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「２０１５年被爆二世健康実態調査」中間報告から (抜粋)で結果報告 ２ 

原爆放射線の影響は被爆者の実態に基づいて広く認められなければならない！ 

ノ―モア・ヒバクシャ訴訟 東京地裁で原告１７人全員が勝訴 ７ 

東富士演習場を視察 「日本平和大会 in富士」参加レポート 米重節男さん １０ 

政府・福島県は帰還施策の撤回を! 私たちをこれ以上被ばくさせないで!  

「いのちと避難生活を守る第４回京都公聴会」の報告  上野益徳さん １３ 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流  １４ 

会員から会員へ・みなさんからのお便り紹介  １６ 

SCRAP BOOK／米国原爆開発の拠点３地域、国立歴史公園として発足（ＴＢＳニュース） １８ 

 「黒い雨」援護拡大を 広島の６４人 被爆者手帳求め提訴（中國新聞） １９ 

編集後記  １９ 

行事カレンダー  ２０ 

被爆体験の継承（３６） 蒼白い閃光 私の被爆体験の記録 梅原 康 さん 
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「２０１５年被爆二世健康実態調査」中間報告から 

（抜粋）で結果報告 
２０１５年１１月１２日 京都「被爆２世・３世の会」 

 

■京都「被爆２世・３世の会」はこの夏、「被爆二世健康実態調査」を

とりくみました。１０月までに合計１０６人の皆様から回答を寄せて

いただきました。ご協力ありがとうございました。他の地域の「２世・

３世の会」の回答と合わせた集計・解析はこれからとなりますが、一

足先に京都の回答者だけの集計を抜粋で報告いたします。 

 

１. 回答者 

① 回答者数 

 合計１０６人  女性４７人、男性５６人、未記入３人 

② この回答を記入した人 

 被爆二世本人７９人、親族２７人 

③ 回答者の居住地 

 京都市 ５１人（４８．１％） 

 京都市以外の京都府内市町村 ２４人（２２．６％） 

 他府県 ３１人（２９．２％） 兄弟姉妹、親戚、知人等に広く 

  協力をお願いしました。 

④ 回答者の年齢 

 平均５４．０８歳 

 年代別構成 

３０歳代５人、４０～４４歳１１人、４５～４９歳１５人、５０～５４歳２１人、 

５５～５９歳２４人、６０～６４歳１８人、６５歳以上１２人 

 最高齢６８歳、最年少３３歳 

⑤ 親の被爆 

 両親ともに被爆 １７人 

 父親のみ被爆 ４３人 

 母親のみ被爆 ４６人 

 

２. 親の被爆について 

 被爆 地 被爆時  被爆 形態  

 広島 長崎 平均年齢 １号（直爆） ２号（入市） ３号（救護他） ４号（胎内） 

父 親 ４７人 １０人 １７．５歳 ２８人 １８人 ７人 ０人 

母 親 ４９人 １３人 １１．３歳 ３９人 １１人 ５人 ５人 

合 計 ９６人 ２３人 １５．６歳 ６７人 ２９人 １２人 ５人 

① 親の被爆した地域 

 父親、母親合わせて広島が９６人、長崎が２３人、一部未記入者がありました。 

 直爆の距離や入市の日まで質問しましたがこの報告では略します。 

② 被爆時の年齢構成 

 父親は、胎児０人、０～１０歳９人、１１～２０歳２５人、２１～３０歳１６人、３１～
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４０歳３人、４１歳以上０人 

 母親は、胎児５人、０～１０歳２５人、１１～２０歳２６人、２１～３０歳３人、３１～

４０歳２人、４１歳以上０人 

③ 被爆の形態 

 胎内被爆者が５人ありました。 

 「黒い雨に打たれた」と具体的に記述された人が３人ありました。 

④ 父親の病気 

 父親が現在闘病中で具体的な病名を回答された人が１５人、亡くなられている場合の病名

を回答された方が３２人でした。 

 記入された病気の主なものは次の通りでした。 

高血圧、糖尿病、肺気腫、誤嚥性肺炎、心不全、心筋梗塞、肝機能障害、感染症、脳梗塞、

脳溢血 

大腸癌、肺癌、前立腺癌、肝臓癌、膵臓癌、白血病、骨髄異形成症候群、老衰 

 「若い時からずっと疲れやすく病弱。４０歳頃より歯が一本もなかった」という回答もあ

りました。 

⑤ 母親の病気 

 母親が現在闘病中で具体的な病名を回答された人が１７人、亡くなられている場合の病名

を回答された方が１８人でした。 

 記入された病気の主なものは次の通りでした。 

高血圧、高コレステロール血症、糖尿病、心不全、不整脈、心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、

脳溢血 

甲状腺腫、大腸癌、肺癌、腎臓癌、肝臓癌、膵臓癌、白血病、悪性リンパ腫、老衰 

 

３. 親から被爆状況についてどのように聞いているか？ 

 しばしば話を聞いた  ３８人（３５．８％） 

 ４～５回話を聞いた  ９人（８．５％） 

 １～２回話を聞いた  １４人（１３．２％） 

 ほとんど話を聞いていない  ２１人（１９．８％） 

 親以外から話を聞いた  ５人（４．７％） 

 その他  ２人（１．９％） 

① 未記入   １７人 00000000000 

 

４. 親が強調していた言葉や自分が記憶として留めている原爆のシーン 

① 具体的な内容を記入された人は４７人でした。 

② 具体的な内容の一部を抜粋で紹介します。 

 （父は）ほとんど原爆の話はしませんでした。お酒に酔った時、思い出すようにというか、

絞り出すようにしか話をしませんでした。 

 被爆した母の姉は髪の毛が抜けてなくなった。このことについて当人の姉は「ふうが悪く

て外へも出られんかった」と自分に語っていた。 

 爆風により祖母が鏡台のガラスが体内に刺さり、体内に残ったままだった。母は家が倒壊

したため、腰骨骨折。しかし、大人になるまでそのことに気付かなかった。 

 訓練を休んで、洗い場で洗濯をしている時に爆風に吹き飛ばされ気絶する。死体と思われ、

戸坂村に運ばれ、数日後にグランドに並んだ死体の山の中で息を吹き返す。 



京都「被爆２世・３世の会」会報№３７   ２０１５年１１月２５日 

4 

 

 軍隊に所属して九州に移動する途上、原子爆弾投下による鉄道不通のため、山陽線海田駅

と横川駅の間を爆心地近くの広島駅の西方を経由し徒歩で通過した。(６～８日）その間、

被爆した住民の救護活動をした。 

 『はだしのゲン』と同じような、逃げる人々の様子。手を前にして、爪で焼けただれた皮

膚が引っかかっている状態 

 母は１９４６年５月３１日生まれで、広島の最後の胎内被爆者なので、「私は一番若い被

爆者。長生きして死ぬまで原爆のおそろしさをうったえ続ける」と言っていた事。 

 父は学徒動員で市内に出た妹を探すため広島市内を歩きまわり、死体をひとつづつ顔をめ

くって探したが、見つけだせなかったときいている。 

 二度とこのようなことがないように、平和教育をがんばってほしいと娘（教員）へ書いて

くれた。 

 原爆投下の瞬間の熱線の熱さ。人の体に蛆がいっぱい湧いていたこと。水槽の中に顔を突

っ込んだままのたくさんの死体。 

 臨月で山口に疎開していた母以外、家族全員が被爆。幟町の家で被爆した祖母と叔母から

縮景園に逃げ、火の手が迫ってくるので裏の川に飛び込んだことや友人の家で下敷きにな

っていた従兄を必死で助け出したこと。父が運びこまれた小学校がわかり、線路をはって

会いに行ったこと。父は左肩から下がずっとケロイドでウジがわいていたことなど聞いた。

１９４５年９月に生まれた姉は翌年、１歳の誕生日前に死亡した。 

 祖母（母の母）が原爆ブラブラ病のような症状だったこと。被爆から２７年たって血をタ

ライ一杯に吐いて亡くなったこと。遺骨がボロボロくずれたこと。私が１９４６年５月３

１日生まれの広島最後の被爆者なので、核廃絶のために長生きして訴え続けると言ってい

たこと。 

 市電の中で被爆し、首にやけどをし、ケロイド状のあとが残った。 

 親類の人たちの当時の様子。疎開先へ次々に避難してきた時の様子（頭の毛はすでになく

丸坊主の伯母等）。何日も市街地を探し巡りやっと会えたがすでに死亡しており、その場

で火葬するも遺骨は特定できない。 

 「いつもきれいにしていたお母さんが火傷を見て『こんなことになってしまった』と嘆い

ていた。水を欲しがっていたが、あげると死ぬと聞いていたので、あげなかったのに死ん

でしまい、あげれば良かったと後悔していた」と祖母から聞いたと言っていました。 

 被爆直後、川に避難する途中見た被爆者のむごい姿・・・死んだ赤ちゃんの名を叫びゆす

っている母親、丸焼けで「イタイイタイ」と泣き叫んでいた少年。自身も家の下敷きで背

中に倒れてきた柱で大けがをし、出血していたが気づかず、途中で気を失いかけ、母（祖

母）が自分の着物の裾を破り、応急に止血してくれたこと。その晩は川原で野宿し、母（祖

母）が拾ってきたトタンを屋根にして黒い雨をしのいだこと。裸同然の母に自分のシャツ

と靴下を脱いで着せてくれた在郷軍人の方の親切など。 

 おばが姉にあてた手紙の内容で、「死体がゴロゴロ、死体がゴロゴロ」という文章。原爆

投下後、２日目？屋根のある所（お寺だったと思います）で食事と、ふとんで寝ることが

できた。何日かして軍医さんに薬をもらい顔のやけどがなおった。その３点があったため、

生きることができた。 

 

５. 親の被爆者手帳を見たことがあるか？ 

 見たことがある   ７０人（６６．０％） 

 見たことがない   ２８人（２６．４％） 
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 未記入   ８人 0000000000000 

 

６. （被爆二世の）あなたの健康状況について 

① 現在の健康状況について 

 健康であると回答した人  ５６人（５２．８％） 

 過去病気で苦しんだことあるが今は健康な人 １５人（１４．２％） 

 病弱傾向にある人 １３人（１２．３％） 

 現在、病気で苦しんでいる人 １３人（１２．３％） 

② 「過去に病気で苦しんだ」人及び「現在苦しんでいる」人が具体的に記入された病気の主なも

の（抜粋で紹介） 

 緑内障２人、白内障１人、網膜症１人 

 糖尿病９人、高血圧７人、高脂血症２人、腎機能低下４人 

 不整脈２人、狭心症２人 

 甲状腺機能障害２人 

 肺癌１人、皮膚癌１人、乳癌２人、腎臓癌１人、甲状腺癌１人、前立腺癌２人 

 うつ病３人 

 その他の病気９人 

 

７. 兄弟姉妹の出産状況について 

 略 

 

８. あなたの幼い頃の健康状態について特徴的だったこと 

① 具体的な回答を記述した人 ４３人 

② その主な内容を抜粋で紹介 

 幼い頃よく鼻血を出していた人が１３人ありました。 

 次いで貧血気味だったと回答した人が８人です。 

 その他、病弱だったという人も多くありました。具体的には、小児ぜんそく、しばしば高

熱発症、胃痛、扁桃腺がよく腫れた、気管支炎、片頭痛、ひどい乗り物酔い、アトピー性

皮膚炎、等々です。 

 

９. 最後に今後の被爆二世運動についての要望を訊ねました。 

① 具体的な回答を寄せられた人は４３人でした。 

② その一部を抜粋で以下に紹介します。 

 現在父も私も生きています。原爆投下によって多くの方々が苦しみ亡くなられました。世

界に核兵器があるかぎり、訴えていき次の世代へ繋げていけるように協力して行きたいと

思います。 

 実態調査、健康調査は、本来行政が責任を持って取り組むべきだと思います。 

 戦争で亡くなった人はたくさんいます。亡くなった人の残された家族に健康上の影響はあ

りませんが、被爆者の子どもには健康上の不安があります。広島・長崎で生まれた者は色々

な面で損だなと思っています。被爆者の子どもは健康でも孫やひ孫に影響があると子ども

のころ噂していました。被爆の影響は継続しての調査が大事だと思います。 

 「被爆二世については遺伝的な影響はない」との意見が定説となっていると聞くが、継続

調査が必要だと思う。 
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 被爆二世の状態もあるけど、ただ今、現在の放射線被ばくの影響もあるので、特定は難し

いのでは？私自身も東北震災後、仙台へ行ってきたが、その後あるとき突然２時間程度多

量の鼻血が止まらず便器から離れる事が出来ない事があったが、原因は不明です。 

 母が自ら被爆者になったわけではなく、私たち兄弟も母をせめてはいない。私が幼児の頃、

母は身体が弱く貧血や異常出血などで苦しんでいた。そのため、両方の祖父母に度々預け

られとても淋しく、弟や妹がうらやましかった。結婚後は嫁ぎ先の両親や親族に嫌味を言

われ続け、体を壊したのをきっかけに当時一歳だった子どもを置いて離婚。母も悩み自分

を責めていた。被爆者は健康面だけでなく、心も深く傷ついている。それが二世・三世に

もつながることが確としてある。福島の被爆者も。この調査は大切だと思う。母を通して

活動には協力したいと思っています。よろしくお願いします。 

 両親共にガンで苦しんでいました。現在はまあまあ健康ですが、将来の不安があります。

健康対策を求めます 

 私は、今までに被爆二世であることを、あまり意識せずに生活していました。そのため、

はじめて二世三世の会の存在を知りました（京都にあること）。自分の中だけに被爆二世

をかかえてきました。今、いろんな人の話を聞と、話をさせてもらいたいと思います。今、

自分の外に出したいと思います。 

 このような調査活動が第一歩と思います。よろしくお願いします。 

 常に健康に不安を感じて生活している。何に起因するのかよく分らないが、病弱は変わら

ず、医療費の支援をもっと拡大して欲しい。被爆二世への影響について、実証的研究に力

を注いでください。 

 直爆を受けた伯母はすでに９０歳ですが、何カ所かのガンを患いながらも生かしてもらっ

ています。人の生命力の強さも感じております。 

 特にガン検診や甲状腺検診など各都道府県で無料で定期的に行ってほしい。全国の二世

（三世）の会（統一組織）を発足させたい。被爆者との連帯と｢語り継ぎ部」の育成⇒語

り部派遣など。 

 在外被爆者支援や原発の被曝労働者問題、世界のヒバクシャの連帯活動など、具体的な反

ヒバク運動が展開できればうれしいです。 

 ＤＮＡや健康調査をやっていく必要があると思います。二世・三世どうし話しを出来る場

所が必要だと思います。その話の中で要望などが出てくるように思います。 

以上 

■調査活動今後のとりくみ 

 今回の調査結果中間報告と今後について、１１月１２日の例会で話し合い、当面の今後に向けた

とりくみを次のように確認しました。 

① 他の地域の「２世・３世の会」の集計と合計して広い範囲での調査結果をまとめていく。 

② 今回の調査に協力いただいたみなさんや多くの人たちに結

果報告をし、それに基づいて「被爆二世の健康実態」をさ

らに深め、真実に近づくようにしていく。 

③ 「健康実態」をあるがままにまとめるだけでなく、健康上

のリスクをどう克服していくか。そのとりくみとセットで

考えるようにしていく。 
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原爆放射線の影響は 

被爆者の実態に基づいて広く認められなければならない！ 

１０月２９日、ノ―モア・ヒバクシャ訴訟（原爆症認定訴訟） 

東京地裁で原告１７人全員が勝訴 

放射線影響を狭く小さくしようとする国の方針を否定 
 

■「私の病気は原爆放射線が原因だと認めて欲しい！」と全国で１１５人の被爆者が６ヶ所の地裁・高

裁（東京、名古屋、大阪、広島、長崎、熊本）で訴えているノ―モア・ヒバクシャ訴訟。この内の東京

地裁の第一陣原告１７人に対する判決言い渡しが１０月２９日（木）行なわれました。結果は、国（厚

生労働省）の行なってきた申請却下処分をすべて取り消し、全員の原爆症認定を認める画期的なもので

した。以下に判決の基本的な考え方と個々の原告に下された勝訴判決のポイントを紹介します。 

 

１、原爆症認定における放射線起因性の判断基準（要約） 

(１)被爆者の被曝線量を評価するに当たっては、国が採用している放射線線量評価システムによっ

て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べきだ。実際のところは、当該被爆

者の被爆状況、被爆後の行動、活動内容、被爆後に生じた症状等に基づいて、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検討し、健康に影響を及ぼすほどの被曝

をしたのかどうか判断していく必要がある。 

(２)平成２５年（２０１３年）１２月１６日に国が定めた原爆症認定のための「新しい審査の方針」

は審査する際の目安の一つに止めるべきだ。検討に当たっては、初期放射線に加えて、放射性

降下物や誘導放射線、更に内部被曝といった残留放射線の影響も十分に考慮しなければならな

い。また放射線に対する感受性には個人差があり、爆心地から同心円状に誰にも共通して被曝

の影響があるというものではない。 

また、国の方針は、原爆症認定の対象となる疾病を（実質的に）制限しているが、それ以外の

疾病についても狭心症など広く放射線起因性は認められる。したがって、国の方針に該当しな

い場合であっても、それぞれの被爆状況、被爆後の健康状況、被爆者の罹った疾病等の性質、

他の原因の有無等を個別具体的に検討しなければならない。その結果、国が認めていない病気

でも放射線の起因性が肯定される場合がある。 

 

２、今回の原告が申請している疾病の放射線起因性について 

① 固形がん：全固形がんに放射線被曝との関連性を認める。しきい値は観念されない。 

② 乳がん術後皮膚潰瘍：一般的に放射線被曝との関連性が認められる。 

③ 心筋梗塞：一般的に放射線被曝との関連性が認められる。しきい値はない。 

④ 狭心症：一般的に放射線被曝との関連性が認められる。しきい値はない。 

⑤ 脳梗塞：一般的に放射線被曝との関連性が認められる。しきい値はない。 

⑥ 甲状腺機能亢進症（バセドウ病）：一般的に放射線被曝との関連性が認められる。しきい

値はない。 

⑦ Ｃ型慢性肝炎：一般的に放射線被曝との関連性が認められる。しきい値はない。 

 

３、原爆症が認められた具体例（抜粋） 
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(１)Ｋ・Ｍさん（男性） 

 １１歳の時広島で入市被爆（８月１１日、１２日、１６日入市）、下咽頭がんを発症。 

 国は原爆投下後１００時間（約４日）以内の入市でないと癌の放射線影響を認めてい

ないが、判決は１００時間以降の入市でも放射線の影響はあるとした。 

 国はＫ・Ｍさんの下咽頭がんは他の原因（加齢、喫煙、飲酒）によるものと主張して

きたが退けられた。 

(２)Ｋ・Ｒさん（女性） 

 ２４歳の時広島で爆心地から４．７９㌔で直爆、８月７日に入市、膀胱がんを発症。 

 国は爆心地から３.５㌔以内の被爆でないと癌の放射線影響を認めていないが、判決

は３.５㌔以遠でも放射線の影響はあるとした。 

 国はＫ・Ｒさんの膀胱がんは他の原因（加齢）によるものと主張したが退けられた。 

(３) Ｔ・Ｙさん（男性） 

 １４歳の時長崎で爆心地から３．５㌔で直接被爆、黒い雨も浴び、心筋梗塞を発症。 

 国は心筋梗塞など癌以外の病気は爆心地から２．０㌔以遠では放射線の影響はないと

しているが、判決は２．０㌔以遠でも影響があるとした。 

 国はＴ・Ｙさんの心筋梗塞は他の原因（加齢、喫煙、高血圧、脂質異常症、狭心症）

によるものと主張してきたが退けられた。そして判決は、高血圧、脂質異常症、狭心

症の発症自体が放射線被曝との関連性があるとした。 

(４) Ｎ・Ｓさん（男性） 

 １０歳の時長崎の爆心地から３．２㌔で直接被爆、灰のようなものも浴び、脳梗塞を

発症。 

 国は脳梗塞は放射線の影響で発症しないとしていたが、判決は放射線の影響を認めた。 

 国はＮ・Ｓさんの脳梗塞は他の原因（加齢、肥満、高血圧、脂質異常症、糖尿病）に

よるものと主張していたが退けられた。そして判決は、高血圧、脂質異常症、糖尿病

の発症自体に放射線被曝との関連性があるとした。 

(５) Ｉ・Ｅさん（女性） 

 １６歳の時広島の爆心地から７㌔で直接被爆、８月８日から連日入市、Ｃ型慢性肝炎

を発症。 

 国はＣ型慢性肝炎は放射線の影響で発症する病気ではないとし、また爆心地から７㌔

の距離では放射線の影響は認められないとしたが、判決は、Ｃ型慢性肝炎と放射線と

の関連を認め、また７㌔の距離でも影響のあることを認めた。 

 

４、全体を通じて判決は、国（厚生労働省）の定めている認定審査方針は誤りであると判断した！ 

① 爆心地からの被爆距離や入市日などによって機械的に被曝線量を算出したり、放射線の影

響を判断する方針は間違っており、被爆者の被爆状況、被爆後の行動、活動内容、被爆後

に生じた症状等に基づいて総合的に判断しなければならないとした。 

② 内部被曝による影響を一切認めない国の方針を否定し、様々な形態での外部被曝及び内部

被曝の可能性を十分検討しなければならないとした。 

③ 国が「積極的に認定する」と定めている病気の範囲（実質的には認定する病気を制限）は

誤りで、それ以外の病気でも放射線の影響はあり、またすべての病気が放射線との間の影

響しきい値はないとした。今回の判決では、狭心症、脳梗塞、Ｃ型慢性肝炎が認められた。 

④ 国がしばしば主張する他の原因論(加齢、喫煙、高血圧、脂質異常症等々)は、ことごとく

退けられた。 



京都「被爆２世・３世の会」会報№３７   ２０１５年１１月２５日 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参考資料：厚生労働省の原爆症認定審査方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尚、同日行なわれたノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審(大阪高裁第６民事部・水上敏裁判長)

では原判決取り消しの逆転敗訴判決が言い渡されました。判決は原告・武田武俊さん(故人)の入市

事実認定をねじ曲げ、放射線の影響は極めて軽微なものだと描き、申請疾患である肝細胞がんの放

射線起因性を否定する明らかな不当判決でした。 

 東京地裁判決はＣ型慢性肝炎の放射線起因性も認めました。武田さんの裁判も屈することなく最

高裁での正しい判断を求めて上告を検討しています。 

（厚生労働省ホームページより） 

該 
当 
し 
な 
い 
場 
合 

Ⅰ 放射線起因性の判断 

１、積極的に認定する範囲 

① 悪性腫瘍（固形がんな

ど） 

② 白血病 

③ 副甲状腺機能亢進症 

２、総合的に判断 

① 心筋梗塞 

② 甲状腺機能低下症 

③ 慢性肝炎・肝硬変 

 

放射線白内障 

（加齢性白内障を除く） 

 

 

「積極的に認定する

範囲」に該当する場

合以外の申請の場合 

 

ア 被爆地点が爆心地よ

り約３.５㌔以内であ

る者 

イ 原爆投下より約１０

０時間以内に爆心地

から約２㌔以内に入

市した者 

ウ 原爆投下より後約１

００時間経過後から

約２週間以内の期間

に、爆心地から約２㌔

以内の地点に１週間

程度以上滞在した者 

※ァ、イ、ウの場合は原

則的に認定 

ア 被爆地点が爆心地よ

り約２．０㌔以内であ

る者 

イ 原爆投下より翌日ま

でに爆心地から約１．

０㌔以内に入市した

者 

被爆地点が爆心地より約

１.５㌔以内である者 

起因性を総合的に判

断 

（申請者の被曝線

量、既往歴、環境因

子、生活歴等を総合

的に勘案） 

Ⅱ 要医療性の判断 

「現に医療を要する状態」に該当するかどうかを、当該疾病等の状況に基づき、個別に判断 

認定 

新しい審査の方針による原爆症認定のしくみ（２０１３年１２月１６日決定） 
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東富士演習場を視察 「日本平和大会ｉｎ富士」参加レポート 

米重節男（向日市） 

 

２０１５日本平和大会の１日目（１０月３１

日）、東富士演習場を視察しました。京都の代表

団が乗るバスの係は、全教の山元さん（乙訓教組

出身）。車中で参加組織の紹介や地元の平和委員

会からの基地に関してのガイドを受けながらの

視察です。話には聞いていましたが、東富士演習

場の広さは、東京のＪＲ山の手線内の面積に匹敵

するとのこと。 

歴史も古く、日露戦争時代の旧日本陸軍の演習

場として始まり、今は自衛隊と米軍の両方が使う、

日本一広い演習場です。ただ、この演習場は国有

地部分が少なく、民有地が多くあるのが特徴だと

の話です。そのことから、年間１０００万円の地

代を受けている地主もあるとか。大きな屋敷が建

っているのは、その地主の家だとの説明もありま

した。地代をめぐる問題が住民を分断する形で内

在していることが伺えます。 

 基地のある場所では、軍用地の地代をめぐって

住民が分断されていることを実感しました。沖縄

の普天間基地でも、丹後Ｘバンドレーダー基地も、

地代をテコにして基地を作っています。日本中の

軍事基地がある所で、同じ問題があると思います。

またこの手法は、基地だけでなく原発でも取られ

たことです。そのつけが様々な形で害として問題

になっていることを思うと、基地問題は単に防衛

問題ではなく、日本国民の生活を壊し、国民を分

断するものだと改めて思いました。 

 地元の平和委員会では、大砲を撃つ演習の時に

は、監視をしているそうです。富士山の標高１５

００ｍの地点に登って、朝７時から夜１０時まで、

着弾するのを見下ろして監視行動している話に

は驚きました。大変な苦労で、まさに闘いをして

いるのだと感じました。乙訓では想像もできない

ことです。米軍基地をなくせの声をあげ続けるこ

とが大切だと感じました。 
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政府・福島県は帰還政策の撤回を！ 

私たちをこれ以上被ばくさせないで‼  

「いのちと避難生活をまもる第４回京都公聴会」の報告 
 

１０月２５日、キャンパスプラザ京都において「政府・福島県は帰還政策の撤回を！ 私たちをこれ

以上被ばくさせないで‼ いのちと避難生活をまもる第４回京都公聴会」が開催されました。「うつくし

ま☆ふくしま in 京都＆原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会」事務局の上野益徳さんの報告を転載

で紹介します。長文ですが、避難されているみなさんの現状とこれからの課題を正確に理解するために、

是非お読み下さい。 

 

 

７０名を超える避難者・支援者の参加があり、

１３時から１７時までという長時間だったにも

かかわらず、途中退席される方はほとんどありま

せんでした。 

 

最初に主催者を代表して、うつくしま☆ふくし

ま in 京都代表であり、原発賠償訴訟・京都原告

団を支援する会事務局長の奥森祥陽さんが報告

と提案を行いました。 

報告の要点は、以下のとおり。 

◇政府・与党は「 帰還困難区域」（年間５０ミリ

SV を超える地域）を除く避難指示区域について、

「避難する状況にはない」として２０１７年３月

までに避難指示を解除することを閣議決定した。

◇福島県は災害救助法に基づく「見なし仮設住宅」

の無償供与期間を２０１７年３月までとし、それ

以降は「新たな支援策」で対応するとしている。

◇だが、その中身は２年だけ家賃の一部を補助す

るというものであり、避難者を切り捨てるものだ。

◇ウクライナでは無料の健診や長期保養などが

実施されてきたが、事故から３０年近く経った今

でも「１００％健康な子どもはいなくなった」と

言われている。◇福島県でも甲状腺がんの多発を

はじめ、さまざまな健康被害が発生している。◇

政府と福島県に、被ばくを強要する帰還政策の撤

回と避難の継続、移住を希望する被災者への全面

的支援策の実施を求めていく。 

今後の取り組みは以下のとおり。 

◇「居住制限区域」「避難指示解除準備区域」の

２０１７年３月末解除方針の撤回を求める。◇

「避難用住宅の提供打ち切り撤回と避難用住宅

の長期無償提供を求める署名」（全国７当事者団

体呼びかけ）、「避難先にとどまる原発事故避難者

の住まいの安定を求める署名」（キビタキの会呼

びかけ）に取り組み、政府・福島県交渉を行う。

◇各地で避難者懇談会・聞き取り活動を行い、政

府・福島県・避難先自治体への要請書を確立する。

◇福島県以外からの避難者の聞き取りを行い、県

交渉を開始する。◇「放射能健康診断１００万人

署名」を取り組み、政府・福島県・近隣県への交

渉を行う 。 

 

そのあと、公聴会への参加招請に応えて参加さ

れた民主党の京都府議会議員の田中健志さん、共

産党の京都市議会議員団長の山中渡さんから挨

拶をいただきました。 

 

第１部は、「子ども脱被ばく裁判」弁護団長の

井戸謙一弁護士による「政府の帰還政策批判と子

ども脱被ばく裁判の意義」と題した講演でした。

その要点は、以下のとおり。 
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◇公衆の法定被ばく限度は年１ミリ SV だが、こ

れは原爆症認定の基準にもなっている。１ミリ SV

というのは爆心地からわずか３キロ強の所にい

た人が受ける被ばく線量だということだ。◇福島

県以外では年１ミリＳＶを超える放射線量が検

出された場所が立ち入り禁止となっており、福島

県民だけがその他の国民とは異なる基準（年２０

ミリ SV）が適用されている。◇年１ミリ SV自体

が、それ以下なら無害というわけではなく、我慢

すべき量でしかない。◇原発事故以降、政府・行

政は情報を隠蔽し、安定ヨウ素剤を投与せず、山

下俊一氏を使って安全宣伝を繰り広げ、校舎利用

基準をなし崩し的に２０ミリ SV に引き上げた。

◇そして今、帰還政策が推進されているが、これ

は東京オリンピックまでには帰還困難区域以外

は元通りにするという政策だ。◇福島では、突然

死が増え、がんの進行が早くなり、白内障など急

激に目が悪くなる人が増えている。ＷＨＯ（世界

保健機構）も、全固形がんや乳がん、白血病の増

加を予測している。福島県浜通り・中通り一帯の

土壌が放射線管理区域並みに汚染（４万ベクレル

／㎡）されている。◇こうした中で、福島県をは

じめ全国で裁判が闘われている。「子ども脱被ば

く裁判」のうちの子ども人権裁判は、子どもが「安

全な環境（追加実効線量が年０．３ミリ SV 以下

の環境）で教育を受ける権利があることの確認」

を求めるものだ。◇一部専門家という人たちが

「年１００ミリ SV 以下なら健康被害はない」と

言うが、もともとは「累積１００ミリ SV」だった

ものを「年１００ミリ SV」にすり替えた。年２０

ミリSVでも５年以上経てば「累積１００ミリSV」

を超える。◇海外の調査研究では１０ミリ SV で

がん死が３％増えるということが分かってきて

いる。声を上げないと被害はなかったことにされ

てしまう。 

 

そのあと、大飯原発差止訴訟（京都地裁）を争

っている京都脱原発原告団の吉田明生事務局長

から、第４次原告への参加の訴えがありました。 

 

第２部の初めに、放射能健康診断１００万人署

名運動実行委員会の三浦さんから、南相馬市、川

俣町などを激励訪問した際に撮影したビデオを

上映して、現地の汚染実態や放射能健診署名活動

を通じた市民の反応などの報告がありました。 

 

そのあと医療問題研究会の高松勇医師（内科医）

による「福島で進行する低線量・内部被ばく、甲

状腺がんの異常多発とこれからの広範な障害の

増加を考える」と題した講演が行われました。そ

の要点は、以下のとおり。 

◇放射線量が４万ベクレル／㎡を超える汚染

地帯が広範に存在するが、チェルノブイリ事故で

同レベルに汚染された全地域でさまざまな病気

の総罹患率が上った。◇福島では第１巡目甲状腺

スクリーニング（先行検査）で１１２人（約３０

万人が受診）、第２巡目甲状腺ス クリーニング

（本格検査）で２５人（約１７万人が受診）、計

１３７人の甲状腺が見つかっている。甲状腺がん

は年齢とともに増えていく傾向があり、１４歳以

下ではほとんど見られない（発症する人は１０万

人に０・２人以下）。◇全国の甲状腺がん発生率

と比較するためには、発見率を平均有病期間で割

る必要がある。そうした補正を加えて比較しても、

低い地域で２０倍、高い地域では５０倍の異常多

発だ。◇各年次ごとの発見率をチェルノブイリで

の発見率と比較しても、チェルノブイリの汚染地

域に匹敵する数値だ。これがスクリーニング効果

でないことは、チェルノブイリ事故で汚染されな

かった地域での集団検診では７万人のうち１人

しか発見されなかったことで明らかだ。◇「過剰

診断ではないか」と疑う声もあったが、手術した

５４例は「手術を要するほどの臨床がん」であっ

たことが判明している。◇本格検査の結果でも、

放射線量が高かった地域では全国発生率と比較

して２０倍から５０倍の異常多発となっている。

◇ＷＨＯも「原爆事故健康リスク評価」（１３年

２月）の中で、１歳の年齢グループについて１５

年間の甲状腺がん罹患リスクを推計しており、浪

江町の男児７・４倍、女児９・０倍、飯館村の男

児４・６倍、女児６・０倍の増加を見込んでいる。

◇こうした健康被害は福島県にとどまらない。北

茨城市でも３人の甲状腺がん患者が見つかった

が、文句なしの異常多発だ。◇健康被害は甲状腺

がんだけではない。福島近隣７県では死産や新生

児の死亡が増えているし、近隣４県では急性心臓
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死が増えている。チェルノブイリ事故では幅広い

健康被害が生じ、今も続いている。◇被ばく軽減

策としての避難、保養、食の安全が必要。帰還政

策は撤回されるべきだ。今後の健康被害の拡大に

備えて、健診・医療体制の整備が求められる。 

 

第３部は、避難者からの訴え（公聴会）でした。 

◇郡山市からの避難者で原発賠償関西訴訟原

告団代表の森松明希子さんは、内閣総理大臣と福

島県知事宛に書いた手紙を朗読するという形で

発言。「福島が元の状態に戻るなら、今すぐにで

も戻って生活したい」との避難者の思いを語りな

がら、避難という選択肢を選んだ者を支援する制

度がない現状を告発。「命と健康を守る行為こそ

原則」と強調しました。 

◇福島市から避難した齋藤夕香さんは、避難生

活に追われながらも、福島に残っている子どもた

ちを保養に出させたいと保養事業をやり、若い人

に伝えなくてはと大学に出かけて行って話をし

ていると報告。 

◇福島市から避難した小林雅子さんは、福島で

の安全キャンペーンを紹介し、福島では情報が遮

断され声を出しにくい状況なので、声を上げられ

る所から声をあげて行きたいと思いを語りまし

た。 

◇福島市から避難した宇野朗子さんは、帰還政

策は「被ばくか貧困か」を選ばせようとする非人

道的なものと批判し、全国の避難者がつながって

いこうと１０月２９日に「避難の権利」を求める

全国避難の会を結成すると報告。 

◇いわき市から避難した高木久美子さんは、

「残っても地獄、避難しても地獄だ」と悩んだが、

避難できたのは無償住宅があったからで、打ち切

りを撤回させるために知恵を貸してくださいと

訴えました。 

来場していた避難者も発言。 

◇田村市から避難した鈴木絹江さんは、リスク

を抱えている人（原発作業員、障害のある人）の

実態調査をやってもらえる先生、会計から見た帰

還政策を明らかにしてくれる先生がおられたら

教えてほしいと情報提供を呼びかけ。 

◇南相馬市から避難した青田勝彦さんは、昔か

ら反原発闘争をやってきて、今も滋賀県で運転差

し止め訴訟に参加している。声を絶やさず上げ続

けることが大事だと訴えました。 

◇原発賠償京都訴訟原告団共同代表の福島敦

子さん（南相馬市から避難）は、避難者は「被ば

くか貧困か自殺か」を迫られている、ぜひ裁判を

傍聴しに来てくださいと支援を訴えました。 

 

まとめの発言に立った奥森さんは、「『一人も 

路頭に迷わせない』を合言葉に、絶対に譲らずに

取り組む」と決意を述べ、来場者の支援を訴えて

全日程を終えました。 

 

 

 

戦後日本の闇に迫るドキュメンタリー映画 

◆日程：2016 年公開予定 

◆会場：京都みなみ会館 

（京都市南区西九条東比永城町 78） 

◆日程：2016 年公開予定 

◆会場：第七藝術劇場 

（大阪府大阪市淀川区十三本町 1-7-27） 

放射線を浴びた 

Ｘ年後２ 
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■ 原爆体験と戦後日本  直野章子 著 

■ 手記・被爆者Ｙの生涯  安井晃一 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

戦後７０年、というわ

けではなかろうが、数多

くの「戦争体験記」が出

されているが、これはそ

のような内容の本ではな

かった。 

余談ですが、被曝とい

えば「原爆を浴びた人」

を示す言葉として使われ

るが、当初は「空爆にあ

った人達」全体を表す言葉

であったらしい。 

私事で申し訳ありませんが、父親から「８月６

日」のことは、断片的に聞いてきたが、「その後」

のことは、殆どいうか全く聞いていなかった。ま

た「会」の活動としての、被爆者からの聞き取り

活動をみながら、「果たして、私の父親はどこま

で話をしてくるの？当日の体験を果たして話せ

る勇気があるの？」という疑問をも続けていた。

病院に入院中まで病室に「日記」をもちこみ、書

くことは嫌でなかった父親が「何故、原爆のこと

については、殆ど書かないのか？」不思議でなか

った。しかし、ここで述べられている「体験者」

の声を知ることで、少しは「理解」できたような

気がする。 

著者は、戦後の「被爆者」の核兵器廃棄運動の

取り組み、被爆者援護法の取り組みを取り上げな

がら、その時々の被爆者の声を取り上げている。

適切な表現かどうかわからないが、時間の経過と

共に、「声」「体験」をあげる被爆者もいるが 

その内容も変化していくことが述べられている。

「註」も「被爆者の証言録」も充実しており、こ

れだけでも「読む」価値はあると思う。 

朝鮮の被爆者の声も、少し取り上げられている

が、日本人被爆者とは違ったとられかたをされて

おり、勉強になる。 

今まで、「その時・その瞬間」の証言は数多く

読み、聞いてきたが、「その後」については、殆

ど聞いたことがなかった。父親も、一年後の日記

には「地獄のような～」としか書いていないが、

証言者も「地獄」としか表現できないと述べてい

るが、少しは父親の気持ちが理解できたかな、と

思っています。話をしなかったのではなく「話せ

なかった」というか「表現のしようがなかった」

と理解をしたいと思います。著者は「証言が自ら

の人間性だけでなく、死者の人間性を取り戻そう

とする行為であり、証言が聞き手を得て初めて成

り立つ」と指摘されているが、２世３世の活動を

することが、少しは父親の供養になったのかな、

と一人納得している。 

 被爆者の「その後を」、少しでも知りたくて書

評で紹介されていた「Ｙの生涯」を手にとったが、

少し期待はずれでした。北海道原爆訴訟の原告団

長として１１年間闘ってきた著書だが、アメリカ

「スミソニアン博物館」での「エノㇻゲイ」展示

会場での「反核運動」・

スウエーデン訪問活動

等、参考になる内容もあ

ったが、少し中身が古か

った。一人の「被爆者」

としての歩みとしては、

敬意を表するが、もう少

し自分の生き様を語っ

てほしかった。 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

岩波書店 

３２００円＋税 

郁朋社 

１２００円＋税 

http://img.junkudo.co.jp/book/9784873026008-B-1-L.jpg
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新日本出版社 

１７００円＋税 

■原爆孤児「しあわせのうた」が聞こえる  平井美津子 著 

紹介 石田信己さん（左京区） 

本「原爆孤児」、そして「原爆被害者相談員の会」 

 

過日、昨年に続き部問題研究者全国集会に参加

した。本年参加の主な目的は二日目に開催された

第３分科会「現状分析・理論」の「テーマ 同和

行政終結と地域の人権課題を考える」の３人目の

報告を聞くためであった。報告者は三村正弘氏、

肩書きが原爆被害者相談員の会、とあったからで

ある。報告テーマは「原爆被害者相談員の会のあ

ゆみと被爆者の人権」。三村氏はこの「原爆被害

者相談員の会」の代表をされており、医療機関に

勤務していたソーシャルワーカーの一人であっ

た方である。 

 報告で簡潔にまとめられていた被爆者の人権

を蔑ろにしてきた苦難の元凶・原罪４点とは、 

 ①アメリカによる広島・長崎への原爆投下、 

 ②原爆投下後１２年間、アメリカと日本政府は

被爆者を放置、 

 ③日本政府は受忍論によって国家補償を否定、 

 ④４０２号通達（1974年 7月 22日）によって

在外被爆者の権利をはく奪、とあった。 この③

を主な背景にして１９８１年６月に発足したの

が原爆被害者相談員の会である。前年の１２月１

１日に当時の厚生大臣の私的諮問機関・原爆被爆

者対策基本問題懇談会（座長・茅誠司氏）による

意見書「戦争による何らかの犠牲を余儀なくされ

たとしても、それは、国をあげての戦争による『一

般による犠牲』として、すべての国民がひとしく

受忍しなければならない」と被爆者に対する国家

賠償を遺棄した「受忍論」に抗議、怒りの直訴状

を送付したことに起因している。 

 さて、本の紹介である。前述の全国集会、初日

の全体会の報告テーマ「戦争体験をいかに継承す

るか～『戦後７０年』の地平に立って」（報告者・

吉田裕氏・一橋大学教授）のコメンテーターの一

人・平井美津子氏が「原爆孤児」の著者である。

本書の７３ページにこの三村さんが紹介、記述さ

れている。 

 

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

三村正弘の母は、原

爆投下の翌日、妊娠

八ヶ月のお腹を抱

え、食糧をもって、

焦土の中を歩いた。

正弘は母のお腹の

中で被爆した。彼が

中学三年生の年、父

を六月に、母を十一

月に相次いで亡く

し、兄と二人で生き

手いくことになっ

た正弘は、生活に精一杯

で受験勉強もできずに

いた。正弘は中学まで両

親がいたために精神養子にはならなかったが、あ

る日、山口勇子が中学校を訪ねてきて……（中略） 

 日本福祉大学に進んだ正弘は、原爆孤児で大学

の先輩だった山田寿美子（第７章参照）の後を追

ってソーシャルワーカーの道を歩み……（中略） 

 正弘は２０１３年に被爆者健康手帳の交付を

受けた。・・・胎内被爆者と認定された。「私は半

被爆者で、一五歳で孤児になったので半原爆孤児

である」と称してきた正弘だが・・・  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

 本書は被爆孤児となった子供たちを精神養子

として迎え、被爆孤児を生涯にわたって支え続け

た精神養子運動の軌跡を綴った「戦後７０年」を

照射するに時宜にあった著作である。精神養子運

動の足跡から学ぶこと、精神養子運動終了後の原

水爆禁止運動内部に「発生」した亀裂、三村さん

を中心にした「相談員の会」のあらたな運動、こ

の軌跡の縦軸に精神養子運動の主軸をになった

山口勇子の果敢とも言える核兵器廃絶への希求、

その運動の原点と一端が被爆孤児をめぐって語

られる。故山口勇子は言うまでもなく、かって日

本原水協の筆頭代表理事を務めた、かつ作家であ

ったその人である。平和運動が如何なるものであ
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るべきか、深淵を教示される著作である。 

 本書で語られているいくたの「精神養子」とそ

の「親」「兄」「姉」との絆を書き留める各章はそ

れぞれが彩りまぶしく、こころ揺さぶられること

なく文字を追えない。涙腺の栓を止めること能わ

ずであったひとつに、第７章参照とされていた山

田寿美子さんを「暗い子」として語られている章

があるが、その山田さんは現在も広島への修学旅

行生に体験を語っているという。 

 山田さんの後輩にあたる三村さんが先の全国

集会にて語った「残された被爆者問題」とは 

 ①原爆症認定など被爆者援護法の改正 

 ②最高裁判決にもとづく在外被爆者医療費に

関する政省令の改正 

 ③黒い雨降雨地域の拡大を求める訴訟運動 

 ④高齢被爆者対策問題 

 ⑤被爆２世・３世問題 

 ⑥被爆者生活史調査・被爆者自分史づくり・原

爆被害実相の継承 

 ⑦他の戦争被害者・福島原発事故被害者などと

の連携・連帯運動、 

 これらの問題提起は京都「被爆２世・３世の会」

が確認している運動方針・課題と寸分の違いもな

いものと確信する。 

 本書をわが会メンバーの必読書として推奨し

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■経ヶ岬Ｘバンドレーダー基地３回目の視察 

石角敏明さん（長岡京市） 

先日（１１月３日）、平和バスツアーという企

画で「Ｘバンドレーダー」基地を見てきました。

「片岡さん」の案内で、基地の現状がよくわかり

ました。今回で３回目ですが、行くたびに「基地

の整備」が進行し、我々からますます基地全体が

見えなくなってきています。基地の周囲には「防

音シート」がかけられており、殆ど「中」が見え

なくなっておりました。しかし、米軍専用の車両

「Ｙナンバー」の車は、何台か止まっておりまし

たし、工事現場の入り口には「赤いライン」がく

っきりとひかれておりました。片岡さんの説明に

よると、「このライン」を踏み越えると、即逮捕、

ということでした。 

守田さんの「本」、読ませて頂きました。守田

さんの「人間的な温かみ」があふれている内容で、

２日間で読んでしまいました。内容等のコメント

については又、後日。 

 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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那覇市銘苅幼稚園でコンサート終了後に沖縄の方言

で子どもたちが童歌を歌ってくれました。 

■『原発からの命の守り方』、台北でも大津市で

も講演会 

守田敏也さん（左京区） 

『原発からの命の守り方』をご購入いただき、

ありがとうございました。心を込めて書きました

のでぜひお読みください。 

本書の内容は原発災害対策への実践的な関わ

りの中で編み出してきたものです。上梓を契機に、

この内容をさらに広げるための実践的な活動を

広げていくつもりです。 

 その一つとして１１月１８日に台湾の台北市

と１１月２３日に滋賀県大津市で「原発からの命

の守り方」についてお話します。大津市での講演

には滋賀県と大津市の原子力防災担当者も参加

されます。 

一方で私は本書に盛り込めなかった分野でも

さまざまに活動しています。とくに積極的に取り

組んでいるのは海外との連携です。その中でも日

本からの原発輸出を食い止める活動に力を入れ、

トルコに繰り返し通っています。今後もこの活動

を強めていくつもりです。 

 これらについてブログ『明日に向けて』で継続

的に報告していきますのでぜひご注目ください。

グーグルで「明日に向けて」と入力して下されば

すぐにご覧になれます。 

 なお『明日に向けて』は無料メルマガでも配信

しています。メルマガでお読みになりたいときは

以 下 の ア ド レ ス に ご 連 絡 く だ さ い 。

Morita_sccrc@yahoo.co.jp 

 

■戦後７０年、「おばあちゃん何してたの？」と

孫たちに言われないために 

木全満知子さん(橋本市) 

いつも（会報の）封筒が届くたびに楽しみにし

ています。そして内容の深さにすごいと思ってい

ます。どうしたらこんなに書けるのかと・・・・。 

橋本市の人権啓発推進委員会では広島原爆ピ

アノコンサートがあります。(１１月１４日)その

チラシを同封しました。 

 私たち被爆二世の健康も心配ですが、子どもの

身体のことも心配です。そして孫たちも。 

 今日も宮大工さんに被爆二世の話をしたら、日

本は不思議な国で、仏様神様が護ってくださって

いる、というのです。被爆した人の方が強いと言

うのです。 

戦後７０年と言われてきました。戦後７０年、

おばあちゃん何していたの・・・？と孫たちに言

われないためにも、活動を続けていきたいもので

す。世界でたった一つの被爆国ということを忘れ

ずに・・・。 

 

■那覇の幼稚園で楽しいお誕生会 

河野康弘さん(右京区) 

▽秋暖かい、いや暑いくらいの沖縄ツアーから京

都に帰りました。幼稚園、保育園、ホームコンサ

ートと楽しい１週間でした。 

１１月１３日（金）は那覇市真和志幼稚園コンサ

ートでした。その日は幼稚園のお誕生会のお楽し

みで企画してくださいました。私は、この日がぴ

ったり誕生日。誕生会で１２人の園児さんと一緒

に祝っていただきました。金色の王冠をかぶせて

いただき感激。 

その後コンサート。辺野古の海をイメージして作

曲した「ジュゴンの海」では目を閉じて気持ちよ

さそうに聴いてくださいました。「デンジャラス

たんけんたい」はノリノリ。「ワッハッハ」では

１２０人の子どもたちが全員ピアニスト。私は汗

ビッショリ。 

最後は「島んちゅの宝」子どもたちも園長先生も

歌ってくださいました。元気に演奏できたことに

感謝。素晴らしい誕生日になりました。 

▽でも夜中に悲報。パリ同時多発テロ。１１.１

３が、そんな日になってしました。殺し殺される、

どうにもならない負の連鎖。平和憲法を持つ日本

mailto:Morita_sccrc@yahoo.co.jp
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は負の連鎖のストップをかけていける国だと思

います。 

▽辺野古にも行ってきました。警視庁から機動隊

が来ていました。デモ隊から「市民を守るために

警視庁に入ったのでは無いのか？」の、声。機動

隊の若者は、耳も聞こえないのか？目も見えない

のか？涙が出てきました。 

▽いっぽう福島民報新聞では１１月９日のトッ

プが「２０ミリシーベルト以下健康影響なし」。

頭がクラクラ。クラクラしていてもしかたないの

で皆さんと一緒に行動したいと思います。福島の

子どもたちの保養をしている「びわこ１・２・３

キャンプ」の応援チャリティコンサートを比叡山

でします。ちょうど紅葉まっさかり。観光を兼ね

て、ぜひ、お越し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■米原爆開発の拠点３地域、国立歴史公園として発足 

アメリカの原爆開発の重要な拠点となった西部ニューメキシコ州のロ

スアラモスなど３地域が１０日、「マンハッタン計画国立歴史公園」とし

て発足しました。 

アメリカのエネルギー長官と国立公園を所管する内務長官は１０日、今後の運営体制についての覚

書に署名し、「マンハッタン計画国立歴史公園」が発足しました。 

公園に含まれるのは、研究の中心地だったニューメキシコ州ロスアラモスのほか、原爆用のウラン

が作られたテネシー州オークリッジなど３地域で、一部はすでに公開されています。今後数年かけて、

原爆をめぐる歴史を総合的に伝えるための整備が進められる予定で、署名式にあわせて広島と長崎の

有識者が招かれ、アメリカ側の専門家と園内での展示内容について議論しました。 

「被爆の実相をきちんと知ってほしい、それから将来にむけて、どういう安全保障、どういう平和

な生き方があるのかを考える展示にしてくれと」（広島平和文化センター 小溝泰義 理事長） 

提示内容は今後数か月で詳細を詰める運びですが、アメリカ政

府側も「原爆賛美ではなく、日本での悲惨な結果も含めた複雑な

ストーリーを伝えたい」としています。 

（ＴＢＳニュース １１月１１日０９：３６） 

scrapbook 

辺野古ゲート前 

１０日、米ワシントンで、「マンハッタン計画国立歴史公園」を設立する覚

書に署名するジュエル内務長官（左）とモニズ・エネルギー長官 

怒りを込めたニュース紹介です！ 

http://www.jiji.com/jc/zc?g=soc&k=201511/2015111100128&p=0151111at05&rel=pv
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１１月１３日、フランス・パリ

で同時テロ発生。どのような理由

があろうとも絶対に許せない非道な

犯罪行為、根絶に向けて世界の人々が力を合わせ

なければなりません。しかし、「テロとは何か？」

を振り返ってみると、Wikipedia を参考にすると

「①事前に謀られ、政治的に動機付けられた暴力

行使、非戦闘員を標的とし、様々な政治的意図を

持つ者によって行われる。②恐怖又は不安の拡散

により、政治目的の達成を狙って行なわれる暴力

的な犯罪行為」（要約）とあります。だとすると、

広島・長崎への原爆投下や、南京大虐殺とどこが

異なるのか？そして今、イラクやシリア、アフガ

ニスタンにおいて無防備、無抵抗の市民も巻き添

えに無差別に平然と行われる「有事連合」等の空

爆もテロではないのか？ 

石田信己さんから書籍『原爆孤児』が紹介され

ました。７０年前の広島・長崎と同じようにイラ

クでも、シリアでも、アフガニスタンでも毎日た

くさんの子どもたちが孤児となっていることを

思うと、「空爆は直ちに止めよ!」と叫ばざるを得

ません。 

■「黒い雨」援護拡大を 広島の６４人 被爆手帳求め提訴 

広島の原爆投下後に降った放射性降下物を含む「黒い雨」を浴びて健康被害を受けたのに、被爆者

健康手帳などの交付申請を却下したのは違法として、広島市などに住む７０～９０歳の男女計６４人

が４日、広島市と広島県の却下処分の取り消しを求めて広島地裁に提訴した。原告は、黒い雨被害に

対する国の援護対象拡大を目指しており、事実上は国と争う集団提訴となる。 

黒い雨の援護を巡り、国は爆心地から市北西部にかけて「大雨地域」（長さ約１９キロ、幅約１１

キロ）を援護対象区域に指定。区域内で雨を浴びた住民たちに「第１種健康診断受診者証」を交付し、

無料の健康診断を実施するが、区域から外れれば援護はない。一方、市と県は区域を約６倍に広げる

よう国に要望したが国は２０１２年に「科学的根拠がない」と退けている。 

原告は広島市、広島県安芸太田町、安芸高田市、府中町に在住。訴状によると、黒い雨の被害を受

けた原告は「身体に原爆の放射能の影響を受けるような事情の下にあった」と定めた被爆者援護法の

「３号被爆」に当たると主張し、被爆者健康手帳の交付申請の却下処分を取り消すべきだとしている。 

また、専門家の研究に基づき市などが求めた区域拡大を国が退けたのは「非科学的で不合理」と指

摘。「対象区域の指定が狭すぎ、著しい不平等を招いている」として、第１種健康診断受診者証の取

得申請の却下取り消しも求めた。 

提訴後、中区であった報告集会には、原告や支援者たち約９０人

が参加した。高野正明原告団長（７７）＝佐伯区＝は「区域拡大を

求めてから３７年間を経て、訴訟という最終手段に踏み切った」と

強調。広島敦隆弁護団長は「提訴していない人も含め、救済の道を

開きたい」と述べた。 

原告はことし３～７月、被爆者健康手帳などの交付を県市に申請

したが、いずれも却下された。松井一実市長と湯崎英彦知事は「国

に対象区域の拡大を求めたが実現せず、現行の法律・政令に基づい 

て却下をせざるを得なかった。提 

訴された内容を見て、国とも協議 

し、適切に対応したい」とのコメ 

ントを出した。 

（２０１５年１１月５日 

中國新聞） 

編集後記 
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行事カレンダー 
月 日 曜 行     事 

１２ １ 火  

 ２ 水  

 ３ 木 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟（１３時３０分・大阪地裁第７民事部） 

 

 

４ 金 キンカン行動 

 ５ 土  

 ６ 日 
映画「エイジアン・ブルー」上映とトークショー（１４時・立命館大学朱雀キャンパス） 

6・９行動 

 ７ 月  

 ８ 火 太平洋戦争開戦の日（１９４１年） 

 ９ 水 6・９行動 

 １０ 木 世界人権デー 

 １１ 金 
ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟（１１時・大阪地裁第２民事部） 

キンカン行動 

 １２ 土 
９条京都のつどい２０１５（１３時３０分・キャンパスプラザ京都） 

守田敏也さんの『原発からの命の守り方』出版を祝う会（１４時・新島会館） 

 １３ 日 南京大虐殺事件（１９３７年） 

 １４ 月  

 １５ 火  

 １６ 水  

 １７ 木 京都「被爆２世・３世の会」忘年会（１８時３０分・おおたや） 

 １８ 金 キンカン行動 

 １９ 土 ヒロシマ・ナガサキを語り受け継ぐつどい（１３時３０分・東京主婦会館） 

 ２０ 日 ２０１５年全国高校駅伝 

 ２１ 月 韓国総督府設置（１９０５年） 

 ２２ 火 冬至 

 ２３ 水 ２０１６年被爆者を励ますつどい・Ｘマス平和パーティー（１３時・ラボール京都） 

天皇誕生日  ２４ 木 クリスマスイブ 

 ２５ 金 クリスマス                              キンカン行動 

 ２６ 土  

 ２７ 日  

 ２８ 月  

 ２９ 火  

 ３０ 水  

 ３１ 木 大晦日 

 


