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『「黒い雨」訴訟』出版記念会の報告 
 

 

２０２２年９月４日(日)、ウイングス京都において、毎日新聞記者・小山

美砂さんの著書『「黒い雨」訴訟』の出版記念会を催しました。(主催：京都

「被爆二世・三世の会」、協賛：神奈川県原爆被災者の会二世・三世支部) 会

場参加２７人、ＺＯＯＭでの参加２７人、合わせて５４人の参加者でした。

以下、その内容を報告します。 

 

 

前半１時間、『「黒い雨」訴訟』の著者:小山美砂さんに講演し

ていただきました。本来、その内容を紹介すべきですが、以下の

事情により省略させていただくことにしました。 

昨年(２０２１年)１２月８日、京都「被爆二世・三世の会」も

参加する京都反核ネットワークとの共催で小山さんをお招きし

て『「黒い雨」訴訟のお話しを聞く会』を催しました。その時の

講演録を作成し、本年(２０２２年)２月２５日付京都「被爆二

世・三世の会」会報№１１２の別冊で発行しています。今回のお

話しの内容とも重なる部分が多いため、昨年の「お話しを聞く

会」講演録をご参照していただくことにし、本稿での講演録掲載

は省略させていただくことにしました。ご了承ください。 

 

講演の後、『「黒い雨」訴訟』発行に際して、司会者の守田敏也さんと著者:小山美砂さんに補足的に発

言していただきました。 

 

司会者:守田敏也(左京区) 

今回の本の出版以前、「黒い雨」問題についての

通史のようなものは全くなかった。そのため、小

山さんが最初から全てを調べて書かなくてはな

りませんでした。しかもこの問題には法律的な難

しい話がたくさん出てきます。被爆の「科学的合

理的を示せ」などの話も分かりにくい。そしてそ

れらの前提を知らないと、次に読み進めない。こ

の点をどう説いていくのか。小山さん、すごく苦

労されたそうです。とくにこの本の第４章では裁

判の話になるので、「読者がこれでついてこれる

かな」と今でもかなり心配なのだそうです。 

実際そうだと思います。「黒い雨」の問題は、あ

まりにも色々なことが社会に知られないままに

きています。そればかりか「科学的合理的根拠」

という話に、結構、私たちも騙されがちなのです

よね。多くの人々は、被爆影響は被害者側が「科

学的合理的」に証明しないと、認めてもらえない

と思いこまされてしまっています。「黒い雨」訴訟

はその考え方を覆してきたのだけれど、前提的知

識のない読み手にとってここは確かに難しい。 

それで小山さんは「まず第１章とあとがきを読

んで」と言っています。なのでこの本を勧める時

には「挫折しそうになったら、先にあとがきを読

んでね」と伝えましょう。(笑) 

これまであまりにも色々なことが隠され、誤魔

■お詫びとお願い 

■しんどくなったら１章、３章、あとがきの順番に 
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化されてきました。それを一つひとつ紐解いてい

るので、そこが難しいけれども、そこにこの本の

素晴らしさがあります。 

 

小山美砂 

第２章が原爆医療法とか色々制度的な話にな

るのですが、すごく大事なところなのですが、し

んどいのも分かります。第２章と第４章がすごく

難しいのですよ。第１章と第３章は私としては読

みどころが結構あると思うので、しんどくなった

ら１章、３章、あとがきからといった感じで読ん

でいただけたらと思います。 

 

井伏鱒二の『黒い雨』という作品がありますが、

あれは私がフォーカスしてきた「黒い雨」被爆者、

援護の外に置かれてきた人たちの話ではないの

でまったく別物ですよね。「黒い雨」被爆者の歴史

を書いた、体系的に書かれたものは実はなくて、

その運動の人たちが作った４つの冊子があるの

でそれを読んで、当事者の人たちの話を聞きなが

ら、なんとかピースを繋いでいったということな

のです。 

１９７８年に運動が始まって、「黒い雨」訴訟を

私が取材し始めた時に、当時から運動を続けてい

る人は２人いたのですよ。それが「黒い雨」訴訟

の副団長と支援者の牧野さんという方でした。こ

の副団長の方は地裁判決の出る４ヶ月前に亡く

なったのです、９４歳で。で、牧野さんの記憶と

冊子を頼りに書いてきたけど、分からないことが

すごく多くて、本当にこれで大丈夫かなとか、本

当に不安になりながらも、たくさんの資料とかを

確認しながらすすめてきました。 

 

高東征二さん、原告団の事務局長的なことを担

っている人で、私にとって「黒い雨」の師匠みた

いな人ですけど。この高東さんと一緒にこの夏久

しぶりに「黒い雨」地域の人々を訪ねてきました。

高東さん私の本をたくさんの「黒い雨」被爆者の

みなさんにも売って下さいました。「黒い雨」被爆

者のみなさんも最初からずっと運動を続けてい

る人は少ないので、本を読んで、「ああ、やっぱり

こんなふうにして『黒い雨』は切り捨てられてき

たんだね」と、自分たち自身を知り直すことがで

きたと、高東さんも、他の人たちも随分褒めて下

さいました。 

一方で、広島市のことを格好よく書き過ぎじゃ

ないか、被爆地の行政としての責任も問うべきで

はという意見もいただきましたけど、広島市の幹

部の方からも大喜びで電話をいただきました。 

 

福島のみなさんからの反響が私のところには

たくさん入ってきています。同じような状況を感

じるとか、被ばくというものが誤魔化されてきた

のだということをすごく感じていらっしゃって、

今後この本の出版を生かしていきたいとか。被爆

者援護法に近いようなものが必要なんじゃない

か、とかの声が届いています。私にとってはそれ

が一番嬉しかったことです。 

 

 

質問：広島の判決が長崎には適用されていません。

どうして長崎は難しいようにされているのでしょう

か？ 

小山 

長崎の方はまだ取材もできていないのですが、

火災の焼失面積が広島のおおよそ二分の一のた

め、目に見える形での降下物の量が少ない、とい

う指摘を聞いたことがあります。 

長崎県も市も頑張っていて、１９９０年代にた

くさんの放射性物質に関する証言、聞き取りをし

ています。そこでたくさんの降下物の証言もあっ

たということが今年の毎日新聞の先輩記者が書

■会場と ZOONでの参加者の質問に答えて 
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いていました。ただそれも科学的合理的根拠がな

いとされてきたのだと思います。 

広島の「黒い雨」もちゃんと認められたわけで

はないことも認識しておくことが必要です。去年

の７月に高裁判決があり、それが確定して新しい

救済制度ができましたけど、首相談話では、「『黒

い雨』訴訟の判決では原爆の健康影響に関する過

去の裁判例と整合しない点がある、という重大な

法律の問題がある。政府としては本来受け入れ難

いもの。その中でもとりわけ『黒い雨』などによ

る内部被ばくの健康影響を広く認めるべきとし

た点については、これまでの被爆者援護行政のあ

の方と相容れない」と言っていて、つまり、「判決

は政治的意図で受け入れたけれども、『黒い雨』の

健康影響を認めたわけではない」ということが明

文化されている。なので、「黒い雨」訴訟が確定し

たから長崎もという思いが住民側にはあるので

すけど、政府は「いやいや、あれはそういうこと

ではないですから」というふうに否定されている

現状がある、と思います。 

 

感想と質問：福島から・・・３００人を超える甲状腺

障害症例数 

広島の高裁判決はすごくて、これで私たちもや

れる気がしました。しかしその後のいろいろな経

緯、情報に接してくると、難しい問題がどんどん

出てきて。福島ははまっているのではないか、長

崎以上に難しいのではないかという気がしてい

ます。 

しかし反面、内部被ばくを認めない、というこ

とについてですが、これは福島の問題は内部被ば

くそのものですよね。直接的ないろいろな外傷の

影響はないわけですけど、間接的な内部被ばくの

影響の典型が甲状腺の障害です。この前の福島県

の検討委員会で出された中身では症状が発見さ

れた人が３２７人とされていました。それから福

島にはサポート事業というのがあるのですが、こ

れを受けている人が３８２人いるわけです。検討

委員会から、いろいろな症状が出て、医療費がか

かりましたよ、これをサポートしましょうという

事業ですから、まさに甲状腺障害です。そういう

名前はつけられていなくても。やっぱり放射線の

影響で３８２人が発症していることを証明して

いると思います。しかもサポート事業というのは

その後の報告もちゃんと県民に返さなきゃなら

ないことですから。「健康のためにやるのだ」と取

り組まれているのですが、実際はその報告も経過

観察中だとかいって明らかになっていない。サポ

ート事業としてやっているわけですからちゃん

とやるべきだと思うのですよ。こういう追及も、

私たちの方でもしっかりやらなくてはと思って

います。 

甲状腺の発症者が３００人以上にもなってい

て、今、特に科学者の方たちが「これは放射線の

影響とは違いますよ」など言えるはずないのでは

ないかと思うのです。私たちが署名運動で歩いて

いて、行く先々で「３００人以上もいるのでよ」

と言うとみんなビックリされて、もう放射線以外

に考えられないというのが率直なところだと思

います。それを難しい問題だと科学者にさせられ

てしまって、非常に細かい議論にさせられて、数

値もいろいろな計算が持ち出されてきて・・・と。

科学としては大事なこともあるのでしょうが、や

はりもっと大胆に(原因は)「放射線以外にないよ」

というのがみんなが考えている率直な話です。広

島で「『黒い雨』が卵型に降るわけないんだよ」と

言われた通りだと思うのです。 

放射線以外に何があるのですか？過剰診断な

んて言われるけど、じゃあ、どこからどこまでが

過剰診断なんですか？と言うと納得できる説明

はないのです。そういうのが非常に足りないので

はないか、と思っています。 

小山 

甲状腺と聞いて思い出すのは、私が取材してき

た「黒い雨」被爆者にも甲状腺を患われている人

がすごく多くて、第１章の主人公の森園カズ子さ

んも幼い時から喉の腫れに悩んできて、３０歳で

受診した時に「あなた被爆してますか？これは被

爆者の症状ですよ」と言われて、ずっと不安を抱
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いてきました。森園さんだけじゃなくて、原告だ

けでも２人ぐらい同じ話を聞いてきました。 

科学者の主張も分かると言えば分かる。被害者側

の気持ちに対して、「いや証明できないので」と科

学者たちは言うわけです。確かに１００％の証明

というのは難しいのかもしれないけれど、「被ば

くの影響ではないか」と不安に思っている」、そう

いう風に思わされている状況が被害だと思うの

で、そこに寄り添っていく、救済していく視点が

必要なのかなと思います。 

 

質問：裁判での被爆の実態の訴えは判決にどう反

映されたのでしょうか？ 

小山 

被爆者の実態を積み重ねることで「疑わしい場

合は救済しましょう」というふうな判断になった

ことは言えると思います。 

被爆者援護法の基準というのは行政が楽に審

査をして、誰を救済するかを楽に行うために基準

を決めているのだと思います。例えば、救護被爆

だったら５人以上手当をするとか。「黒い雨」とい

うのも大雨区域というのをザクっと決めちゃっ

て、川で区切った方が楽だった、というように。

でも被爆の実態はそうじゃないよね、というのを

問い返して、被爆の実態に即した審査をしなさい

と。ある意味行政側の負担を求める。立証責任と

いうか、より被ばくの実態に即した、正しい方向

に導いたのだと思います。 

 

■４人の「被爆二世・三世の会」の会員から本の感想と出版お祝いの言葉を述べました。 

 

石角敏明(長岡京市) 

最大の争点は被爆者援護法の解釈、あっこれがこ

の裁判の本質！ 

『「黒い雨」訴訟』出

版おめでとうございま

す。私たちからすると

ありがとうございます。

こんなすばらしい内容

の本を書いていただい

て、というのが本当な

のではないかと思いま

す。 

この本を読ませても

らって、一番感じたこ

と、思ったことは、被爆

者援護について非常に

詳しく書かれているなと。さきほど読者にちゃん

と読んでもらえるかといろいろ心配されている

お話しがありましたけど、私はそれほど心配され

ることはないのではないかと思います。分かり易

かったです。できたら広島大学に博士論文として

提出してもらって学位をとっていただきたいな、

と思いました。誰でも読める本だと思いますし、

「黒い雨」についてきちんと理解できる本だと思

いました。 

裁判で普通に求められるのは新しい証拠があ

ったとか、新しい発見があった時とか、私たちの

見方というのはそれが一般的なのや、これが当た

り前のことなのだと思っていました。しかし、弁

護士さんがそうではなく、最大の争点は被爆者援

護法の解釈にあるのであって、国の言う科学的合

理的な根拠を問う裁判ではないという話をされ

たというので、「あっ、これが『黒い雨』訴訟の本

質なんやな」ということで理解させていただきま

した。 

それとともに日本という国は不思議な国やな

と思いました。言葉で「科学的根拠」というのが

独り歩きしているなと思いましたし、国に対して、

特に官僚に対して非常に腹が立ってきて、「あん

たらどっち向いて仕事してんのや、被爆者援護法

は何のためにあるのか、もっとキチンと勉強して

欲しい」と思いました。 

もう一つ、これは私不思議に思ったのですけど、

広島地裁の判決が出た時、原告のみなさん、弁護

士のみなさん報告集会で「万歳！」やられていた。

だけど高裁判決の時はみなさん何と言ったかと

いうと、「がんばろう!」でした。素晴らしい高裁

判決が出た時、「がんばろう！」を言わせる、こん

■４人の「被爆二世・三世の会」の会員から本の感想と出版お祝いの言葉を述べました。 
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な国あります？そこまで原告の人たちを国は苦

しめるのかと思いました。あれに対しては非常に

悲しいというか、頭にきたというか、こういう国

の政治ってなっとらんなあと思いました。是非こ

の本読んで、本当に「黒い雨」の原告の人たち、

どこまでいじめられるのか、ということをみなさ

んに知って欲しいと思いました。 

それとともに思ったのですが、被爆者援護法の

精神を私たちも知っていたら、こういう判決が出

て当たり前だったのですけど、それを私たちも今

までちゃんと理解していなかったのではないか

と。そのこともちゃんと考えなくてはいかんな、

と思いました。 

最後に小山さんに対しての感想なのですが、小

山さんは本当に心優しい人なんやなと思いまし

た。非常に良かった文章は、「真夏だったあの日、

口を大きく開けて、もうからからに乾いた喉を潤

した人。生暖かい雨が心地よくて、シャワーのよ

うに浴びた人」というように。ほんまにそうなん

ですよね、田舎の田園で、暑い最中に、雨が降っ

てきて、ああ嬉しいなー、その情景が浮かんでき

て・・・。ああ、小山さんというのはそういう人

なんやな。あの文章の一文を読んで感じました。 

小山さんにはこれからもがんばっていただき

たいと思います。期待しています。 

 

吉田妙子(北区) 

私、被爆２世やり直しやな 

実はこの本、小山さんが被爆者に寄り添った取

材のところはクックックっと読めたんですが、裁

判や制度の話になると、ウーンとなって、本当に

挫折しそうになりました（笑）。でも最後まで読ま

せていただいて、「これは私、被爆２世やり直しや

な」と思ったんです。お仕事とはいえ、２０１７

年に記者になられて、今２０２２年、短期間のう

ちに、ここまで情報を整理されて、分かり易く制

度の説明も入れて下さって、訴訟のことを書いて

下さった…。 

私は長年６・９行動とか、原爆パネル展とか、

ずっと核兵器禁止の運動をしてきて、どっちかと

言うとがんばっていると自負していたのでが、そ

れはＮＯ ＷＡＲという戦争反対での被爆者の運

動しかしていなかった。小山さんが書かれた「黒

い雨」の訴訟、福島のこと、放射能の被害、これ

に対するこの国の政府のあまりにも理不尽な対

応をもっと知らせていくことで、戦争反対だけで

なく、誰にも関わってくるいのちの問題、暮らし

の問題として多くの人に理解してもらう運動に

広げられるんじゃないかと、今回、この本から学

びました。本当に私の中で、「被爆２世やり直しや

な」、そんな気持ちになっています。 

それから、私はこの本の中で小山さんの新聞記

者としての取材力とか、視点・観点の良さとか、

それももちろん感動しましたが、地裁や高裁の裁

判官、県や市の行政マン、気象の専門家とか、「自

分は穴があったら入りたい」とおっしゃった科学

者の方とか、あの陳述書をまとめられた弁護団の

みなさんとか・・・本当にウソといい加減なこと

がはびこっている今の世の中で、それぞれの方が

自分の専門分野で真摯に問題に向き合われた結

果が、あの素晴らしい勝訴判決につながったので

はないかと思いました。そういう人たちが各分野

にいらっしゃることに、この本を読んで希望が持

てました。だから、小山さんには、これから、女

性ジャーナリストとして、本当に頑張っていただ

きたいと思います。こんな若い方に、こんなに励

まされて、感激です。ありがとうございました。 

 

森川聖詩(神奈川県原爆被災者の会二世・三世支

部) 

国の非科学性を告発した小山さんの毎日新聞記事 

私、今日は神奈川県原爆被災者の会の二世・三

世支部の代表として来ましたけれど、ＺＯＯＭで

神奈川から５人参加しています。この会場には来

れませんけど、小山さんの本の話は会の定例会の

中でも出ています。主要メンバーは本をほとんど

買っています。 

私からは「黒い雨」の小山さんというだけじゃ

ないのですよ、という話もさせていただきます。 
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被爆２世問題というか、運動にとってどれだけ

貢献してもらっているか、ただ、今は水面下で現

在進行形なのでここではお話しできない部分も

ありますが。 

今日、私がお話ししたかったのはいろいろある

のですが、その一つは、２０１８年４月２０日に、

京都「被爆二世・三世の会」の総会で、私が本を

出した時の記念講演をさせてもらった時のこと

です。その中で、これからの２世運動の課題、要、

試金石と考えられていることで、一点が医療保障

の獲得に向けてということでした。そこで私はこ

う言っています。放影研の調査の非科学性を理論

的に明示するとともに、被爆２世の現状について

実例をもって示し、医療保障を要求することがだ

いじなんだと。つまり科学的知見というのは勝手

に国が言っているのですけど、逆ですよ。そう言

っている科学自体が非科学的なんだと。そのこと

をどんどんどんどん暴露していかなければいけ

ない、と私は言ったのと、京都の会のアンケート

調査の意義ということを私は言わせていただき

ました。今から４年前ですけど、これは必ず近い

将来において国に要求する時に必要になってく

るということを私は申し上げました。 

あと、被爆２世の組織問題の整理解決と全国統

一組織の創成。これはまず被団協の２世運動をし

っかりさせることが大切だと。できることなら全

国二世協とも一緒に運動できるようになってい

かなければいけないってことも言いました。その

他にもいろいろ言っているのですけど、原発被災

者、特に原発事故の自力避難者、それからもちろ

ん福島にいらっしゃる被害者との連帯、これも５

年ぐらいかけて微力ながらやってまいりました。

それで、核廃絶、原発ゼロ、すべての核被害者の

保障＝「三位一体」のとりくみを提唱しました。 

私が小山さんと出会ったのは一昨年の１０月

１６日。低線量放射線内部被ばくについてのＺＯ

ＯＭ研究会の場で初めて画面を通じてお会いし

たときご挨拶させていただいて、１１月２６日改

めて広島で対面でお会いしていろいろお話しし

ました。被爆⒉世問題についてお話が聞きたいと

いうことでしたので、何度もお会いして意見交換

してきたのですが、昨年５月にお会いした時、実

は私が悩んでいることをお話ししました。それは

国が１９７９年度に実施した「原爆被爆者二世の

健康に関する調査研究」の結果について、（１９８

２年に）「被爆２世に遺伝的影響はない」とする発

表をしようとした時、私がリーダーを務めていた

団体が反対してそれを食い止めたことがあっ

た・・・という、その事実について公表する必要

があるのではないかと考えるようになっていた

ことについてでした。当時、この公表に反対した

のは、むしろ「有意差」と見受けらえるような検

査結果まで含めて、「日本人一般と大差なく・・・

原爆放射線に起因する健康障害が発生していな

いというのが現在の学問的事実である」とまで言

い放つ実にでたらめな内容で発表されようとし

たからですが。今、その時のことを世に出さない

といけないのではないかと思うようになった発

端は、なぜ今の被爆２世健診（調査）があるのか、

現行健診が施行されるようになった経緯につい

て被爆２世を含めてほとんどの人が、知らないこ

とがわかってきたからです。悩みというか、私が

躊躇していることを言ったら、なんと小山さんが

すごいことを言われたわけですよ。「私に情報公

開請求させて下さい」と。これには驚きました。

私としては非常に悩んでいたこの問題について、

前に進むべきか、これまでと同じように黙ってお

くべきか、と。でもこれ（小山さんが厚労省に対

して情報公開請求をされたこと）で足を踏み出さ

ざるを得なくなった。あれがなかったら、私はま

だこの問題について公表できていないかもしれ

ないし、そうであれば、少なくとも今ここに来て

今このお話をすることもできなかったわけです。 

それで実は情報は公開されたのです。１９８２

年において当時の厚生省に公表を断念させた「原

爆被爆者二世の健康に関する調査研究報告書

（案）」を今改めて公表しようという選択をした

中ではっきりしてきたことがある。三田茂さんと

いう医師にも相談して、いろいろ調べて、被爆二

世の白血球の数の平均値が日本人一般の平均値

よりも明らかに少ないこととかいろいろあって。

ただ私もこれにどう食い込むべきなのか、いろい

ろ悩みました。小山さんも悩まれたと思います。

これは実際にこの「報告書案」を熟読し、この問

題と向き合った人でないと分からない部分もあ

ると思います。それはこれからみなさんとも共有
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していきたいと思います。 

 

私も小山さんもそうだと思うのですが、初めは

こういう白血球の値とか、これは科学的に逆に反

証してやれるのではないかと思いかけたことが

あるのですが、小山さんがジャーナリストとして

「黒い雨」の経験があったりして詰めていった時

に、やはりこれをもって科学的に遺伝的影響があ

ることは証明できない。じゃあ、何なのか。どこ

をつめていこうかと言うと「これをもって遺伝的

影響はない」と公表しようとしたことに、その国

の態度に問題があると。私が４年前に国の非科学

性を暴露していかなければいけないと言ったこ

とです。 

私がずーっと思い描いてきた被爆２世問題独

自についての国との交渉、これが実現の方向へと

動き出しました。近い将来みなさんにいい報告が

できると思うのですが。これはもちろん私も努力

しましたし、被団協役員のみなさんのご理解、ご

協力、ご支援もありますけど、そのきっかけを大

きく作ったのはやはり小山さんの記事、６月４日

付の毎日新聞の記事なのですね。この記事がすご

く追い風となって、この間、この報告書案の問題

（点）について効果的に公表したり拡散してくる

ことができたし、実際、これからも一つの重要な

資料になると思います。 

実はこの記事は紙の新聞の記事なのですが、Ｗ

ＥＢ版の記事もあります。ＷＥＢ版の記事には載

っていて紙の新聞の記事では削除されている箇

所があるのですよ。「放影研内部でも統計学的に

遺伝的影響はないとの結論は出せない、との意見

もある。被爆２世の保障をめぐる議論はいつまで

も交わらない平行線ではないか」という記事です。

だからこそ、京都の会が作ったアンケート調査の

結果が非常に後押しになってくる。本当にこの秋

からその闘いが佳境に入っていくことになりま

すが、それに対して小山さんがものすごく後押し

をして下さっていることを肌で感じています。 

最後に一つの文章を読んで終わりにします。 

被爆２世問題伝承者・・これは仮称ですけど。

先決問題として被爆２世自らが被爆２世問題と

は何かを社会的に発信することが緊要であるが、

同時並行して、核廃絶を実現するまで、被爆２世

問題がどのような問題であるかについて伝承し

ていく若者を育成することが大切。１世の被爆体

験伝承も重要であるが、２世、３世が自分の立場

から説得力をもって訴えられる、また訴えていく

べき歴史的使命がある。核被害のおそるべき特徴

は決してそれが一世代にとどまらず、次世代以降

にもおよび、今や人類の生存を脅かしている。 

私たちは今、被爆２世のほしょう（補償・保障・

保証）を求めて運動しているわけですけど、残念

ながらその二つとも本当に手の届くかどうか分

からないところにある。しかし、３世、４世のこ

とも私たちは考えて、この問題がすぐに解決しな

いのであれば、若い人たちにバトンを渡していか

なければならない。そういうことを４年前に考え

ていました。小山さんにはそういうことをやって

いただけるものと確信しています。 

 

平 信行(南区) 

平信行さんは『「黒い雨」訴訟』の書評を、京都

「被爆二世・三世の会」会報№１１８(２０２２年

８月２５日発行)の１７ページに書かれています。

今回の「感想とお祝いの言葉」とほぼ同じ内容で

すので、本稿では省略し、会報№１１８を参照し

ていただくようお願いします。 

 

井上哲士（参議院議員） 

被爆者手帳の申請も交付も急いで広げて 

８月２２日に高東征二さんとかと一緒に厚労

省交渉をいたしました。裁判の時に広島県は 1万

３千人ぐらい新しい手帳交付対象者がいると言

っていたのですね。しかし、今全国で３５００人

～３６００人しか申請はありません。やっぱり知

られていないのですね。国はリーフレットと通達

を出してはいるのですけど、そもそも誰が「黒い

雨」の対象者になるかの名簿もないわけですよ。
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積極的な広報をしなくちゃいけないのですけど、

それがされていない。是非いろいろな形で、国の

責任もそうですけど、こういう新しい対象になる

可能性があるのだということを広報して欲しい

と強く申し上げました。 

もう一つは３千数百人の申請の内、実際に手帳

が認められたのはまだ千人強なのですよ。去年の

１１月に申請して未だに認められていない人も

たくさんいらっしゃいます。広島県も広島市も前

の年の１００倍以上の申請は増えているのです

けど、体制はあまり増やしていない。国は、県や

市が申請された時の審査体制を増やす場合には

交付税で全額国がもってやります、ということは

言ってるわけです。この９月１日から広島県は３

人増やして審査を急ぐことになっていますけど、

これもね、もっともっと必要なわけで、体制を増

やせということも一緒に声をあげていきたいと

思います。 

実は申請をして、にも関わらず認められないま

ま亡くなった方が３３人もいるのですよ。ですか

ら今急いで広げて、急いで申請できるようにする

ために、いろんなところで運動していかなくちゃ

いけないと思っています。 

広島県が人数増やしたとか、申請して亡くなっ

た人が３３人もいるというのは毎日新聞の広島

版の８月３１日付の記事なのですよ。毎日がその

後も連続的に素晴らしい報道をされていて、小山

さんがいなくてもこのようになっています。中國

新聞は報道していなくて、もっとがんばってと言

いたい。実は毎日新聞広島支局長は私の広島国泰

寺高校後輩で、同窓会でも毎日の原爆報道につい

て話してもらったことがあります。精神は脈々と

引き継がれたものがあって、うれしいなと思って

います。これからも国会でつめる課題もずいぶん

ありますから、いろいろとまた連絡をとりあいな

がら一緒に頑張りたいと思っています。 

 

今日は長時間お付き合いいただきありがとう

ございました。みなさんのご感想からも勉強させ

ていただくことがたくさんあり、ありがとうござ

いました。 

平さんが着目して下さった「『黒い雨』被爆者を

切り捨ててきたのは私だった」という問題点から

「黒い雨」訴訟をとりくみ始めて、その中で最初

私は、被爆者の話を伝えていくのはＮＯ ＷＡＲ、

もう戦争は繰り返さない、そのために必要なんだ

という意識があったのです。でも「黒い雨」訴訟

を通して今も救われていない原爆被害者がいる、

本当にそれこそ一人ひとりの命、生活、くらしを

大切にしていかなければいけない、そういうふう

なもっともっと身近というか、手触りのあるよう

な話なんだということを本当に「黒い雨」訴訟か

ら学ばせてもらって。ただ核兵器廃絶を訴えるだ

けじゃない、ＮＯ ＷＡＲ、核廃絶だけじゃなくて、

もっと足元にいる苦しんでいる人に目を向けて

いく必要がある、というのが原点にあります。 

「黒い雨」訴訟を通して被爆２世の問題だった

り、福島の問題を考えて下さると嬉しいし、私も

一緒に頑張っていきたいと思います。(了)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■最後に小山美砂さんより  “手触りのある被爆者問題”が原点 
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■京都新聞 昭和４６年(１９７１年)１１月１８日付記事より 

昭和４６年(１９７１年)、京都府が独自に被爆二世健診を始めた時の京都新聞の詳しい記事が見つか

りました。当時の様子、行政(京都府)の姿勢がよく分かる記事です。以下、紹介します。 

 

昭和４６年(１９７１年)１１月１８日付 京都新聞 

原爆二世の健康診断 
今月下旬から府、各保健所で 

 

京都府では全国に先がけ、今月下旬から十二月上旬にかけて、いわゆる“被爆二世”の健康診断を

府下および京都市内の各保健所で一斉に実施する。被爆者の子供への後遺症については、広島市内

で白血病や小頭症などの臨床例が報告されているが、追跡調査や治療の大部分は民間の医師グル

ープの奉仕にまかされており、国家的な対策は講じられていない。しかし、全国に散在する被爆者

家族からは、何らかの形で救済を要望する声が多いため、京都府独自の判断で検査に踏み切ったと

いう。 

 

■一般検査と精密検査 

現在、直接の被爆者および当時、母親の胎内にあった人々については、全国的に年二回の健康診

断が法的に保障されているが、その子供については対策がなかった。そこで京都府は国や他府県に

先がけて、一般検査と精密検査の二段階で健康診断を行うことを決め、関係者に通知、受け入れ態

勢を整えている。一般検査は府下と京都市内の全保健所で、また精密検査は委託契約による十病院

で予定しており、今月下旬から来月上旬にかけて一般検査、引き続き精密検査移ることになってい

る。すでに京都市内の一部の保健所(北、上京、左京、東山)では去る十二日、第一回分を実施して

いるが、検査は期間中継続して行われる。 

■子供は推定八百人 

ただ、計画には微妙な問題が残されている。京都府下に住んでいる被爆者の総数は千七十六人

(十月一日現在)で、その子供は八百人余と推定されている。推定というのは、先ごろ行った実態調

査の集計がまだ終わっていないのと、調査(郵送アンケート方式)そのものの回収率が悪いためで

ある。ちなみに京都市内分の回収率は五十二㌫、やっと半数を超える程度の回答しか得られていな

い。この理由について担当者の一人は「調査に当たってはすべて封書を利用し、はがきを使わない

などの配慮をしていますが、やはり、ソッとしておいてほしいという声や、検査の結果に対する不

安が少なくないようです。また、被爆者団体の会合では秘密主義というのか、一般に被爆の事実を

知られたくないという空気も感じられます。さらには、親は受診させたくても、子供がためらう実

感もるようです」(府衛生部保健予防課防疫係)と言っている。 

■鼻血の出やすい子 

ひところ爆心地・広島では「被爆者の子供は白血病や奇形児になる」というウワサがまことしや

かに流れたことがあり、目下、有志医師グループなどの手で追跡調査が行われているようだ。京都 
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では「どことなくからだが弱い」「すぐ鼻血を出す」といった症状が被爆者家庭から報告されてい 

るが、まだ白血病や小頭症などの後遺症は発見されていない。しかし一斉診断によってどのような

結果が出るかは分からないわけで、まず一般検査では視診、問診、聴診、血沈、血色素、尿、便、

血圧の各検査を行い、異状があれば、精密検査に引き継いで骨髄造血像、肝臓機能、関節機能、眼

底、胸部エクス線ほか、医師が必要と認めた検査をする。 

府が全国に先がけて一斉検査に乗り出した背景には、数年来、被爆者からの要望が高まっている

事実がある。もっとも放射能の影響と断定された臨床例があったわけではない。ただ、なんらかの

影響がありはしないかという、お役所としては珍しく先手を取った対策だ。しかし、これという障

害例がないとはいうものの「どうもウチの子は元気がない」という不安を、自分のからだとの比較

でのぞかせる被爆者は少なくないという。 

この京都方式について、厚生省当局は「そこまでは・・・」といい、いまのところ「二世まで影

響があるとは考えられない」と言い切っており、その心配があるのなら一度、検査を実施しようと

いう府の態度とは、かなりの距離がある。 

■不安にこたえる対策 

もし、精密検査で障害がハッキリ出ていた場合、引き続きどのような救済策がとられるのだろう

か。現段階では「もちろん治療を開始しますが、府だけの力では限界があるので当然、国へも対策

を要求します。今回の検査はいちおう試験的な性格のもので、まず被爆者の不安にこたえるのが大

きなねらいなんです。ただ、一度だけでは不十分ですから、最低二、三年は続ける予定です」(中

村同保健予防課課長補佐)ということらしい。計画の発表後、他府県から問い合わせが続き、京都

府に同調する気配をみせている府県もある。 

なお、健康診断の申し込み手続きは次のようになっている。資格は被爆者手帳をもっている人の

子供。一般検査については個人的にも通知するが、期間中に府下の保健所か京都市内の保健所に行

けばよい。現住所や勤務先の関係で所定の保健所が不便な場合は、各保健所に台帳が置いてあるの

で、検査通知書さえ持参すればみてくれる。費用はすべて無料。もちろん検査内容については秘密

が守られる。 

 

 

■当時の「二世健診」受診者数 「京都府衛生行政の概要」より 

京都府の「衛生行政の概要」で報告されている当時の二世健診受診者数です。 

  一般検査 精密検査    一般検査 精密検査 

昭和４６年 １９７１年 １０５人 ２３人  昭和５７年 １９８２年 ３９人 ０人 

４７年 １９７２年 ６４人 ８人  ５８年 １９８３年 ５５人 ４人 

４８年 １９７３年 ６４人 １３人  ５９年 １９８４年 ４５人 ３人 

４９年 １９７４年 ５１人 ３人  ６０年 １９８５年 ２９人 ４人 

５０年 １９７５年 ３６人 ７人  ６１年 １９８６年 ４２人 ６人 

５１年 １９７６年 ２２人 ５人  ６２年 １９８７年 ４３人 ８人 

５２年 １９７７年 ２７人 ３人  ６３年 １９８８年 報告なし 報告なし 

５３年 １９７８年 １９人 ２人      

５４年 １９７９年 ７２人 １２人  参考：現在 の厚労省 被爆二世 健診 

５５年 １９８０年 ７２人 ５人  令和２年 ２０２０年 １４８人 不明 

５６年 １９８１年 ４９人 ８人  ３年 ２０２１年 １５９人 不明 
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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。 

 

 

■岡山での講演会にて 

守田敏也（左京区） 

９月１０日、１１日、１２日と岡山県の高梁市、

倉敷市、備前市で連続して講演してきました。３

回合わせて１００人位の参加でした。その内、福

島からの避難者が１０数人、被爆２世の人たちが

１０人以上参加されていました。被爆２世は、岡

山「被爆２世・３世の会」の方が７人、「会」以外

の２世の人たちも数人でした。ビキニ水爆実験被

災者の２世の方も２人おられました。そうした人

たち同士が横につながりあって交流される機会

にもなり、とてもいい講演会になったと思います。 

岡山の「会」のみなさんの多くは、既に私たち

の健康アンケートに回答していただいている人

たちでした。コロナのためもう３年も中断してい

る広島、岡山、京都の「被爆２世・３世の会」交

流会、また再開できるようにしたいね、とも話し

合いました。 

 

■個展に向けて作品の制作中 

増田正昭(下京区) 

今年の個展は１１月１４日(月)～２０日(日)

に開催します。会場は昨年と同じＧａｌｌｅｒ 

Ｔ ａ ｋ ｅ 

ｔｗｏです。

今、被爆者

の肖像画、

被爆２世の

肖像画を描

き始めてい

ます。今回

は「オマー

ルさんを語

り継ぐ会」

からの依頼

で大きいサ

イズのサイ

ド・オマールさんの絵を出展します。また、「黒い

雨」訴訟を闘ってこられた広島の高東征二さんや、

「黒い雨」で被爆者手帳の交付を受けられた宇治

市の浦上博子さん、被爆２世の米重さん、平さん

の肖像画も制作しています。 

１１月１４日（月）のオープニングの日には恒

例のギャラリートークも行います。「オマールさ

んの会」の早川先生からも、「たくさんの人たちと

一緒に参加するから」と連絡をいただいています。

みなさんも是非ご参加をお願いします。 

 

■９月４日の『「黒い雨」訴訟』出版記念会をＤＶ

Ｄに 

井坂博文（北区） 

９月４日(日)の出版記念会は本当にいい内容

でした。あれで随分元気をもらいました。小山さ

んのお話も良かったし、それぞれ発言されたみな

さんの話も良かった。あれを一つにまとめてＤＶ

Ｄを作ってはどうでしょうか。それを普及してい

けば今私たちが抱えている課題がものすごく明

らかになっていくように思います。 

参加されたみなさんもお疲れ様でした。 

 

■待ち望んでいた『失われた時の中で』 

池村奈津子(伏見区) 

坂田雅子さんのドキュメンタリー映画『花はど

こへいった』を見たのは随分前の記憶でしたが、

２００８年でしたか。その後、小出裕章さんの講

演会で坂田さんにお目にかかることもありまし

たが、次の映画がいつなのかなあと思いつつ、す

っかり忘れていました。 

最近『失われた時の中で』が出来たと新聞に載

っていて、是非観たいと思っていたところです。

ずっと、枯葉剤の問題にかかわり続けていらっし

ゃるのですね。お元気でご活躍されているようで

嬉しく思いました。 

 

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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■映画『失われた時の中で』、早速鑑賞 

三山正弘(伏見区) 

９月１４日の例会で紹介されたドキュメンタ

リー映画『失われた時の中で』、９月１６日、京都

シネマ(烏丸四条・ＣＯＣＯＮ烏丸)にて鑑賞して

きました。 

枯葉剤のダ

イオキシン、原

爆の放射能・・・

永久に続く恐

怖は核廃絶運

動に関わる者

として同じこ

ととして絶対

に許せません。

改めて原子爆

弾をはじめと

する科学 (化

学)製品の戦争

悪用に怒りを

感じます。作り出したものを試してみたいという

科学(化学)者たちの欲望を抑制すべき為政者が

政治的に悪用した、許せない行為です。 

然しながら起こってしまった事は消し去る事

は出来ません。それらへの補償と同時に、根本で

ある核兵器・化学爆弾の保持・使用をやめること

が、今日以降、新たな被害者を作りださない最も

重要な事と考えます。 

同館チケット売り場横のパンフレット売り場

に、上映中の作品『「失われた時の中で』のＤＶＤ

も販売されていました❣ もちろん即、購入しま

した。 

 

■７７年目のサイド・オマール忌 

平 信行(南区) 

 ９月３日(土)、左京区圓光寺にて、今年も南方

特別留学生サイド・オマールさんの墓前法要が営

まれました。５０人の参加。午後１時から圓光寺

住職の読経の中、一人ひとりが献花してオマール

さんを追悼しました。 

オマールさんの在籍していた広島大学から今

年も３人の大学職員の方々が参加され、今回はＮ

ＨＫ国際報道からの取材と収録もありました。法

要の最後に全員でオマールさんが大好きだった

「夕やけこやけ」を歌ってオマールさんに届けま

した。 

 午後２時からは宝物殿に会場を移して交流会

を開催。オマールさんの紙芝居を上演後、参加者

ひとり一人全員が自己紹介とオマールさんへの

思いを語り合いました。 

京都「被爆二世・三世の会」からも会員６人が参

加しました。 

 

■枯葉剤報告からベトナム戦跡視察の思い出を

様々に 

加百智津子(岡山「被爆２世・３世の会」) 

会報の８月号で原水禁世界大会テーマ別集会

の平さんの報告を拝読しました。読みごたえがあ

りました。枯れ葉剤被害者のことは忘れてはなり

ませんね。ずーと昔に平和関連のツアーで訪れた

ベトナム戦争跡での様々なことを思い出しまし

た。報告を拝読しもう一度行きたいという思いに

もかられますが、コロナはやはり脅威で、もう外

国には行けないなというのが正直なところです。 
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■ 新版 報復ではなく和解を  秋葉 忠利 著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

 

少し「古い」本で申し訳ありません。７年前の出版ですので、読ま

れた人もおいでになると思います。今回、改めて「読み返して」みま

した。私は「黒い雨」訴訟で、原告の皆さんの生き様に触れ、よい勉

強をさせてもらいました。ではなぜ、「被爆者」の皆さんは、「リメン

バーヒロシマ・ナガサキ」とは決して主張しないで、「ノーモアヒバク

シャ」あるいは「ノーモアヒロシマ・ナガサキ」と言われるのか。こ

れが「核兵器禁止条約」にも結び付いた訴えでもあるといわれていま

す。なぜ、被爆者の皆さんは、「このような思いを持ち続けることが出

来たのか」。 

この本は、元広島市長であった人の「個人的な」思いを講演という

形で述べられた内容なので、人によっては「？」と思われる部分があ

るかもしれません。しかし、黒い雨訴訟でも、問題にされたいわゆる

「基本懇」の報告書についても、１０年前から問題を指摘されている

し、「被ばく」についての国の姿勢・施策も鋭く追求されています。こ

こには「こんな思いを他の誰にもさせてはならない」という被爆者の強い思いを正面からうけとめ、そ

の思いを実現するために「何が必要か」を追い求めている著者の姿勢がにじみ出ている、と思います。

そして、高齢化した被爆者から、直接に話を聞ける「最後の世代」といわれる今の若い人たちへのメッ

セージも語られています。「どう伝えるのか」という問題も含めて、残された期間はあまりない、という

問題にも触れらえています。今一度「被爆者」の思いを知ることが出来ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

岩波現代文庫 ９４６円(税込) 

■家族の被爆 どう伝える 

 「ヒバク２世の語ろう会」活動開始 体験談のポイント紹介 

広島市の被爆２世でつくる証言活動の支援グループ「ヒバク２世の語ろう会」が、同市中区の大手

町平和ビルで活動をスタートした。「家族の被爆体験談を語ろう」をテーマに証言活動のポイントな

どを紹介。１１日に初会合があり、被爆した親族に代わって体験を伝えるこつを学ぼうと市民ら２１

人が参加した。 

語ろう会は被爆者の証言を第三者が受け継いで語る「被爆体験伝承者」３人が７月に結成した。今

回は、代表の佐々木佐久子さん（７２）＝西区＝が、自身が聞いた中で印象深かった被爆者の生の声

を紹介。「『魚を焼くにおいで（多くの人が焼け死んだ）原爆投下後の惨状を思い出してしまう』と 

Scrap 

book 
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▼岸田内閣の支持率が遂に３

０％を下回りました。毎日新聞

の直近の世論調査結果です。昨

年の総選挙、今年の参議院選挙で圧

勝したといわれた自民党の見る影もない姿です。

日々明らかになる自民党と旧統一協会の癒着関

係、安倍元首相の国葬強行と言う大失政、コロナ

対策も物価高騰対策も無策無能。東京五輪の贈収

賄事件にも政治家の名前がチラホラ。国民の目を

覆い隠すことはできない、耳をふさぐことはでき

ない、声を無視することはできない、何よりの証

ではないでしょうか。▼それでも現政権は、原発

の再稼働、新設を謳い上げ、沖縄を中心にした核

搭載可能なミサイル基地化を計画しようとして

います(２０２３年概算要求)。この秋、政権を追

い詰め、一連の政策を抜本的に正していく大きな

季節となりそうです。被爆の実態に基づいた真の

被爆者支援も、核兵器の廃絶も、その中の重要な

課題です。(平)

■原発の危険性 被爆者が陳述 広島地裁の伊方訴訟 

広島の被爆者たちが四国電力伊方原発（愛媛県伊方町）の運転差し止めを求めた訴訟の口頭弁論が

１４日、広島地裁であった。原告の一人で、広島原爆の「黒い雨」による被爆者の高東征二さん（８

１）＝広島市佐伯区＝が意見陳述し、原発の危険性を訴えた。 

高東さんは４歳の時、観音村（現佐伯区）で原爆の閃光（せんこう）を目にし、ほこりや灰を浴び

た。黒い雨による健康被害などに触れ、「黒い雨の被害者と原発被害者は放射性微粒子が体に入り、

内部被曝（ひばく）を受けるという点では全く同じ」と主張。「伊方原発で事故が起きると、瀬戸内

海を挟んでわずか１００キロしか離れていない広島は内部被曝の危険にさらされる」と強調した。 

原告の一部は２０１６年３月、提訴と同時に運転差し止めを求める仮処分も申し立てた。広島高裁

が１７年１２月に運転を禁じる決定をしたが、１８年９月に異議審で覆った。 

（２０２２年９月１５日 中國新聞） 

編集 

後記 

いった言葉が聞く人に響く」と強調した。 

メンバーの水野隆則さん（６４）＝安佐北区＝は、どんな伝承者になりたいかをイメージし、情報

を整理して証言を組み立てることなどを助言した。 

市は本年度、親族の体験を伝える「家族伝承者」の養成を始めた。しかし、家族伝承者は存命の被

爆者からの継承が前提。会は親族が亡くなったり、聞き取りが難しくなったりした人の支援も目的と

する。安佐南区の菊池安芸子さん（５６）は「母に体験を無理に思い出させまいと伝承者の応募は諦

めたけれど、ここで学んで母の体験を受け継いでいきたい」と話していた。 

今回の活動には家族伝承者の研修生も多く参加し、学びを深めた。今後も会合を月１回程度開く。 

（２０２２年９月１３日 中國新聞） 
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２０２２年１０月（神無月・かんなづき）行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

10 １ 土 ９条京都のつどい２０２２(14 時・龍谷大響都ホール) 

 

 

2 日  

 

 

３ 月  

 ４ 火  

 

 

５ 水  

 6 木 6・９行動 

 7 金 ノーベル平和賞発表                    キンカン行動 

 8 土  

 9 日 ６・９行動 

 １０ 月 スポーツの日 

 １１ 火  

 １２ 水  

 １３ 木  

 １４ 金 キンカン行動 

 １５ 土 IPB 国際平和ビューロー年次総会 → １６日(日)(ベルギー・ゲント) 

 １６ 日  

 １７ 月  

 １８ 火  

 １９ 水 
安保法制廃止をめざす１９日行動(18 時３０分・市役所前) 

京都「被爆二世・三世の会」例会(１８時３０分・ラボール京都) 

 ２０ 木 京都「被爆二世・三世の会」創立記念日(10 周年) 

 ２１ 金 １０・２１国際反戦デー                   キンカン行動 

 ２２ 土 時代祭 

 ２３ 日  

 ２４ 月 国連軍縮週間 → １０月３０日(日)まで 

 ２５ 火  

 ２６ 水  

 ２７ 木  

 ２８ 金 キンカン行動 

 ２９ 土  

 ３０ 日  

 ３１ 月  

 


