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放影研の「被爆二世の死亡リスク調査」報告を 

受け容れることはできない！ 
平 信行(南区) 

 

■放影研報告を注視する４つの理由 

１０月５日、放射線影響研究所（放影研）は「被

爆二世の死亡リスク調査」と題した調査結果を発

表しました。被爆二世の死亡と親の放射線被ばく

との関連について調査したもので、結論は「関連

は観察されず」、すなわち世代を超えた被ばくの

影響、遺伝的影響はみられない、とするものでし

た。この発表は多くのメディアでも取り上げられ

報道されました。（５ページに朝日新聞記事） 

当事者である私たち被爆２世・３世はこの発表

に対し重大な関心をもって応じなければならな

いと思います。 

なぜなら第一に、私たち被爆二世は親が被爆者

であることによる健康への影響の不安を強く持

っており、調査結果は本来それに対する回答（の

一部）になるはずのものだからです。 

第二に、被爆２世・３世に対する国や地方自治

体の援護政策はいつも放影研の「研究発表」が根

拠にされており、今回もこれからの援護政策に強

く影響する可能性があるからです。従来、国も自

治体も（一部を除いて）、「放影研の研究によって

被爆二世への遺伝的影響は認められなかった」こ

とを理由に援護政策は必要ないものとしてきま

した。 

第三に、広島・長崎の被爆二世への遺伝的影響

の問題は、東電福島第一原発事故被災者にも大き

く影響するからです。原発事故被災者に対して放

射線被ばくの影響のことが説明される際、被爆二

世のこともしばしば持ち出され、「広島・長崎で

は二世への影響はなかった、だから安心して帰還

しなさい」と語られています。当事者である私た

ちの問題だけでなく、今や原発事故被災者にも大

きく影響する問題として捉える必要があります。 

第四に、放影研から発表される「研究成果」は、

国連原子力放射線影響科学委員会（ＵＮＳＣＡＲ

Ｅ）や国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）などで

作成される放射線防護基準の「科学的根拠」にも

されており、放射線防護に関する国際的な考え方

に深く影響しているからです。 

 

今回の発表の調査報告の原文はThe Lancet 

Oncologyという専門学術誌に英文論文で掲載さ

れたとのことで、先日の発表はその要点をまとめ

て行なわれ、その内容は別紙のようなものでした。

これは放影研のホームページにも掲載されてい

ます。私たちが原文の英文論文を読み解いて論文

に対する評価を行なうことは容易なことではあ

りません。しかし、要約を読む範囲でも今回の発

表には重大な問題があるのではないかと指摘す

ることはできます。そのことが解決しない限り、

このような調査結果を受け容れることは到底で

きないのです。そもそもこのような問題を持った

まま調査が行なわれることに深い疑念を持たざ

るを得ないのです。 

放射線影響研究所・広島研究所 

 

■放影研報告の疑問点 

被爆者と非被爆者を分ける線引き 

今回の調査は被爆者の子どもと非被爆者の子

ども合わせて７５，３２７人を対象に行なわれて

います。１９４６年から１９８４年までに生まれ

た子どもを２００９年１２月３１日まで追跡調
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査したものです。この内病気で亡くなった人５，

１８３人についてその死亡内容を調べ、親が被爆

者と非被爆者とでどう違うか、また親の被ばく線

量によってどう違うかを比較分析して行なわれ

ています。 

問題は、調査における被爆者、非被爆者とは一

体どのような人たちなのか、どのような基準で選

定された人たちなのかということです。 

報告された要約文ではどのような基準で被爆

者、非被爆者が選定されたのかは説明されていま

せん。そのため推測するしかありませんが、過去

に同じ放影研が行なった別の被爆二世調査があ

り、そこでは被爆者、非被爆者の選定が次のよう

に行なわれています。２００７年２月に発表され

た「被爆二世健康影響調査の解析結果報告」とい

うものですが、この時の調査対象者は親の被ばく

線量が５ｍＧｙ（５ミリシーベルト）以上の人と、

親の被ばく線量が５ｍＧｙ（５ミリシーベルト）

未満の人または非被爆者（広島、長崎市内及び近

郊に住んでいる人）の親から生まれた人であると

されています。すなわち「被爆者」とは被ばく線

量５ｍＧｙ以上の人とされ、被ばく線量５ｍＧｙ

未満の人は非被爆者と一緒に括
くく

られて「非被爆者」

のグループに含まれ、その両者を比較検討する方

法で調査は行なわれているのです。今回も基本的

に同じ選定基準、調査対象だと思われます。 

 

■一人ひとりの被ばく線量は分らないはず 

疑問点の第一は、被爆者一人ひとりの被ばく線

量をどうやって特定することができるのかとい

う問題です。原爆投下直後はもちろんその後にお

いても、一人ひとりの被ばく線量を計測するのは

不可能なことでした。装置も技術も体制もなかっ

たわけですし、実際に被爆者一人ひとりの線量が

測られたなどという話は聞いたことがありませ

ん。結局のところ一人ひとりの被ばく線量とは言

っても、それは原爆投下された瞬間該当する被爆

者がどこにいたか、爆心地からの距離がどれだけ

だったかのみを基準にして単純に機械的に推計

したものでしかないのです。 

被爆距離と被ばく放射線量との関係は「長年の

研究の成果によって確立した」と言われるＤＳと

いう推定の線量評価方式に依っています。境目と

される５ｍＧｙ（５ミリシーベルト）は距離にし

て広島の場合爆心地から概ね２.５ｋｍ程度、長

崎では３．０ｋｍ程度だと言われています。この

５ｍＧｙ（５ミリシーベルト）を「被爆者」と「非

被爆者」とに分ける境目にしているのは、５ｍＧ

ｙ未満であれば最早原爆で浴びた放射線が健康

に与える影響はない、通常の日常生活で浴びる自

然放射線レベルと同じだとしているからです。 

爆心地からの同心円距離によって被爆者の被

ばく線量が特定されることに疑問を持たざるを

得ません。核実験の行なわれた広大な平坦地など

と違って広島、長崎の街は複雑な地形、地勢、天

候、都市条件のもとにあり、人々の生活環境も多

様であって、それだけ被爆状況も単純ではなく

様々であったはずだからです。 

 

■遠距離被爆も、残留放射線も、内部被ばくも一

切無視 

さらに最も重大な問題は、「被爆者」はすべて

初期放射線の直接外部被ばくだけに限定されて

いて、黒い雨の放射性降下物を含む残留放射線の

影響も、内部被ばくの影響も一切除外しているこ

とです。健康に影響があるのは初期放射線の直接

外部被爆５ｍＧｙまでであり、残留放射線も内部

被曝も健康への影響は度外視してよい程に極め

て軽微なもの、という考え方に基づいています。

したがって入市被爆者や救護被爆者の人たちは

そもそも最初から「被爆者」からは除外されてい

るのです。 

このようにして線引きされ、設定された「被爆

者」と「非被爆者」の区別は被爆の実態とまった

くかけ離れたものになっています。現実には、２．

５ｋｍや３．０ｋｍよりはるかに遠くに居て被爆

した人でも、また数日後、数週間後に入市した人

でも、さらには広島や長崎の街に一歩も踏み込ん

でいなくても周辺地域でたくさんの被爆者を救

護・看護した人たちが、明らかに原爆放射線の影

響と思われる特有の激しい症状を発症し、やがて

命を奪われ、深刻な病気に襲われていきました。
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その事実は無数に証言され、厳然と存在してきた

のですから。 

 

■実は被爆者と被爆者とを比較した調査結果で

はないのか？ 

今回の調査はこうした「被爆者」の子どもと「非

被爆者」グループの子どもとを比較分析したとし

ているのですが、上記のようなことから「非被爆

者」の中には本当は被爆している人（遠距離被爆、

入市被爆、救護被爆等々）の子どもたちがたくさ

ん含まれていることになります。そのため、被爆

者と非被爆者との比較分析とは言われているが、

実は被爆者と被爆者とが比較されているのであ

り、その結果違いはなかった、差はなかったとさ

れているに過ぎないのではないか、ということに

なります。そうであるなら、このような調査結果

報告はまったく実態を反映していない、欺瞞に満

ちたレポートということになるのではないでし

ょうか。 

放影研は６０年以上にわたって被爆二世のこ

とを調査してきたと語っていますが、調査のあり

方、被爆者や非被爆者の選定の実態についてのこ

のような根本的な疑問、問題がある限り、報告発

表される調査結果を信用して受け容れることは

できないのです。それどころか、日米共同研究と

いう権威を盾にして欺瞞に満ちた放射線リスク

データが公表され、一般化されていくことに強い

危機感と憤りを覚えるのです。 

 

■私たちは私たち自身の手で真実に向き合って

いかなければならない 

「被爆２世・３世の会」を立ち上げて以降、私

たちは当事者として自分たちの“いのち”“から

だ”に目を向けていこう、実態に迫っていこうと、

まだまだささやかではありますがとりくんでき

ました。その過程で被爆二世が襲われた具体的な

事実にも出遭ってきました。白血病のために１７

歳という若さで命を奪われた峯健一君と妹さん

などは代表的な例です。被爆二世の戦後７０年を

つぶさに見ていけばこうした事実にたくさん出

遭っていきます。きちんと統計的に整理されたも

のとか、疫学的調査にのったものではありません

が、多くの事例があるのは間違いないことです。 

命を奪われるまでには至っていないまでも、健

康障害に苦しんできた被爆二世、具体的な症状が

ある故にこれからの健康に不安を募らせている

被爆二世はもっともっと多数に上ります。 

こうした厳然たる事実を、今回の放影研調査報

告はすべて否定し、闇に葬り、被爆者と被爆二世

の訴え、願いを圧し潰そうとしている。そう思わ

ざるを得ないのです。 

１０月１５日の例会 

 

■とりくんでいきたい４つのこと 

１０月１５日（木）の例会では、以上のような

内容で今回の放影研の「被爆二世の死亡リスク調

査」発表について話し合いました。そして私たち

はこのことを看過せず、具体的な行動に移してい

くことにしました。当面、４つのことを確認しま

した。 

 

１. 放射線影響研究所の行なっている被爆者や

被爆二世についての調査活動の問題点につ

いて、私たち自らも学習し、正確な認識を持

つようにしていく。 

そのために会員・守田敏也さん紹介の以下の

論文を参考に読むようにする。 

 インゲ・シュミッツ・フォイエルハーケ博士

（ドイツ）の二つの論文 

●「原爆被爆者の線量評価の再評価と放射 

性降下物の寄与の問題」 

●「慢性低線量放射線被ばくの場合に日本 
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の原爆被爆者から得られたリスク評価は 

どれほど信頼できるか」 

 論文の本文を別途紹介します。 

２. 放影研の調査発表には重大な問題があり、到

底受け容れることはできないことを、機会あ

る毎に明らかにしていく。 

３. 全国の他の地域の「２世・３世の会」と共同

して、放影研に対して問題指摘をしていく機

会を検討、追求する。 

４. 被爆二世の健康影響リスクの真実は私たち

自らの手で明らかにしていく姿勢が重要で

あり、そのためのとりくみを一層強化する。 

 ２０１５年とりくんできた「被爆二世健康実

態調査」の結果を２世・３世の人たちに報告

還元し、それを機会にさらに２世・３世の実

態を広く深く掘り起こしていく。 

以上 

中央がインゲ・シュミッツ・フォイエルハーケ博士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■被爆２世の死亡リスク 「関連は観察されず」  放影研調査 

被爆地の広島市と長崎市にある日米共同研究機関の「放射線影響研究所（放影研）」は５日、 

被爆者の子（被爆２世）ががんなどの病気で亡くなる「リスク調査」の結果を説明した。米国が１９

４７年に設立した前身機関「原爆傷害調査委員会（ＡＢＣＣ ）」 の時代から続く調査で、結果がま

とまるのは少なくとも４回目．今回も過去と同様に「被爆２世の死亡と親の原爆放射線被曝との間に

関連は観察されなかった」としている。 

放影研によると、調査は原爆投下の翌年の４６年から８４年にかけて生まれた被爆２世と両親が被

爆していない人の計７万５３２７人を対象とした。がんで１２４６人、がん以外で３９８７人が死亡

していたが、被爆２世と両親が被爆していない人の死亡リスクに差はなかった。結果は９月１４日、

英医学誌「ランセツト・オンコロジー」電子版に掲載された。放影研は「分子生物学的技術で補完す

ることが必要」としており、１０年ほど後に次の調査結果をまとめる方針。 

「安心時期尚早」広島大教授 

朝日新聞の今夏の被爆者調査では、５７６２人のうち２８０１人が「子や孫の健康に不安を感じる」

と回答。原爆投下から７０年を経た今も、自らの放射線被書の影響を気にかけている現状が浮かび上

がった。 

放影研の調査結果について、広島大の原爆放射線医科学研究所の大瀧慈教授は「安心してもいいと

結論づけるのは時期尚早。がんや循環器系などの病気は高齢になって発症することが多く、これから

影響が出ることも考えられる」と指摘している。 

（２０１５年１０月６日 朝日新聞） 

scrapbook 
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放影研報告書 Ｎｏ.７－１５ 

The Lancet Oncology掲載論文 

「６２年間の追跡調査による被爆二世における死亡リスク：コホート調査」 

Eric Grant、古川恭治、坂田律、杉山裕美、定金敦子、高橋郁乃、歌田真依、 

清水由紀子、小笹晃太郎 

“Risk of death among children of atomic bomb survivors after ６２ years of fo1low‐up:acohort 

study" 

Lancet Oncology2015 (2015年9月14日にオンライン版で発表) 

 (doi:10.1016/S1470-2045(15)00209-0) 

 

今回の調査で明らかになったこと 

原爆被爆者の子どもの死亡と親(父親と母親いずれも)の原爆放射線被曝との間に関連は観察されな

かった。 

 

解 説 

放射線影響研究所(放影研)の被爆二世死亡調査集団において、原爆投下後の妊娠により生まれた被爆

者の子どものがんおよびがん以外の疾患による死亡パターンと親の放射線被曝との関連を調べた。 

 

１.調査の目的 

多くの生物種において放射線による遺伝的影響が確認されているが、ヒトにおける疫学調査では明ら

かな影響は示されていない。原爆被爆者の子どもの死亡追跡調査では1946年よリデータが得られており、

この調査はヒトにおける放射線被曝による遺伝的影響の解明のための重要な情報源となっているc 

 

２.調査の方法 

この前向きコホート調査(固定した研究対象集団の追跡調査)において、広島と長崎の原爆被爆者と非

被爆の対照者に1946年から1984年までに生まれた子どもで、2009年12月31日まで追跡調査した75,327人

について調べた。原爆放射線による親の生殖腺線量を用いて今回の調査の解析を行った。主要な健康影

響の指標としては、死亡診断書に基づくがんまたはがん以外の疾患による死亡を用いた。全追跡期間、

並びに出生から20歳未満の期間および20歳以上の期間について死亡解析を行った。 

※コックス比例ハザード回帰法による解析を行い、※ハザード比(IIIR)を報告した。 

 

※コックス比例ハザード回帰法 ： イベント発生のリスク(またはハザード)を推定するために1970年代にSir 

David Coxが構築した統計手法。本報では死亡ハザードを推定した。「比例」という言葉が入っている理

由は、ある因子に曝露した人のハザードは当該因子に曝露していない人に比例していると想定される

からである。 

※ハザード比(HR) ： ハザードは数学的比として比較される。ハザード比が1.0であれば、死亡ハザード(死 

亡リスクと同義)は親の放射線被曝と関連していない。 

 

３.調査の結果 

（１）解析対象集団について: 

追跡期間中央値は54.3年であつた(※ 四分位範囲:45.4-59.3)。この間に5,183人が病死していた。

追跡終了の時点で生存していた68,689人の平均年齢は53.1歳(※SD=7.9)であり、15,623人(23%)が
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60歳を超えていた。生殖腺被曝線量がゼロを超える親の平均生殖腺線量は264 ｍＧｙ(SD=463)だっ

た。 

※四分位範囲 : 25%値と75%値の間を示す。この統計値はしばしば「中央値」(50%値)と共に報告される。 

※SD ： 標準偏差(SD)はデータのばらつきを示す値であり、しばしば平均値と共に用いられる。 

 

（２）親の被曝と死亡の関係: 

母親の生殖腺被曝と子供のがんによる死亡リスクとの関連(被曝線量が１Ｇｙ増加することによ

るHRは0.891[※ 95%ＣＩ0.693-1.145];p=0.36)やがん以外の疾患による死亡リスクとの関連（ＨＲ

は0.973[0.849-1.115];p=0.69)は観察されなかった。 

同様に、父親の被曝は、がんによる死亡(ＨＲは0.815[0.614-1.083];p=014)やがん以外の疾患に

よる死亡(ＨＲは1.103[0.979-1.241];p=0.12)に影響していなかった。出生から20歳未満の期間お

よび20歳以上の期間の解析でも親の被曝と子供の死亡とに関連は見られなかった。 

 

※CI(95%CI) ： 信頼区間(CI)は、実験を100回繰り返した場合、求めるハザード比の「真の値」が各実験に 

ついて報告された信頼区間内に95%の確率で存在することを意味する。言い換えると、データから算

出した信頼区間の中に「真の」値が含まれていない場合、その事象が偶然に発生した確率は5%であ

る。 

 

（３）その他の所見 

原爆投下後10年の間に生まれた人のがん以外の疾患による死亡率は、それ以降に生まれた人より

も親の被ばくと無関係に高かったが、親の被爆から出産までの期間や被爆時年齢は死亡率に影響し

ていなかった。 

 

この調査の意義 

放影研の調査結果に基づき、電離放射線被曝の後影響として、原爆に直接被爆した人において死亡リ

スクが増すことが挙げられる。放射線被曝の継世代的影響については理論モデルにより、放射線に直接

被曝した親に生まれた子どもにおいて遺伝子変化に基づきより多くの疾患が発生すると予測される。し

かし、原爆投下後62年間の追跡調査では、広島と長崎の原爆被爆者の子どもに有害な健康影響は認めら

れなかった。親の電離放射線被曝が被曝後妊娠し生まれた子どもに与えた総合的な影響を理解するため

に、精度の高い分子生物学的技術により疫学調査を補完することが必要であり、放影研はそれに取り組

んでいるところである。 

 

放射線影響研究所は、広島・長崎の原爆被爆者および被爆二世を60年以上にわたり調査してきた。その

研究成果は、国連原子放射線影響科学委員会(UNSCEAR)の放射線リスク評価や国際放射線防護委員会

(lCRP)の放射線防護基準に関する勧告の主要な科学的根拠とされている。 

被爆者および被爆二世の調査協力に深甚なる謝意を表明する。 

 

 

 

 

 

 

 

The Lancet Oncology誌は、臨床腫瘍学の分野における主要な原著論文、専門家による総説、および

率直な解説を提供するとともに、腫瘍学の幅広い分野にわたる最新の1最も重要な医学進歩 

の背景と展望を速報で伝えている。(2014年のインパクト・ファクター：24725) 
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沖縄・翁長知事の辺野古埋め立て承認取り消しを、 

私たちの国の民主主義を問う闘いに！ 

矢ヶ崎響(北区) 

 

多くの沖縄県民にとって、待ちに待った嬉しい

出来事がありました！ 

１０月１３日、沖縄県の翁長知事が、辺野古新

基地建設のための埋め立て承認を取り消したの

です。 

選挙では何度も何度も辺野古新基地建設ＮＯ

の民意を示してきた沖縄。２０１３年にはすべて

の県議会議員と市町村議会議長、ほとんどの市町

村長、経済界こぞって、建白書を政府に提出しま

した。沖縄県民が様々な手段で「辺野古に新基地

は作らないで」という声をあげてきたにも関わら

ず、「粛々と」進められてきた辺野古新基地建設

への準備。日本政府が全く聞く耳を持たないので

翁長知事は米国や国連の人権委員会にも訴えに

行きました。 

私は２～３か月ごとに沖縄の実家に帰ってい

ますが、帰るたびに辺野古に寄っています。そこ

で目にしたのは、毎日、２４時間体制での資材搬

入阻止の座り込み。夜中に奇襲的にトラックが来

ることもたびたびありました。それに備えてゲー

ト前にテントを作り、交代で見張り番をしての泊

まりこみの警備をする人々。朝も資材の搬入がよ

くあるので、朝の５時に南部の住宅地を出て北部

の辺野古へ向かい、早朝からゲート前で座り込み

をする人々。戦争を体験された高齢の方々も多く、

「戦争につながる基地は絶対に作らせない」と、

文字通り命を懸けた阻止行動を連日行っていま

す。 

海の上ではカヌー隊と抗議船。十代の若い子か

ら七十代まで、老若男女、工事を止めたい一心で

カヌーに乗ってパドルを握ります。カヌーの上か

ら海上保安官や作業員に、「お疲れさん、あなた

たちも大変だね。私もこんなことはしたくないの

に、政府が県民の声を聴かないから。」などとそ

れぞれの言葉で話しかけ、抗議していました。海

上保安官に暴力的に確保される事もたびたびあ

りました。沖縄県民の声を代表するカヌー隊をま

るで犯罪者のように扱う海上保安庁に多くの怒

りの声が上がっています。 

これらの抗議行動や座り込みに参加している

のは、普通の市民です。私も含めて、なぜ彼らが

基地反対の行動に加わるのか。その背景には、あ

の凄まじい沖縄戦、戦後に米軍基地として暴力的

に奪われた暮らしの場・土地の数々、米軍占領下

で米軍に殺されても泣き寝入りせざるを得なか

った日々、復帰後も変わらない現状があります。

そして、公表されない女性たちの人生を狂わせた

被害。翁長知事は元自民党の保守の人ですが、保

守・革新関係なく、声をあげざるを得ない状況が

沖縄にはあるのです。 

そして沖縄の人たちは戦後ずっと抵抗を続け

てきました。国道またいで砲弾が飛ぶ実弾射撃演

習、恩納村の都市型戦闘施設など、県民の必死の

抵抗運動によってやめさせた例も多くあります。

復帰運動もしかり。辺野古の基地建設も、計画が

持ち上がったのが１９９６年。２０年近くも工事

を止めてきたのです。沖縄の人たちは、声をあげ

てたたかえば世の中が変わる事をよく知ってい

るのです。 

「勝つ方法はあきらめないこと」。辺野古の浜

のテントに、そう書かれたバナーがひるがえって

います。この言葉の陰には、生活の場を奪われ、

傷つき、涙をのみ、悔しい思いをしながら続けて

きた沖縄のたたかいの歴史があります。苦しく長

いたたかいだからこそ、沖縄の運動は歌とユーモ

アと温かさに満ちあふれています。 

翁長知事は埋め立て承認を取り消しました。こ

れからは、この国が民主主義の国なのかを問うた

たかいになります。社会保障や東北被災者を切り

捨て、莫大な税金を辺野古につぎ込むのか？今後
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２００年にもわたって、中国をはじめアジアの

国々を敵認定した安全保障をしていくのか？辺

野古をめぐる攻防は、日本という国が今後どうい

う方向へ行くのかを問う、日本全体のたたかいに

なっていきます。大手メディアではほとんど紹介

されない沖縄から日本を動かす民衆の動きに、ぜ

ひ関心を持っていただきたいと思います。そして、

沖縄のたたかいをあなたのたたかいに！行方は

皆さんにかかっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●以下の写真とコメントの提供は会員の篠原真弓さん（右京区）です。 

辺野古の海は本当に美しい、こんなに美しい！ 

この自然を壊して戦争のための基地をつくるのは許さない。 

米軍は本国へ帰れ。政府は民意に従え！ 
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２０１５月１０月２５日  

ご案内・絵本「終わらない冬」の日本出版を祝う会 

絵本頒布にご協力いただいた皆さまへ！ 

謹啓、日一日と錦秋の気配が深まる折、皆さまにおかれましてはご健勝にてご活躍のこ

とと存じます。 

さて、皆さまに頒布・販売のご協力を戴いてる絵本「終わらない冬」は８月１５日付で

出版されて以来、当会が所持している２４００冊のうち、すでに１３００冊強を出荷する

ことができております。今後は全国的な頒布をいかに推進するかが問われているところで

す。この度、１１月２１～２３日に広島で開催される「世界核被害者フォーラム」にこの

絵本出版関係者が韓国から参加される予定があり、その後日の２５日にこの皆さまを京都

に招いて標記の「祝う会」を開催させていただくこととなりました。 

ここにご案内し、ひとときの楽しい、かつ意義あるささやかな日韓交流ができますよう、

皆さまのご出席をお願い申し上げる次第です。                 敬具 

絵本「終わらない冬」出版日本の会代表石田信己 

記 

■日時２０１５年１１月２５日（水）午後６時３０分～８時３０分 

■会場ホテルカンラ京都〒600-8176 京都市下京区烏丸通六条下る北町185 

※ 六条通りに入口があります！ 電話075-344-3815 

※ ＪＲ京都駅中央口より徒歩８分・地下鉄五条駅８番出口より１分 

■会費￥５０００－（宴会費用として） 

■招待 １）姜済淑（カン・ジェスク）さん絵本作者 

 ２）李淡（イ・ダム）さん、金槿姫（キム・クンヒ）さん絵本画家夫妻 

 ３）沈鎮泰（シム・ジンテ）さん（社）韓国原爆被害者協会・陝川支部長 

※ 李淡さんに絵本「終わらない冬」の原画をお持ちいただき、当日、会場にて 

展示させていただきます！ 

■出欠返信は下記手段にて１１月１５日必着！でお願いします！ 

１） 下記ファックス宛て（０７５－７７１－８４０６） への返信 

２） 石田信己のメール宛てni_turi3@ybb.ne.jp への返信 

３） 石田信己の携帯電話宛て０９０－８８２４－１２２２ への返信 

 

お知らせです 
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岡山に「被爆２世・３世の会」誕生！ 

 

 

 

2015 年 9 月吉日 

   岡山「被爆２世・３世の会」結成記念と講演の集い開催のご案内 

被爆７０年の秋を迎えました。 

原爆が投下されて幾日か過ぎた当時のこの時季、被爆者の方々はどのように過ごしておられたので

しょうか。戦後に生を受けた私たちには到底想像もできないのですが、筆舌に尽くせないほどのご

苦労がおありだったことでしょう。そして、戦後 70 年続いた「戦争をしない国」が揺らいでいる

今を、どのような気持ちで見つめておられるのでしょうか。 

被爆後７０年間、被爆者は「からだ・くらし・こころ」に多くの困難を抱えて生きてこられま 

した。そして、私たち被爆２世・３世もその「影響」とは無縁ではありませんでした。私たち 

には被爆の実体験はありませんが、身近な存在である親や祖父母の思いを受け継ぐことができま 

す。核兵器はもちろんのこと、原発も含め核をなくす運動の大きな力になりたいと考え、微力で 

はありますが、岡山「被爆 2 世・3 世の会」を結成することとなりました。 

結成にあたり、立命館大学国際平和ミュージアム終身名誉館長であり、核問題の専門家（放射 

線防護学）の安斎育郎先生の協力も得て、結成記念と講演の集いを開催いたします。ヒロシマ・ナ

ガサキ・フクシマを繰り返してはならないと願う多くの皆さまがご参加くださり、私たちの活動を

■１０月２４日(土)、岡山県に「被爆２世・３世の会」が誕生しました。関連資料を掲載して紹介

します。尚、京都「被爆２世・３世の会」からもお祝いのメッセージを贈りました。 
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見守り、励ましていただけますよう心よりお願い申し上げます。 

開催日時  ２０１５年１０月２４日（土） １３：００～１５：３０ 

       第１部 結成総会 １３：００～１３：５０ 

       第２部 講演会  １４：００～１５：３０ 

会  場  おかやま西川原プラザ 別館第６会議室 

 

なお、ご都合でご参加いただけない場合は、メッセージ等をお寄せいただ 

けましたら幸いに存じます。 

 

【お問合せ・連絡先】 

 岡山県原水協 〒700－0981 岡山市北区西島田町 4-25 

 Tel 086－244－4526  Fax 086－805－6172 

 加百智津子  Tel 090－7773－9469 志賀雅子 Tel 0８0－1909－5390 

【メッセージ等の送付先】 

  岡山県原水協（原水爆禁止岡山県協議会）へ郵送、Ｆａｘ、メール等でのご送付をお願いい 

たします。メールアドレス kenmin@po5.oninet.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●岡山県に被爆者や被爆２世・３世のお知り合い(親戚、友人・ 

 知人)のある方、「岡山にも『２世・３世の会』がてきたよ」 

 と教えてあげて下さい。 

 

■「核廃絶の夢 受け継ぐ」 岡山「被爆２世・３世の会」結成 

岡山県内の被爆者の子どもや孫たちでつくる「岡山被爆２世・３世の会」 

の結成総会が２４日、岡山市中区であった。会員１８人と賛同者たち計約７０人が 

参加。呼び掛け人の加百（かど）智津子さん（６６）＝総社市＝を世話人代表に選出し、被爆体験の

継承や核兵器の廃絶を目指す運動を進めることを確認し合った。 

 

岡山県全体を活動範囲とする被爆２、３世の会の設立は初めて。加百代表は「親や祖父母に託され

た核兵器と戦争のない世界の実現という夢を受け継ぎたい」と抱負を話した。 

 

会員同士の交流や被爆による健康被害の学習をするほか、会報を年４回発行。親や祖父母の体験、

２世として健康に不安を抱える生活を記録し、発信する。初年度は会員２０人、賛助会員５０人を目

標に参加を呼び掛ける。 

 

３月末現在の県内の被爆者健康手帳所持者は１７６７人、平均年齢は８１・９歳となっている。総

会に出席した県原爆被爆者会の土屋圭示会長（８７）は「被爆者が高齢化し、少なくなる中、私たち

に代わって世界に核廃絶を訴えてほしい」とエールを送った。 

（２０１５年１０月２５日 中國新聞） 

scrapbook 

mailto:kenmin@po5.oninet.ne.jp
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原発賠償京都訴訟第１０回口頭弁論の報告 
 

 

 

みなさま 

 

支援する会事務局の上野と申します。 

 

昨日（９月２９日）、京都訴訟第１０回口頭弁

論が行われました。秋晴れにも拘わらず（あるい

はそれ故どこかへ出かけられた方が多かったか

も知れません）抽選にはなりませんでしたが、整

理券配布が終わってからも傍聴者はとぎれず、結

局傍聴券はなくなったとのことでした。傍聴券を

受け取ったまま帰った人がいたのか、傍聴席は２

～３席が空いていましたが、ほとんど満杯の状態

になりました。 

 

今回、原告側は４つの準備書面を提出し、その

うちの準備書面（２２）―因果関係論：事故後の

事情に基づく避難と避難継続の相当性―につい

て、高木野衣弁護士がプレゼンを行いました。 

 

その要点は、①国の避難指示等の 場当たり的

な変更、避難区域設定の遅れ、SPEEDIによる放

射性物質の拡散予測を公表しなかったこと、年間

２０ミリ SV 以下での学校再開方針などを通じて、

原告らは国が発表する情報への不信感を抱いた。

②地下水の原発施設への流入によって汚染水が

増加し続け、貯蔵タンクも増える一方だ。汚染水

の海洋流出も続いており、事故収束には程遠い状

態だ。③セシウム１３７の半減期は３０年で、土

壌汚染に大きな変化はない。除染の効果も全体的

に上がっていない。海洋汚染の影響で多くの海産

物が操業自粛になっている。多くの食品が出荷制

限されており、それは福島県をはじめ１４県に及

ぶ。放射能汚染は解消されていない。④さらに、

一度避難した者にとって帰還することは、再び生

活の基盤を失うことであり 、コミュニティが壊

れ、従前の人間関係に軋轢が生じた避難元への帰

還は苦渋の決断になる。こうした状況から、原告

らの避難の継続が相当であることは明らか、とい

うものでした。 

 

その後、第３次原告のお二人が意見陳述をされ

ました。緊張されたと思いますが、お二人とも素

晴らしい陳述でした。それぞれ、事故当時の心の

迷いや避難を決断するに至る経過と共に、わずか

な支援さえ打ち切ろうとする国への怒りが込め

られ、公正な判断を司法に求める訴えは支援者の

心を打ち、裁判官の注意にも拘わらず、傍聴席か

らは大きな拍手が湧き起こりました。 

 

その後の期日報告会では、最初に DVD『謝れ！

まやえ！－原発事故被害者団体連絡会（ひだんれ

ん）結成』を上映した後、その結成集会に参加し

た原告のうのさんからその後のひだんれんの取

り組みを含めた報告がありました。また、共同代

表の福島さんからこの夏に行われた原告・避難

者・支援団体の交流集会、各地の原発訴訟団の交

流集会に参加しての報告がありました。 

 

 福島原発事故により避難しているみなさんが、東電の責任と賠償、原発廃棄を求めて闘ってい

る原発賠償京都訴訟の第１０回口頭弁論が９月２９日（火）京都地裁で行われました。支援す

る会事務局の上野益徳さんのまとめ（メール発信）をお借りして、当日の状況を紹介します。 
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さらに、いつも傍聴に来てくださっている日本

科学者会議京都支部の宗川吉汪・京都工芸繊維大

学名誉教授による「福島原発事故による小児甲状

腺がんの多発」についての報告もありました。そ

の結論は、「本格検査と先行検査の発生率の比は

３５．４：１１．７で、本格検査の方が先行検査

に比べて３．０３倍高い。この結果は、原発事故

が小児甲状腺がん発症の原因になっていること

を示」しており、国や県の言い分に沿って計算し

ても、「発生率増加分÷本格検査発生率＝（３５ ．

４－１１．７）÷３５．４＝０．６６９４となり、

原発事故後の小児甲状腺がんの６７％以上が原

発事故によって発症したと推定される」というも

のでした。 

 

国や御用学者たちは、いまだに「小児甲状腺が

んの多発と福島原発事故とは関係がない」と言い

張っています。認めれば、国が進める帰還政策が

成り立たなくなるからです。しかし、「原発事故

と関係がある」ことはますます明白になってきて

います。今の状況を放置すれば、チェルノブイリ

周辺で起こっているのと同じような深刻な事態

が起こることが予想されます。県外への広域避難

や長期保養などの制度的保障、医療体制の充実、

治療費の国家負担、放射能健康診断の福島県以外

への拡大などが急務だと思います。 

 

次回期日（１１月２７日 ）までに、原告全員

（全世帯）の陳述書を裁判所に提出しなければな

らないため、これからの１か月半ほどは、原告に

とって思い出したくないことを思い出したり、領

収書を整理したり、時間も手間もかかる作業が待

っています。 

 

今後とも、物心両面におけるご支援をよろしくお

願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島、長崎には路面電車がよく似会う   平信行さん（南区） 

毎月の広島里帰りの際、広島市内の移動はいつも路面電車（広電）の利用です。排気ガスがなく、

揺れも少なく、近年は低床式車両（電亭プラットホームの床面と車両の床面が同じ高さ）も増えて

いて、お年寄りやスーツケースを転がしての乗り降りなどはとても快適です。私は京都にも市電の

復活をと長年願い続けています。 

都市の路面電車はモータリゼーション（車の普及）とのせめぎ合いで運命が決せられてきました。

京都の市電も溢れる車と大渋滞の中で「市電が邪魔」になって廃止になりました。状況は広島でも

同じでしたが、広島では路面電車優先ということになり、電車軌道内への車の乗り入れ禁止措置な

どがとられたのです。当時広島の関係者のみなさんはヨーロッパ 

各都市をつぶさに視察し、公共交通機関がとても大切にされてい 

ることに感銘を受け、広島の路面電車存続を決めたのだそうです。 

広島で電車に乗ると、広電関係者も市民も路面電車をとても大 

切にし、誇りにしているような感じを受けます。市民一人ひとり 

を大切にし、生活に寄り添った都市づくり、暮らし作りが問われ 

ているのだと思います。 

コラム 
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■新刊・著書紹介 『原発からの命の守り方』 守田敏也 著 

 

みなさま 守田敏也です。 

『原発からの命の守り方』という書物を上梓し

ました！ 

この本は、原発事故の際の身の守り方と、福島

原発事故ですでに放出されてしまった放射能か

らの身の守り方について考察した本です。 

福島原発事故から 2015年 9月 11日で 4年半が

経ちましたが、事故はいまだに収束していません。

にもかかわらず、政府は川内原発の再稼働を強行

し、さらに停止中の原発の再稼働を進めようとし

ています。恐ろしい軽挙です。 

この動きに対し「原発事故が起こったときにど

うするのか」「福島原発から飛び出した放射能に、

いかに対応するのか」、あらかじめ知っておくべ

きことを網羅しておくとともに、すでに福島原発

から飛び出してしまった放射能による被曝から

の身の守り方について述べました。 

本を作るにあたっては、これまでの放射線防護

活動へのさまざまな取り組みと、兵庫県篠山市で

の原子力災害対策への取組を通じて実践的に積

み上げてきたことをベースにしました。 

 本文の中で強調しましたが、原子力災害対策の

観点から言っても、原発の再稼働はあまりに危険

であり、絶対にやめるべきです。その点で本書は

決して再稼働を容認するものではありません。し

かし原発は稼働していなくても、燃料プールに使

用済み核燃料が入っているだけで大変危険であ

り、私たちは原発をすべて完全に止めたあとも、

安全な状態を確保するまでは常に原子力災害に

備え続ける必要があるのです。 

一方で原子力災害対策は原発への是非をいっ

たん横において進めることができる性格も持っ

ているため、この問題に取り組み、避難のリアリ

ティを考えることで、広範な方と原発が抱えてい

る危険性とはどんなものかを学びあうことがで

きます。その点でぜひ本書の内容を把握すること

の中から、より多くの 人と原発について論じる

可能性を広げていただけたらと思います。 

同時に本書は災害全体に共通する事項につい

てもかなりのページを割いています。そもそも地

球的規模での気候変動のために、風水害のあり方

もこれまでの「想定」がやすやすと突破され、大

災害にいたるケースが増えています。 

とてもではないけれども市民の側が行政に頼り

きっているだけでは私たちの命を守れない。行政

の側も市民の能動的な力必要としているのです。

さまざまな災害への対 応力を逞しくして命をま

もる力を育てていくべき必然のもとに私たちは

生きています。その意味では「原発」からだけで

はなく、さまざまな災害から、みなさんの命を守

るために、ぜひ本書を手にとっていただきたいで

す。 

本書は海象社

から 10月末に

発行されます。

A5判並製 272頁 

本体 1380 円（税

別）です。もの

すごく奮闘して

書き上げた自信

作なのでぜひお

買い求めくださ

い。ご注文は守

田の以下のアド

レスまで。morita_sccrc@yahoo.co.jp

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

mailto:morita_sccrc@yahoo.co.jp
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■ ＢＣ級戦犯犯罪  林博史 著 

■ 朝鮮人ＢＣ級戦犯の記録  内海愛子 

紹介 石田信己さん（左京区） 

手元に捨て置くことのできない二冊の本があ

る。 

 一つは「ＢＣ級戦犯裁判」（岩波新書 952・林

博史著・２００５年６月初版）で、今一つは「朝

鮮人ＢＣ級戦犯の記録」（岩波現代文庫３２９・

内海愛子・２０１５年７月初版）である。十年の

歳月を経て二つの関連書が発刊されている。但し、

実は後者の刊行は１９８２年６月に勁草書房よ

りなされているものであり、その改訂本である。 

 前者の著作「ＢＣ級戦犯裁判」の序章で「第二

次世界大戦後におこなわれた戦犯裁判には大き

く言って二つの種類がある。一つはニュルンベル

グ裁判と東京裁判（極東国際軍事裁判）である。

これらは『平和に対する罪』（Ａ級戦争犯罪）を

含む戦争犯罪を裁いたもので、主に政府や軍の指

導者が対象となった」とし、Ａ級戦犯を裁いた「東

京裁判の被告が二八人であったのに対して、ＢＣ

級裁判では７カ国によって約５７００人が裁か

れた。死刑が最終的に確認された人数も、前者が

７人に対して、後者は９３４人にのぼっている」

とある。 

 一方、後者の著作「朝鮮人ＢＣ級戦犯の記録」

の「はじめに」には「いわゆるＡ級戦犯として絞

首刑になった日本人が７名なのに２３人もの朝

鮮人がＢＣ級戦犯として、絞首刑・銃殺刑に処せ

られている。台湾人の場合は、２１人が処刑され

た。なぜ、旧植民地の人々が、日本の戦争責任を

問われたのか」と厳然たる事実を問い、「あとが

き」で「１９８２年に本書が刊行されてから３０

年が経過した。問題が解決していれば本書を再び

世に問う必要もなかったかも知れない」と嘆きと

も言うべき叙述が心に響く。 

 やはり、戦後７０年を経て今日に至って「過去

清算」は為しえていないのである。この二つの著

書の発刊、１９８２年・２００５年・２０１５年

を経ての本年９月、クーデターとも比喩すべき悪 

 

行にて法律化された戦争法＝「安全保障法」がそ

の結果の「始末」である。しかし、歴史、その幾

多の「始末」記は必ず覆るのもまた歴史の史実で

あると「戦争法」の最終的な帰趨をめぐって確信

している。なぜか。安倍首相の出自が問われ膾炙

されている所以にその解を求めようものである。 

 かたや父方の祖父・安倍寛、かたや母方の祖

父・岸信介をめぐる談論に現れているものではな

いか。いうまでもなく、岸信介はＡ級戦犯に問わ

れ拘束されながらも起訴を逃れた後に６０年安

保改定を「為しえた」首相であり、安倍寛は戦前

の衆議院議員として軍閥主義を鋭く批判し戦後

に生きることを為しえなかった人士である。紹介

した二つの著作が答を明示している分岐点の象

徴の二人である。 

 戦後を生きる我々に、戦後七〇年を経て今の今

に、過去清算を鋭く問いかけている著作としてこ

の二つを推奨したい。 

 

 

 

 

 

 

 

岩波現代文庫 

１３６０円（税別） 

岩波新書 
中古品６３０円より 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0hDzGC5WiyAAKyuU3uV7/SIG=11vqugavi/EXP=1445948019/**https:/t.pimg.jp/007/620/346/1/7620346.jpg
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■ 原発避難者の声を聞く  山本薫子、高木竜輔、佐藤彰彦 著 

■ 原発避難白書  関西学院大学災害復興制度研究所 

紹介 石角敏明さん（左京区） 

あれから、既に、というべきか「もう」という

べきかわかりませんが、４年半以上が経過しまし

た。最近は、マスコミに登場する回数もめっきり

減って、殆ど関心を払われることも少なくなった

のが現状ではないでしょうか 

富岡町（２０３１年現在、帰還困難地域・避難

指示解除準備区域・居住制限区域が混在）の住民

の「声」「悩み」を取り上げた本である。 

原発避難者が、今置か

れている現状・悩み、そ

して将来への不安が

色々な立場の人から赤

裸々に語れている。今政

府が、押し進めている

「復興政策・支援」が本

当に避難者の役にたっ

ているのか、厳しく指摘

をしている。一地方自治

体の住民の声ではある

が、原発避難者全体が

置かれている、共通の

問題点を指摘している

のではないか。 

「原発避難白書」は、

富岡町の住民の声・避

難者の現状、そして将

来への不安といった問

題を、原発避難者全体、

あるいは全国的規模で

調査した報告書である 

この本でも指摘しているが、避難区域は指示さ

れ、避難者は、避難について何ら選択することは、

ゆるされなかったが、誰を「原発事故避難者」と

認めるのか、統一的な見解・共通認識がない中で、

自治体毎に「原発事故避難者」への対応が求めら

れてきた。そのために、避難者支援についても、

自治体毎に対応に差が出ている。同じ避難者であ

りなが「避難先」によって、支援内容等に「差」

が出ている。都道府県毎の対応については、避難

者数から支援の概況まで細かに調査され記載さ

れている （思わず、京都府を真っ先に読みまし

たが（笑））避難者数が、回答されている自治体

と、されていない自治体、回答にも差がでている。 

原発事故は「被害者らの生活基盤である故郷、

コミュニテイーを根幹から変容させた。本件原発

事故によって、被害者が奪われたものは、生活利

益全体で、交通事故のように、誰でも加害者にな

る可能性があるものでない」ものである。しかも

被害者の範囲や損害賠償の金額を決めるのが、原

発政策を推進してきた国（行政）である、という

現実。このことが被害者を二重に苦しめていると、

本書は指摘する。例えば、仮設住宅は、災害救助

法に基づいて供与されるが、期間は原則２年まで、

延長は１年ごと。その根拠は「建築基準法」で、

プレハブ等の建築物の安全性・耐用年数に由来し

ているらしいが、原発事故が２年足らずで終息す

るはずがないのは、現状でも明らかな通りである

が、新しい法体制・新たな施策は全く見えてこな

い。自治体では独自の支援策を打ち出ているとこ

ともあり、そのことも紹介されているが。 

 「原発避難者の声を聞く」から読んで、それか

ら「避難者白書」を読まれることをお薦めします。

「二重住民票を」という提案は、両者に記載はさ

れていたりはしますが、「声を聞く」では詳しく

触れられていない「子ども・被災者支援法」の問

題点が「避難白書」は触れられており、より詳し

く現状が理解できる。 

 

 

 

人文書院 
３０００円（税別） 

岩波ブックレット 
６２０円（税別） 
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■『終わらない冬』作家・画科を招いて「祝う会」を

予定 

石田信己さん（長岡京市） 

ご承知の通り絵本の発行日は８月１５日では

ありましたが、頒布・販売に入って実際はほぼ二

ヶ月が推移しました。この間、皆さまの人脈を中

心にした「一万円会員」の方々のご協力によって

「出版日本の会」が担っている２４００冊のうち、

半分以上が出荷されており、３分の１である８０

０冊強が入金されている到達になっています。

（１０月１日現在） 

いよいよ、ここからが本当の正念場と思ってい

ます。全国展開への努力が今後の推移の帰趨を決

すると考え、一層、がんばりたいと思っています。

今後ともよろしくお願い致します。 

別件ですが、１１月２１日から２３日にかけて

広島市内で開催される「世界核被害者フォーラム」

に姜済淑さんが参加予定で、この日程の前後のい

ずれかに画家・李淡さんご夫妻を「会」として京

都に招待する準備をしています。ささやかな「出

版を祝う会」の催しが実現できればと考えていま

す。詳細が決まれば、改めて相談させていただき

ますのでよろしくお願い致します。 

 

■Autumn Live in KYOTO 10月 30日 

河野康弘さん(右京区) 

秋晴れ。紅葉も始まってきた気持ちいい京都で

す。いかがお過ごしでしょうか？ 

私は元気に今年も秋田ツアーに行ってきました。

再会、新しい出会い、楽しく充実した１週間でし

た。 

写真を掲載しました。ご覧いただけたら幸いです。 

帰宅して京都市民放射能測定所まつりイベン

トで演奏しました。その時に鎌仲ひとみ監督の

「小さき声のカノン」の上映があり拝見しました。

現在のチェルノブイリ、そして日本の状況を見る

ことができます。全国で上映されています。ぜひ、

ご覧下さい。 

さて、京都でのライブのお知らせです。今回は

素敵なオリジナル曲の弾き語り・朝音幸さんとの

ジョイントです。朝音幸さんは 5月にスエーデン

で録音された新しい CDが発売されご活躍中です。

京都観光兼ねてご参加いただけたら幸いです。 

------------------------------------------- 

Autumn Live in KYOTO 

2015年 10月 30日（金）★Open 18:00  ★Start 

19：00 

会場：喫茶オリーブ 075-771-7199 

京都市左京区聖護院山王町 16-21  

ミュージックチャージ 2,000円 

※飲み物、食べ物は別料金です。1品以上のご注

文をお願いします。 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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■来月４日に提訴へ 「黒い雨」集団訴訟 被害者連絡協 

  支援する会結成 

原爆で降った「黒い雨」被害に対する国の援護対象区域拡大を目指 

す集団訴訟で、主導する広島県「黒い雨」原爆被害者の会連絡協議会は２４日、 

広島地裁に１１月４日に提訴する考えを明らかにした。現時点では、区域外で雨に 

遭って健康被害を訴える広島市、安芸太田町、北広島町の６４人が原告になる見通し。 

この日、会役員を中心に「原爆『黒い雨』訴訟を支援する会」を結成し、訴訟費用の募金など活動方

針も決めた。 

西区で支援する会の結成総会があり、訴訟に参加予定の約４０人

を含む約１００人が出席。協議会の高野正明会長が４日の提訴期日

を言明し、「区域拡大を求める住民や県、市の要望を否定する国は

無責任だ。司法で戦うしかない」と訴えた。裁判傍聴や情報収集な

どの活動方針も決定。県被団協の佐久間邦彦理事長や被爆者支援広

島ネットワークの青木克明代表世話人たちも支援する考えを伝え

た。 

続いて原告団の初の総会もあり、高野会長を団長に選出。弁護団（団長・広島敦隆弁護士）に必要

書類を提出した。 

「黒い雨」の援護をめぐっては、区域外で雨を浴びるなどして健康被害を受けたとして、７１人が

被爆者健康手帳の交付を市と県に申請。今月８日までに全員却下（２人は入市被爆が確認され手帳交

付）された。訴訟は、市と県に却下処分の取り消しを求める形になる。 

（２０１５年１０月２５日 中國新聞） 

scrapbook 

■篠山市、ヨウ素剤配布で方針 医療関係者向けに研修会開催 

原発事故に備えて兵庫県篠山市が準備を進める安定ヨウ素剤の事前配布について、市は来年１～３

月に計１８回配る方針を固めた。２４日夕には市内の医師らを対象に研修会があり、兵庫医科大学の

上紺屋（かみこんや）憲彦教授（放射線治療）が薬の服用方法や効能などについて、医師や薬剤師約

３０人に話した。 

 市は年明け後に住民説明会を行い、会場で希望者に安定ヨウ

素剤を配布する。まず１８歳以下の子どもがいる世帯を対象に

実施（５会場＝休日に１日２回）。次に全世帯向けに配布する

予定（８会場＝夜間）。日程は重ならないよう調整する。配布

するヨウ素剤は約１万人分を想定している。 

 安定ヨウ素剤の事前配布について原子力規制庁は、医師によ

る住民説明会が必要と定めている。市は、説明会とは別に昨年

から全自治会で学習会を開いており、市医師会にも協力を求め

てきた。 

 研修会で上紺屋教授は、放射性ヨウ素を体内に取り込んだ場合、甲状腺がんや成長障害などの甲状

腺機能異常が起こり得ると説明。ヨウ素剤がこれらを防ぐことや、服薬の時期、量、副作用などにつ

いても話した。河合岳雄市医師会長は「だいぶ理解が深まったのではないか。配布に向け、市民の疑

問に答えられるよう、より具体的な研修も必要になるだろう」と話した。 

（２０１５年９月２６日 神戸新聞） 
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▼ＳＣＲＡＰＢＯＯＫの

ページで紹介している通り

に、１０月２４日、広島市で

「原爆『黒い雨』訴訟を支援する

会」が結成されました。原爆投下直後の黒い雨が

降ったとされる区域は実際より狭く設定されて

きました。その設定区域外で雨を浴び健康障害に

苦しんできた人たちが長年に渡って区域の見直

し、被爆者援護を求めてきましたが実現せず、こ

れから裁判に訴えていこうとしています。その人

たちの訴訟を全面的に支援していく会が結成さ

れたというニュースです。被爆から７０年もの時

間を経てさらに今からという大変さを痛感しま

す。そして頭が下がります。ビキニ被災の全面解

明にしても、広島・長崎被爆者の内部被ばく影響

の追及にしても、長い道のりを経ながら一歩一歩

切り開いてきているんですね。それは絶えず、核

被害の実態、放射能被害の本当の姿を覆い隠そう

とする者たちとの闘いです。被爆二世への世代を

超えた影響の真実の追及も同じではないでしょ

うか。 

▼１０ページで紹介していますように『終わら

ない冬』の「出版を祝う会」が行われることにな

りました。この企画とは別に、「祝う会」にお招

きしている韓国のみなさん（作者・画家ご夫妻・

韓国被爆者団体教会陝川支部長）と京都の被爆者、

２世・３世のみなさんとの懇親会をもつことにな

りました。日時・場所は別途お知らせしますが、

市民レベルの日韓友好を深める絶好の機会、是非

ご参加下さい。（平） 

編集後記 

■京都の女性２人、被爆体験語る 広島平和祈念館が証言映像作り 

７歳と５歳の時に広島市で被爆した京都市の女性２人がこのほど、立命館大国際平和ミュージアム

（北区）で、国立広島原爆死没者追悼平和祈念館（広島市）の取材を受けた。７０年前の悲劇を証言

映像で伝える取り組みで、ビデオカメラを前に２人は「核兵器は世界からなくなってほしい」と訴え

た。 

 広島と長崎の平和祈念館は２００３年度から、両県外に住む被

爆体験者の証言映像の収録を進め、これまで３０５人から証言を

得ている。今回は９～１０月に京都府の３人を含む近畿地方の被

爆者２２人が新たに協力する。 

 この日、取材を受けた穂谷珠美子さん（７７）＝右京区＝は兄

と外出中に被爆し、父親を亡くした。「体が燃えても生きている

人や『助けて』と叫ぶ女性がいた。兄に手を引かれながら、倒れ

ている人の上を一生懸命に走った」と避難時を振り返った。 

 爆心地から１・７キロ離れた建物内で被爆した体験をもとに、

米国や国内で核廃絶を訴える活動をしている花垣ルミさん（７

５）＝北区＝は戦争を知らない世代に対し、「私たちのような語

り部を二度とつくってはいけない」と呼び掛けた。 

 証言は２０分程度にまとめ、来年４月に広島と長崎の平和祈念館で視聴できるようにし、ＤＶＤ化

して平和学習用に貸し出しをする。その後はホームページでも公開する。 

（２０１５年１０月１３日 京都新聞） 

ビデオカメラの前で被爆体験を語る

穂谷さん 
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行事カレンダー 
月 日 曜 行     事 

１１ １ 日  

 ２ 月 「福島甲状腺がんの原因は原発事故だ」講演会（１８時１５分・教育文化センター） 

 ３ 火 
文化の日、日本国憲法公布の日（１９４６年） 

憲法集会ｉｎ京都（１３時・円山音楽堂） 

 

 

４ 水  

 ５ 木 大阪府知事選挙告示 

 ６ 金 6・９行動、キンカン行動 

 ７ 土  

 ８ 日 大阪市長選挙告示 

 ９ 月 ベルリンの壁開放（１９８９年）                      6・９行動 

 １０ 火  

 １１ 水 世界平和記念日（第一次大戦終結）（１９１９年） 

 １２ 木 
京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラホール京都） 

東京裁判判決（１９４８年） 

 １３ 金 キンカン行動 

 １４ 土  

 １５ 日 
七五三 

「ＮＨＫ・メディアは安保法案をどう報じたか」講演会（１３時３０分・京都ＪＡ会館） 

 １６ 月  

 １７ 火  

 １８ 水  

 １９ 木 京都消費者大会（１３時３０分・ハートピア京都） 

 ２０ 金 世界の子どもの日（子ども権利条約国連採択）（１９８９年）       キンカン行動 

 ２１ 土 
世界核被害者フォーラム（１１月２３日まで・広島市） 

「戦場ぬ止み」上映会＆三上監督ト―ク（１３時３０・ひとまち交流館） 

 ２２ 日 大阪知事選挙・市長選挙投票日 

 ２３ 月 勤労感謝の日 

 ２４ 火  

 ２５ 水 「終わらない冬」の日本出版を祝う会（１８時３０分・ホテルカンラ京都） 

 ２６ 木  

 ２７ 金 
第１１回原発賠償京都訴訟弁論（１１時・京都地裁） 

ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審Ｂ（大阪高裁８３号法廷）      キンカン行動 

 ２８ 土  

 ２９ 日 アースパレード２０１５京都（13 時・円山公園） 

 ３０ 月  

 


