。被爆者運動に熱心にとりくんできた人たち、その中心を担ってき

た人々の中にさえ、いや私たちの中にもその傾向は存在してきたのではないでしょうか。 

例えば・・・広島市立基町高校生の描いた原爆の絵は、今や全国に広がり、被爆の実相を広げる上で

重要な役割を担うようになってきています。作品にそそがれた被爆者と高校生の努力、エネルギーは素

晴らしいものであり、高い評価が与えられるのも当然です。しかし、この高校生の描いている作品は、

ほとんどが８月６日原爆投下当日、あるいはその後数日間の広島の姿、人々の凄惨な情景を表したもの

ばかりであることも見ておく必要があると思います。作品に描かれている情景だけが原爆被害の実相と

して強調されていくと、それが「主流」となり、入市被爆や「黒い雨」も含む「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被爆」（３号被爆）は「傍流」となっていってしまう。そうい

う可能性を考えざるを得ないのです。 

黒い雨被害の扱いを「二の次」とし、「軽視」してきたのは何故か。筆者は自らにその問いかけをし、

その根本原因を追究し、解き明かし、そして被害当事者の人々と一緒に乗り越えようとしてきた、その

全体像を著したのが本書だと思います。根本原因とは、放射線被ばくの人体への影響を徹底して隠蔽し、

虚構で描き出そうとしてきた、アメリカを中心とした国際的、歴史的な戦略、政策です。「低線量被ばく

は人体にほとんど影響しない、年間１００㍉シーベルト以下は安全、内部被ばくもほとんど危険性はな

い、そして放射線の世代を超えた遺伝的影響は認められない」。これらが、核兵器の開発と共に構築され

てきた放射線についての虚構の“世界観”ではないでしょうか。“世界観”から逸脱する知見、施策など

あってはならないものとされ、激しい攻撃・批判と、厳しい規制・制限が加えられてきたのが放射線被

ばくについての歴史であり、「黒い雨」被害もその対象とされてきました。 

筆者は１００人にのぼる黒い雨被爆者に寄り添い、取材を重ね、「区域外の被爆者を訪ねて―『黒い

雨』の原告は訴える」と題して社会に発信し続けてきました。切り捨てられてきた黒い雨被爆者の背後

にあったもの、その歴史、現在に至る課題が、丁寧な取材と、詳細で分かり易い解説と共に語られてい

ます。「黒い雨」被害のことを学んでいく上で最良の好著だと思いますが、そこに止まらず、虚構の“世

界観”がどのようにして醸成され、構成されてきたのかを学ぶ上でも格好の良書だと思います。 

私たち被爆２世・３世も虚構の“世界観”からの転換をめざしています。「放射線の世代を超えた遺伝

的影響は認められない」とする「放射線被害体系」からの転換です。そのために、私たちの実際の身の

上に起こっている実態、実相に具体的にもっともっと迫っていこう、としていますが、『「黒い雨」訴訟』

はそのためにも最高の導きの書だと思います。 

 

 

■ 映画「失われた時の中で」   坂田雅子 監督 

紹介 平 信行（南区） 

 

本会報５ページの原水禁２０２２年世界大会テーマ別集会「枯葉剤被害者支援と連帯」で紹介したド

キュメンタリー映画です。ベトナム戦争時の米軍による枯葉剤大量散布による深刻な被害が今もベトナ

ムの人々を苦しめている。被害のあまりにも惨たらしい実態に言葉を失います。しかもその被害は世代
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を超えて、４世代にまで及んでいる。枯葉剤被害者と家族は、障害者の

介助や将来の不安など厳しいい生活を強いられる中、それでも精いっぱ

いの愛情を注いでいる姿に感銘を受けます。障害者たちが障害を乗り越

え、自立して生活していく姿にも勇気づけられます。 

アメリカと化学企業の責任を追及する裁判のシーンには、私たちが決

して見失ってはならないものを教えられます。 

放射線被ばくの世代を超えた影響を追究する私たち「被爆２世・３世」

にとって、根本の加害責任を決して曖昧にしようとしない私たちにとっ

て、必見の映画だと思います。 

 

 ★９月１６日(金)から京都シネマで公開です。 

 ★ＤＶＤを購入しています。視聴される方はお貸しします。平までご連 

 絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■被爆と遺伝 早期解明を 放影研外部諮問委 ゲノム解析へ助言 

放射線影響研究所（放影研、広島市南区）が計画する被爆２世のゲノム（全遺伝情報）解析で、

外部の諮問委員会が助言をまとめ、１２日、放影研に提出した。放射線による遺伝的影響の早期解明

とともに、研究データの慎重な取り扱いを要請している。丹羽太貫（おおつら）理事長は解析を進め

る考えを示したが、着手時期は明言しなかった。 

諮問委は助言で、放射線による世代を超えた影響への不安が根強い現状を踏まえ、ゲノム解析が

「一定の結論をもたらす可能性がある」と指摘。研究を早期に進めるよう促した上で、研究結果によ 

Scrap 

book 

２０２２年８月６日 

被団協新聞 
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る社会的な影響への配慮や、個人の遺伝情報を含む研究データの管理に万全の対策を求めた。 

具体的には、対象となる被爆者や被爆２世との信頼構築▽速やかな研究の推進▽データ管理に関

する独自指針の作成▽適切な情報開示―など７項目を挙げた。 

諮問委は昨年８月に放影研が設置。被爆者や被爆２世、医師たち１４人からなり、オンラインで今

年４月まで計５回の会合を非公開で重ね、助言をまとめた。 

この日、長崎市の放影研長崎研究所で助言の受領式があった。前長崎大学長の片峰茂委員長はオン

ラインの記者会見でゲノム解析に関し、「当初は研究を不安視する意見もあったが議論を通じ理解が

進んだ。被爆者が存命のうちに一定の結論を」と求めた。 

丹羽理事長は「助言を前向きにとらえ次のステップに進みたい」と説明。開始時期については、対

象となる被爆２世たちの同意に時間がかかるとして「早く進める最大の努力はする」と述べるにとど

めた。 

 

研究の手法 理解を共有 丹羽放影研理事長 

被爆２世のゲノム解析に関する外部諮問委員会の助言を受け取った、放射線影響研究所の丹羽太

貫理事長の記者会見などでの主なやりとりは次の通り。 

―諮問委の助言をどう受け止めますか。 

ゲノム解析は科学的にも社会的にも大きな意味のある研究で、多様な意見がある。諮問委では、被

爆者や２世を含む委員に解析の進め方や手法を説明した。理解を共有でき、感謝する。 

―ゲノム解析の意義は。 

放影研はこれまでも、親の被爆の子どもへの影響を追跡しており、今のところ影響は見られない。

ゲノム解析は、長い歴史を持つ研究の最終段階という位置付けだ。放射線によるＤＮＡレベルの変化

の有無や頻度を調べ、従来より明快な答えが出せるだろう。 

―結果として被爆２世への差別を生むなど社会的な影響もあり得る研究です。 

放影研は、前身の原爆傷害調査委員会（ＡＢＣＣ）時代の調査手法への批判を今も背負う。諮問委

だけではなく、一般の被爆者や２世、さらに広く社会の信頼も必要だ。無用な不安を呼ばないよう情

報発信にも努める。 

 

＜外部諮問委から放影研への助言の主なポイント＞ 

・被爆者、被爆２世からの信頼獲得の努力を 

・速やかに研究を進め、被爆者が存命のうちに成果を出す努力をするべきだ 

・データ管理では国の指針に加えて放影研の独自の指針を文書化し、流出などを防ぐ仕組みも必要だ 

・研究の事前説明から実施、結果の公表に至るまで、被爆者や２世に寄り添った体制の構築を求める 

(２０２２年８月１３日 中國新聞) 

■「黒い雨」救済 国の新認定指針 山口の３人に被爆者手帳 県に迅速審査を 

広島原爆の「黒い雨」の被害者救済で、国の新たな被爆者認定指針を受けて今月上旬、山口県内で

初めて３人に被爆者健康手帳が交付された。既に計千人以上に交付した広島県と広島市に比べ、対応

が遅い。山口県内の対象者からは迅速な審査を求める声が上がる。 

岩国市の八百本規美さん（８２）は２日、交付の決定を受けた。申請したのは昨年１１月だった。

「うれしいが、先が短い中で何カ月も連絡せず待たせるのはひどい」と受け止める。 
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▼宇治市在住の浦上博子さん

(86)に被爆者健康手帳が交付さ

れました。９歳の時に「黒い雨」

を浴びて被爆しましたが、爆心地か

ら１０㌔以上もある距離であったため、被爆者手

帳の交付などこれまで考えたこともありません

でした。同じ体験をされた周囲の人たちも同じよ

うな状況でした。そこに昨年、「黒い雨」訴訟を訴

えてきたみなさんの勝訴判決が確定し、原告以外

の人たちにも手帳交付の道が切り開かれたニュ

ースに接し、今回の朗報に至りました。詳しくは、

久しぶりの発行となった『被爆体験の継承』№９

７で紹介しています。▼７７年前広島県で「黒い

雨」を浴びた経験をし、その後他府県に移り住ま

われた人たちは少なくないと思われます。浦上さ

んも就職のために京都の人となられた一人です。

同じような人が全国に多数おられるのではない

か。したがって「黒い雨」被爆者に漏れなく被爆

者手帳が交付されるようにするのは全国の課題

なのです。京都府からのお話しによると今年１月

時点で、「黒い雨」被爆者手帳について京都府に問

い合わせのあった件数は９件だったそうです。本

当はもっと多いのではないか。該当しそうな人、

よく似た状況の人がありましたら是非紹介して

下さい。みんなで応援していきましょう。（平）

編集 

後記 

５歳の時、疎開先の砂谷村（現広島市佐伯区湯来町）で黒い雨を浴びた。服が真っ黒になったと後

に家族から聞いた。５０歳ごろから高血圧症に苦しんだ。国が定める従来の援護対象区域（大雨地域）

の外だったため手帳は申請しないでいたが、区域外で雨に遭った原告全員を被爆者と認めた昨年７

月の広島高裁判決が契機になった。 

原告の親戚に相談し、広島市であった相談会にも参加した。原告弁護団の助言も受け、書類をそろ

えて山口県に申請した。新指針の運用が始まった今年４月１日以降、同時期に広島県や広島市に申請

した知人が続々と手帳を手にする中、八百本さんには何の音沙汰もなく不安が募った。 

６月、山口県から初めて連絡が来て「申請書に不備がある。書き直して」と言われた。申請から半

年以上。「なぜ今更。住む場所で対応に差があるのは悔しい」。すぐに書き直し、早期の審査を促し

た。 

高裁判決が確定後、広島県には８月４日現在で８３３人の申請があり３１４人に交付した。広島市

は６月末現在で申請２１８０人、交付７３１人。山口県は７月末現在で申請２０人、うち３人に８月

上旬に交付した。山口県医務保険課は「個別の確認作業に時間を要した」と説明する。 

新基準は３月１８日に国が通知した。広島県被爆者支援課によると２月、国から各都道府県などに

新基準の想定資料が届き、各市町に周知を求めたという。診断書が要る可能性が分かったため、未提

出の申請者には連絡した。二井秀樹課長は「一刻も早く渡すため内々で審査を進めた」と話す。新指

針の運用が始まった４月１日、２２人に発行した。 

山口県内は、人口に占める手帳を持つ被爆者の割合が広島、長崎の両被爆地に次いで高く、区域外

で黒い雨に遭った人も相当数いるとみられる。申請者は後期高齢者で、時間は限られている。山口県

には迅速な対応と、丁寧な寄り添いが求められる。 

(２０２２年８月１２日 中國新聞) 
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２０２２年 9 月（長月・ながつき）行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

9 １ 木 

被爆 2 世健診申し込み受付開始 

防災の日 

関東大震災(1923 年) 第二次世界大戦勃発(1939 年) 

 

 

2 金

こ 

キンカン行動 

 

 

３ 土 サイド・オマールさん命日・墓前祭（10 時 30 分・圓光寺） 

 ４ 日 小山美砂さん『「黒い雨」訴訟』出版記念の会（14 時・ウイングス京都） 

 

 

５ 月  

 6 火 6・9 行動 

 7 水  

 8 木  

 9 金 
原発賠償京都訴訟控訴審第 15 回期日（14 時 30 分・大阪高裁） 

６・9 行動                         キンカン行動 

 １０ 土 十五夜・中秋の名月 

 １１ 日 
沖縄知事選挙投開票 

アメリカ同時多発テロ(2001 年) 

 １２ 月  

 １３ 火  

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

 １５ 木  

 １６ 金 キンカン行動 

 １７ 土  

 １８ 日  

 １９ 月 
敬老の日 

安保法制廃止をめざす 19 日行動（16 時 30 分・市役所前） 

 ２０ 火  

 ２１ 水 第 77 回国連総会一般討論開始 ～30 日(金) 

 ２２ 木 被爆二世健診申し込み締め切り日 

 ２３ 金 秋分の日                         キンカン行動 

 ２４ 土  

 ２５ 日  

 ２６ 月 国連／核兵器の全面廃絶のための国際デー 

 ２７ 火  

 ２８ 水  

 ２９ 木  

 ３０ 金 キンカン行動 

 


