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２０１４年２月１９日（水）例会／福島から京都へ避難して暮らす齋藤夕香さんのお話しを聞く 
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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」 ２０１４年度年次総会 開催のお知らせ  ２ 

２０１４年度会費納入のお願い  ２ 

会員から会員へ＠みなさんからのお便り紹介  ３ 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 ４ 

折り鶴の行く末 第２弾！ 広島の街でこんな商品を見つけました！ ５ 

ｓｃｒａｐｂｏｏｋ／ 原爆症、認定却下を覆す 大阪地裁、新基準を「否定」 （朝日新聞） ６ 

 原発作業で悪性リンパ腫 神戸の男性労災認定 （神戸新聞） ７ 

 原爆資料館の改修工事 広島市 東館からスタート （中國新聞） ７ 

行事カレンダー  ８ 

被爆体験の継承⑭   被爆のことを語れるようになった今 大石達也さん 

被爆体験の継承⑮   ６８年目の被爆者手帳 － 私の被爆体験 玉置孝子さん 

「この子たちのいのちと未来のために」 

福島から京都へ避難して暮らす 齋藤夕香さん のお話し   
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京都「被爆２世・３世の会」２０１４年度年次総会 

開催のお知らせ 
 

京都「被爆２世・３世の会」の２０１４年度年次総会を下記のように開催いたします。 

ご出席よろしくお願いいたします。 

 

日時 ２０１４年４月２６日（土） １３時～１５時 

会場 ラボール京都（京都労働者総合会館）4階・第一会議室 

内容 一部 学習講演会   １３時～１４時 

 テーマ、講師は調整中 

 ニ部 議案の提案、審議、承認 ・ 交流   １４時～１５時 

 ２０１３年度活動報告、会計報告 

 ２０１４年度活動方針、予算 

 ２０１４年度世話人の選出 

お願い ① 会員・賛助会員のみなさんが一堂に会せる貴重な機会です。ご都合ご調整 

 の上、多数ご出席いただきますようよろしくお願いいたします。 

 ② ご出席のご都合を４月１８日（金）までにご連絡下さい。ご連絡の方法は、 

メール、ファックス、電話、郵送いずれかの方法でお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１４年度会費納入のお願い 

京都「被爆２世・３世の会」は４月１日より新会計年度に入ります。２０１４年度の会費納入を

お願いいたします。 

納入いただく会費は、年会費１，２００円です。 

振り込み先は以下の通りです。 

ゆうびん貯金 

口座記号 ０１０７０－６ 

口座番号 ４７８７０ 

加入者名 京都原水爆被災者懇談会 

または年次総会当日現金でお願いいたします。 

既に複数年分納入いただいている皆様には不要なご案内になっています。ご容赦ください。 
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■映画『アオギリにたくして』に感動 

井坂博文さん（北区） 

「アオギリにたくして」上映会（２月２２日・シルクホー

ルにて）に参加。観るのは二回目だが、一回目を思

い出しながら観ると、違う角度の見え方もあって面白

い。 

それでも涙なしには観られない、いい映画です。

原作になっている単行本も買いました。みなさん、機

会があればぜひ観て下さい。 

■「戦争はだめ！」子どもに教えられる毎日 

市田里佳さん（向日市） 

最近小１の息子が「戦争ってもう起きひんの？」「戦

争になったら僕も行かなあかんの？」「戦争からは逃

げられへんのやろ？」「死んだらどこへ行くの？」など

鋭く怖い質問をしてきます。 

私は、日本は昔たくさん戦争をしてたくさんの人が

死んで、悲しい思いをいっぱいしたからもう日本は戦

争しないよ。憲法９条というのがあって、法律で決まっ

ているから大丈夫！って答えました。 

でも、今の安倍さんの動きを見ていると、この答え

方で良かったのか、なんだか不安になります。 

息子は戦争したら人がいっぱい死ぬということはわ

かっています。でも何のためにそんな危険な戦争を

するのかは理解できません。「みんな仲良くすればい

いのにな」 小１の子どもでも、戦争＝死 と言うのが

わかっていて、争いを避ける道を知っています。 

子どもから学ぶ毎日です。 

 

■ファッション誌も「改憲の前に知憲！」 

堀 照美さん（上京区） 

京教組女性部の会議の中で、市田さんの息子さん

との会話を口頭で、紹介させていただきました。「教

え子を再び戦場に送らない」の誓いを、あらためて高

く掲げねばと思います。 

ＶＥＲＹというファッション誌の３月号に「お母さんこ

そ改憲の前に知憲！」という特集が載っています。 

前書きには、「いつの間にか税金が高くなっている、

いつの間にか新しい法律ができた・・・・・。“いつの間

にか”決まっていた国の制度に驚いた経験はだれに

でもあるでしょう。我が子が戦争に行かなければなら

ないことが“いつの間にか”決まっていたら？知らなか

ったではすまない日本の未来を左右する改憲と、私

たちができることを当たり前に考えてみませんか？」と

あり、 

堀潤（ジャーナリスト）、古市憲寿（社会学者）、クリス-

ウエブ佳子（モデル）、太田啓子（弁護士）、パトリック

-ハ―ラン（タレント）の５人が座談会をしています。是

非、本屋でご覧下さい。 

 

■福島県田村市は大丈夫か？ 

平 信行さん（南区） 

線量計を借りて私の住んでいる地域（京都市南区）

の公園の空間放射線量を測ってみたことがある。概

ね０．０５～０．０６マイクロシーベルト／毎時だった。こ

れが原発事故に冒されていないごく自然な状態での

線量なんだろう。某紙に毎日、福島県や東北・北関

東各地の定点観測線量の値が掲載されている。福島

県の浜通り地域一帯は当然のように極めて高い。「２

世・３世の会」例会でお話しいただいた福島から避難

会員から会員へ ＠ みなさんからのお便り紹介 
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している齋藤夕香さんの故郷福島市はほぼ毎日０．２

５を上回る値となっている。私たち京都の５倍だ。福

島は避難指示されていない地域でもこれだけ高い。 

福島の放射能汚染地域は今、帰還困難地域、居

住制限地域、避難指示解除準備地域という３つの地

域に再編されている。帰還困難地域は年間放射線

量５０ミリシーベルト以上で長期に渡って帰還困難と

みなされている地域、居住制限地域は２０～５０ミリシ

ーベルトで引き続き避難の継続が求められている地

域、避難指示解除準備地域は２０ミリシーベルト以下

でできるだけ早期に住民の帰還が実現するよう環境

整備を進める地域、とされている。 

そしてこの４月１日、福島県田村市の一部都路
みやこじ

地

域が避難指示解除の第一号に指定され、住民の帰

還が行われることになった。（避難指示解除はもはや

避難補償もなくなることを意味する。） 

その田村市、といっても広いのだろうけど、上記の

某紙に掲載される値は０．１９２マイクロシーベルトだ。

私たち京都の３.８倍になる。避難指示を解除して帰

還を進めて本当に大丈夫なのか？しかも比較してい

るのは空間線量だけで、山林・山野、植物や建物な

ど除染し切れていない場所はいっぱいあるはずで、

放射性物質の危険性はさらに高い。 

地域では、家族、地域、仕事、収入等々生きていく

上でいろんなことに思い悩みながら、不安を抱えつ

つも帰還の選択をせざるを得ない人々も少なくない

だろう。しかし、少なくとも、０．２マイクロシーベルト水

準の空間線量の危険性、除染し切れていない放射

性物質の存在と危険性が正確な情報として伝えられ、

それに対する対

策も徹底して行

なわれ、そうした

ことを整えた上

での帰還の検

討であるべきだ

と思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＶＤ  福島原発事故と甲状腺がん  （４３分） 

製作・発売  マブイ・シネコープ 

紹介：平 信行さん 

今年２月７日、福島県県民健康管理調査で、７４人の小児甲状腺

がん(疑い含む)が確認されたと報道されました。チェルノブイリの地

域と同じ水準の深刻な影響です。しかも、事故から２年しか経って

いない中での事態です。しかし、福島県立医大などは依然として原

発事故と甲状腺がん発症の関連性を否定する態度を取り続けてい

ます。 

このＤＶＤは、第一線で子どもたちの治療、検査と研究に活躍する４人の小児科医に直接インタビュー

し、原発事故と甲状腺がんとの関係を丁寧に分り易く解き明かし、事態の緊急性を告発したタイムリーな映

像です。低線量被曝、内部被曝の問題にも立ち至ります。個人で見るのもいいですが、是非、地域・職場

などのグループで一緒に見られることをお薦めします。 

値段が３，０００円とやや高めですが、京都「被爆２世・３世の会」として１本購入しています。貸し出ししま

すので有効に活用して下さい。 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

平凡社 

２，９４０円 

３，０００円 

http://www.labornetjp.org/news/2014/0131mabui/0131mabui_img/view
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 折り鶴の行く末 第２弾！ 
広島の街で 

こんな商品を見つけました！ 
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■原爆症、認定却下を覆す 大阪地裁、新基準を「否定」 

広島、長崎で被爆したのに原爆症の認定申請を却下したのは違法 

だとして、関西在住の被爆者が国に処分取り消しや国家賠償を求めた 

訴訟の判決が２０日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は、認定を求めた４人 

全員の請求を認め、処分を取り消した。現行の認定基準が事実上否定された形だ。一方、違法な

却下処分で精神的苦痛を受けたなどとした国家賠償請求は棄却した。 

原爆症をめぐっては、８人の未認定患者を救済した昨年８月の大阪地裁判決後、安倍晋三首相

が認定基準の見直しを急ぐよう促して同年１２月に認定基準が改訂された。改訂後、初の司法判断

となった今回の判決は、厚生労働省の改訂がなお不十分だと判断するもので、国の対応が注目さ

れる。 

訴えたのは６９～８５歳の男女７人。放射能の影響によりがんや心筋梗塞（こうそく）を患ったとし

て、２００８～１１年に認定を申請したが、却下されたため提訴した。うち３人は、改訂後の新基準に

基づき原爆症と認められたため、判決は残る４人について判断した。 

改訂後の新基準では、心筋梗塞などの病気の場合、爆心地から約２キロ以内で被爆▽原爆投

下の翌日までに爆心地から約１キロ以内に入った場合は積極的に認定するとした。４人のうち、例

えば１人の原告は狭心症だが、爆心地から約３・４キロの自宅で被爆しており、明らかに新たな認定

基準を満たしていなかった。 

しかし判決は、原爆症認定は「被爆状況や被爆後の症状などに照らして検討すべきだ」と指摘。

「健康に影響を及ぼす程度の放射線に被曝（ひばく）した」として病気の原因は放射線と認め、４人

に対する却下処分は違法だと結論づけた。（太田航） 

■「国は抜本改正を」全国原告団 

「被爆者が裁判をする必要のないように原爆症認定制度を抜本的に改め、被爆者の命あるうち

に問題を解決すること」。判決を受け、東京・霞が関の厚生労働省の会議室には原告３人を含む１５

人が集まった。山本英典・全国原告団長が田村憲久・厚労相宛ての声明を担当者に手渡し、控訴

せずに判決に従うよう求めた。 

原爆症認定制度は、認定をめぐって国が敗訴を重ね、３年前から見直しの検討会が続いてき

た。しかし、幅広い救済を求める被爆者側と科学的根拠を重視する専門家側の意見はかみ合わ

ず、昨年１２月に決まった新しい認定基準は、爆心地からの距離などの小幅な拡大にとどまった。 

会見した日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の田中熙巳（てるみ）事務局長は「司法と行政

の乖離（かいり）をきちんと解決するよう主張してきたが、そういう改訂になっていない」とし、法改正

による抜本的な見直しを求めた。 

一方、厚労省は新基準が問題とされたわけではなく、投下後に被爆地に入ったかどうかなど事

実認定をめぐる見方の違いとの受け止めだ。控訴するかなど今後について 

担当課は「判決を詳細に検討し、関係省庁と協議したい」としている。  

（２０１４年３月２１日 朝日新聞） 
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■原発作業で悪性リンパ腫  神戸の男性労災認定 

関西電力の下請けとして福井県の美浜原発などで２７年間働き、悪性リンパ腫を発症した神戸市

内の男性（６２）の労災申請に対し、厚生労働省が昨年１２月、労災認定していたことが１９日、分か

った。病気と放射線被ばくに因果関係を認めたとみられるが、悪性リンパ腫は国の労災認定基準に

含まれておらず、今後、対象疾病の拡大につながる可能性がある。 

放射線影響協会（東京都）によると、原発関連施設で働く人に発給される「放射線管理手帳」の

登録者は約４８万人（死亡者を含む）。一方、労災認定された作業員は今回を含め過去３７年間で１

３人にとどまる。 

代理人の藤原精吾弁護士（兵庫県弁護士会）によると、男性は１９８３～２０１１年まで関西電力の

３次下請け会社に勤務。大飯、高浜など３原発を中心に配管バルブの点検作業に従事した。 

定年退職直前の１１年７月、悪性リンパ腫を発症。同年８月に緊急手術を受け、化学療法を続け

た。１２年末、「病気になったのは原発での仕事が原因」として神戸西労働基準監督署に労災申

請。厚生労働省が専門家による検討会で審査し、昨年１２月、労災を認めた。 

悪性リンパ腫は白血病と並ぶ「血液のがん」で、放射線に起因するとみられているが、白血病と

は異なり国の基準外。時間がかかる個別審査が必要で、これまで４人が労災認定されている。厚労

省は今回の認定について「個別ケースには答えられない」としている。 

藤原弁護士は「福島原発事故で被ばく労働が注目されるようになったが、下請け作業員は以前

から高線量の被ばくを余儀なくされてきた。放射線起因性の病気について、国は積極的に労災認

定すべきだ」としている。 

 （２０１４年３月２０日 神戸新聞） 

■原爆資料館の改修工事 広島市 東館からスタート 

広島市は１８日、原爆資料館（中区）の全面改修に向け着工した。まず 

東館の内装や空調工事を進める。８月６日の原爆の日に向けて国内外 

から訪れる来館者に配慮し、今夏までは常設展示を続け、夜間に工事を 

する。  

閉館から２時間後の午後８時、東館東側で作業を開始。建設業者の作 

業員がクレーンで、トラックや重機の通り道に鉄板を敷いた。 

見学に支障がない東館地下１階の事務室の改装を先行。秋ごろから東館全体の工事に入り、２

０１５年度末まで閉館する。東館の再オープンと同時に、今度は本館を閉館し工事する。１８年４月

の全面オープンへ、長丁場となる。  

全面改修は１９９４年の東館開館以降、初めて。改修後の展示は被爆者の遺品など「実物」重視

に一新する。市平和推進課は「１０年来の準備を経て着工できた。世界の人に被爆の悲惨さをより

深く知ってもらえる資料館へ、滞りなく工事を進めたい」としている。 

 （２０１４年３月１９日 中國新聞） 

http://www.kobe-np.co.jp/info/popin/result.shtml?q=%E7%A5%9E%E6%88%B8%E6%96%B0%E8%81%9E%20%E5%8A%B4%E7%81%BD%E8%AA%8D%E5%AE%9A&r=reflink
http://www.kobe-np.co.jp/info/popin/result.shtml?q=%E7%A5%9E%E6%88%B8%E6%96%B0%E8%81%9E%20%E5%8A%B4%E7%81%BD%E8%AA%8D%E5%AE%9A&r=reflink
http://www.kobe-np.co.jp/info/popin/result.shtml?q=%E7%A5%9E%E6%88%B8%E6%96%B0%E8%81%9E%20%E5%8A%B4%E7%81%BD%E8%AA%8D%E5%AE%9A&r=reflink
http://www.kobe-np.co.jp/info/popin/result.shtml?q=%E7%A5%9E%E6%88%B8%E6%96%B0%E8%81%9E%20%E5%8A%B4%E7%81%BD%E8%AA%8D%E5%AE%9A&r=reflink
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行事カレンダー 
月 日 曜 行     事 

４ １ 火 ノーモア・ヒバクシャ訴訟院内集会（１１時・衆院第２議員会館） 

 ２ 水  

 ３ 木  

 ４ 金 関電京都支店アピール 

 ５ 土  

 ６ 日 京都府知事選挙投票日                         6・９行動 

 ７ 月  

 ８ 火  

 ９ 水 6・９行動 

 １０ 木  

 １１

も 

金 関電京都支店アピール 

 １２ 土  

 １３ 日 レイチェル・カーソン没後５０周年記念のつどい（１３時３０分・ハートピア京都） 

 １４ 月  

 １５ 火  

 １６ 水 京都「被爆２世・３世の会」例会（１９時・ラボール京都） 

 １７ 木  

 １８ 金 関電京都支店アピール 

 １９ 土 
非核の会公開シンポ「再生可能エネルギーに取り組む人々」（１３時３０分・教文） 

学習会「原発事故と低線量被曝による健康影響」（１３時３０分・教文センター） 

 ２０ 日 ２０１４年第３４回平和のための戦争展スタート集会（13 時３０分・機関紙会館） 

 ２１ 月  

 ２２ 火  

 ２３ 水  

 ２４ 木  

 ２５ 金 原発賠償京都訴訟第２回口頭弁論（１４時・京都地裁）     関電京都支店アピール 

 ２６ 土 

京都原水爆被災者懇談会総会 （１１時・ラボール京都） 

京都「被爆２世・３世の会」年次総会 （１３時・ラボール京都） 

反核京都医師の会講演会「原発のない国への道」（１４時・京都府保険医協会） 

 ２７ 日  

 ２８ 月  

 ２９ 火 昭和の日 

 ３０ 水  

５ １ 木  

 ２ 金 関電京都支店アピール 

 ３ 土 憲法記念日 

 ４ 日 みどりの日 

 


