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２０１４年４月１６日の例会 

 

被爆体験を聞く 
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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 

例会を楽しく！  ２ 

原爆症認定訴訟・非人道的な厚生労働省の控訴を許さない！  ４ 

放射能から私たちや子どもたちの健康を守っていくためなに  ６ 

被爆体験の継承は私たちの父母、祖父母からも  １０ 

会員から会員へ＠みなさんからのお便り紹介  １０ 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流  映画『シロウオ』 １１ 

ｓｃｒａｐｂｏｏｋ／ 大間原発、函館市が提訴、自治体で初 （朝日新聞） １１ 

 福島原発事故：被ばく線量を公表せず （毎日新聞） １２ 

 被爆者団体 解散相次ぐ  （ＮＨＫ） １３ 

 一歩づつ輪を広げよう 石川県友の会二世部会 （被団協新聞） １３ 

行事カレンダー  １４ 

被爆体験の継承⑯   原爆被災者で埋め尽くされた街道と救護 熊谷好枝さん 

被爆体験の継承⑰   大阪空襲と広島被爆 二度の死線を越えて  濱  恭子さん 

 被爆体験をどう語り継ぐか 被爆二世 鳥羽洋子さん 
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京都「被爆 2世・3世の会」の４月の例会は１６日（水）午

後７時からラボール京都地階・桃源の間で行ないました。今

回は１１人の参加でした。 

 

■最初にこの間のとりくみ状況報告（抜粋） 

① “被爆の体験・実相”の継承のとりくみ 

 穂谷珠美子さん、熊谷好枝さん（いずれも

広島での被爆）の聞き取りを行ないました。

会報４月号、５月号に掲載する予定です。 

 私たち「２世・３世の会」会員自身の親、祖

父母の体験もまとめ、公開していくことを提

案しました。その第一号として鳥羽洋子さん

とお母さんの体験を会報４月号別冊で紹介

します。 

② 原爆症認定制度改定のとりくみ状況 

 別ページを参照して下さい。 

■次に参加者一人一人が近況報告し、交流と問

題意識を深めあいました。以下概要の紹介です。 

Ｙｏｎさん 

 同じ向日市に住む被爆２世の人に「２世の会」入

会の案内をしたところ、その人のお母さんが戦

前の広島文理大学興南寮の寮母さんだったこと

が分った。（興南寮とは当時のアジアからの留学

生のための寮で、京都原水爆被災者懇談会の

前の代表・永原誠先生のお父さんが学監を務め

られていた。マレーシアからの留学生オマール

さんもこの寮に居た。）お母さんからはオマール

さんのことも永原先生のお父さんのこともよく聞

かされていたそうだ。事情があってすぐには入会

できないそうだが、これからも連絡をとっていきた

い。本当に奇遇だった。 

 向日市では守田敏也さんと一緒にドイツなどに

行かれた萩原ゆきみさんを招いて、５月１０日に

報告会を行なう。参加できる方は是非。 

Ｔｏｂさん 

 春休みの二つの宿題（穂谷さんの被爆体験と母

親の体験のまとめ）をやり遂げた。 

 ３月には立命館国際平和ミュージアの平和友の

会の企画で沖縄ツアーに行ってきた。伊江島、

辺野古、高江とまわり、新しく狙われている米軍

基地計画の実態などを視てきた。 

 今年も大阪の府立高校の社会の教諭を再任用

で勤める。 

 １月に発足したＮＥＴ-ＧＴＡＳ（被爆者証言の世

界化ネットワーク）のとりくみが４月から始まる。広

島の平和祈念館に集められている被爆証言の、

私はフランス語訳を担当する。 

Ｉｓｉｚさん 

 去年ＮＨＫ広島の「ヒバクシャからの手紙」という

放送で私の父親への手紙が放送された。あの時

の若いディレクターとの交流を今も続けている。 

 被爆体験を子や孫の世代に話したくないという

人は残念ながら多い。「２世・３世の会」の会員を

増やすのも容易ではないと思う。 

Ｉｓｉｄさん 

 韓国の姜濟淑（カン・ジェスク）さんが慰安婦の

証言に基づいて出版した絵本『終わらない冬』

の日本語訳版の出版を準備している。今年夏に

は出版の予定だ。その時には「２世・３世の会」

のみなさんにも普及の協力をして欲しい。 

 「２世・３世の会」として積極的に普及に取

り組もう！ 

 来月５月２４日、「韓国原爆２世患友会」（韓国の

被爆２世の会）の初代会長金亭律（キム・ヒョンユ

ル）の慰霊祭が釜山であり、参列してくる。京都

例会を楽しく！ 
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「被爆２世・３世の会」からのメッセージを作成さ

れれば届けたい。 

 是非メッセージを送ろう！ 

Ｔａｎさん 

 ３月に府立高校を定年退職になった。再任用は

せず、定時制高校で週３回の授業だけ持つこと

になった。これから「２世・３世の会」の総会、例

会にもできる限り出席するようにしていきたい。 

 鹿児島に里帰りした時には鹿児島の「２世・３世

の会」にも顔を出してみたいと思っている。 

Ｙｏｓさん 

 ２月１９日の例会での斉藤さんのお話しにはとて

も感動し学ぶことが多かった。その後避難されて

いるみなさんを支援する募金に協力したり、学

習会にも参加している。原発賠償京都訴訟の傍

聴支援にも行くつもりだ。 

Ｓａｓさん 

 この４月から西本願寺に再就職して新しいスタ

ートとなった。５年通信教育を受ければ僧侶の

資格も得られるので挑戦したいと思っている。 

 これまでのように自由な平和活動などはやりにく

いが、時間をかけてじっくりやっていきたい。 

Ｉｓａさん 

 ２ヶ月に１回の割合で広島県の実家に帰省し被

爆者の父親と会っている。２月に帰った時、あら

ためて被爆体験の話を聞くと、私が思い込んで

いた体験内容とは違うので焦ってしまった。もう

一度正確なところを聞いてきちんとまとめないと

いけないと思っている。 

Ｈｏｒさん 

 教職員組合専従を終えて４月から小学校の教

員に復帰した。今はとても忙しい。 

 ４月１３日の新聞で、ＰＴＡ会長に選ばれた人が

「入学式で「君が代」斉唱時には着席すると告げ

ると校長から来賓として呼ばない、挨拶させない

ようにさせられた」との投書が載った。全く秘密

裏に行なわれたことだが、実は私の赴任した小

学校のことだ。 

 清水寺での６・９行動ではたくさんの外国人に出

会う。署名の訴え文のタイ語、ロシア語、スペイ

ン語訳に困っている。「被爆者証言の世界化ネ

ットワーク」をされているみなさんに協力してもら

えないだろうか。 

 私は京都市議会での「慰安婦意見書」採択を求

める運動にも携わっている。Ｉｓｉｄさんの絵本の出

版にも積極的に協力していきたい。 

Ｔａｉｒさん 

 私は毎月広島に帰省して母親との時間を持つよ

うにしている。せっかく頻繁に広島に行く機会が

あるのでそのことを友好に活用しようと思い、被

爆者が体験された現地をできるだけ訪れてみる

ことにしている。先月は映画『アオギリにたくし

て』」の舞台となった広島逓信局跡に行ってきた。

その前には、多くの人の体験談に登場する似島

にも行ってきた。 

■最後は、年次総会について 

最後は４月２６日に迫った２０１４年度年次総会のこ

とについて議論しました。総会の中での学習講演会

の内容についての確認、提案する議案についての意

見交換、当日運営の担当、２０１４年度の世話人につ

いての確認などをして終わりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「原発をなくす向日市民の会」５月定例会のご案内 

日時 ５月１０日（土）１０：００～１２：００ 

会場 向日市寺戸公民館２階ホール（阪急東向日駅から西に３００メートル） 

内容 萩原ゆきみさんのドイツでの活動報告と意見交換 

参加費 無料      問い合わせ 米重さん０９０－１９５４－２１２９ 

■次回は５月１４日（水） 

次回の例会は、５月１４日（水）１９：００～２１：０

０、会場はラボール京都４階・第３会議室です。参

加者が多ければそれだけで楽しい例会になりま

す。みなさんお気軽にご参加下さい！！ 
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原爆症認定訴訟 

 

 

非人道的な厚生労働省の控訴を許さない！ 
 

■大阪・熊本で厚労省方針を断罪する判決 

被爆者の原爆症認定を求めて争っている裁判（ノ

ーモア・ヒバクシャ訴訟）は、３月２０日、大阪地裁第７

民事部（田中健治裁判長）で４名の原告全員に勝訴

判決が言い渡されました。続いて３月２８日には熊本

地裁（中村心裁判長）でも５人の原告に勝訴判決が

言い渡されました。残念ながら３人の原告については

訴えが認められませんでした。厚生労働省は昨年１２

月１６日に認定審査方針の再見直しを行なったばか

りですが、わずか３ヶ月後にその再見直しもことごとく

司法判断によって否定される結果となりました。 

今回の判決はメディアでも大きく取り上げられまし

た。ＮＨＫをはじめほとんどの放送局がニュース報道

し、新聞各紙も多くが１面記事で取り扱いました。朝

日「原爆症・国の新基準を否定・大阪地裁４人の却下

『違法』」、毎日「国不認定の４人『原爆症』・大阪地裁

判決基準改定後初」、産経「原爆症・新基準より広く

認定」、読売「原爆症・新基準外も認定」、京都「原爆

症・新基準却下４人認定」等々、いずれも厚労省の審

査方針が再見直し後初めて迎える判決で明確に否

定されたことに焦点が当てられました。そして、被爆

者の願いと被爆の実態に沿って、急いで、認定審査

方針をさらに改めるようメディアも一致して求めまし

た。 

 

■厚労省が非人道的な控訴手続き 

原告団、弁護団、訴訟支援の人々は厚生労働省

に対して、控訴などすることなく速やかに判決を確定

し、被爆者の救済をはかるよう求めました。しかしこと

もあろうに厚生労働省は、判決に従うのではなく、大

阪地裁の原告一人と熊本地裁の原告３人について

控訴するという暴挙に出ました。大阪地裁の原告は

既に８２歳、ガンとも闘いながら車椅子での出廷を余

儀なくされてきた人です。熊本地裁の原告も一人は

既に８３歳、高齢による体力と気力の衰えに苦しみな

がらの裁判でした。これ以上裁判を続けられたら、

“生きて判決を聞くことができない”可能性が十分に

あるのです。被爆者に残された時間は本当に少ない。

今の内に急いで可能な限りの救済措置をとることを、

全ての人々が願い、望んでいるのです。厚生労働省

の控訴は、非人道的としか言いようのない暴挙です。

強く抗議し、控訴を取り下げるよう運動していきます。 

尚、熊本地裁で敗訴した 3人の原告の内 2人は原

告側から控訴し、引き続き頑張っていくことになりまし

た。しかし、残る一人は「年齢と体力に問題があり、こ

れ以上闘うのは限界」と断念されました。こんな悔し

い、辛い思いをさせる厚労省の姿勢には本当に憤り

を感じます。 

 

■放射能被災全体に関わる国民的運動に 

３月の判決は全国で闘われているノーモア・ヒバク

シャ訴訟の一部です。これからも裁判は全国で続け

られていきます。当面、５月９日には大阪地裁第２民

事部で次の判決が言い渡されます。原告は２人です

が、２人とも既に他界されご家族が承継されている裁

判です。原爆症認定制度の抜本的改定のためにす

べての裁判で勝利するよう引き続き頑張っていき、ま

た原告のみなさんを応援していきたいと思います。 

厚生労働省の被爆者に対する仕打ちともいうべき
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態度の根本にあるのは、一言でいえば「放射能によ

る人体影響の軽視、無視」です。爆心地からの被爆

距離、被爆時間をできるだけ狭く、短く線引きして、そ

れを外れると一切を「影響ないもの」と否定する。残留

放射線、内部被曝の影響などはほとんど認めない。

被爆者の発症する疾患についてもガンなど特定の病

気以外は「放射線起因性は認められない」として切り

捨てる。このことは当然、原発事故被災、あらゆる放

射能被害に共通して適用されていくもので、原爆症

認定の結果、動向は大きな影響を持ちます。したが

って、原爆症認定をめぐる状況について、訴訟につ

いて、重大な関心を払い、注視し、被災者、被爆者

が正しい解決によって救済されていくよう、全国民的

な運動にしていく必要があります。 

 

■大阪地裁・熊本地裁の裁判結果 

裁判所  年齢 
被爆状況 

直爆／入市 
申請疾病 判決 

判決確定／控

訴 

大阪 Ａ 68歳 
直爆 3.4キロ 

翌日入市爆心地 
狭心症・糖尿病・高血圧症・高脂血症 勝訴 確定 

大阪 Ｂ 82歳 
 

8月 15日入市爆心地 
肝細胞ガン 勝訴 厚労省控訴 

大阪 Ｃ 74歳 
直爆 4.0㌔ 

翌日入市爆心地 
胃ガン・前立腺ガン 勝訴 確定 

大阪 Ｄ 84歳 直爆 1.1㌔ 骨髄異形成症候群 勝訴 確定 

熊本 ａ 86歳 
直爆 2.4㌔ 

当日入市 0.5㌔ 
甲状腺機能低下症 勝訴 確定 

熊本 ｂ 84歳 
直爆 3.2㌔ 

当日入市 1.8㌔ 
糖尿病・高血圧症・変形性脊椎症 敗訴 原告が控訴 

熊本 ｃ 83歳 
直爆 3.0㌔ 

2日後入市 1.3㌔ 
変形性脊椎症 敗訴 確定 

熊本 ｄ 76歳 
直爆 2.5㌔ 

当日黒い雨 
右背部熱傷瘢痕・高血圧性脳出血後遺症 勝訴 厚労省控訴 

熊本 ｅ 71歳 直爆 2.4㌔ 右足関節外果骨折・右下腿挫創後遺症・他 敗訴 原告が控訴 

熊本 ｆ 83歳 直爆 3.8㌔ 慢性腎不全 勝訴 厚労省控訴 

熊本 ｇ 84歳 直爆 2.4㌔ 再生不良性貧血・骨髄異形成症候群 勝訴 確定 

熊本 ｈ 70歳 直爆 2.0㌔ パセドウ病・甲状腺機能低下症 勝訴 厚労省控訴 
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放射能から私たちや子どもたちの健康を守っていくために！ 
 

 

放射能から私たちや子どもたちの健康を守っていくことは京都「被爆 2世・3世の会」の基本的な活動目的の

一つです。2013年度はこのことについて２度学習会も行なってきました。（２０１３年８月３日「原発・内部被曝問題

学習会」、２０１４年２月１９日「福島からの避難者・齋藤夕香さんのお話しを聞く」） これから、できるところから一

歩一歩、着実な実践を始めていきましょう。 

以下、会員・賛助会員のみなさんへの具体的な提案です。 

 

 

 

「原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会」に入会し、福島

から避難して国と東電を相手に訴訟しているみなさんを支援、

一緒に運動していきましょう。 

（入会の訴え  別紙） 

２０１４年２月７日／第１回口頭弁論後の報告集会→ 

 

  

 

大飯原発差止訴訟の原告になる、または傍聴参加をして、私た

ちの目前にある若狭湾・大飯原発の原発再稼動計画を葬りまし

ょう。 （原告の追加募集案内 別紙） 

←２０１４年２月１９日／第３回口頭弁論前のデモ行進 

 

 

 

二つの署名運動に参加し、一緒にとりくんでいきましょう。 

① 署名運動「Ｃｏｄｏｍｏ-Ｒｅｓｃｕｅ」 

 年間被曝線量許容基準を１ミリシーベルトに戻すこと、食品の安全基準をより厳しく

見直すことなど、主に子どもいのちと健康を守る施策を求める署名です。国と地方自

治体宛と２種類の署名運動が取り組まれています。署名用紙は別途紹介していきます。 

② 「どこでも誰にでも、放射能健診の実施を要求する」１００万人署名運動 

 希望する者全員に国と東電の責任で放射能健康診断を行なうこと、被災地からの避

難・移住者に対する医療を国と東電が無償で行なうこと、健康診断結を公開すること

を求める、１００万人を目標にした署名運動です。署名用紙は別ページ。運動の情報、

関連資料等は別途紹介していきます。 

1、原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 

２、大飯原発差止訴訟 

３、二つの署名運動 
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年会費は一口1，000円（複数口歓迎）です。 
 

9 月17 日、福島などから京都に避難している33世帯91 人の方が、国と東京電力に対する損害賠償 

を求めて、京都地方裁判所に提訴しました。 

この裁判の意義は、第1 に原発事故による放射能汚染による健康被害、とりわけ子どもの命と健 

康、未来を守るために、「避難という選択をしたのは正しかった」ことを社会的に明らかにし、すべ 

ての損害を東京電力と国に賠償させることです。 

第2 は、東京電力や国の加害責任を追及することです。東京電力は大地震と津波は想定外の事態であり、

原発事故は自然災害によるものとして自らの責任を回避し続けています。安全神話をふりまき、必要な安全

対策を意図的に先送りしたり、不作為であったことの責任を追及することです。 

第3 は、東京電力と国は、原発事故の発生以来、市民に正しい情報を伝えず、真相を明らかにしてい 

ません。この裁判は、福島原発と放射能汚染の状況について、原発事故当時はどうであったのか、そし 

て現在はどうなのか、そして未来はどうなるのか、その真相を余すところなく明らかにさせることにあ 

ります。 

私たちは、原告の思いと裁判への立ち上がりに答えて、原告団を支援する会を結成いたしました。支 

援する会では、次の取り組みを行っていきます。 

 原告団の闘いを支え、勝利するまでともに歩んでいきます。 

 裁判の意義をみんなで確認するために、弁護団と連携して訴状学習会を開催します。 

 原告団と連携して原告団交流会を開催します。原告団の団結作りを応援します。 

 裁判の意義を広げていくために、原告のお話会 

を京都府内各地で開催していきます。 

 裁判の傍聴と報告会に参加します。法廷を 

いっぱいにすることが必要です。 

 会員を拡大しカンパを募ります。原告団の 

活動を財政的に支えます。 

 

支援する会の年会費は一口1,000 円です。会員に 

は、支援する会ニュース（仮称）やメールで情報を 

お伝えします。経済状況が厳しい時ではありますが、 

みなさまのご支援を心からお願いします。 

原発賠償訴訟･京都原告団を支援する会 
〒612-8082 京都市伏見区両替町9 丁目254 北川コンサイスビル203 号 

Tel:070-5260-9870・Fax:0774-21-1798 

E-mail:shien_kyoto@yahoo.co.jp・Blog：http:// shienkyoto.exblog.jp/ 

 

入会を希望される方は、下記の郵便振替口 

座に年会費（一口1,000 円、複数口大歓迎） 

を振り込んでください。 

口座記号番号 00930-0-172794 

加入者名   原発賠償訴訟･京都原 

告団を支援する会 

（通信欄に、入会希望とご記入ください。 

メーリングリストへの登録を希望する方 

は、メールアドレスをご記入ください） 
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総理大臣 復興大臣 

厚生労働大臣 環境大臣 年  月  日 

どこでも誰にでも、放射能健診の実施を要求します 

【要求事項】 
１. 子どもでも成人でも、原発事故の放射能汚染による健康被害の不安を抱き、健康診断を希望する者全員に、国

と東京電力の責任で無償で放射能健康診断を行うこと。 

２. 子どもでも成人でも、原発事故の放射能汚染の被災地の住民と、被災地からの避難・移住者に対する医療を、

国と東京電力の責任で無償で行うこと。 

３. 原発事故による放射能汚染の被災地の住民と被災地からの避難・移住者に対して実施した健康診断の結果を、

本人に開示するとともに国民に公表すること。 

【要求の趣旨】 
福島県で「子ども７４人に甲状腺ガンまたはその強い疑い」と、病変が多発する異常事態が公表されました。原発・

放射能事故の恐怖の中で、国が繰り返した｢直ちに健康に影響は出ない｣の言葉を信じて耐えてきた人々の痛苦と後

悔は、どんなに深く大きいでしょう。2011年3月15日、原発の２度目の大爆発で、放射能が東京を含む関東一帯を強く

汚染しました。その時に避難した人も留まった人も被ばくし、また子どもを被ばくさせたことで自らを責め苦しむ人が、

どんなに多いことでしょう。 

放射能事故は加害者・国と東京電力による紛れもない人災、違法な公害事故です。しかし国は放射能による健康

被害を認めず、福島県の小児甲状腺ガンは放射能のせいではないと言い張り、避難住民に汚染地帯への帰還を迫

ります。いったいあと何人の被害者が出たら、国と東電は責任を認め、謝罪するのでしょうか。250ミリＳｖの放射線を浴

びた原発事故の労働者や原発の放水作業の消防士らは、今どうしているでしょうか。国も東京電力も報道機関も真実

を隠し、伝えません。 

チェルノブイリ事故は２７年経つ今も避難区域外の住民に健康被害をもたらします。そして被災地では国の責任で

健康診断が続けられています。福島原発は今も放射能を、空に海に放出し続けます。私たちも、日本中どこにいても、

放射能被ばくから逃れられません。しかし希望者全員に放射能健診を、そして被害者に医療補償を実施し、病気の

早期発見と治療で被害を防ぐことは可能です。 

私たちは被ばくした人々への、ふさわしい扱いを求めます。甲状腺ガンやその他の被曝の影響の見守りのため、血

液や尿、心電図検査などを求めます。そして何より、私たち被曝した者をモルモットでなく、人間として扱うことを求めま

す。そのためには情報の開示と公開が不可欠です。 

もう国が動くのを待ってはいられません。福島県近隣の市町村が独自に放射能健診を始めました。これは住民の共

通の要求です。国と東京電力が自らの責任を認め、要求を受け入れるよう求めます。 

 

名  前 住    所 

  

  

  

  

  

★取り扱い団体（                                                 ） 
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■被爆２世の会員勧誘の中で 

米重節男さん（向日市） 

被爆２世会員の勧誘について、Ｋさんと連絡が

取れました。ただ、残念ながら、ただ今は病気で

休んでいるとのことで、直接会うことができませ

んでした。電話での話では、お母さんは、広島文

理科大学の興南寮で東南アジアの留学生を世話

する寮母をされていたそうです。それで、永原先

生のことや、オマールさんのことなども良く知っ

ているとのことです。また、当時の留学生でその

後故国に帰って活躍されている人とも会ったこ

とがあるそうです。彼自身、広島で高校生の時に

平和ゼミナールで活動したとのことです。お母さ

んは新婦人の会員で、「木の葉のように焼かれて」

へも書かれていたとの話も伺いました。ただ、２

世の会には病気もあってすぐ入りますとはなら

ないようです。今後期待したいと思います。 

 

■定年退職しました。 

谷口公洋さん（城陽市） 

この３月末に定年退職して、やっと時間の都合

がつくようになりました。郷里に帰ったりします

が、これからは出来るだけ例会に出席させていた

だきます。総会も大丈夫だと思います。 

ただ今年度、朱雀高校定時制で講師をする事に

なり、うまくいかないときもあるかもしれません。

でもお手伝いできるようになりホッとしていま

す。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員から会員へ ＠ みなさんからのお便り紹介 

 

あなたも 

お便り下さい。 

被爆体験の継承は私たちの父母、祖父母からも 
 

 京都「被爆２世・３世の会」は昨年３月から、主に京都府下在住の被爆者のみなさんにご協

力をお願いして被爆体験の聞き取りと記録を行なってきました。これまでに１８人の方の体験

をまとめさせていただいています。すべて会報別冊で公開しています。 

 このとりくみを引き続き進めると共に、私たち「２世・３世の会」会員自身の父母、祖父母

の聞き取りも行なっていくことを提案しています。すでに他界されていてあらためて聞き取る

ことはできない人など様々な限界もありますが、可能な範囲でとりくみましょう。その結果は、

京都「被爆２世・３世の会」の被爆体験の継承の一つとして、可能な範囲で公開していきたい

と思います。 

 最初の事例として今号別冊で、鳥羽洋子さんのお母さん濱恭子さんの体験を紹介させていた

だきました。また、私たちの場合は、被爆者の体験に止まらず、そのもとで育った私たち２世・

３世の受けた影響、自分史の一部もあわせて綴っては、と提案しています。これは私たち「２

世・３世の会」会員でなければできない固有のテーマではないでしょうか。 
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長編ドキュメンタリー映画 

シロウオ 原発立地を断念させた町 

監督 かさこ 

紹介：木全満知子さん（和歌山県橋本市） 

「はしもと高齢者まちづくり会議」で『シロウオ』という映画

を観ました。徳島の住民が漁業をしたい！農業をしたい！とい

う。漁師さんは海が汚れても遠くへ行って漁ができるが、お百姓

さんはここでしかできない。原発に反対。しかし隣の和歌山が原

発に賛成したら、徳島がいくら反対しても何もならない。徳島は

和歌山にも反対するよう誘った。そんなに原発が良いものなら大 

阪や東京につくったら、と言ったら政府（国）から返事がなかった。反対する勇気に感動しました。

この土地を愛する気持ちを伝えることの大切さをあらためて必要と思いましたし、日本という国は

つくづく何をもちかけてくるか分らないなと思いました。しっかり見ないといけないし、みんなで

考えていく力を自分自身養いたいと思います。“戦争はいけない！”、これからも平和な世界のため

に言い続けていきたいと思います。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

木全さんから投稿いただいてこの映画の上映情報を探してみました。関西では、大阪・十三のシ

アターセブンで上映中とありました。但し４月２５日（金）まで。映画のオフィシャルサイトでは

自主上映会もよびかけられているようですから、京都でも鑑賞できる機会がきっとあるのではない

でしょうか。（平） 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

平凡社 

２，９４０円 

■大間原発、函館市が提訴  自治体で初、建設中止求める 

北海道函館市は３日、青森県大間町で建設中の大間原発について、事業者のＪパワー（電

源開発）と国を相手取り、建設差し止めを求める訴訟を東京地裁に起こした。原発差し止め

訴訟で自治体が原告になるのは初めて。訴状を提出した工藤寿樹市長は「危険だけを押しつ

けられて、（建設の同意手続きの対象外のため）発言権がない理不尽さを訴えたい」と語っ

た。函館市は津軽海峡を挟んで大間原発の対岸にあり、市域の一部は原発事故に備えた避難

の準備などが必要な３０キロ圏の防災対策の重点区域（ＵＰＺ）に入る 

 （朝日新聞 ２０１４年０４月０４日）  

scrapbook 

http://eiga.com/movie/79837/photo/
http://www.asahi.com/area/hokkaido/
http://www.asahi.com/area/hokkaido/
http://www.asahi.com/area/aomori/
http://www.asahi.com/area/aomori/
http://www.asahi.com/topics/word/大間原子力発電所.html
http://www.asahi.com/topics/word/電源開発.html
http://www.asahi.com/topics/word/電源開発.html
http://www.asahi.com/topics/word/東京地裁.html
http://www.asahi.com/topics/word/函館市.html
http://www.asahi.com/topics/word/津軽海峡.html
http://www.asahi.com/topics/word/大間原子力発電所.html
http://www.asahi.com/special/energy/
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■福島原発事故：被ばく線量を公表せず 

想定外の高い数値で  ◇内閣府のチーム、福島の３カ所 

東京電力福島第１原発事故に伴う避難指示の解除予定地域で昨年実施された個人線量計

による被ばく線量調査について、内閣府原子力被災者生活支援チームが当初予定していた結

果の公表を見送っていたことが２４日、分かった。関係者によると、当初の想定より高い数値が

出たため、住民の帰還を妨げかねないとの意見が強まったという。調査結果は、住民が通常屋

外にいる時間を短く見積もることなどで線量を低く推計し直され、近く福島県の関係自治体に

示す見込み。調査結果を隠したうえ、操作した疑いがあり、住民帰還を強引に促す手法が批判

を集めそうだ。 

毎日新聞は支援チームが昨年１１月に作成した公表用資料（現在も未公表）などを入手し

た。これらによると、新型の個人線量計による測定調査は、支援チームの要請を受けた日本原

子力研究開発機構（原子力機構）と放射線医学総合研究所（放医研）が昨年９月、田村市都

路（みやこじ）地区▽川内村▽飯舘村の３カ所（いずれも福島県内）で実施した。 

それぞれ数日間にわたって、学校や民家など建物の内外のほか、農地や山林などでアクリル

板の箱に個人線量計を設置するなどして線量を測定。データは昨年１０月半ば、支援チームに

提出された。一般的に被ばく線量は航空機モニタリングで測定する空間線量からの推計値が

使われており、支援チームはこれと比較するため、生活パターンを屋外８時間・屋内１６時間と

するなどの条件を合わせ、農業や林業など職業別に年間被ばく線量を推計した。 

関係者によると、支援チームは当初、福島県内の自治体が住民に配布した従来型の個人線

量計の数値が、航空機モニタリングに比べて大幅に低かったことに着目。 

関係省庁の担当者のほか、有識者や福島の地元関係者らが参加する原子力規制委員会の

「帰還に向けた安全・安心対策に関する検討チーム」が昨年９〜１１月に開いた会合で調査結

果を公表し、被ばく線量の低さを強調する方針だった。 

しかし、特に大半が１ミリシーベルト台になると想定していた川内村の推計値が２．６〜６．６ミリ

シーベルトと高かったため、関係者間で「インパクトが大きい」「自治体への十分な説明が必要」

などの意見が交わされ、検討チームでの公表を見送ったという。 

その後、原子力機構と放医研は支援チームの再要請を受けて、屋外８時間・屋内１６時間の

条件を変え、ＮＨＫの「２０１０年国民生活時間調査」に基づいて屋外時間を農業や林業なら１

日約６時間に短縮するなどして推計をやり直し、被ばく推計値を低く抑えた最終報告書を作

成、支援チームに今月提出した。支援チームは近く３市村に示す予定だという。 

支援チームの田村厚雄・担当参事官は、検討チームで公表するための文書を作成したこと

や、推計をやり直したことを認めた上で、「推計値が高かったから公表しなかったのではなく、生

活パターンの条件が実態に合っているか精査が必要だったからだ」と調査結果隠しを否定して

いる。 

これに対し、独協医科大の木村真三准教授（放射線衛生学）は「屋外８時間・屋内１６時間の

条件は一般的なもので、それを変えること自体がおかしい。自分たちの都合に合わせた数字い

じりとしか思えない」と指摘する。 

田村市都路地区や川内村東部は避難指示解除準備区域で、政府は４月１日に田村市都路

地区の避難指示を解除する。また川内村東部も来年度中の解除が見込まれている。【日野行

介】                                   （毎日新聞 ２０１４年０３月２５日）  
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■被爆者団体 解散相次ぐ 

広島や長崎で被爆した人たち

が、被爆体験を語り継ぎ平和を

訴えていこうと戦後、全国各地で

立ち上げた団体が被爆者の死

亡や高齢化で会員が減ったこと

を理由に、活動を止めるケース

が相次ぎ、この２年余りで３６の

団体が解散したことがＮＨＫの取

材でわかりました。 

ＮＨＫでは来年、広島と長崎に原爆が投下されて７０年になるのを前に、日本被団協＝日本原水

爆被害者団体協議会に入る全国４３の都道府県の団体に電話や書面で組織の現状を尋ね、このう

ち３９の団体から回答がありました。 

この中でおととしから２年あまりの間に市町村や地域にある被爆者団体が解散したケースが、ある

かどうかたずねたところ、広島や東京、福岡など、１７の都道府県が「ある」と回答し、これらの都道府

県であわせて３６の団体が解散したことがわかりました。 

解散の理由を聞いたところ会員の死亡や高齢化で活動が十分にできず次の世代の担い手も見つ

からないと訴えるケースが多かったほか体が動かず各地の学校を訪問して子どもたちに被爆体験を

伝える活動ができなくなっているという声も多く寄せられました。 

現在、日本被団協に入る団体はおよそ４００ありますが、解散した団体と同様の悩みを抱え活動

できていないところも多く被爆７０年という節目を前に今後どのように活動を支え、被爆の記憶を後

世に残していくかが大きな課題となっています。 

調査結果について、被爆者の平和運動や被爆体験の継承をテーマに研究している広島大学平

和科学研究センターの川野徳幸教授は「『核のない世界』を目指す平和運動の先頭に立ってきた

被爆者や団体が活動できなくなっている実態を示している」と述べました。 

その上で、「体験を語ってきた被爆者の思いを次の世代の私たちが理解し、平和を訴え続けて

いくのが広島や長崎の使命だと思う」と話していました。  

（２０１４年４月４日 ０８時５９分 ＮＨＫ） 

■一歩ずつ輪を広げよう 懇談会で話尽きず  石川友の会二世部会 

石川県原爆被災者友の会二世部会は３月１日、金沢市の城北病院研修室で懇談会を開きまし

た。会員５人と友の会役員４人が参加しました。 

「あちこちで二世の会を立ち上げたと宣言したら身近な方々が『私もそうだ』と名乗りを上げられ

驚いている」「被爆に関する新聞記事を図書館で読み、集めている。紹介したい記事がたくさんあ

る」「広島被爆の母に原爆症認定を強く勧めてからこの問題に関わるようになった」など、話は尽き

ません。時間切れでまたの機会としました。 

二世部会として、被爆体験を聞く機会の設定、ニュースの発行、学習会の開催、会費（５００円、

「被団協」新聞購読料とあわせて２０００円）などの方針を確認し、一歩ずつ輪を広げていこうと話し

合って散会しました。（世話人・池田治夫）               （２０１４年４月６日 被団協新聞） 
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行事カレンダー 
月 日 曜 行     事 

５ １ 木 メ―デ― 

 ２ 金 関電京都支店前アピール 

 ３ 土 
憲法記念日  ５.３憲法集会（１３時・円山音楽堂） 

「鄭周河」写真展開始～７月１９日まで（立命館大学国際平和ミュージアム） 

 ４ 日 みどりの日 

 ５ 月 こどもの日 

 ６ 火 ６・９行動 

 ７ 水  

 ８ 木  

 ９ 金 
ノーモア・ヒバクシャ訴訟判決（１１時・大阪地裁第２民事部） 

６・９行動                        関電京都支店前アピール 

 １０ 土 原発をなくす向日市民の会５月定例会（１０時・向日市寺戸公民館） 

 １１

も 

日  

 １２ 月  

 １３ 火 「ロベルト・ユンクの生涯」展開始～６月１日まで（立命館大学国際平和ミュージアム） 

 １４ 水 京都「被爆２世・３世の会」例会（19 時・ラボール京都） 

 １５ 木  

 １６ 金 関電京都支店前アピール 

 １７ 土 

２０１５年ＮＰＴ再検討会議へ代表を送る学習会（ラボール京都・１３時） 

第６回原発ゼロ・「京都アピール」講演会（京大法経本館・１４時） 

「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」第２回通常総会（東京） 

 １８ 日  

 １９ 月  

 ２０ 火  

 ２１ 水 大飯原発差止訴訟第４回口頭弁論（14 時・京都地裁） 

 ２２ 木  

 ２３ 金 関電京都支店前アピール 

 ２４ 土  

 ２５ 日  

 ２６ 月  

 ２７ 火  

 ２８ 水  

 ２９ 木 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（１１時３０分・大阪地裁第７民事部） 

 ３０ 金 関電京都支店前アピール 

 ３１ 土  

６ １ 日  

 2 月  

 


