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別冊

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 

ノーモア・ヒバクシャ訴訟(原爆症認定訴訟)今が正念場！ 平 信行さん ２ 

大飯原発運転差止訴訟（京都）１月２９日第６回口頭弁論から ７ 

会員紹介  矢ヶ崎響さん ９ 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 １０ 

会員から会員へ❁みなさんからのお便り紹介 １２ 

SCRAPBOOK／ 原爆症認定 法改正で解決図れ（朝日新聞） １３ 

 放影研に解析強化要求 被爆二世協 遺伝的な影響調査を（中國新聞） １３ 

 アラビア語版「ゲン」完成 エジプトの教授が翻訳（中國新聞） １４ 

行事カレンダー  １５ 

被爆体験の継承 ２７  父を探して十四歳の兄と 吉田廣子さん 

２０１５年度年次総会のお知らせ 
２０１５年４月１８日(土)１３時～１６時 ラボール京都第１会議室 
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ノーモア・ヒバクシャ訴訟（原爆症認定訴訟） 今が正念場！ 

国の「放射線被ばくについての見解」の誤りを正し、 

被爆者援護制度の改革、すべての被ばく者救護への道を！ 
平 信行（南区） 

 

 

■被爆者の願いを裏切る原爆症認定行政 

広島・長崎の被爆者を救済するための法律、被

爆者援護法があります（１９９４年成立）。被爆

者が長年の闘いと運動によって勝ち取ってきた

ものです。この法律に基づく被爆者援護制度の一

つに原爆症認定制度があります。被爆者が自分の

病気は原爆放射線が原因だと申請し、国（厚生労

働大臣）が認めれば経済的援助となる医療特別手

当が支給される制度です。 

しかしせっかくの援護制度であるにも関わら

ず、国は認定範囲を極めて狭く設定し、たくさん

の被爆者の申請を撥ねつけてきました。例えば１

０年前当時、認定被爆者は全国で約２，０００人、

全被爆者の１％にも満たない状況でした。被爆者

が申請した病気を、それは原爆放射線によるもの

ではない、他のことが原因だといって、国が頑
かたく

な

に拒否してきたのです。 

国が原爆症と認めないのは納得できない！原

爆放射線が原因ではないとするのは誤りだ！と、

被爆者は裁判に訴えて正しい判断を求めてきま

した。最初は被爆者が個人ごとに、そして２００

３年（平成１５年）からは全国の被爆者が集団と

なって裁判に訴えてきました。原爆症認定集団訴

訟と称されました。集団訴訟で原告となった被爆

者は全国で３０６人にもなりました。弁護士はも

ちろん、被爆医療に携わる医師、放射線や放射線

防護に関係してきた研究者もたくさん参加し、裁

判の証人として法廷に立つなど積極的な応援を

行なってきました。被爆者支援のネットワークも

全国で結成され、その輪は大きく広がり、被爆者

のみなさんを力強く励ましてきました。 

原爆症認定集団訴訟の結果、２００６年（平成

１８年）から２０１１年（平成２３年）までの期

間、全国の地裁・高裁で３０回の判決があり、そ

の内２９回の判決で被爆者の原爆症が認められ

ました。圧倒的な勝利でした。 

集団訴訟勝利の結果を受けて、２００９年（平

成２１年）８月６日、国と日本被爆者団体協議会

（被団協）・原告団・弁護団との間で「集団訴訟

の終結に関する確認書」が交わされました。自民

党・麻生内閣の時です。確認書の最大の要点は、

「厚生労働大臣と被団協・原告団・弁護団は、定

期協議の場を設け、今後、訴訟の場で争う必要の

ないよう、この定期協議の場を通じて解決を図る」

ことにありました。実質的に被爆者の訴えを認め

た和解合意に相当するものです。この確認書に基

づいて認定制度は抜本的に改革されていくもの

と被爆者はみんな期待しました。 

しかし、厚生労働省はその後、確認書の具体化

について誠実にことを進めることなく、反対に背

を向ける態度をとり続けてきました。約束された

定期協議は２００９年から今日まで４回しか開

催されていません。その間厚生労働大臣は６人も

交代するという有様で、定期協議の場で認定制度

について協議することは実質的に妨げられてき

ました。 

厚生労働省は集団訴訟の確認書締結前後から

２回の認定基準改定を行ないましたが、いずれも

小手先の目先を変えるだけの改定で、裁判所の判

決が示す方向での抜本的な改定ではありません

でした。 

認定制度の改善改革を求める運動と裁判結果

の積み重ねによって少しは認定される例は増え

ましたが、それでも今現在の認定者数は全国で約
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８０００人、全被爆者の４％にしか過ぎません。

被爆者がどんなに認定申請しても依然として多

くの人たちが却下処分される事態が今も続いて

います。 

このため被爆者は認定を得るためには再び裁

判に訴えるしかなく、あらためてノーモア・ヒバ

クシャ訴訟と名付けた訴訟運動を行なっていま

す。現在、全国７ヶ所の地裁、高裁で１００人を

超える人たちが原告となって裁判を闘っていま

す。 

日本は三権分立の国、国民と行政との間で争い

があった場合、最後は司法（裁判所）の判断に従

わなければならない。これが私たちが小学生の頃

から学んできた国を治める基本、ルールのはずで

す。原告となった被爆者は自身の原爆症認定を求

めるだけでなく、厚生労働省の認定行政・認定基

準をも司法によって改めることを願って裁判に

訴えました。そして裁判所は国の認定基準は誤り

であると判断したのです。 

争われた問題は行政が司法判断に従うことに

よって改められ、解決されなければならない。し

かし、この原則的な追求に対して厚生労働省は、

「判決は個々の被爆者の求めに応じた個別判断

である。個々の司法判断を一般化させて行政を変

えることは困難」というとんでもない理屈、暴論

でかわそうとしてきました。逃げてきたのです。 

被爆者は誰でも裁判に訴えられるわけではあ

りません。裁判には時間も体力も必要ですし、大

きなエネルギーが求められるため、実際に提訴で

きる人は一部に限られます。却下処分を受けて、

裁判できる人は認定され、裁判できない人は泣き

寝入りするしかない。こんな不条理な事態、とん

でもない不公平をもたらす状態が続いているの

です。 

 

■原発事故被災者への影響拡大を恐れる国 

原爆症認定制度の抜本的改定を求める闘いが

続く最中、２０１１年３月福島第一原発事故が発

生しました。原発安全神話が崩れ去り、日本中の

人々が放射能の恐怖にさらされました。国内５４

基の原発すべてが稼働停止になりました。福島、

東日本の人々への放射線による影響は深刻さを

増し、危険な状況が続いています。原発事故が明

らかにしたのは特に放射線による内部被ばくの

人体への影響、その危険性、重大性でした。そし

て広島・長崎の被爆者の原爆症についても、内部

被ばくの影響評価こそが最も中心的に問われて

いたのです。 

厚生労働省は福島第一原発事故以降の放射能

被害をめぐるこうした状況、特に内部被ばくに対

する国民的関心の高まり強まりを十分に意識し

た上で、２０１３年１２月６日、３度目の認定基

準改定を行いました。この改定でも実質的に認定

条件が改善されたわけではありません。新しい改

定の最大の特徴は、爆心地からの被爆距離、広

島・長崎の市内に入った日など、認定基準ライン

を徹底して具体的にし、線引きをしたことです。

そしてそのラインを１メートルでも、１日でも超

えるものは、今後原爆症とは一切認めない、とい

う強い姿勢でのぞむことを明らかにしました。 

国の強い姿勢は明らかに福島第一原発事故発

生が契機になっています。原爆症認定が原発事故

による放射線被害の評価に連動し、影響が拡大し

ていくことを恐れ、そのことに対処するための変

化でした。 

２０１３年１２月の３度目の基準改定以降、ノ

ーモア・ヒバクシャ訴訟は全国で４つの判決が行

２０１５年１月１５日 第４回厚労相との定期協議 
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われました。 

 ２０１４年３月９日／大阪地裁 

４人全員勝訴、国が１人を控訴 

 ２０１４年３月１８日／熊本地裁 

 ８人中５人が勝訴、国が３人を控訴 

 ２０１４年５月９日／大阪地裁 

２人全員勝訴、国が１人を控訴 

 ２０１５年１月３０日／大阪地裁 

７人中４人が勝訴、国が３人を控訴 

 ４つの裁判で合わせて１５人の原告（被爆者）

に勝訴判決（国の敗訴）が言い渡されましたが、

その内８人について厚生労働省は判決に従わず、

直ちに控訴手続きをとりました。「１メートルで

も、１日でも超えるものは一切認めない」という

強い姿勢を敢えて印象付けるために行なったよ

うな控訴でした。 

原告の被爆者はもともとの原爆症認定申請を

した日から数えると５年も６年もの歳月を費や

して、やっと裁判で認定を得るところまで到達し

たのです。この上さらに控訴されれば、これから

先何年かかるか分らない。被爆者は高齢です。

先々に不安を感じながらの日々であることを思

うと、如何に非情な控訴であるかと言わざるを得

ません。 

事実、控訴された原告の内２人は裁判の行なわ

れている途中で無念にも他界され、遺族が継承し

て裁判を続けられている方たちなのです。「国は

死者に対してまで控訴を行なうのか！」、「国は被

爆者が死に絶えるのを待っているのか！」という

悲痛な訴えが実感をもって響いてきます。 

 

■依然として内部被ばくの影響も否定する国の認

定基準 

厚生労働省の行なう原爆症認定基準はどのよ

うなものか。その内容は平成２６年（２０１４年）

６月に出された「認定審査方針の解説」に表され

ています。 

その中でまず「原子爆弾の放射線の基本的事項」

について以下のように記されています。（要約） 

 初期放射線量による被ばく線量は日米合

同で策定した線量推定方式（ＤＳ０２）を

使用。 

 原爆の爆発によって発生した放射線の届

いた範囲は広島は２.５ｋｍまで、長崎は３．

０ｋｍまで。 

 直接被爆した場合の被ばく放射線量は、１.

３ｋｍで１シーベルト、２．０ｋｍで１０

０ミリシーベルト、３．５ｋｍで１ミリシ

ーベルト。 

 外部ひばくと内部ひばくについて、被ばく

した線量が同じであれば、どちらも同程度

に危険で、内部ひばくが特段危険というわ

けではない。 

 これまでの専門家の調査によって認めら

れている内部被ばく線量は極めて小さい。 

 放射性降下物（黒い雨など）による被ばく

線量評価は、最も多くの放射性降下物が確

認されたのは長崎の西山地区で、原爆投下

当日から永久に滞在したとしても０．１２

ないし０．２４シーベルト程度。それ以外

の地域で健康に影響を及ぼすような放射

性降下物の存在は認められていない。 

次に「代表的な疾病の放射線起因性」について

以下のように記されています。（要約） 

 悪性腫瘍（固形がん）など・・・被ばく線

量に応じてリスクの増加があるとされて

いるが、１００ミリシーベルト以下ではリ

スクの増加は明らかでない。 

 白血病・・・悪性腫瘍と同じ 

 副甲状腺機能亢進症・・・悪性腫瘍と同じ 

 心筋梗塞・・・高い線量域での心筋梗塞と
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原爆放射線との関連性が報告されている

が、５００～１０００ミリシーベルト以下

の低い線量域では関連性は認められてい

ない。 

 甲状腺機能低下症・・・甲状腺被ばく線量

との間には、関連が認められていない。 

 慢性肝炎・肝硬変・・・５００ミリシーベ

ルト以下の低い線量域の解析では有意な

関連は認められていない。また低い線量で

肝炎・肝硬変が起きるとの国際的知見はな

い。 

 放射線白内障・・・少なくとも５００ミリ

シーベルトの放射線被ばくがなければ発

生しないと考えられている。 

これが厚生労働省の放射線被ばく及び疾病に

対する基本的考え方であり、裁判となった場合の

反論の柱とされているものです。端的に言えば、

初期放射線の届いた範囲は限定されている、残留

放射線も内部被爆も健康に影響を及ぼすほどの

ことはなかった、代表的な疾病の内非がん疾患

（心筋梗塞、甲状腺機能低下症、慢性肝炎・肝硬

変、白内障）には放射線影響のしきい値が存在す

る、ということになります。この基本的考え方の

上に、少しばかりの幅を持たせて原爆症認定基準

は設定されています。 

放射線被ばく及び疾病に対する基本的考え方

は、当然厚生労働省だけでなく、環境省も、経済

産業省も、復興庁も、関係するすべての国の機関

が共通して持つ見解となります。 

 

■被爆体験・闘病体験こそ被爆者の訴えの原点 

被爆者は、放射線のことやそれが人体に及ぼす

影響についての科学的な知識を持ったり理解を

深めて原爆症認定申請してきたわけではありま

せん。原点は自分の生身の身体を襲った過酷な被

爆体験と、苦闘してきた闘病体験です。原爆投下

直後の焦土を彷徨い、激しい急性症状に襲われた

体験は、よくぞ今日まで生き延びて来れたと思う

ほどです。同じ所で一緒に被爆した親兄弟、友だ

ちたちがみんな、明らかに原爆症と思われる症状

で先に逝ってしまった例もたくさんあります。

「今度は自分が・・」と思わざるを得ないのです。 

原爆症認定を訴えるほとんどの被爆者が実は

たくさんの病気を複合的に発症しています。認定

申請はその中の代表的な疾病一つに絞って申請

しているのです。自らの命を削るようにして生き

てきたこの身体だから、だから“私の病気は原爆

放射線が原因だ”と確信をもって申請し訴えてい

るのです。 

「あなたの被ばく線量は○○シーベルトだ。そ

の程度の線量ではそのような病気は発症しない」

などと言われてどうして納得できるでしょうか。 

申請を却下されるということは放射線の影響

を否定されることであり、被爆者にとっては病気

と苦闘し必死に乗り越えようとしてきた人生そ

のものを否定されるに等しいことです。 

そもそも７０年も前の個人の被ばく線量をど

うして具体的に示すことなどできるのでしょう

か。そして人間の病気は多くの要因が複合的に作

用して発症するものなのに、７０年間様々に受け

てきた生活環境、発症要因もある中で、どうして

放射線被ばくだけは影響していないと断定でき

るのでしょうか。 

現行認定制度は被爆者の被ばくの実態からあ

まりにもかけ離れたものになっています。 

 

■裁判所が示してきた司法判断の枠組み 

原爆症認定集団訴訟以来、全国の裁判所は判決

に際しての基本、判断の枠組みを明快に示してき

ました。実際の判決文要旨から一部を抜粋すると

次の通りです。 

 人間の身体に疾病等が生じた場合に、その発

症に至る過程においては、多くの要因が複合

的に関連しているのが通常であり、特定の要

因から当該疾病等の発症に至った機序を逐

一説明することは困難が伴う。殊に、放射線

に起因する病気等は、放射線に起因すること

によって特異な症状を呈するものではなく、

その症状は放射線に起因しない場合と同様

であり、また、放射線が人体に影響を与える

機序は科学的にその詳細が解明されている

ものではなく、長年月にわたる調査にもかか
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わらず、放射線と疾病等との関係についての

知見は、統計学的、疫学的解析らよる有意性

の確認など、限られたものにとどまっており、

これらの科学的知見にも一定の限界が存す

る。 

 新審査の方針の下での線量評価体系（ＤＳ０

２）等に基づく被曝線量の算定方法は、科学

的合理性を肯定することができるものの、シ

ュミレーションに基づく推定値であること

や測定精度の問題等から一定の限界が存す

ることに十分留意する必要がある上、特に誘

導放射線及び放射性降下物による放射線に

ついては、内部被曝の影響を考慮していない

点を含め、地理的範囲及び線量評価の両方に

おいて過小となっている疑いがあるといわ

ざるを得ない。ＤＳ０２等により算定される

被曝線量は、飽くまでも一応の目安にとどめ

るのが相当であり、被爆者の被曝線量を評価

するに当たっては、当該被爆者の被爆状況、

被爆後の行動、活動内容等、被爆後に生じた

症状等に照らし、様々な形態での外部被曝及

び内部被曝の可能性がないかどうかを十分

に検討する必要があるというべきである。 

そして非がん疾患を含む各疾病と放射線被曝

との関連性を、低線量域も含めて肯定してきまし

た。しきい値はないと判断してきたのです。 

 

■被爆者の命あるうちに抜本改革を 

全国の被爆者の平均年齢は７９．４歳。被爆者

は実感を込めて「私たちの命ある内に原爆症認定

制度の抜本改革を」と訴えています。被爆者の全

国組織である日本被団協は現在の認定制度は実

態としてすでに破綻しているとし、現行制度廃止

の上で新しい制度を創設するよう提言していま

す。その内容は、①全ての被爆者健康手帳所持者

に「被爆者手当」を支給する、②障害の度合いに

応じて３つの加算区分を設定、③加算対象疾病は

判決等でこれまでの放射線の影響が認められて

いるものとする、です。 

本来、被爆者健康手帳が交付されていること自

体被爆者は全員放射線を被爆していると認めて

いるわけです。７０年前の個人毎の被曝線量、体

への影響度合いなど正確に明らかにすることな

ど不可能なことです。被爆の実態からかけ離れた

基準で被爆者を切り捨てるのではなく、現実に基

づいた対応ですべての被爆者を救済しようとす

る被団協の提言は極めて合理的なものです。 

認定制度の抜本改革を実現していくために、日

本被団協の提言を実現していくためにも、今闘わ

れているノーモア・ヒバクシャ訴訟を完全勝利し

ていくことがとても重要になっています。 

認定制度の改革は放射線被ばくについての国

の見解の誤りを正すことでもあります。それは原

発事故被災者の救済・救護につながります。さら

には核兵器も、原発も含めて、核エネルギーに関

わる政策全体にも影響していくことになります。 

関西では、近畿エリアの被爆者が一体となって

闘っていくためにノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟

と称して、大阪地裁・高裁に集中してとりくんで

います。現在大阪地裁で１１人、高裁で８人の原

告が係争中です。京都在住の被爆者も４人含まれ

ています。安倍政権の下、強権的ともいえる国の

認定行政、訴訟態度を打ち破っていく運動は、今

が正念場、節目を迎えています。二世・三世のみ

なさんも、可能な限り裁判の傍聴に駆けつけるな

ど、支援の輪に参加されるよう訴えます。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟 当面の日程 

3月 10日(火) 11時 30分 大阪地裁第 7民事部 

3月 11日(水) 11時       大阪地裁第 2民事部 

4月 16日(木) 13時 30分 大阪高裁第 6民事部
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大飯原発運転差止訴訟（京都）１月２９日（木）◆第６回口頭弁論から 

避難計画が現実に機能することはあり得ない 

原告・三澤正之（舞鶴市在住）さんの意見陳述（要旨） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、福島へボランティア支援に行った一昨年、

震災当時のまま店の前には商品が放置されたま

ま、倒壊したまま放置された家屋、そして、草に

覆われたままの田畑、信号機だけが点滅する、人

の気配も感じられない、まさに死の街を目の当た

りにしました。立入禁止区域から仮設住宅に避難

している方の話を聞くことが出来ました。その方

は被災後、４～５回も避難場所を転々とされ、や

っとの思いで今の仮設住宅にたどり着くことが

できたとのこと。話を聞く中で、一番感じたこと

は、放射能汚染で自分の家に戻れない、それに何

よりも、田や畑で耕作できないこと、原発事故で

職場がなくなったことで命の糧となる生活基盤

を失った悔しさと無念さを語られたとき、私は胸

を強く締め付けられる思いをしました。そして、

いつ戻ることができるかも分からない将来への

不安を思いやるとき、再び、原発事故で故郷や生

活基盤を奪われる人が出ないように、そのために

も、原発再稼働をさせてはいけない、原発を無く

してきたい、その思いを聞いていただきたくて、

ここに立たせて頂きました。 

 

私の家族は、かわいい孫を含め、８人家族です。

高浜原発から１５キロ、舞鶴湾を臨むところに住

んでいます。舞鶴は、高浜原発からも大飯原発か

らも、３０キロ圏内にほとんどが入り、８８,７

８７人が避難対象者となっています。一旦、原発

事故が起きたら、無事避難できるか、とても心配

です。市民からは、「ヨウ素剤まで配って、再稼

働せなあかんのか。」との声が聞かれます。 

舞鶴市の避難計画を診ても、大枠は書かれてい

ますが、まだまだ決まっていないことが多く、ど

こに避難したら良いのか分からない状況です。事

故の際の「避難等に関する情報伝達」についても

テレビ・ラジオ・広報車・有線放送などあらゆる

手段を使うとされていますが、住民の問い合わせ

る根本となる専用電話（現在は、舞鶴市企画管理

部危機管理室危機管理防災課０７７３－６３－

１０８９）を備えた窓口の設置、人員配置を行う

としていますが、体制は具体化していません。一

斉に市の代表電話にかかってくれば、対応できな

いでしょう。 

また、避難先についても、南方面（京都府内）、

西方面（阪神方面）の地域は公表されていますが、

実際にどこに逃げたら良いのか、受け入れ施設も、

まだ公表されておらず、どこを目指して行ったら

いいのか分かりません。西方面の施設はほぼ決ま

っており、南方面の受け入れ施設は、まだ検討中

で公表できないとのことです。 

要支援者、病院、学校、園児については、「各

施設、管理者が定める避難計画に基づき」となっ

ていますが、決まっていません。「今後、京都府

などで作成されるひな形に基づいて」となってい

るとか。私の家族の例を考えてみても、私は綾部

に勤務しており、大人はそれぞれ職場におり、事

故が起きれば、こどもを学校に迎えに行くのか、

学校単位で避難してくれるのか判らず、本当に孫

たちが無事避難できる保障がありません。 

避難手段として、バス・乗用車となっています

が、避難時集合場所が自治会ごとに定められてい

ますが、多いところは、４０００名を超えていま

す。倉橋小・新舞鶴小・倉橋第二小・青葉中など

です。しかし、集まった市民を無事避難させる方
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法については全く展望が見えてきません。今、示

されていることは、資料では、舞鶴市内における

「協力に関する協定締結事業者一覧」のバス７１

台、ワゴン２台、タクシー１２１台の計３５００

人のみです。このような状況で、避難場所に集ま

った人々を避難させることは困難です。 

 

京都府のホームページの「避難時間シミュレー

ション」では 

(１） ＰＡＺ圏内においては避難指示から直ちに

避難が始まり、１時間以内に圏内のすべて

の住民が避難開始。全ての住民が避難完了

まで、６時間１０分～８時間とされていま

す。 

(２） ５～１０㎞圏については「ＰＡＺ避難開始

から２０時間後に避難開始（屋内退避）」

とされ、「発電所からの距離に応じて、自

治会単位で避難時集結場所に集結し、避難

する」、１０～２０㎞圏、２０～３０㎞圏

はそれぞれ前の圏の避難者が９０％、ＵＰ

Ｚを離脱した時点で避難開始となっており、

避難完了まで１５時間１０分～２９時間２

０分とされています。 

 

このシミュレーションは、 

1. 大混乱の中で、発電所からの距離で区切っ

た段階的退避、時間差退避は実効性がある

とは思えません。 

2. 一旦、過酷事故があった場合、約１９分で

メルトダウン、約９０分で圧力容器に穴が

空き、格納容器から放射性物質漏洩が始ま

ります。この進行に対して逃げるのが間に

合いません。 

3. 地震、津波、積雪の想定もしていません。

国道２７号線は海抜の低いところを通り、

高速道路もこの間の大雨で度々通行止めと

なっています。福島県では避難は地獄絵を

見るようだったと言われましたが、複合災

害となれば、舞鶴は一層の大混乱に陥るこ

とが考えられます。 

4. 避難手段として、バス利用１３５０台（う

ち６００台がＵＰＺ内をピストン輸送）と

されていますが、福島県浪江町の馬場町長

さんの話でも、避難に貸切バスを確保した

が、放射能汚染区域には運転手さんが入っ

てこなかった。運行管理者も入れなかった。

外からバスは入ってこないと考えて、想定

外の想定外の事態が起こる。実現性は難し

い。と言われていました。 

 

これらの不安は直近に行われた舞鶴市職労の

市民アンケートでも 

1.  高浜・大飯原発の再稼働に賛成２０％に対

し、反対６３％ 

2.  避難方法について、知っている３４％、知

らない６３％ 

3.  避難計画がじっさいに機能すると思うか

に対し、機能する・ある程度機能する１７％、

機能しない、あまり機能しない６９％とな

っており、舞鶴市民への原発への思いがこ

こに示されています。 

 

これらのことからも避難計画が、現実に機能す

るとは、とても思えません。まして複合災害とな

れば、さらなる大混乱が考えられます。また、福

島第一原発の原因究明が行われず、今なお事故が

収束せず、福島県で１２万人が避難している福島

の現実を見れば、一旦事故が起きれば、いつ戻れ

るのか分からず、戻れたとしても子どもの事を考

えると一緒に住めるかどうか、そして、生活基盤

は失われ、仕事がなくなったとき家のローンは、

これからの生活はと考えると不安は山ほどあり

ます。そのためにも、再稼働はせず、原発そのも

のをなくすことが、一番だと思います。原発の再

稼働を容認する人に「全ての生活が失われる覚悟

があなたにありますか」と問いたいとの言葉は重

く感じられます。 

大きな力で、利権のための再稼働が間近に迫っ

てきています。いのちとくらしを守り、ふるさと

で家族ともども安心して暮らせるよう、私たち庶

民は世論と運動で、そして、憲法１３条・幸福追

求権、２５条・生存権、２９条財産権などをはじ

め、法律・条例で守られる以外にありません。 

賢明なる判断をお願い致します。 

以 上 
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両親の思いをしっかり受け継いで 

矢ヶ崎響 さん 

 

２０１５年の新年会で入会しました、矢ケ崎

響と申します。よろしくお願いします。 

自己紹介を、という事ですが、被曝二世・三

世の会なので、まずは母の事を、そして後半に

私の事を書きたいと思います。 

私の母は、広島で一番若い被爆者でした。１

９４６年の５月３１日生まれまでは「体内被 

曝」で被爆者手帳が与えられ、その翌日からは「被爆二世」となるのですが、母は５月３１日生まれ

でした。 

母は広島の能美島出身です。原爆が落ちた翌日、祖母は親戚を心配して広島市内に入り、被曝しま

した。祖母は被爆から３０年近くたってから、私の両親が結婚した直後に、洗面器に大量の血を吐い

てなくなったと聞いております。燃やした後の骨もボロボロで、被爆者特有の死に方だったそうです。

母から聞く話では祖母は体が弱く、疲れて寝ていることが多かったそうです。「あれはぶらぶら病だ

ったんじゃないか」と母は言っていましたが。 

その後両親は復帰直後の沖縄に移住し、そこで私は産まれました。母は、沖縄の基地闘争を本土に

伝える新聞記者をした後、日本共産党の沖縄県委員会で仕事をしていました。退職後には「生活と健

康を守る会」の沖縄支部を立ち上げ、その直後に東日本大震災が起こり、沖縄に避難してきた移住者

を支える活動に奔走していました。 

「沖縄に住む被爆者として、戦争につながる米軍基地は絶対に許さない」、「一番若い被爆者として、

１００歳まで生きて核兵器の恐ろしさを伝える活動を最後までするんだ」と言って様々な草の根の活

動に走り回っていた母は、とても元気だったのですが、２年前に突然、心臓発作で亡くなってしまい

ました。両親の友人の古希のお祝いの会で、「一人一人が大切にされる社会を作り上げるために、一

緒に力を合わせましょう」とスピーチをした直後に倒れてしまいました。母らしい、最期まで全力で

平和を呼びかけた死に方だったと思います。 

父は今、内部被曝のメカニズムと危険性、それをずっと意図的に隠して過小評価してきたＩＣＲＰ

の被曝評価体系のごまかしを暴く仕事をしています。父の仕事の原動力も、祖母の死と母の思いにあ

るんじゃないかと思っています。 

さて、私自身の話ですが…。 

そんな両親のもとで沖縄に生まれ育って、京都に出てきて、いろいろ紆余曲折があった後、今は「が

じゅまる教室」という遅れのある子の算数教室をしています。知的障がいがあっても、音楽やスポー

ツを楽しむように算数も楽しむ事ができる、をコンセプトにした教室です。障がいがあってもなくて

も、子どもは成長することが大好きで、その子にぴったり合った教材や課題を与えると自分から生き

生きと学んでいきます。そんな姿が見れるのは幸せだなあ、と思いながら毎日楽しく仕事をしていま 

母と私 
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本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

アメリカの卑劣な戦争（上）（下） 柏書房：（上・下とも）２７００円（税込） 

紹介：石角敏明さん（長岡京市） 

 

「イスラム国」による、日本人人質事件は大変残念というか、悲惨な結

果になりましたが、アルカーイダ・「イスラム国」が、発生というかこのよ

うな組織ができたのは、アメリカが主導した「イラク戦争」に行きつく、

と言われはじめている。 

あの「イラク戦争」は、大量破壊兵器をイラクが持っている、あるいは

「アルカ―イダ」と繋がりがある、という口実で始められたが、実際はそ

んな事実は無く、泥沼の紛争に堕ちいり撤退を余儀なくされたはずである。 

そしてその戦争を批判し、当選したのが「オバマ大統領」であるが、その大統領が、前大統領が

密かに推し進めてきた、あまり表に出てこない戦争を、推し進めてきた。これを取り上げた本が「ア

メリカの卑劣な戦争（上）（下）」である。      

ここには、アメリカが「罪のない人」達を暗殺・虐殺し、そして、いかに「反アメリカ」に追い

やるかという事実が、記載されている。ブッシュ・オバマ２人の大統領の基で行われている特殊な

戦争・人殺しが「パキスタン」「イエメン」「ソマリア」の３ヶ国を取り上げて書かれている。裁判

なしで「人」を殺し、関係ない人を殺しても「謝罪」もしない現実。そして事実を決して認めず、

政府の都合の良いように解釈し説明するかを述べている。 

（その一例が「オサマ・ビン・ラデインの暗殺事件」大統領は「銃撃戦のすえ、部隊はビンラデイを殺害し」と発表

したが、事実は作戦に関った兵士が書いた「アメリカ最強の特殊戦闘部隊が国家の敵を倒すまで」はその様な記載は 

す。（両親はすごく立派なのですが、私自身は“ぼちぼち”なので、あまり期待されないようにお願

いします。） 

子どもたちに寄り添って、その子たちが自分なりに力を発揮して幸せに生きていけるお手伝いをし

たいと今の仕事をしていますが、これも両親が、小さな市民の小さな声を拾い集めて大きな力に変え

る仕事をしていた姿を見ていた影響が大きいと思っております。 

私は両親のようにパワフルには活動できませんが、その思いをしっかり受け継いで、微力ながらも、

戦争も核兵器も原発もない、小さな人たちが大切にされる世の中を作る一員でいたいと思っていま

す。 

守田さんに紹介されて、被曝二世・三世の会にご縁ができて、とても嬉しいです。今後ともどうぞ

よろしくお願いします。 
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紹介：平 信行さん（南区） 

 

 

後藤健二さんが伝えてきたことは何か？ 

 

彼の死によって私たちが失ったものは何か？ 

 

そして引き継いでいくべきことは何か？ 

 

遺された著書（児童書）を読むのが一番・・・ 

 

 

 

ダイヤモンドより平和がほしい 

汐文社・１３００円＋税 

エイズの村に生まれて 

汐文社・１３００円＋税 

ルワンダの祈り 

汐文社・１４００円＋税 

もしも学校に行けたら 

汐文社・１４００円＋税 

一切無い） 

安部首相が、今回の事件をきっかけに「自衛隊の海外派遣」を目論んで

いるかのように、報じられているが、「機密保護・国家の安全保障」という

名目の下で、このような、ことが行われている、ということを知る上でも

参考になる本であり、イスラム過激主義がなかなか無くらないのも、理解

できる本である。 

「イスラム国」の蛮行を非難することも必要ではあるが、「なぜこのような

組織が台頭」してきたのかを、知ることも必要ではないでしょうか。 

 またこの本の中に、頻繁に「民間の軍事会社」が出てくるが、この会社

の内実を描いた本が「ブラックウオーター世界最強の傭兵企業」で、戦争

が今や「民間」が請け負う、という形式をとるようになってきていること

に、ビックリさせられる。  

作品社 
３６７２円 

http://book.asahi.com/book/9784861824968.html
javascript:viewImageWindow('/image_popup.jsp?images=http://img.7netshopping.jp/bks/images/b0/31567933.JPG|http://img.7netshopping.jp/bks/images/b0/31567933.JPG','/image_popup.jsp?images=http://img.7netshopping.jp/bks/images/i0/31567933.JPG|http://img.7netshopping.jp/bks/images/i0/31567933.JPG')
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/book/cabinet/6119/9784811386119.jpg
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■毎回会報ありがとう 

守田敏也さん（左京区） 

毎回、素晴らしい会報を作成いただきありがとう

ございます。 

今回（№２７・１月２５日号）は私のポーランド

訪問報告も載せていただきました。 

的確なテープ起こしや写真配置をしてくださり

とても嬉しいです。 

ブックレビューも充実していますね。 

石田さんの報告もとても興味を惹かれます。 

この会報、もっと広く配らないともったいないで

すね。 

何か拡散の手段を考えてみたいなと思いました。 

ともあれどうもありがとうございました。 

 

■奥田さんの広島研修旅行を読んでいて 

滝本 健さん（吹田市） 

 奥田さんの広島一泊被爆地研修旅行（１２月２

５日号・№２６）を読んでいて、ウィグル（ウル

ムチ）で核実験の行なわれていたことについて、

中共でも、異民族でかつ人口の少ない地域で、

次々と核実験を実施していたのを、あらためて思

い出しました。 

 ３月４日（水）～３月１１日（水）、伏見区向

島マイタウン団地内にある通称ＭＪで、「ふくし

まのすがた」という写真展を開催します。３月７

日（土）には福島県から飛田氏をお招きしてトー

クも行ないます。 

 

■被爆体験とイラク、シリア、ガザ 

平 信行さん（南区） 

被爆体験の聞き取り活動で、原爆症認定裁判で、

広島・長崎の被爆者のみなさんの体験を聞き続け

ています。どの人の体験も凄惨で過酷なものです。

特に原爆によって両親を共に失い、孤児となって

焦土に放り出された人たちのことなど、聞いてい

るだけで胸が詰まります。 

同じことが今、イラクで、シリアで、ガザで起

きているのだと思います。街は焼かれ、人々は殺

戮され、親を失った子どもたちが逃げまどう。そ

こにＩＳなどの発生する土壌が生まれる。 

被爆者のみなさんには、中東で起きている事態

が自らの体験と重ね合わせて見えるはずです。そ

のことをもっと訴え、もっと声をあげて欲しい。

誰が原爆を投下したのか、誰がイラク戦争・アフ

ガン戦争を仕掛けたのか、誰が残忍なガザ攻撃を

行ったのか、を含めて。 

 

■「避難用住宅の無償提供期間の長期延長を求

める署名」ありがとうございます。 

 福島や東日本から避難している人たちのため

の住宅の無償提供期間の延長を求める署名をお

願いしてきました。花岡和子さん(京田辺市)、賛

助会員の滝本健さん(吹田市)等から、集めていた

だいた署名をお寄せいただきました。署名運動は、

３月末まで続けられます。引き続きみなさんのご

協力をよろしくお願いいたします。 

 

■１月３１日／被爆者運動継承の学習・交流会 

福岡、佐賀、長崎、熊本、広島、岡山、兵庫の「２世

の会」のみなさんと交流してきました。（福岡市にて） 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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■（社説） 原爆症訴訟 法改正で解決図れ 

高齢の被爆者たちをいつまで法廷で争わせるのか。国は原爆症認定 

制度を根底から改め、全面解決を図るべきだ。 

 厚生労働相に原爆症認定申請を却下された被爆者らが起こした裁判で、大阪地裁は 

原告４人の病気を原爆症と認め、却下処分を取り消した。 

 全国で集団訴訟が始まった０３年以降、国の敗訴は３０回を超える。一連の司法判断を受け、厚

労省は１３年１２月に基準を改め、がん以外の病気をより幅広く認定するようにした。 

 ４人は、新基準でも認定の対象外とされた人たちだ。判決は、放射性物質を体内に取り込む内部

被曝（ひばく）の影響を考慮せず、「過小評価の疑いがある」と、新基準の不十分さを指摘した。 

 認定についての国の考え方そのものに、疑問が投げかけられたといっていい。 

 原爆でどれほど放射線を浴びたかは、主に当時いた場所から推定するしかない。長年の研究で、

被曝線量が高いほど病気になりやすいことはわかってきている。国は爆心地からの距離や投下後の

時間をもとに原爆症と認めるか、線引きしている。 

 しかし内部被曝をはじめ、放射線の人体への影響は未解明な点が多い。裁判所はそういう前提に

立ち、基準にあてはまらない人でも当時の状況や行動などを詳しく検討し、原爆放射線の影響が疑

われる場合には原爆症と柔軟に認めてきた。 

 行政がこうした考え方を共有しない限り、司法判断とのずれは永遠に埋まるまい。 

 全国では今も被爆者８９人が５地裁と２高裁で裁判を続ける。裁判を起こせずにいる被爆者はさ

らに多いだろう。 

 問題解決に向け、日本原水爆被害者団体協議会（被団協）は、今の認定制度の全廃を提案してい

る。被爆者全員に月３万円程度の手当を支給し、放射線との関連が疑われる病気になった時は症状

に応じて最高１３万円程度まで加算する。その方向で法改正すべきだとの主張だ。 

 今も被爆者の９割超が月１万６千～１３万円程度の手当を受けており、試算では、国の支出増は

小幅にとどまるという。 

 不確かな被曝線量で線引きする今の認定制度より、妥当な制度といえるのではないか。 

 広島、長崎への原爆投下から８月で７０年たつ。被爆者援護法も７月で施行２０年となる。法改

正を考えるいい機会だ。 

 被爆者は「戦争を起こした国が原爆被害者に償うことで、将来の不戦の証しにしたい」と願って

やまない。国はいま一度、その声に耳を傾けるべきだ。 

（２０１５年１月３１日 朝日新聞） 

scrapbook 

■放影研に解析強化要求 被爆二世協 遺伝的な影響調査を 

全国被爆二世団体連絡協議会（二世協）は１７日、被爆２世の健康追跡調査を進める放射線影響

研究所（広島市南区、放影研）に対し、被爆による遺伝的な影響がないか、データをより詳しく解

析するよう文書で申し入れた。 

放影研は４年に１度の健診を重ね、被爆２世の生活習慣病の有無を調査。親の被曝（ひばく）線

量との関係を探っている。２００２～０６年は約１万２千人のデータを集め、「因果関係は認められ 

 

http://www.asahi.com/topics/word/原爆症認定.html
http://www.asahi.com/topics/word/原爆症認定.html
http://www.asahi.com/topics/word/大阪地裁.html
http://www.asahi.com/topics/word/厚生労働省.html
http://www.asahi.com/topics/word/厚生労働省.html
http://www.asahi.com/topics/word/放射性物質.html
http://www.asahi.com/topics/word/爆心地.html
http://www.asahi.com/topics/word/日本原水爆被害者団体協議会.html
http://www.asahi.com/topics/word/被団協.html
http://www.asahi.com/topics/word/長崎への原爆投下.html
http://www.asahi.com/topics/word/被爆者援護法.html
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ない」と結論づけた。１０～１４年も同じ人を中心に約１万人のデータを集め、今後解析する。 

二世協が申し入れたのは、原爆投下５年以内に生まれた人に絞ったデータの解析▽親の被曝線量 

別の死亡率の調査▽丁寧な健康指導の継続―など８項目。崎山

昇副会長たち８人が放影研を訪れ、寺本隆信業務執行理事に文

書を手渡した。放影研側は後日、回答するという。 

二世協の平野克博事務局長は「前回の解析結果は国が被爆２

世を援護しない理由にされている。被爆２世の健康不安は根強

く、解析を徹底してほしい」と話した。 

（２０１５年２月１８日 中國新聞） 

アラビア語版「ゲン」完成 エジプトの教授が翻訳 第１巻現地で刊行 

被爆後の広島を生きる少年を描いた、漫画家中沢啓治さん（１９３

９～２０１２年）の代表作「はだしのゲン」を、エジプト・カイロ大

のマーヒル・エルシリビーニー教授（５５）＝日本語学＝がアラビア

語に翻訳した。１月に現地の出版社から第１巻を刊行。「核兵器の恐ろ

しさと、平和を願う広島の人たちの願いを伝えたい」と話している。 

アラビア語版はＢ６判よりやや大きい判型で２７１ページ。初版２

千部で、１冊当たり４０エジプトポンド（約６００円）で販売する。 

エルシリビーニー教授は「作者が肌で感じた被爆の実態が絵ではっ

きりと分かる」と作品の意義を強調。子どもにも読んでもらえるよう

平易な言葉を使うように心掛けたという。また、「報国」など戦時の言

葉、広島弁独特の言い回しについては、カイロ日本人学校長を務めた

平野幸三さん（７５）＝廿日市市＝たち複数の知人にメールで質問を

重ね、昨年５月からの約２カ月間で翻訳を仕上げた。 

  １９９２年に広島大で博士号を取得し、帰国後はカイロ大に勤め

る。被爆体験記の翻訳を「広島への恩返し」と位置づけ、１２年には

「ひろしまを語り継ぐ教師の会」の手記「語りびと」を翻訳した。「ゲ

ン」の翻訳では、昨年４月に国際交流基金（東京）の助成事業に応募

し、採択された。 

「中東が混乱期を迎える中で核兵器が使われてしまうことのないよ

う、実態を中東の人たちに知ってもらいたい」と話す。２巻以降も順

次翻訳するという。 

「ゲン」は、これまでに絵本版を含め２１の言語に翻訳され、中東では１３年にペルシャ語版も

出版された。 

（２０１５年２月１６日 中國新聞） 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

３ １ 日 ３・１ビキニデー 

  2 月  

 ３ 火 原発賠償京都訴訟第７回期日（１０時・傍聴券抽選・京都地裁） 

ひな祭り 

 

 
４ 水 

写真展「福島のすがた３・１１で時間の止まった町」 →１１日（水）まで 

（京都文教マイタウン向島） 

写真展「飯館村ＰａｒｔⅡ」 → １５日（日）まで（町家 Gallery cafe 龍） 

 ５ 木 戦争する国にしない・させない緊急学習講演会（１８時４５分・アバンティ響都ホール） 

 ６ 金 6・９行動                             キンカン行動 

 ７ 土 
バイバイ原発３・７京都集会（１３時３０分・円山音楽堂） 

３・７原発ゼロ京都北部集会（１３時・舞鶴市民会館） 

 ８ 日 国際女性デ― 

 ９ 月 6・９行動 

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

東京大空襲のあった日 

 １１ 水 
東日本大震災発生、東電福島第一原発事故発生の日 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟第２民事部（１１時・大阪地裁） 

 １２ 木  

 １３ 金 キンカン行動 

 １４ 土 
ＮＰＴ京都代表団結団のつどい（１３時３０分・ラボール京都） 

ホワイトデー 

 １５ 日  

 １６ 月  

 １７ 火  

 １８ 水  

 １９ 木 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラポール京都第６会議室） 

 ２０ 金 キンカン行動 

 ２１ 土 春分の日  国際人種差別撤廃デ― 

 ２２ 日  

 ２３ 月

月 

 

 ２４ 火  

 ２５ 水  

 ２６ 木  

 ２７ 金 キンカン行動 

 ２８ 土 アメリカ・スリーマイル島原発事故発生の日 

  ２９ 日  

 ３０ 月

月 

 

 ３１ 火  

 


