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■１０月の例会は２３日（木）に開催。今回は都合の悪い人が多く出席者は１０人。この間の活動報告

などをした後、参加者それぞれの近況と情報交流、問題提起などを出し合いました。特に被爆２世の健

康問題、健康対策について質問、意見が集中し、熱心な話し合いになりました。このことについては、

さらに深めるために、必要な資料なども準備して、次回も中心議題にして話し合うことになりました。 

以下、みなさんの発言の要旨です。 

尚 →印は発言者に対する他の人からの質問や意見です。 

 

 

Ｙ・Ｓさん 

 町内の回覧版で同じ地域の被爆者（長崎で被

爆）のＫさんが亡くなられたことを知った。

原水爆被災者懇談会に聞くと懇談会への寄

付なども積極的にされていた方らしい。でも

被爆体験を語られた記録はないとのこと。被

爆体験の聞き取りをさせてもらっておけば

よかったと後悔した。 

 「核兵器の人道的影響に関する第３回国際

会議」に参加するため１２月５日から１週間

オーストリアのウィーンに行くことになっ

た。日本原水協の参加者募集への応募。費用

は自腹だけど。 

 すごい！報告に期待！ 

 ＮＨＫのＥＴＶ 特集「ヒロシマ 爆心地の原

子力平和利用博覧会」を観た。この平和博の

後にあった広島復興博の方は小学生の頃の

記憶にある。マジックハンドやソ連の人工衛

星など。平和記念資料館の被爆した人の人形

がとても怖くていつまでも恐怖心が無くな

らなかったものだ。平和博のことは知らなか

った。 

Ｙ・Ｔさん 

 私には年の離れた８６歳になる従姉妹があ

り、今度京都で会うことになった。彼女は広

島の爆心地近くで被爆し、瓦礫に埋まってし

まったところを辛うじてお祖母さんに助け

出された体験をしている。私は親から聞くこ

とのできなかった被爆体験を、この従姉妹と

豊中にいる叔母から聞かないといけないの

だけど、なかなか聞く気になれなくて。京都

の他の被爆者のみなさんからは体験を聞け

るのに、血縁関係者からは自分の気持ちの上

で聞こうという気持ちになれなかった。でも

今度は声をかけてみようかなあ、と思ってい

る。 

 被爆二世の健康診断は、二世個々人の健康対

策のために行なわれているのだけど、同時に

健診結果データは集約されて、疫学的データ

として活用されるよう運動していく必要が

あるのではないか。 

 京都府の話では各都道府県の二世健診

データはすべて厚生労働省に集約され

ているとのことだった。厚労省でそれが

被爆２世の健康問題・対策についてもっと話し合っていこう！ 

１０月２３日例会のレポート（抜粋） 
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どう扱われているのかは分らない。 

 疫学的データとしての活用は厚労省に

要求していかなければならない。 

 京都府独自でもそのデータを活かして

独自の施策はできると思うが。 

 広島・長崎の被爆二世に対する健康対策はし

っかりとは行なわれてこなかった。しかし、

広島・長崎の二世のデータは、福島の子供た

ちのためにも活かされなければならないの

ではないか。 

 厚労省の現在の公式見解は、放射線影響

研究所（放影研）の二世に対する疫学調

査の結果「二世以外の人たちと比較して

健康上の有意な差はない」に基づいて、

援護は必要ないとされている。しかし、

放影研の疫学調査方法には多くの人が

疑問を持ち、批判もしている。 

 問題はこうした事態に対して、全国の二

世の運動ができていないことにある。 

 かって被爆者のための活動を頑張っていた

頃、被爆者は自分の体がしんどい、病気が深

刻だから、という切実な要求から健康対策、

援護策を一生懸命求めて運動していたこと

を思い出す。京都府の被爆者に対する援護策

が充実したのもそうした運動の結果だ。そう

いうことと比較すると、今の二世の健康診断

の実態、二世が求めていることはどうも違う

ような気がする。データのための健診は望ま

れない。モルモットみたいで。 

 先程の放影研の調査報告でも、現時点で

は差はないとしているが、しかしこれか

ら生活習慣病の発生が高くなる年頃に

なってくると被爆二世に有意な差が生

じてくる可能性はある。そのためこれか

らも調査は継続しなければならない、と

している。我々被爆二世は今は健康な人

でも、これからの年代を考えると影響は

出てくる可能性はあり、そのことでも二

世の健康対策は当事者の問題、要求とし

て考える必要がある。 

 二世健診に対して、東京都と静岡県では

独自にがん検診が加えられていて、有用

な役割を果たしている。他の道府県でが

ん検診を受けようとするとかなりの費

用が必要となる。無料のがん検診実施は

私たち二世の基本的要求ではないか。 

 もう一つ。今「２世・３世の会」に集ま

っている人たちは比較的健康に恵まれ

ている人が多いが、そうではない二世の

人たちも多くいるはずで、そうした人に

目を向けていくことも必要ではないか。 

 さらに、福島の被災者の人たちに対して

政府は今、「２０ミリシーベルトは安全

だ」、「低線量被爆の危険性はない」とし

て帰還促進をはかろうとしている。その

際、広島・長崎の被爆二世にも影響は出

ていない、と主張している。福島の人た

ちのためにも広島・長崎の被爆二世の真

実の姿を示していくことは私たちの使

命となっている。 

 来年は被爆７０年。被爆一世が亡くなってい

ったら、二世・三世の存在も危うくなってい

く。日本被団協が政府に要求している「被爆

７０年には、全原爆被爆者と二世・三世を対

象とする実態調査を実施しろ」は時代に適っ

たものだ。 

 今日は重要な問題提起をされたと思う。

次回の例会ではこの問題をさらに掘り

下げて議論しよう。そのために必要な資

料も準備したい。 

Ｉ・Ｈさん 

 ９月２９日の京都市議会で代表質問をした。

被爆二世として質問した箇所をコピーして

きたので配布する。 

 一点目は、今年８月６日・９日広島、長崎で

被爆者と安倍首相が会談した際、被爆者が

「集団的自衛権の行使容認決定を撤回する

よう」求めたのに対し、首相は「見解の相違」

だと言って突っぱねたこと。私は万感の怒り

をもっと抗議し、市長に見解を求めた。市長

は逃げて、副市長に回答させた。行政の長が
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こうした問題に真正面から向き合おうとし

ないことに問題がある。 

 二つ目は原発対策のこと。今年は一台の原発

も動くことなく夏を過ごした。原発なしでも

やっていけることを国民感情としても持つ

ことができた。しかし原発は止まっていても

使用済み核燃料がある限り放射能事故の危

険性、可能性は続く。根拠のない３０キロ圏

内などに囚われず、放射能に汚染される最大

の可能性を前提に避難計画を策定すべきだ

と追究した。京都市は依然として３０キロ圏

にこだわっているが、「国のＵＰＺ外のプル

ーム通過時の防護措置の検討結果をうけ、市

の避難計画を見直す」という市長回答があっ

た。これは今後更に追究していく足掛かりに

なる。 

 門川市長はこれまで原発に対して、①その必

要性、②安全基準を満たしていること、③住

民合意の３点を判断基準だとしてきた。その

すべてが崩れてきている。それでも短期的に

は原発は必要だとの認識だ（中期的には脱原

発というがその時期はいい加減）。脱原発に

向けてハッキリとした態度のとれる市長が

必要だ。 

 京都市の防災課と話し合った際に、福島

の放射能汚染の例をあげて話すと、「３

０キロ圏内でいい」とは言えない状況に

なった。 

 原発関連でもう一つ。福島から京都も含

め全国に避難している人たちが１０数

万人になる。たくさんの問題がある中で、

住まいの保障は特に深刻で、重大な問題

だ。国の政策と基準、福島県からの要請

などもあるようだが、受け入れた自治体

で独自に対策を講じることが可能な余

地もあるらしい。その点でも行政に求め

ていくことが必要。 

 市会の委員会で、今年の夏の平和行進の際、

京都市は土日閉庁を理由に一人も挨拶に出

て来なかった問題をつめた。被爆者を馬鹿に

したこんな自治体は他にない。次からは改善

を検討するとの回答だった。 

Ｉ・Ｔさん 

 この間大山崎の町長選挙、町議選挙に走り回

っていた。原発の問題はなかなか争点になり

にくかった。「原発なくしたらあかん」、「原

発なくしてどうするんや、電気たりるんか」

といった意見も強かった。 

 １１月に、長岡京市の神足の学区で小浜まで

バスツアーに行くことにった。福井訴訟原告

団の代表の中嶌哲演さん（小浜市の住職）か

らお話しを聞く。４６人ほど参加する予定。 

 同じく１１月、長岡京市で映画「アオギリに

たくして」の上映会の準備もしている。 

Ｓ・Ｙさん 

 怪我をして入院と治療に３ヶ月もかかって

しまった。来週からは職場復帰する。 

 １１月８日～９日、地域の生協の平和の会で、

沖縄の現実について、矢ケ崎響さんを迎えて

の報告会をする。 

 私の家が門徒になっているお寺の住職が原

発問題にも関心のある人で、今度、福島から

避難している人の話を聞く会を持ちたいと

言っている。具体的になったら要請をする。 

Ｈ・Ｔさん 

 小学校に勤務していて今１年生の担当。最近

は夏休みもすごく短くなっていて実質３週

間ぐらいしかない。登校日もないし、子ども

たちに平和について話す機会がなくなって
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いる。５月３日の憲法記念日に校長は人権に

ついては話すけど、憲法の平和主義について

は何も語らない。それで、１２月８日（太平

洋戦争開戦日）には戦争の話、平和の話をし

ようと思っている。集団的自衛権のことがあ

って、子どもたちから「お母さんが最近恐い

と言っている。戦争になるかもしれないって」

と話してくる。子どもたちの方が世の中のこ

とによほど敏感だ。 

 学校現場は日々追いまくられている。なのに

今朝のテレビのニュースで３５人学級を４

０人学級に戻すかもと言っていた。今家庭の

貧困化が進み、親が子どもをみる時間も減っ

て、子どもたちは必死に生きているけど、イ

ジメなどの問題が出やすい情勢だ。そこに目

を向けずに財政問題からだけで言ってくる

のは許せない。欧米では１クラス１０人～１

０数人というのが当たり前だ。色々な手立て

を必要とする子どもたちが増えている中で、

これが４０人にされていくとどうなってい

くのか。日本は子どもたちの教育を後回し後

回しにする社会になってしまう。 

 ８月６日・９日の清水寺での６・９行動は、

台風の大雨の中でも原爆写真を掲示して行

なった。あの写真はすごくいい。子どもが親

に語りかけたりして、みんなが見ていく。最

近は清水寺の６・９行動にいろんな団体が参

加してきて、とりくみが広がってきている。 

Ｉ・Ｎさん 

 １０月５日に京都駅の自由通路で原爆パネ

ル展が行われていたらしい。主催が京都府原

爆被災者の会（京友会）だったとのことだが、

京友会のこと、京都原水爆被災者懇談会が創

立されていった経緯、歴史は必ずしも」「２

世の会」全員が正確に知っているわけではな

い。みんなの共通認識になるよう学習、説明

するようにしていった方がいいのでは。 

 私は左京区の「原発ゼロの会」に参加してい

て、毎月第２、第４木曜日は百万辺で街頭宣

伝している。今日は福井地裁判決のダイジェ

スト版の入ったチラシを配った。これも「２

世の会」の会報に掲載してはどうか。 

Ｉ・Ｙさん 

 「２世の会」会員のＭさんが今日ポーランド

に旅立った。ポーランドでの国際会議に参加

してアウシュビッツにも行って来るとのこ

と。Ｍさんは矢ケ崎馬先生と一緒に本の第２

弾の出版を検討されている。ＩＣＲＰの副責

任者が「福島エートス」を引っ張って「福島

に還ろう」などと呼びかけていて、このＩＣ

ＲＰの放射能基準をもう一度ハッキリとさ

せる必要があるためだ。 

 今日まで３日間だけど沖縄に行ってきた。今

帰ってきたところ。辺野古で座り込みをして、

名護、那覇に行って翁長さんの応援もしてき

た。沖縄でもう９０歳になるお祖母さんと話

していると悲惨な戦争体験をいろいろと聞

かされる。こうした生の声を聞くことが大切

だなあとつくづく思う。不屈館にも行ってき

た。沖縄で瀬長亀次郎さんは本当にヒーロー

だと実感する。 

Ｋ・Ｈさん 

 私は福島から京都へ避難している人たちの

「原発賠償・京都訴訟の原告を支援する会」

のスタッフをしている。避難者のお話しを聞

く会など積極的にとりくんでいきたい。 

 ＮＨＫのドキュメンタリー番組「ヒロシマの

山～葬られた内部被ばく調査」を観た。内部

被爆も、黒い雨も本当はきちっとは調べられ

ていないことが明らかにされた。放影研も揺

らいでいるような様子だった。 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会のお知らせ 

１１月１２日（水）１８：３０ 

ラボール京都４階 

第６会議室 
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集団的自衛権、原発再稼働… 

安倍内閣の暴走政治にノーの声を 

「京プラン」実施計画を中止し、 

市民のくらしを守る自治体本来の役割を果たせ 

京都「被爆２世・３世の会」会員 

井坂博文市会議員(北区)の９月２９日代表質問から 

 

 

 質問に入る前に先日の御嶽山の噴火事故と、台

風 11号及び８月の豪雨災害により亡＜なられた

方にお悔やみを申し上げますとともに被災され

たみなさんに心よりお見舞いを申し上げます。 

 

集団的自衛権行使容認の｢閣議決定｣撤回を 

 

今年８月、広島・長崎に原爆が投下をされて６

９年の夏を迎えました。広島での首相と被爆者の

会談では、被爆者代表が「集団的自衛権容認の閣

議決定は『安らかに眠ってください 過ちは繰り

返しませぬから』との記念碑の碑文の誓いを破リ、

過ちを繰り返すものである。撤回を求める」と語

り、長崎の平和祈念式典では、被爆者代表が首相

を前にして「閣議決定は憲法を踏みにじる暴挙だ」

と強く批判されました。この声に対して首相は

「見解の相違だ」といって突っぱねました。私は

被爆２世として怒りを込めて首相に抗議をし、集

団的自衛権容認の閣議決定の撤回を強く求める

ものであります。市長は、この被爆者の声をどう

受け止めましたか。お答えください。 

 

 

 

 

 

 

安倍政権は、国会での多数を背景に、あらゆる

分野で暴走しています。しかし、集団的自衛権、

消費税の大増税、原発の再稼働は、国民の５割か

ら６割が反対し、沖縄の米軍新基地建設は、８割

が反対しています。国民多数の声に真っ向から逆

らい、平和と民主主義、暮らしを壊す戦後最悪の

内閣であり、日本共産党はこの安倍内閣退陣を求

める国民的な大運動を強＜呼びかけるものであ

ります。 

 安倍政権の暴走の最たるものは、集団的自衛権

の問題です。７月１日、「閣議決定」を強行しま

した。「集団的自衛権の行使」とは、日本に対す

る武力攻撃がなくても、他国のために武力を行使

するものであり、政府がどうごまかしても「海外

で戦争する国」に乗り出すものであります。これ

までの「武力を行使しない」「戦闘地域には行か

ない」という歯止めを外して、自衛隊が戦闘地域

にまで行って軍事活動をおこなう。アメリカの戦

争のために日本の若者が血を流す。これが集団的

自衛権ではありませんか。 

私は、このような解釈改憲を一片の「閣議決定」

で行うことは絶対に認めるわけにはいきません。

「閣議決定」の撤回を強く求めるものであります。 

 市長にはその認識がありますか。閣議決定され

て以降の初めての質問であります。集団的自衛権

の行使容認に対して、政治家としてどのように考

えますか。 

 

 

 

 

 

 

（塚本副市長）今回の閣議決定は、国際社会

の平和と安定に積極的に貢献するため、従来

の政府見解における憲法解釈の基本的倫理の

枠内で行ったものと説明されている。 （塚本副市長）集団的自衛権の行使は、国民

の平和な暮らしに関わる問題である。政府に

は国民の声を受け止め、十分な説明責任を果

たして頂きたい。開連法案の審議は、慎重か

つ丁寧な議論が必要である。 
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原発再稼働に反対し、｢原発ゼロ｣の決断を 

 

私はこの問、毎週金曜日の関電京都支店前アピ

ール行動に参加し、大飯原発とおおい町に視察と

調査、奈良県吉野町の小水力発電、委員会で稚内

市の自然エネルギー施設を視察してまいりまし

た。 

 さて、日本にあるすべての原発が運転を停止し

１年が経っています。今年の夏は３・１１以降初

めて「原発稼働ゼロ」の夏となりましたが、電力

不足はとこにも起きていません。国民の運動と節

電努力の大きな成果です。しかし、停止中でも原

発の燃料プールには使用済みの燃料棒が依然と

して膨大な熱と放射能を発し続けています。「停

止しているから安全」ではありません。原発ゼロ

の政治決断と廃炉こそ最大の安全対策であり、逃

げるべきは住民ではなく原発のほうであります。

しかし現実に原発が存在する限りは、被害を可能

な限り少なくするための実効ある避難計画が必

要です。 

 放射能は時間と空間と自治体の境界をこえて

どこまでも広がります。通常の災害における避難

と違って、原発事故からの避難は、できるだけ早

く、遠くに逃げることが力ギであります。ところ

が京都市の避難計画は、３０キロを基準とする規

制庁の拡散シミュレーションに準ずるもので、３

０キロを超えると安全という根拠はどこにも示

されず、新たな「３０キロ圏外安全神話」以外の

何ものでもありません。市長は、今の避難計画が

不十分との認識がありますか。避難計画を見直し

て、実効ある計画を策定するよう求めます。 

 

 

 

 

 

 大飯原発３・４号機の運転差止め判決を下した

５月の福井地裁は、「再稼働の判断は原子力規制

委員会の新しい規制基準への適合性を基準とす

べきではない」「原発の安全技術及び設備は確た

る根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成

り立ちうる脆弱なものである」と断罪し、「生存

にかかわる人格権は憲法上の権利であり、我が国

の法制下においては、これを超える価値を他に見

出すことはできない」と明言しました。 

 続いて、８月の福島地裁は原発事故で、避難生

活中に自殺した女性に対して４，９００万円の損

害賠償の支払いを命じる判決を下しました。この

判決には、さすが東電も控訴できませんでした。 

 また川内原発について「適合している」との判

断を発表した規制委員会の委員長は直後に、「規

制基準を満たしたから安全とは言えない」と発言

しております。 

 市長にお聞きします。市長の言ってきた再稼働

の要件が崩れ去っているではありませんか。三度

の夏を原発なしで乗り切り、原発の必要性はもは

やありません。この問の司法判断と規制委員長発

言で原発の安全性や規制基準の妥当性は否定さ

れております。地元住民合意もありません。これ

までの原発再稼働に対する市長の姿勢を見直す

べきではありませんか。再稼働に対して明確に反

対し、「原発ゼロ」政治姿勢を明らかにするよう

求めます。市長お答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市長）地域内の情報伝達、要配慮者の支援

体制、避難経路等の見直しを重ね実効性ある

ものにしている。国のＵＰＺ外のプルーム通

過時の防護措置の検討結果をうけ、市の避難

計画を見直す。 

（市長）中期的には脱原発依存、短期的には

稼動性の必要性を明らかにし、万全の安全性

を確保したうえで、地域住民の理解を得るこ

とが必要である。 

 京祁市エネルギー政策推進戦略でも、原発

に依存しないエネルギー社会実現に全庁を上

げて取り組んでいく。 
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大飯原発差止京都訴訟 

第５回口頭弁論（２０１４年９月３０日）での 

原告・萩原ゆきみさんの意見陳述 要旨 

●萩原ゆきみさんは福島県郡山市から京都への避難者です。原発賠償京都訴訟の原告となりながら、同

時に大飯原発差止訴訟の原告にもなられています。９月３０日の第５回口頭弁論で原告を代表して意見

陳述されました。実際に福島で原発事故被害を体験し、今もとても厳しい避難生活を余儀なくされてい

るその実態を訴えられました。以下に陳述内容の要旨を紹介します。 

 

 

原告の萩原ゆきみと申します。 

私は、原発事故前、郡山市で、夫と６歳と９歳の

子供と４人で暮らしていました。３月１５日に、

子供二人と私の三人で大阪に避難し、 その約２

年後より夫と共に京都市内で、暮らしています。 

３月１２日に原発が爆発しライフラインが断た

れました。ラジオが原発の様子を漠然と伝えてい

ましたが、枝野官房長官は「直ちに健康に影響は

ありません」と繰り返すだけで、避難を勧告する

どころか、放射能の危険から身を守る術さえ教え

てくれませんでした。 

原発事故の後、残された人々は、食べ物と飲み物、

ガソリンを確保するために、外で、毎日、何時間

もスーパーや自衛隊の給水車の行列に並び続け

てしまいました。 

私は、次にいつ、食べ物や飲み物が手に入るかわ

からない恐怖に怯えました。一日にコップ一杯分

の水分しかとれず、食事もいつもの４分の１しか

摂れなかったからです。 

子供たちさえ、お腹半分しか食べられませんでし

た。 

１３日だったと思いますが、大阪の親戚から「原

発が危ないから避難した方がいい」と、言われま

した。しかし、夫婦共に全くピンときませんでし

た。 

それから私は、「おかしい」と思い始めました。

道路が寸断されたわけでもないのに物資が届か

ないの は、「福島が放射能で汚染され、怖くて

物資が届けられないんだ！？」「福島は見捨てら

れたのでは？！ このまま福島にいたら、餓死す

るかも？！放射能にやられてしまうかも？！」と

底知れぬ恐怖に怯えました。 

実際、４月に入ってしばらくするまで、物資は殆

ど手に入らなかった。しかし県外を一歩出ると売

っていた。と言うのです。 

１４日に、出先で「かなりの高い確率で一週間以

内に本震と同程度の地震が来る」と聞きました。

私は、この話が、真実であれば、原発は本当に危

ないのかも？「命が危ない！ 直ちに避難しなけ

れば！！」と思い、夫が避難できないなら私達３

人が福島を離れ、せめて夫の食糧を確保しなけれ

ば！と焦りました。 

そこで家まで走り続け、１０分で荷造りをし、着

の身着のままで、空港に行き、１０００人以上か
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と思われるキャンセル待ちをしました。「いつ大

量の放射能が入って来るのだろうか？！」と恐怖

に震えながら空港で眠れぬ一夜を明かし、翌日午

前の便に乗りました。 

大阪に着いてやっと安心して深呼吸をしました

が、ビオラの花を見たとたん、涙が溢れ続けまし

た。 

今でも、毎日のようにあらゆる所で福島を思い出

し胸が苦しくなります。町並みを見ても、山梔子

や金木犀の香りをかいでも、望郷の念はつのるば

かりです。 

私たちは、原発事故の９年前に、夢のマイホーム

を建てました。両家の両親と同居を夢見てアレル

ゲンを抑えた建材で造った思い出深い、愛しい家

を手放すのは身を切られるように辛かったです。 

夫は郡山の自宅から二本松の勤務先にバイクで

３０分かけて通勤していたので、被ばくが心配で

した。市民放射能測定所で、通勤に来ていたジャ

ンパーを測定してもらい衝撃を受けました。

629.45ベクレル/ｋｇの放射性核種で汚染されて

いました。 

この数値は、原発事故前であれば低レベル放射性

廃棄物の範疇です。広域処理により焼却する場合

でも焼却炉によって 240Bq/kg以下又は 480Bq/kg

以下のものしか焼却出来ません。 

これは空気が恐ろしく汚染されていたことを意

味しており、夫の 肺の中は、汚染され続けまし

た。何故なら、「肺や心臓に入った放射能は取れ

ない」と言われているからです。 

それから、我が家の庭の土は 370 kBq/㎡（5700 Bq 

/ ㎏）でした。これはチェルノブイリで言えば「移

住権利ゾーン《185～555 kBq / ㎡の汚染地》」

に入る汚染度です。（空間線量で言えば、5mSv/

年以上の所があり、移住義務ゾーンになります。） 

又、２０１２年の夏休みに私達３人は、震災後初

めて自宅に帰りました。 

乾いた布で埃とりをした日より５日間、上の子は

毎日鼻血を出し、下の子は３回、私は２回鼻血を

出しました。事故前も、事故後も出していなかっ

たし、京都に帰ってからも出しませんでした。 

そして、次の年の（２０１３年）４月に夫が避難

して来た直後に、また子供達が鼻血を出すように

なりました。 

放射線量を測ってみると私達母子だけが暮らし

ていただけの時は 0.07μSv 前後でしたが、それ

より上がって 0.08μSv 前後ありました。今の市

営住宅近くの道路は 0.03μSv 位です。 

荷物の大部分は処分してきましたが、夫と共に福

島の荷物が増えていたのです。 

それから１ヶ月位は子供達が毎日、鼻血を出して

いたのですが、出さなくなったので、線量を測っ

てみると、３人で暮らしていた時よりも線量が低

くなっていました。 

夫がマメに掃除、（除染）をしてくれたからだと

思います。 

しかし、それから１年６ヶ月が経った現在、子供

達がまた、鼻血を度々出します。この現実を認め

たくなくて放射線量を測っていませんでしたが、

この陳述をきっかけに家の中を測ってみるとや

はり放射線量が更に上がっていました。 

夫が来てから、親戚に預けていた福島からの荷物

を少しずつ持ってきたり、福島で使っていた車に

乗り降りしているせいかと思います。 

上の子が毎晩二段ベッドの上に上がると寝付く

までずっと咳をします。数字がドンドン上がって

いく線量計を見ながら、愛しい我が子が毎晩眠る

ベッドだというのに、私は息を止めていました。

線量計は 0.096μSv を示していました。誰か助け

て下さい！ 

外国製の線量計で測ったら、もっと高い値が出ま

す。 

鼻血や咳位なら良いのです。しかし、今後、「晩

発性の被曝症状が出てくるのかしれない」と思う
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と健康不安は底知れぬ恐怖となって襲ってきま

す。 

私たちの、この避難の経験から３点、申し上げま

す。 

① まず、「大飯原発で事故があった時にも、政

府が真実を伝えてくれるとは思えません」 

夫が買い出しに並んでいた頃、（後で知った

ことですが）郡山でも既に２０μSv/h の放射

性物質が降っていましたが、妊婦さんも赤ち

ゃんを背負ったお母さんも並んでしまいま

した。１５日の午後から夜にかけて、と、２

２日には放射性プルームが広がり、大量の放

射能が降りました。福島の人達はこれを無防

備に浴びさせられました。スピーディー（緊

急時迅速放射能影響予測ネットワークシス

テム）の結果も知らされませんでした。 

② 次に、策定されつつある避難計画は、被災地

と被災者の実態に全くそぐわないです。政府

の指示の下、整然と避難するよう想定されて

いるようです。 

しかし、被災地には生身の人間が暮らしてい

ます。食料、他の物資は届けられるのでしょ

うか？これらがないのに、指示があるまで屋

内に退避しておれと言うのでしょうか？ 

③ 最後に、避難区域が狭すぎると思います。 

避難区域は、５キロ、３０キロとされていま

す。しかし、大飯原発差止め福井判決は、半

径２５０キロの範囲に取り返しのつかない

被害が出ると言いました。次起きる原発事故

が福島原発事故程度に留まるとどうして言

えるのでしょうか。 

仮に福島の事故程度に留まるとしても、私た

ちが暮らしていた郡山市が福島原発から６

０キロの距離にあったことをご紹介するま

でもなく、被害範囲と避難の実態から、かけ

離れた計画だと思います。 

私は、このような余りにもいい加減過ぎる避

難計画で、原発周辺の住民に納得せよという

のは、酷すぎると思います。 

アメリカの西海岸の放射線量も福島原発事故後

は４万倍になりました。 

それなのに、日本の原発が一基でも再稼働する事

になれば、世界中の反感を買う事になるのではな

いでしょうか？ 

又、原発事故の影響は、同心円上に等しく拡がる

ものではなく、関東からの避難者に健康被害が出

ていると何度も聞いています。 

更に、空間線量の低い所でも、食べ物等を通して

放射能の影響で苦しむ人々がいます。私達母子は

郡山市に放射能が大量に飛ぶ前に福島を離れま

したが、それでも２０１１年の初夏より、数々の

酷い被曝症状に苦しんでいます。今も、症状がい

くらか出ています。 

私は体力が極端に無くなりました。それでも身体

にムチ打つように毎週金曜日関電前行動や各種

集会等へ数多く行っていました。それは単に、夫

を始め被災地に残った人々を思いながら、「見捨

てられて良い命があるはずがない！諦められる

筈がない！」と心に強く思ったからです。 

以上 

 

 

裁判終了後の報告集会 
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【人格権について】 

個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権

であるということができる。人格権は憲法上の権利であり、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、

我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。 

 

【２５０キロメートル圏内について】 

原子力委員会委員長が福島第一原発から２５０キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を

検討したのであって，チェルノブイリ事故の場合の住民の避難区域も同様の規模に及んでいる。‥･２５０キ

ロメートルという数字は緊急時に想定された数字にしかすぎないが，だからといってこの数字が直ちに過大

であると判断することはできないというべきである。…原告らのうち，大飯原発から２５０キロメートル圏

内に居住する者は，本件原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険があると認めら

れる。 

 

【原発の安全性について】 

原子力発電所に求められるべき安全性、信頼性は極めて高度なものでなければならず、万一の場合にも放射

性物質の危険から国民を守るべく万全の措置がとられなければならない。 

 

【原発の稼働について】 

原子力発電所の稼動は法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由に属するものであって、憲

法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである。 

 

【司法の役割について】 

原子力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかにな

ったといえる。本件訴訟においては、本件原発において、かような事態を招く具体的危険性が万が一でもあ

るのかが判断の対象とされるべきであり、福島原発事故の後において、この判断を避けることは裁判所に課

された最も重要な責務を放棄するに等しい。 

 

【地震動への対策について】 

大飯原発には（関電の想定による）１２６０ガルを超える地震は来ないとの確実な科学的根拠に基づく想定

は本来的に不可能である。…既往最大の震度は岩手宮城内陸地震における４０２２ガルであり…。…。１２

６０ガルを超える地震は大飯原発に到来する危険がある。…。この地震大国日本において、基準地震動を超

える地震が大飯原発に到来しないというのは根拠のない楽観的見通しにしかすぎない。 

 

【電気代について】 

被告は本件原発の稼動が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は、極めて多

数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、

その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。 

 

【国富について】 

コストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易

赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろし

て生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失である。 

 

【環境問題について】 

被告は、原子力発電所の稼動がＣ０２排出削減に資するもので環境面で優れている旨主張するが、原子力発

電所でひとたび深刻事故が起こった場合の環境汚染はすさまじいものであって、福島原発事故は我が国始ま

って以来最大の公害、環境汚染であることに照らすと、環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とするこ

とは甚だしい筋違いである。 

大飯原発 3、４号機運転差止請求事件 

福井地裁 2014 年５月 21 日 判決ハイライト（抜粋） 
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２０１４年日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協） 
全国都道府県代表者会議参加報告 

平 信行 

 

日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）は、広島・長崎の被爆者のみなさんの全国組織です。毎

年秋に全国の都道府県の代表が集まって会議が行われており、今年も１０月２０日（月）～２１日（火）

東京で開催されました。京都原水爆被災者懇談会及び京都「被爆２世・３世の会」は日本被団協の正式

メンバーではありませんが、オブザーバー出席をお願いし、傍聴参加してきました。 

 

今年の全国代表者会議で話し合われた主なテ

ーマは以下の３点です。各テーマごとに全国の

様々なとりくみが報告され、経験交流されました。 

① 被爆証言、慰霊のつどい、原爆展などのと

りくみをどうすすめるか 

② 日々の組織、運営、相談活動などの活動 

③ 国の償い実現に向けた活動 

 被爆者数は年々減少し被爆者健康手帳所持者

数の全国合計は遂に２０万人を下回りました。平

均年齢も７９歳を超えました。全国的に従来のよ

うな活動を継続することが難しくなっている中、

それでも様々に創意工夫したとりくみが行われ

ており、いくつもの例が報告されました。 

■多くの人々の協力で進める被爆の実相普及 

 被爆体験を継承していくとりくみでは、体験を

語れる被爆者が少なくなったこと、語る意思はあ

ってもそれを文章にすることが難しくなってい

ます。そのため、ビデオ撮影とＤＶＤ作成で、実

相普及していくとりくみが各地で広がっていま

す。また、とりくみを被爆者団体だけで行なうの

ではなく、地域の平和サークルや生協など多くの

人たちと協力して、さらには行政とも提携して進

められています。三重県の被爆者数は４５７人の

規模ですが、県内自治体との協力関係を大切に築

いてきた歴史があり、今では県内２９ある市町村

の内２７市町村で自治体主催の原爆展が年間７

２回も開催されるに至っています。埼玉県からの

報告では、学校などで原爆展や被爆体験を語る企

画をした際、以前は「良かった」だけの感想だっ

たが、最近は「自分も何か行動したい」と感想を

寄せる子どもたちが増えていて、時世の反映を感

じる、とのことでした。 

■来年被爆７０年の節目の年に 

 来年は被爆７０年です。節目の年にあたり各地

で記念事業が計画されています。被爆者だけの内

向きのとりくみではなく、多くの人々と共同して

とりくみ、広く社会にアピールしていこう、とい

う姿勢が特徴的です。特に学生や若い世代の人々

との共同と参加が強く求められていました。また、

自治体との友好な関係を築き、行政と提携した記

念行事を計画している地域も多くありました。愛

知県の報告は大変印象的でした。被爆７０年の記

念行事を戦後７０年の被爆者運動の頂点にして

いく構えで、一般市民・県民にも広く知らせて１

０００人規模の集会を行い、「もう疲れた、もう

終わりにしたい」などという被爆者もいるがそう

いう人たちに喜びと激励を与えていきたい、冊子

『原爆と人間』を各家庭に一冊づつ１５００部を

目標に普及していきたい、といった積極的な内容

でした。長崎県は７０年企画を２世の思いのこも
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ったものにしていきたいとして、そのため「二世

の会」が中心になって実行委員会を結成し、企

画・運営していく計画が報告されました。被爆者

にとって「７０年が最後の節目になるだろう」と

いう思いや、「いやいや８０年記念までがんばる」

と決意する人など、歴史と人生の重みを感じさせ

る意見交換、交流でした。 

■被爆者の減少と高齢化を乗り越えて 

 被爆者数の減少は各都道府県の被爆者団体の

役員、組織運営にも深刻な影響を与え、全国共通

の課題となっています。そうした事態を乗り越え

ていくためにも様々な努力が行われています。 

規模は小さくても工夫と決意をもってのぞめ

ば活動は推進できる、という具体的事例が報告さ

れました。秋田県は被爆者数わずか３０人ですが、

県内２９の市町村の内１５の市町村の議会で「被

爆者援護法改正意見書」が採択されています。秋

田県の被爆者団体が県内自治体との関係を一貫

して大切にしてきたこと、率直に粘り強く議会自

治体に訴え続けてきたことが要因だと紹介され

ました。同様のとりくみは岩手県でも１０自治体

で（岩手県は全国で唯一県議会も採択）、北海道

でも１０市町村で実現されています。本気でやれ

ばできる、という証です。 

被爆２世を地域被爆者団体の正式会員に迎え

入れたり、２世と共に活動しようとする地域が増

えています。２世が地域被爆者団体の役員や事務

局長に就任している例も増えてきています。しか

し、２世であれば誰でも自動的に被爆者運動の後

継者になる（なれる）ものではないため、２世の

ための学習会開催などいろいろな対策、苦労も行

なわれているようでした。 

東京都からの報告では被爆者からの相談内容

も近年は２世についての相談が大変多くなって

いるとのことでした。東京都は昨年被爆者実態調

査を行い、被爆１世の調査結果については今年報

告書が発行されています。さらに２世についての

調査結果を来年まとめて発表される予定です。 

 各地域の様々な団体・個人と協力しながら活動

を進めている事例はその他にもいくつも報告さ

れました。千葉県では民医連と原水協と被爆者団

体とが協力して、独自の被爆者健康診断を年４回

も行なっています。最近は２世健診も加えられて

いるようです。埼玉県の医療相談活動は「反核医

師の会」の協力で県内５ヵ所で行われています。

ケアマネも参加されるなど、医療だけでなく介護

の問題にも応えられるようにしています。 

■被爆者援護の実態とノーモア・ヒバクシャ訴訟 

 被爆者健康手帳の発行、原爆症認定など被爆者

援護制度についても実情が各地から報告されま

した。広島市では今日でも被爆者手帳の新規交付

申請が年間３００人にも及ぶそうですが、本人の

記憶が薄くなっている、すでに証人となる人がい

ない等で発行にこぎつけるのが大変困難になっ

ているとの報告でした。原爆症認定申請に対する

却下処分、原爆症認定の継続審査の状況など、厳

しくなっている実態も報告されました。私もオブ

ザーバー発言し、ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟

の現在の状況を報告し、裁判所に公正な判決を求

める署名の訴えを行いました。発言に応えて、年

明け１月３０日の大阪地裁の判決が迫っている

こと、２０１５年年明け最初の判決であることな

どから、全国がこの裁判に注目していることを示

すべきではないか、裁判所への要請と近畿の原告

と弁護団に激励を寄せるべきではないか、との意

見も出されました。 

■来年のＮＰＴ再検討会議に向けて 

会議の最後には来年のＮＰＴ（核不拡散防止条

約）再検討会議に向けたとりくみも話し合われま

した。核廃絶に向けた大きな流れを加速させ、核

廃絶を実現にしていくために、日本被団協として

も、各地被爆者団体としても積極的にとりくんで

いくことが提案されました。日本被団協は、期間

中国連内にて原爆パネル展を行なうこと、被団協

として５０人の代表団を派遣すること、それに相

応しい募金活動にとりくむことなどが確認され

ました。 

１０月２１日（火）の会議終了後、午後から厚

生労働省に対する要請行動、各政党と議員に対す

る要請行動が行われました。 
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京都「被爆２世・３世の会」会員 山根和代さんからの紹介（抜粋で掲載） 

 

「ベルタ・フォン・ズットナーとノーベル平和賞 

──オーストリア名女優のひとり芝居を中心に── 

立命館大学国際地域研究所「平和主義研究会」第３回研究会 

 

 

日 時 １１月１日（土）１３：００～１６：３０ 

会 場 立命館大学衣笠キャンパス 恒心館７３０教室 

 

第１部 １３：１０～１４：１０  ズットナーに関するひとり芝居（言語：英語と日本語） 

第２部 １４：３０～１５：３０ 

 「ベルタ・フォン・ズットナーの思想と行動──ノーベル平和賞誕生のひとつの背景」 

 糸井川修（愛知学院大学） 

第３部 １５：４０－１６：３０ 

 ２０１４年のノーベル平和賞について 君島東彦（立命館大学） 

司 会 山根和代（国際平和ミュージアム副館長）＆ 柳谷晃太（学生） 

共 催 立命館大学国際地域研究所「平和主義研究会」、立命館大学国際平和ミュージアム 

 附属平和研究所準備室 

協 力 オーストリア大使館／オーストリア文化フォーラム 

 

ひとり芝居『情熱に燃える魂』 
 

オーストリアの名女優、マクシー・ブラハは、２０１４年、一人芝居『平和のた

めに闘った情熱に燃える魂』でオーストリアの平和活動家にして作家である、ベル

タ・フォン・ズットナーを演じます。心揺さぶる生演奏に、英語はもちろん日本語

のナレーションもついて、観る者が、「真の平和とは何か」をダイレクトに感じとる

ことができる舞台となりました。 

ベルタが生きた 19 世紀末から 20 世紀初のヨーロッパ世界は、民族の対立や人間

の無慈悲が次々と明るみに出た時代でもありました。しかし、だからこそ希望と情

熱に満ちたベルタの誠実な生き方が際立ったともいえるでしょう。 

演劇の原作はスザンネ・F・ヴォルフ女史の筆になり、ベルタの波瀾万丈な生涯が細やかに表現され

ています。ベルタは、人生の局面に起こる出来事に真剣に向き合いながら、その狭間で自らの感情を見

つめ、時に揺れ動きながらも、一人の人間として女性として考察を深め、平和のため行動するようにな

ります。演劇『情熱に燃える魂』では、この原作の魅力に加え、科学的な調査研究に基づいて語られる

政治的なテーマと、ベルタ自身の愛のドラマが織り重なり表現されています。また、今の時代ならでは

の役者やクリエイターの豊かな創造性が余すところなく発揮された、他にない舞台となっています。 

彼女の没後 100 周年という記念すべき２０１４年という年に、ベルタの魂が演劇により、時を超えて

蘇ります。偉大なる人道主義を世界中に広め、平和を構築する大いなるチャンスです。 

初演はオーストリアの国会議事堂において、その後日本を含む全世界での公演が予定されています。 
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■＜ノーベル賞＞「平和賞」生んだ情熱の女性  

◇オーストリアの活動家 ベルタ・フォン・ズットナー 

ノーベル賞の発表が始まった。アルフレッド・ノーベルが賞の 

創設を遺言にしたためたことはよく知られているが、その一つを「平和 

賞」（１０日発表）とした陰には、彼に深い影響を与えた一人の女性の存在があった。 

ベルタ・フォン・ズットナー（１８４３～１９１４年）。没後１００年を記念して、その生涯を描く

一人芝居も上演される。 

ベルタは１９０５年に女性で初めてノーベル平和賞に選ばれたオーストリアの平和活動家で、作

家。日本での知名度は高くないが、オーストリア大使館文化担当公使のペーター・シュトーラーさ

んは「国ではユーロ導入前の紙幣に肖像が使われていたほど高名な人物です」と話す。 

ノーベルとの出会いは３０歳の頃。ダイナマイトの発明で巨万の富を築き、パリに豪邸を構えて

いたノーベルが新聞に秘書募集の広告を出し、ベルタが応じたのがきっかけだった。伯爵家に生ま

れ、没落はしたものの教養豊かで数カ国語に通じたベルタはノーベルを魅了した。だが、かつて恋

仲だったズットナー男爵家の子息から「君なしでは生きられない」との電報を受け取り、数カ月で

ノーベルの元を去る。「ノーベルはベルタに恋をしていたようです。残念ながら実りませんでした

が」。ベルタの生涯に詳しい立命館大学の山根和代准教授（平和学）はそう語る。 

それでも２人の友情は続いた。１８８６年、夫とパリを訪れた彼女をノーベルは歓待。この時、

ベルタは国際仲裁裁判所の実現を目指すロンドンの平和組織の存在を知って衝撃を受ける。帰国後、

組織の理念を広めるために小説「武器を捨てよ！」を執筆。伯爵家の娘が４度の戦争を経験し、２

人の夫を失う中で平和主義に目覚める物語で、１６言語に翻訳される大ベストセラーに。出版をき

っかけにベルタは平和運動に身を投じ、ノーベルに手紙を書き送っては資金援助を求めた。 

ノーベル自身は平和には抑止力も必要との考えだったため、時には批判的な意見を述べながらも、

１８９６年に死去するまでベルタの活動を支え続けた。「もし彼女がいなかったら、ノーベル平和賞

がつくられることはなかったでしょう」と山根准教授。 

欧州列強の軍備拡張が進む中、ベルタは国粋主義者や反ユダヤ主義者を敵に回し、アメリカや北

欧にも足を運んで大規模な戦争が訪れる危険性を叫び続けた。１９１１年に出版した小説では「雲

のある高い所からラジウムの放射線によって一瞬にして敵の全艦隊、軍隊、そしてすべての都市を

破壊するのは、簡単なことです」と核兵器の脅威を思わせる警告をしている。７１歳で世を去った

その１週間後、サラエボでオーストリア皇太子が暗殺され、第一次世界大戦へとなだれ込んでいく。 

ベルタの生涯をたどる一人芝居のタイトルは「情熱に燃える魂」。オーストリアの女優、マクシー・

ブラハさんが構想を練り自ら演じる。日本では２７日の東京・明治大駿河台キャンパスを皮切りに 

広島、兵庫、京都、愛知の５都府県（東京は２回）で上演される。 

（毎日新聞 ２０１４年１０月７日） 

scrapbook 

ベルタ・フォン・ズットナー 

オーストリア 平和活動家 作家 ノーベル平和賞受賞者 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141007-00000038-mai-soci
http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A7dPLVTdWzRUuw4ACDqDTwx.;_ylu=X3oDMTFucGI2N2NnBHBhdHQDcmljaARwb3MDNARwcm9wA2lzZWFyY2gEcXADBHNjA0NUREQEc2VjA3NjBHNsawNpbWc-/SIG=18l76q4fh/EXP=1412818333/**http:/image.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%BA%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC
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■黒い雨被害 集団提訴へ 被害者連絡協 代表者会議で決定 

広島県「黒い雨」原爆被害者の会連絡協議会（高野正明会長）は３日、臨時の代表者会議

を安芸太田町で開き、黒い雨被害に対する国の援護対象区域の拡大を求め、集団訴訟に取り

組むことを決めた。「行政に要請するだけでは政府を動かせず、新たな行動を起こす必要が

ある」と判断した。  

町内の集会所で５支部の代表たち約３０人が協議した。県や広島市が住民調査を基に現行

の約６倍へ援護区域を広げるよう求めたにもかかわらず、国が２０１２年７月に見送った経

緯を踏まえ、会の役員が「泣き寝入りはできない。健康被害を受けた事実を後世に残す意味

でも提訴したい」と提案した。異論はなく、出席者が拍手で承認した。  

黒い雨をめぐっては、国が指定した「第１種健康診断特例区域」（大雨地域）の住民たち

は無料健診の受診者証を交付され、特定の病気を患えば被爆者健康手帳に切り替えられる。

一方、小雨地域など区域外で雨に遭った人に援護はなく、同協議会が１３年度から訴訟を検

討していた。 

今後は支部ごとに説明会を開き、年内に原告２０人以上と支援者 

を募る。まず県や市に第１種健康診断受診者証の交付を集団申請し、 

却下後に提訴する方向で、詳細を詰めるという。 

高野会長は「被害をありのまま訴えても、国は『科学的根拠がな 

い』と切り捨てる。裁判に訴えるほかない」と強調した。 

（中國新聞 ２０１４年１０月４日） 

■永井隆記念館に「ゲン」色紙 中沢さん寄贈「平和願う思い一緒」 雲南 

長崎市で被爆し、被爆者救護に尽力した永井隆博士（１９０８～

５１年）の業績を伝える島根県雲南市三刀屋町の永井隆記念館に、

漫画「はだしのゲン」の作者中沢啓治さん（３９～２０１２年）の

サイン色紙が展示されている。 

色紙は、ゲンのイラストも描かれている。奥出雲町出身の税理士

唯山重夫さん（７１）＝広島市佐伯区＝が１１年５月、仕事を通じ

て知り合い２０年来の友人だった中沢さんに島根、広島両県の友好

の証しとして同館への寄贈を依頼。中沢さんは「広島も長崎も平和

を願う思いは一緒」と快諾したという。 

唯山さんが副会長を務める広島県間税会連合会を通して９月２０日、同館へ寄贈。「はだ

しのゲン」の並ぶ図書コーナーに展示された。 

同館の名原久雄館長は「ともに平和の大切さを発信した永井博士と中沢さんの思いを感じ

てほしい」と話している。 

（中國新聞 ２０１４年１０月１０日） 
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２０１４年 
被爆者をはげますクリスマス平和パーティー 

のお知らせ 
 

 

 

 

恒例の“被爆者をはげますクリスマス平和パー

ティー”が今年も催されます。 

このパーティーは今年５０回目を迎え、半世紀

に渡って被爆者を激励し、共に平和と核廃絶を願

ってきたイベントです。このパーティーに出席で

きることを頑張ってこれたことの証とし、出席で

きることを一年一年の生きる目標とされてきた被

爆者も少なくありません。 

被爆２世・３世のみなさんも是非ご出席ください。被爆者のみなさんと共に楽しいひと時を過ごし、

７０年に及ぶ歴史をふりかえり、新しい年への希望を語り合いましょう。 

詳細は後日・京都原水爆被災者懇談会会報『こんだんかい』および「２世・３世の会」会報次号でお

知らせします。 

福島原発事故 被災者支援政策の欺瞞  日高行介 著 

福島原発事故被災者の、特に自らの判断・選択で避難した自主避難の

人々の大きな依りどころであったはずの“子ども・被災者生活支援法”

（２０１２年６月２７日成立）は一体どうなっていったのか？苦難の続

く福島の人々を支えるはずの施策はどうされようとしているのか？

国・県の進めようとする“帰還”の実態は？ 

著者の前作『福島原発事故・県民健康管理調査の闇』（岩波新書）に

続く第二弾です。根底に流れるのは“棄民政策”と言っても過言ではな

い実態。ひとり福島原発事故被災者だけでなく、私たち被爆者、被爆二

世・三世にも、全国民にも深く関わり、問いかけられている問題です。 

（平 信行） 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

岩波新書 
７８０円＋税 

日時：１２月２３日（火）１３：００～１５：００ 

会場：ラボール京都 ２階大ホール 

http://www.iwanami.co.jp/cgi-bin/isearch?isbn=ISBN978-4-00-431505-6
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

１１ １ 土 
「ベルタ・フォン・ズットナ―とノーベル平和賞」（ひとり芝居上演と講演会） 

（１３時・立命館大学恒心館） 

 ２ 日  

 ３ 月 
文化の日 

１１・3 憲法集会 in 京都（１３時・円山野外音楽堂） 

 ４ 火  

 ５ 水  

 ６ 木 ６・９行動 

 ７ 金 関電京都支店前アピール 

 ８ 土 ストップ原発再稼動！京都集会（１６時３０分・キャンパスプラザ） 

  ９ 日 6・９行動 

 １０ 月  

 １１ 火  

 １２ 水 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 １３ 木 
核兵器廃絶京都アクション２０１５・スティーブンリーパーさん講演会 

（１８時３０分・龍谷大学響都ホール） 

 １４ 金 
原発賠償・京都訴訟第５回期日（１１時・京都地裁） 

関電京都支店前アピール 

 １５ 土  

 １６ 日 
沖縄知事選挙投票日 

（京都女性教研）森住卓さん講演会（１４時・市民交流プラザふくちやま） 

 １７ 月  

 １８ 火  

 １９ 水 蘇れジャーナリズム・浜矩子さん講演会（１３時３０分・キャンパスプラザ） 

 ２０ 木  

 ２１ 金 関電京都支店前アピール 

 ２２ 土 

（長岡京市９条の会）映画「アオギリにたくして」上映会 

（１０時３０分、１３時３０分・長岡京市中央公民館） 

原発なくす向日市民の会講演会「火山・自然災害と原発」（１０時・向日市寺戸公民館） 

 ２３ 日 勤労感謝の日 

 ２４ 月 振替休日 

 ２５ 火  

 ２６ 水  

 ２７ 木  

 ２８ 金 関電京都支店前アピール 

 ２９ 土  

 ３０ 日  

 


