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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 

私たちの命と健康と対策を考えていきましょう！ がんの早期発見対策について ２ 

この夏、広島にて、被爆２世・３世の交流と連帯の夕べを計画中です ３ 

韓国で初めての被爆者支援法が可決成立！ ４ 

 「安保法は違憲」大阪と長崎で集団提訴 被爆二世も「戦争法は憲法違反」と訴え ９ 

 オバマ大統領の広島訪問について 私のコメント  平 信行さん １０ 

 韓国原爆被害者協会からオバマ大統領に送る書簡 １１ 

 ５月２７日（金）原発賠償京都訴訟第１４回口頭弁論の報告 上野益徳さん １３ 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 「テレビと原発報道の６０年」「原発プロパガンダ」 石角敏明さん １４ 

 「福島のお母さん、聞かせて、その小さな声を」   平 信行さん １５ 

会員から会員へ❁みなさんからのお便り紹介 １７ 

SCRAPBOOK／ 福島・葛尾村の避難指示解除 ９割の世帯１３４７人対象（朝日新聞） １８ 

 放射線の危険性訴え 伊方原発訴訟 被爆者が違憲陳述（中國新聞） １８ 

 高浜原発 再稼動認めず 関電申し立て却下 大津地裁（毎日新聞） １９ 

編集後記  １９ 

行事カレンダー  ２０ 

被爆体験の継承 ４３  紙一重の差で生かされてきたことに感謝 松浦悦枝 さん 

２０１６年国民平和大行進 ６月２１日 滋賀県から山科区 → 京都市役所へ 
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私たちの命と健康と対策を考えていきましょう！ 

がんの早期発見対策について  
 

■２０１５年「被爆二世健康実態調査」から 

２０１５年実施した京都の「被爆二世健康実態

調査」では「健康である」と回答した人が５６人

（５２．８％）、「過去に病気で苦しんだ」人と「現

在苦しんでいる」人の合計は４１人（３８．８％）

でした。病気経験のある人で具体的な疾病名を挙

げられた人の内容を見てみると、がんの発症１１

人（乳がん、腎臓がん、前立腺がん、肺がん、甲

状腺がん等）、ポリープの切除・摘出５人（大腸、

子宮等）、生活習慣病に分類される病気１２人（糖

尿病、高血圧、高脂血漿等）が特徴的に多くなっ

ていました。 

 

■２０１５年「くらし健康アンケート」から 

また京都府在住被爆者の方を対象にした調査

「２０１５年くらしと健康アンケート」では、あ

なたのお子さん（被爆２世）お孫さん（３世）の

健康について、７１人（５１．４％）の人が「不

安がある」と回答しています。そして「どのよう

な不安がありますか？」の質問に対しては、「２・

３世であることによる一般的で漠然とした不安」

があると回答した人に加え、「現在既に健康上の

問題があるために不安・悩みを抱えている」と回

答された人も少なくありませんでした。具体的な

記述例を以下に抜粋で紹介します。 

 現在は働いているから定期健診を受けてい

るけど、退職したら健診しなくなると思うの

で心配しています。 

 娘は主婦なのであまり詳しい健康診断を受

けていません。二世も特別健康診断が受けら

れることを望みます。私が乳がんをしている

のでそれも心配です。 

 長女が乳がんになりました。私が４５歳で乳

がんになり、娘も４５歳でなってしまい、心

配しています。 

 娘が２人とも若くしてがんを病みました。再

発がとても心配です。 

 親の体質を受け継いでいるらしく二世の子

どもも丈夫でありません。遺伝子の影響がな

ければよいが、まだ医学的に解明されていな

い問題が多いのが不安です。 

 今は元気ですが子どもの先のことを考える

といろいろ不安があります。 

 放射能の人体に及ぼす原因がどの程度遺伝

するのかどうか、不明である以上心配はあり

ます。 

 私の娘は年に２回は人間ドッグを受けに行

っています。少し変な症状が出た場合も受診

しに行きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日常から免疫力と体力を高め、疾病の早期発

見のための健康チェックを！（Ｔさんの場合） 

一つの事例です。被爆二世のＴさんは４５歳の

現役の頃から、職場の健保組合で行なわれている

人間ドッグを毎年受診してきました。５０歳の時

血糖値の高さと高血圧を指摘され、以来糖尿病外

来での受診を続けています。今は投薬だけの治療

です。 

６０歳の時定年退職。健康保険も国民健康保険

に変わりました。それからは京都市国民健康保険

の行なう特定検診・人間ドッグ（国保ドッグ）を

毎年受診するようにしてきました。受診人数に制

限があるため早く申し込まないと受診できなく
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なるなどの問題はありますが、基本的なガンの早

期発見につながる検査が一通りカバーされてい

ること、費用が１０，８００円～１３，５９０円

と比較的低廉であるため、意味のある健康診断だ

と思って続けてきました。 

この国保ドッグの基本検査項目は以下の通り

です。 

 

 診察、身体計測、尿検査、眼科検査（視力・

眼圧・眼底）、聴力検査、循環器検査（血圧・

心電図）、呼吸器検査（胸部エックス線・肺

機能）、消化器検査（胃エックス線透視／胃

内視鏡・腹部超音波・便潜血）、血液検査（貧

血・血中脂質・血糖・肝機能・膵機能・腎機

能・尿酸・ＣＲＰ等） 

 オプション検査（別料金必要）として婦人科

検査（子宮がん・乳がん）、前立腺がん検査

もあります、 

 

 幸いにもＴさんは過去がん見つかったことは

ありません。一度便潜血検査が陽性となったため

大腸ファイバーによる精密検査を受けましたが、

切除の必要のないポリープだと診断されました。 

一般的には、基本的ながん検診は「胃がん」「大

腸がん」「肺がん」「肝臓がん」「前立腺がん」「子

宮がん」「乳がん」が必要だと言われています。

これらは上記の国保ドッグで（オプション検査含

めて）すべてカバーされることになります。 

 

■今年から二世健診に多発性骨髄腫検査 

２０１６年度から厚生労働省の被爆二世健康

診断に多発性骨髄腫検査が加わることになりま

した。多発性骨髄腫とは一言で言えば血液のがん

です。地方自治体の行なう各種がん検診の中でも

この多発性骨髄腫検査はまだ行なわれていない

ため、今回被爆二世健診で行なうことになった、

というのが厚生労働省の説明です。上記Ｔさんの

場合、国保ドッグの受診に加えて今年度から被爆

二世健診の多発性骨髄者検査を受診すれば、より

充実したがんの早期発見対策を行なっていくこ

とになります。 

 尚、多発性骨髄腫の検査は採血から蛋白分画と

いう方法によって行われるもので、受診者に特別

の動作や検体が求められることはありません。 

 私たちの基本的な要求は、被爆二世健診をより

充実させてあらゆるがん検診をこの二世健診で

行なうようにしていくことであり、そのことはこ

れからも変わりません。しかしそのことが実現す

るまでには、現存の制度も柔軟に活用し、私たち

自らの命と健康を守るとりくみを進めていく必

要があるのではないでしょうか。 

 

あなたの行なっている健康対策、心がけている疾病予防対策を是非紹介して下さい。 

みんなで交流しながらよりよい健康とくらしを創っていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今夏、広島にて 

被爆２世・３世の交流と連帯の夕べを計画中です。 

８月６日を前後して、毎年少なくない被爆２世・３世の方が広島に赴かれています。原水禁

世界大会代表団として、平和祈念式典に個人として参列されるために等々。 

各地の「２世・３世の会」のみなさんと相談し、この機会を生かして、 

８月５日（金）夕刻～夜の時間帯で「交流と連帯の夕べ」を予定しました。 

詳細は追ってお知らせいたします。 

この夏、広島に行かれる方は是非ご参加をご予定下さい！ 
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韓国で初めての被爆者支援法が可決成立！ 

しかし日本と同じく二世への支援が欠落するなど多くの問題を残したまま！ 

５月１９日、韓国の第１９代国会最後の本会議で「韓国人原爆被害者支援のための特別法」が可決成

立しました。原爆被害者を支援するための初めての特別法という大きな意味を持つこの法律は、▼韓国

人原爆被害者の実態調査▼医療支援▼被害者追悼記念事業の実施などの内容が盛り込まれています。し

かし、日本の被爆者援護法と同様に被爆二世に対する支援が欠落するなど問題も多く残しました。 

以下に法律の全容（要約）と、これまで支援法成立に力を尽くしてきた連帯会議からの声明、ハンギ

ョレ新聞（韓国の新聞）の記事を紹介します。 

 

 

  

法律の主な内容 

① 韓国人原子爆弾被害者の実態を調査して被害者支援に必要な事項を審議議決するために保険

福祉部長官所属で韓国人原爆被害者支援委員会を設置する。 

② 韓国人原子爆弾被害者に対する実態調査を実施する。 

③ 韓国人原子爆弾被害者に対して健康検診など医療支援を実施する。 

④ 追慕墓地及び慰霊塔造成など被害者の追慕に必要な記念事業を実施するようにする。 

韓国人原子爆弾被害者支援のための特別法 

第１条（目的）この法は１９４５年８月６日日本の広島と１９４５年８月９日長崎に投下された原子爆

弾によって被害を被った韓国人被害者に対する実態を調査して医療に対する実質的な支援をすること

でこれらに対する生存権を保障して人間らしい暮らしを営むようにすることを目的にする。 

第２条（定義）この法で“被害者”とは１９４５年に日本の広島と長崎に投下された原子爆弾の次のい

ずれかにあたる人を言う。 

１. 原子爆弾が投下された時日本の広島地域、長崎地域にあった人 

２. 原子爆弾が投下された時から２日以内に投下中心地域３．５㎞ 以内にあった人 

３. 原子爆弾が投下された時またはその後に死体処理及び救援に携わるなどの事由で原子爆

弾による放射能の影響を受けた人 

４. 第１号から第３号までの事由にあたる人が当時に妊娠中の胎児 

５. 「大韓赤十字社組織法」による大韓赤十字社に原子爆弾被害者に登録されて大韓民国政府

から診療費または診療補助費を支払ってもらった人 

第３条（委員会の設置など）  

① 被害者の実態を調査して被害者の支援に必要な事項を審議 • 議決するために保険福祉部長官

所属で“委員会”を置く。 

② 委員会は次の業務を遂行する。 

１. 被害者に対する国内外関連資料の収集及び分析 

２. 被害者の審査・決定 

３. 医療支援金の支給 

成立した韓国人原爆被害者支援法（要約） 
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４. 被害実態調査報告の作成 

５. 被害者と遺族の被害申告受付及び登録に関する事項 

６. 被害申告に対する調査 

７. その他に被害者実態調査及び被害者支援のために大統領令で定める事項 

③ 委員会は委員長１人を含んだ２０人以内の委員で構成するが、委員長は保険福祉部長官がなる。 

④ ⑤ 略 

第４条（委員会の議決） 略 

第５条（委員の職務上独立と身分保障） 略 

第６条（委員の欠格事由） 略 

第７条（被害者実態調査） 略 

第８条（実態調査報告で作成） 略 

第９条（被害者登録）  略 

第１０条（変動申告）  略 

第１１条（支援をもらう権利の発生及び消滅） 

① この法による支援をもらう権利は第９条による登録を申し込んだ日が属する月から発生する。 

② 第９条によって登録された被害者(以下 “登録された被害者”と言う)が死亡するとか国籍を喪

失すればその事由の発生した日が属する月の来月からこの法による支援をもらう権利が消滅

する。 

第１２条（医療支援） 

① 国家は原子爆弾の放射能による負傷や疾病の治療を要する登録された被害者に治療などを受

けることができるように医療支援を実施しなければならない。 

② 登録された被害者の中で健康手帳所持者（日本の「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」

によって健康手帳を交付された人を言う)は第１３条の医療支援対象から除く。ただし、第１３

条２項５号の診療補助費はそうではない。 

③ 委員会は第１項による医療支援のために「医療法」第３条による医療機関を指定することがで

きる。 

第１３条（医療支援の種類）  

① 国家は登録された被害者に対して年１回の定期検診と大統領令で定める精密検査を無料で実

施しなければならない。ただし、精密検査は医者が必要であると認める場合に限定して実施す

ることができる。 

② 国家は登録された被害者が原子爆弾の放射能による負傷や疾病にかかって医療を受けた場合

ここに実質的に必要となった以下の各項目のどれか一つにあたる費用を支給することができ

る。 

１. 手術費 

２. 診察 • 検査費 

３. 入院費 

４. 薬剤費 

５. 診療補助費 

③  第１項による定期検診及び第２項による医療支援金の支援範囲と支援金額の算定及び支援方

法などに必要な事項は大統領令で定める。 
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第１４条（記念事業）  

① 国家及び地方自治体は原子爆弾被害で死亡した人の魂を慰めて人権と平和のための教育の章

で活用するために次の各記念事業を施行することができる。 

１. 追慕墓地及び慰霊塔 

２. その他に被害者の追慕に必要な事業 

② 国家及び地方自治体は法人または団体が第１項の事業を施行する場合に予算の範囲で事業警

備（経費）の一部または全部を支援することができる。 

第１５条（権利の保護） 略 

第１６条（医療支援金の還収）  略 

第１７条（事実調査及び協助義務） 略 

第１８条（委員会と違う機関の協力） 略 

付則 

第１条（施行日）この法は公布後１年が経過した日から施行する。 

第２条（被害者登録に関する経過措置）この法施行の前に「大韓赤十字社組織法」による大韓赤十字社

に原子爆弾被害者に登録されて大韓民国政府から診療費または診療補助費を支払ってもらった人はこ

の法第９条によって登録されているとみなす。 

以上 

 

 

 

 

原爆被害者及び子女のための特別法推進連帯会議の構成団体 

健康世の中ネットワーク、キリスト教環境運動連帯、キリスト教平和センター、金亨律追慕事業会、

緑色党、緑の連合、大邱ＫＹＣ、大韓ＪＥＳＵＳ教長老会総会の人権委員会、反核医者会、仏教生

命倫理協会、生命平和呼び水、エネルギー正義行動、全国障害者親連帯、正義平和仏教連帯、真の

教育のための全国学父母会、参与仏教在家連帯、平和博物館、韓国教会女性連合会、韓国教会奉仕

団、韓国ＹＭＣＡ全国連盟の生命平和センター、韓国原爆被害者協会陜川支部、韓国原爆２世患友

会、陜川平和の家 

声明 

今日（５月１９日）、１９代国会の最後の本会議が開かれました。本会議で１９１人の国会議員の賛

成で 「韓国人原子爆弾被害者支援のための特別法案（代案）」（以下原爆被害者支援特別法案）が通過

しました。原子爆弾が日本の広島と長崎に投下され、それによって韓国人原爆被害者が生まれて７１年

ぶりとなります。 

今回１９代国会で通過した原爆被害者支援特別法案は初めて韓国人原爆被害者に対する法律が制定

されたというそのことだけでも大きな意味を持っています。６代国会以後、１７代国会から１９代国会

までおよそ１６年ぶりに法律が制定されたからです。 

可決された原爆被害者支援特別法の主要な内容は韓国人原爆被害者支援委員会の設置（保険福祉部長

官所属）、韓国人原爆被害者に対する実態調査実施、原爆被害者に対する健康検診など医療支援実施、

追慕墓地及び慰霊塔造成など被害者の追慕に対する記念事業実施などの内容で構成されています。 

しかし、実態調査の場合は単純に資料収集と分析、報告書作成だけが明示されていて実際に原爆によ

原子爆弾被害者支援のための特別法成立に際して 

支援法の確立をめざしてきた連帯会議からの声明 （２０１６年５月１９日） 
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って韓国人がいくら被害を被ったのか、犠牲者と被害者の規模がい

くらなのか等について調査するのかどうか未知数です。 

また、原爆被害者のお子さん（被爆二世）を含めた子孫の問題が

除かれていて多くの惜しさを残しています。原爆被害者のお子さん

も原爆や放射能の後遺症によって障害と疾病を病んでいる場合が多

くあります。被害者のお子さんと子孫の場合基礎的な医療支援を含

む支援政策自体が全くなくて医療機関利用などの費用で大きな困難

を経験しています。原爆の被害は直接的に発生した疾病や障害だけ

ではなく、当事者と家族、子孫が経験してきた健康と出産に対する

不安、差別と偏見に対する問題、疾病／障害による貧困と劣悪な社

会的条件の親譲り、心理的苦痛とトラウマなどの多様な被害を伴っ

ています。 

国内で初めに韓国人原爆被害者を支援する特別法が制定されて法律的措置が用意されたという点で

は大きな成果ですが、問題点の多く残る法案です。今後、原爆被害者と子女のための特別法推進連帯会

議では原爆被害者支援特別法の改訂運動など多様な方法で原爆被害者とその子孫問題が本当に解決さ

れるまで持続的に努力する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連帯会議の姜済淑さん 

■韓国の被爆一世は７万人超 

 ７１年間無視してきた韓国政府がやっと特別法 

 しかし「受け継がれる被害」への支援など盛り込まず 

１９４５年に広島と長崎に原爆が投下された際に被爆した６９万１５００人のうち、 

韓国人被害者は少なくとも７万人に達する。韓国政府は過去７１年間、事実上、彼らをほとんど無視

してきた。原爆被害者たちは、「日本や米国政府よりも、自国民の保護義務を疎かにした韓国政府の

方が憎い」と口をそろえる。 

韓国原爆被害者協会陜川（ハプチョン）支部のシム・ジンテ支部長（７４）は２２日、「韓国人原爆

被爆者のうち、生存している人は現在２５００人にも満たない。皆高齢であるため、数年後には生存

者が誰もいなくなるだろう。にもかかわらず、韓国政府は彼らを支援するどころか、実態把握さえま

ともにしていない。事実上、死ぬのを待っているようなものではないか」と怒りを露わにした。 

 日本は１９５７年３月に「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」（原爆医療法）を作り、被爆者

に被爆者健康手帳を交付している。 １９９５年から原爆医療法と原爆特別措置法を統合した「原子

爆弾被爆者に対する援護に関する法律」（被爆者援護法）を施行している。日本政府は、１９８１年

１２月から韓国の被害者にも被爆者健康手帳を交付し、保健医療費や葬祭費などを支援している。先

月末現在、国内原爆被害生存者２４９４人のうち、日本政府から被爆者健康手帳を交付された人は２

４１９人だ。 

今月１９日、第１９代国会最後の本会議で「韓国人原爆被害者支援のための特別法」が可決された。

原爆被害者を支援するための初めての特別法という大きな意味を持っているこの法律は、韓国人原爆

被害者の実態調査▽医療支援▽被害者追悼記念事業の実施などの内容を盛り込む。 

しかし、障害や病気を患っている原爆被害者の子供など、子孫（への支援）問題が抜けている。こ 

scrapbook 
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の法律は、「韓国人原爆被害者」の定義で、原爆が投下されたとき、広島、長崎にいた人、その人が 

「当時妊娠していた胎児」に限定した。原爆被害者２世の集まり「韓国原爆２世患友会」の初代会長

を務め、２００５年に３５歳で被爆後遺症（先天性免疫グロブリン欠乏症）で亡くなった故キム・ヒ

ョンリュルさんの父のキム・ボンデさん（７９）は、「息子が力を入れていた原爆被害者支援特別法

が制定されたのは、本当に喜ばしいことだが、中身が空っぽでボロボロになった法案が議決されたの

には、憤りを感じる。 第２０代国会は開院と同時に、この法律を改正すべきだ」と語った。 

 これまで韓国人の被害実態に対する政府調査はまだ一度も行われていないため、韓国人被害者が何

人なのか正確には分らないのが実情だ。原爆被害者を管理する大韓赤十字社は、広島で５万人、長崎

で２万人など、韓国人７万人が被爆され、４万人が命を失い、生存者３万人のうち２万３千人が解放

直後（朝鮮半島に）帰ってきたものと把握している。 

 しかし、これは具体的な調査の結果でなく、推定値に過ぎない。１９４５年末に日本の内務省警保

局が作成した資料によると、広島で７万人、長崎で３万人など、韓国人１０万人が被爆し、５万人が

命を失った、生存者５万人のうち、４万３千人が光復直後、韓国に帰ったものとされている。 

 大韓赤十字社に登録された国内の原爆被害生存者は、先月末現在、男子１０３５人、女性１４５９

人など２４９４人に過ぎない。生きて故国に帰ってきた被害者たちも、約７０年間で２万〜４万人が

死亡したことになる。生存者の平均年齢は、男性が７６．９歳、女性が７８．２歳だった。原爆被害

者を支援する市民団体「陜川平和の家」のソク・ヨンアム運営委員長は「原爆被害者の実態を正確に

把握していない状態で、彼らにしっかりとした支援を行うのは不可能だ」と指摘した。 

（２０１６年５月２２日 ハンギョレ新聞） 

陜川原爆支部主催で原爆被害者の野遊会が 21日に慶尚南道陜川郡で行われ、参加者が国民儀礼を行ってい

る。韓国政府は 71年間、国内の被爆者に支援どころか被害実態の把握さえしてこなかった＝陜川/キム・

ボンギュ先任記者//ハンギョレ新聞社 
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「安保法は違憲」大阪と長崎で集団提訴 

被爆二世も「戦争法は憲法違反」と訴え 
 

ことし３月に施行された安全保障関連法は

「憲法に違反し、平和に暮らす権利を侵害して

いる」として、関西地域などの男女７００人余

りが、この法律に基づく自衛隊の活動の差し止

めや賠償を求める訴えを大阪地方裁判所に起

こしました。また、長崎の被爆者などは、「憲

法に違反しており、再び戦争で被害を受けるの

ではないかという精神的な苦痛を感じる」と主

張して、国に賠償を求める集団訴訟を長崎地方

裁判所に起こしました。 

大阪で訴えを起こしたのは、弁護士や大学教

授の呼びかけなどで集まった、関西地域などの

２０代から９０代の男女７００人余りです。訴

えの中で原告は、ことし３月に施行された安全

保障関連法は「憲法９条に違反し、平和に暮ら

す権利を侵害し、戦争に対する恐怖を感じる」

と主張して、国に対し、この法律に基づく自衛

隊の活動の差し止めと、１人につき１万円の賠

償を求めています。原告の１人で大阪市の僧侶、

青柳林さんは「宗教者として戦争に加担するか

もしれないという恐ろしさを感じて、裁判に参

加しました」と話しています。 

 

長崎で訴えを起こしたのは、被爆者や子ども

の世代に当たる被爆２世など合わせて１１８

人です。 

訴えの中で原告は、「安全保障関連法は憲法

９条に違反する」と主張したうえで、「被爆者

たちは戦争で筆舌に尽くしがたい被害を受け

た。この法律によって、再び戦争になり、被害

を受けるのではないかという精神的な苦痛を

感じている」として、国に対し１人当たり１０

万円の賠償を求めています。 

８日は原告などおよそ５０人が長崎地方裁

判所の前に集まり、原告団の副団長で被爆者団

体「長崎県被爆者手帳友愛会」の中島正徳会長

は「裁判を通じて平和を取り返そう」と訴えて

いました。 

弁護団では今後、裁判への参加を広く呼びか

け、年内に原告を追加して提訴することも検討

しているということです。 

訴えについて政府の国家安全保障局は「安全

保障関連法は憲法に合致したものであり、国民

の命と平和な暮らしを守るために必要なもの

だと考えている」とコメントしています。 

（６月８日２０時２０分 ＮＨＫ ＮＥＷＳ 

ＷＥＢ） 

 

 

長崎原爆被災者協議会の事務局長で「長崎被災協・被爆二世の会・長崎」の事務局長も兼ねる 

柿田富美枝さんに長崎のとりくみを伺いました！（６月９日）  

 

今回の長崎の『戦争法違憲訴訟』提訴の原告は、

全部で１１８名。長崎原爆被災者協議会（長崎被

災協）からは被爆者１７名、二世２名です。時間

がなかったのでまだ十分集めきれていません。昨

日（６月８日）は提訴に行き、そのあとの集会に

被災協から６名で参加しました。会場は広い講堂



京都「被爆２世・３世の会」会報№４４    ２０１６年 ６月２５日 

10 

 

某紙よりオバマ大統領の広島訪問が終わった後でのコメントを求められましたので、以下の一文を

寄せました。 

でしたので、２００名くらいいたのではないでし

ょうか。被爆者５団体、「被爆体験者」訴訟団、

長崎県二世協議会（別の２世の組織）がそれぞれ

挨拶をしました。 

今回の提訴は第一陣で、被爆５団体や「被爆体

験者」の方々と二世です。長崎県二世協議会は２

２名とか言ってました・・・。 私たちの会（長

崎被災協・被爆二世の会・長崎）は、ちょっと肩

身が狭いです。また秋には第二陣の提訴も予定さ

れています。次は空襲被害者や一般の方も原告に

なるのではと思います。 

 

長崎の被爆者団体は５団体あり、長崎県、長崎

市、マスコミ等でそれぞれ社会的に認知されてい

ます。もちろん一番は歴史も伝統もある長崎原爆

被災者協議会（被災協）ですが。核実験に対する

抗議や、原発などさまざまな問題で５団体が共同

で声明を出し、足並みを揃えています。新しい「被

爆者の訴える核兵器廃絶国際署名」も長崎では５

団体が揃って呼びかけ人になりました！ 

８月９日の原爆投下・平和祈念の日には毎年５

団体が一緒に政府要請するのですが、そのための、

２回目の話し合いが今日（６月９日）ありました。

長崎市が被爆５団体をとりまとめるお世話をし

ています。しかし、政府要請の時間は３０分しか

ないのに、被爆者代表が５～６分説明し、そのあ

と安倍首相が長々と話し、厚労大臣、外務大臣の

話なども続くのだそうです。 

今の政府要請は形式的になっている、何か実の

あるものを勝ち取りたい等々いろいろ意見が出

されました。席を蹴って良ければそうしたいけれ

ど、今までの先輩方がせっかく作ってくれた場で

あり、無駄にせず、よりよいものにとみな願って

います。 

今回の安保法違憲国家賠訴訟の原告団長は長

崎被災協会長の谷口稜曄さんです。退院後間もな

いので提訴には欠席でした。ほかの４団体の会長

が副団長です。ほんとうに長崎は仲良くやってま

す。 

「長崎県被爆者手帳友愛会」の会長さんはいつ

も素晴らしい発言をされます。かっては自民党の

後援会役員だったそうですが、国民保護法が議論

になったとき、絶対に間違っていると党を辞め、

今は被爆５団体でしっかりと戦争法に反対され

ています。 

 

 

 

 

オバマ大統領の広島訪問について 私のコメント 
２０１６年６月９日 京都「被爆２世・３世の会」平 信行 

アメリカ・オバマ大統領の広島訪問に際して私

たちが求めたことは二つでした。一つはアメリカ

政府の代表として７１年前の広島・長崎への原爆

投下の過ちを認め、被爆者やそれに連なる人々に

お詫びをすること。もう一つはその上に立って核

兵器廃絶への具体的な道筋を指し示すことでし

た。残念ながらその二つともかなえられませんで

した。 

７０万人と言われる被爆者の大半は無防備無

抵抗の一般市民であり、原爆投下はいかなる理由

をもってしても正当化することのできない無差

別大量殺戮であったことは明らかです。この歴史

の事実に対してアメリカ政府は正面から向き合

い、“過ちを繰り返さない”決意を世界に向けて



京都「被爆２世・３世の会」会報№４４    ２０１６年 ６月２５日 

11 

 

韓国原爆被害者協会からオバマ大統領に宛てられた書簡を紹介します。 

発信する絶好の機会だったと思いますが、過去の

責任に触れられることはありませんでした。これ

はアメリカ国民にとっても大変不幸なことだと

思います。 

オバマ大統領は演説の中で「技術は、人間社会

の進歩を伴わなければわれわれに破滅をもたら

す」と述べました。今、“人間社会の進歩”の最

先端にいるのは核兵器の非人道性を明らかにし

て核兵器禁止条約交渉開始への努力を積み重ね

ている非核保有の圧倒的な国々やそれを支える

国際世論です。オバマ演説はこうした今日の国際

的動向にも一切言及することはありませんでし

た。そこには、核抑止論に固執する核保有国とそ

れに追随する一部の国々の、“人間社会の進歩”

から大きく立ち遅れたままの、古色蒼然とした姿

を見る思いでした。 

オバマ大統領は「（核兵器なき世界は）私が生

きているうちに、この目標は実現できないかもし

れない」とまで、弱々しく述べました。 

大統領は一体何のために広島に来たのでしょ

うか？ 私たちは一体何を得たのでしょうか？ 

今も残る根本的な疑問です。 

 

５月２７日西院での大統領訪問に際してのアピール行動 

 

 

 

オバマ米国大統領に送る書簡 

韓国人原爆被害者に対する認定、調査、謝罪、賠償を要求する。 
２０１６年５月１９日 韓国原爆被害者協会 会員一同 

オバマ米国大統領！ 

 我々はあなたが広島を訪問するならば、まずは、

何の罪もなく日本の侵略と植民支配による強制

徴用と、被爆という２重、３重の苦痛の中で死ん

でいった韓国人原爆犧牲者の慰霊碑を訪れて、謝

罪することを要求します。 

 韓国は日本の次に世界で２番目に多くの人が

被爆した原爆被害国です。韓国人被爆者はその数

はなんと７万～１０万名で、日本人被爆者の１０

分の１以上であり、死亡者は約５万余名で、日本

人死亡者の６分の１に達します。生き残った韓国

人被爆者５万余名のうち４万３千名が韓国に帰

りましたが、この人たちとその子孫たちは、貧し

さと冷遇、国際・国家的な無関心の中で、原爆後

遺症に苦しみながらも、治療さえ受けられずに、

一人、二人と死んでいきました。さらに辛いのは、

我々の子孫が原爆被害の遺伝性を認められない

まま、今も恐ろしい病魔と闘っているという事実

です。 

 被爆７１年が過ぎた現在までも、韓国人被爆者

の被害の全貌に対する調査も、謝罪と賠償も、行

われていません。韓国政府の無関心と外交的無能

にもその責任がありますが、侵略と植民支配に対

する責任を認めない日本と、これを庇護しながら

原爆投下の原罪的な責任を回避する米国にはも

っと大きな責任があると言えるでしょう。 

 ご存知のように、米国はとてつもなく反人倫的

な被害を予想しながらも、世界で最初に原子爆弾
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を開発し、投下しました。それも軍人や軍事施設

でもない出勤途中の民間人たちをねらった、老若

男女を問わない無差別的な殺傷であったという

事実に、我々は今も米国の反人道的な行為に憤怒

を禁じ得ません。 

 あなたが２００９年に「核兵器のない世界」を

主張したのは、核兵器のこのような恐るべき威力

と、これが人類の持続可能な生存と自然環境に及

ぼす破壊的で、惨憺たる結果をよく知っているか

らだと考えます。したがって、「核のない世界」

は、被爆者たちが人権と正義を取り戻せるように

することから、韓国人被爆者を始めとする３３か

国の被爆者に対する米国の責任を認めることか

ら、始められるべきものです。しかし、歴代の米

国政府はもちろん、「核のない世界」を主張した

あなたさえも、その責任を認めずにいます。 

 それゆえに、われわれは韓国人被爆者に関連す

る情報と資料を公開して、韓国人被爆者の実態に

対するあらゆる角度からの真相調査が進められ

るように協力することを、あなたに要求します。

現在、韓国原爆被害者協会に登録された被爆者は

２，５８４名（２０１５年の韓国原爆被害者協会

基準）に過ぎません。核の惨状を存在自体で証明

する人たちの平均年齢は８０歳です。数年がたて

ば我々はみな死ぬこととなるでしょう。我々は、

ひょっとして米国は、被爆者がみな死ぬことだけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を待っているのではないか！それよって、被爆の

証拠が抹消されることを望んでいるのではない

か！という心配の中で、一日一日を生きて行って

います。我々は、これ以上遅くならないうちに、

米国が、核兵器使用と、その被害に対する責任を

認め、調査して、謝罪と賠償に乗り出すことを要

求します。 

 我々はまた、日本政府の法的責任の認定と真心

からの謝罪と賠償を要求します。韓国人原爆被害

者の多数は、日本の植民支配により強制的に徴用

された労働者です。我々は何の罪もなく日本に連

行されて苦痛を体験しましたが、日本政府は今ま

でただの１度もその責任を認めていません。日本

政府は韓国人原爆被害者を無視し、日本人原爆被

害者のための『援護法』から韓国人原爆被害者を

排除し、差別しました。 

 韓国人原爆被害者およびその子孫は、日本帝国

主義による強制的な占領期の心痛む歴史の証人

であり、戦争と核の被害の生き証人です。韓国人

原爆被害者の苦痛が、個人的な過ちによるもので

はなく、日本の植民支配と強制的な占領と米国の

原爆投下から始まったものであることを考える

時、米国とともに日本政府の韓国人原爆被害者に

対する認定、調査、謝罪と賠償は、当然な責務だ

と言えるでしょう。 

  最後に、我々は、あなたの広島訪問が被害者

としての日本を浮き彫りにして、侵略戦争と植民

支配に対する責任を回避しようとする安倍政権

の意図に利用されないことを望みます。また、あ

なたの広島訪問が、韓国と日本を始めとする全世

界のすべての被爆者に対する心からの反省と謝

罪へとつながり、反人倫的な核爆弾投下が２度と

再発されないように米国民と人類に警鐘を鳴ら

す契機となることを、望みます。あわせて、残さ

れた任期中にでも、核兵器の現代化を中断して、

核兵器の違法化と核軍縮と全面廃棄を通じて、

「核のない世界」という人類の志向を実現するこ

とにおいて先頭に立つことを、すべての被爆者の

名前により切に要求します。 

 韓国人原爆犠牲者慰霊碑（広島平和記念公園） 
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５月２７日（金）／原発賠償京都訴訟第１４回口頭弁論の報告 

京都原告団を支援する会 上野益徳さん 

 

今回は、抽選券配布時間までに抽選券が傍聴席

を上回らなかったため、空席が出るかと心配しま

したが、それ以降も傍聴に来る人が続き、傍聴券

が途中でなくなり、傍聴席は無事満杯となりまし

た。 

今回、原告側は準備書面の３５～３９を提出し

ましたが、被告(東電・国）側は原告側の書面提

出が約束の期限を過ぎていたことや初めての主

張が盛り込まれていることなどを挙げ、「３６、

３８、３９については陳述したとは認められない」

と主張しました。これは、原告側の陳述自体を次

回に持ち越すことで 、被告側の反論を遅らせ、

審理そのものの進行を遅らせようとする意図で

あると感じました。 

原告側は遅れたことは申し訳ないが、内容的に

はこれまでの主張をまとめたものであり、陳述扱

いすべきではないかと主張しました。裁判官合議

の後、３５～３７は陳述扱いとし、３８～３９は

提出が直前だった次回以降に回すことになりま

した。 

その後、高木野衣弁護士が準備書面３６―ＩＣ

ＲＰ勧告の意味、低線量被ばくの健康影響等―に

ついてプレゼンを行ないました。これは、専門家

（医師）の崎山比早子さんの意見書に基づくもの

で、①公衆被ばくと線量限度の考え方、②低線量

被ばくの健康影響に関する近時の知見、③福島県

民健康調査と甲状腺がんの多発について述べた

ものでした。 

その要点は、以下のとおり。 

◇ＩＣＲＰ勧告も「しきい値」がないＬＮＴモデ

ルを採用しており、どのような低い線量でも害が

あるが故に、公衆被ばく線量限度（年１ミリシー

ベルト）を設定している。 

◇被告はＩＣＲＰの「緊急時には公衆被ばく線量

限度は適用されない」を援用するが、原発事故が

起これば高度の汚染地域が発生する。その時、一

気に年１ミリシーベルトまで汚染を減らすのは

難しいかも知れないということであって、公衆被

ばく線量限度の引き上げを勧告しているわけで

はない。ところが政府は年１ミリシーベルトを超

える被ばくを避ける方策（避難・移転・移住）に

ついて検討していない。 

◇内閣府の「低線量被ばくリスク管理に関するワ

ーキンググループ報告書」はＬＮＴモデルをあた

か も科学的ではないかのように述べているが、

原爆被ばく者の寿命調査をまとめた放射線影響

研究所の第１４報（２０１２年）では「ゼロ線量

が最良の閾値（いきち。しきい値のこと）推定値

であった」(つまり、線量とリスクは直線的比例

関係にあるということ)としており、ＬＮＴモデ

ルに合致する疫学的研究結果である。 

◇福島県県民健康調査での小児甲状腺がんにつ

いて「多発」自体は検討委員会も認めているが、

福島県も国も多発と原発事故との因果関係は認

めていない。 

◇その理由として挙げるのが１つは「スクリーニ

ング効果」（一斉に検査をしたために、見過ごさ

れていた甲状腺がんが見つかったというもの）だ。

もしそうなら１巡目で発見され尽くして２巡目

では発見は多くならないはずだが、実 際には２

巡目でも多数の発見例があった。 

◇もう一つ挙げるのが、治療の必要のないような

がんを治療した（過剰診断）のではないかという

ことだが、実際には侵襲性の高い治療の必要なが

んが多くを占めていた。過剰診断とは言えない。 

◇政府が帰還の基準とする年２０ミリシーベル

トは放射線作業従事者の５年間平均被ばく線量

限度と同等である。彼らが就労する「放射線管理

区域」では、飲食・就寝や１８歳未満の子どもの

立ち入りは禁止され、区域外に出る時は身体の汚

染を検査するような場所だ。このような場所に住

民（特に妊娠した女性や子ども）を住まわせてい
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いのか？ 

期日報告集会では、原告団の萩原共同代表から

お礼の挨拶があった後、支援する会の奥森事務局

長がから何としても勝利 判決をかちとるために

４月２４日の第２回総会を期して３人の方に共

同代表に就任してもらうことになったと報告。そ

の後、共同代表に就任されたお二人から挨拶があ

りました。 

市民環境研究所代表理事の石田紀郎さんは、自

らが関わった和歌山の農薬被害裁判の例を挙げ、

「一番大事なのは傍聴席を一杯することだ」と語

られ、「私もこれからは毎回傍聴しますが、皆さ

んもぜひ傍聴に来てください」と呼びかけられま

した。 

国民救援会京都府本部事務局長の橋本宏一さ

んは、国民救援会は謀略事件や弾圧事件、冤罪事

件などの裁判闘争の支援運動をやってきた経験

を持っている。裁判官を正義と人権の立場に立た

せるような、心を動かすような運動をしていく必

要がある。傍聴席を一杯にするほか、裁 判官に

法廷外の人たちはこういう風に裁判を見ている

という声を届けていく必要がある。どういう方法

がいいかは、原告団、弁護団と相談して最も効果

的な方法を考えて運動を組んでいく必要がある。

経験を生かして提案していきたい、と決意を表明

されました。 

（もう一人の共同代表・京都「被ばく２世・３

世の会」代表世話人の平信行さんはオバマ大統領

の広島訪問を受けて緊急行動が入り、閉廷後に退

出されました。平さんたちの緊急行動は、朝日新

聞の朝刊の２７面で報道されました） 

その後、原告団のうのさんから、避難者への住

宅の無償提供打ち切りをめぐって、原発事故被害

者団体連絡会（ひだんれん）と原発被害者訴訟原

告団全国連絡会という２つの全国組織（京都原告

団は両方に加入 ）が統一行動で合意し、５月３

０日に全国避難者の会も加え共同で福島県交渉

を行なうことが報告されました。 

昨日は進行協議のあと、４月に左陪席が人事異

動で交代したことに伴う説明会（これまでの双方

の主張を整理する）が予定され、弁護団が戻って

来れないため、進行協議の内容については後日Ｍ

Ｌ、ブログなどで報告させていただくということ

で、報告集会を終えました。 

次回期日は１か月後の６月２９日（水）。久し

ぶりに午後２時からの開廷となります。引き続き

傍聴席満杯にご協力ください。 

◆今後の口頭弁論期日◆ 

第１５回 ６月２９日（水）１４時 

第１６回 ８月 ３日（水）１４時 

第１７回 ９月２３日（金）１０時３０分 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

■「テレビと原発報道の６０年」 七澤 潔 著 

■「原発プロパガンダ」 本間 龍 著 

原発の「安全性」について、マスコミがどれだ けの役割発揮をしてきたのかを、鋭く追及してい 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
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るのが「両書」であ

る。著者は、「ネットワークでつくる放射能汚染

地図の元ＮＨＫディレクター」と「博報堂の元営

業担当者」といずれもメディア・広告宣伝のプロ

である。 

原発の「安全性」を、如何に「マスコミ」が作

りあげて、国民の中に浸透させてきたのかを、今

迄の番組・広告をとりあげてきめ細かく検証して

いる。 

「テレビ～」は、２部構成の形をとっている。

前半部分は、フクシマ事故をとりあげ、原因追

及・著者に対する攻撃も含め、マスコミがどのよ

うな姿勢をとってきたか、鋭く分析・追及してい

る。特にＮＨＫでの「原発関連番組」は２０１３

年以降激減している事実は、何があったのかを思

い起こさせる必要がある。まだ「自主避難者」を

含め、多くの人が「避難生活」を強いられている

が、国民の目から、あるいは「記憶」からそのよ

うな事実を、忘れさせようとしている意図が働い

ている、と考えるのは私だけでしょうか。後半部 

 

分は、ＮＨＫのアーカイブスのコンテンツも含め、

「原発問題全般」をどのようにマスコミが報道し

てきたのか分析されている。ここには「原発の都

合に悪い情報」をいかに国・電力会社が隠してき

たのか、そして国民の声・運動をどのように拾い

報道したのか、原発番組についての役割と責任を

述べられている。特に８０年代の特集番組では、

現代でも指摘されている「耐震構造問題」「放射

性廃棄物問題」等を取り上げており、まだ、少し

ではあるが、マスコミ関係者の良心の存在を知る

ことができる番組があったことがわかる 

「原発～」は、主に「新聞広告」で、原発問題

が「どのような形で、国民の中に」浸透させてい

ったのか、原発黎明期から分析をしている。特に、

原発立地県の地方紙に、積極的に、原発でトラブ

ルが発生する毎に、多額の金額をかけて「広告」

掲載を連発してきた事実を浮かびあがらせてい

る。この広告料も、国民が負担している電気料金

に上乗せされ、利用者一人一人が負担しているの

だが。原発立地県の、いわゆる「県紙」とよばれ

る新聞を目にすることが殆どない我々にとって

は、驚く事実が紹介されている。自分たちの「都

合」の悪い記事・評論を記載した新聞社・放送局

については、「広告費の削減・打ちきり」という

形で圧力をかける姿。国も復興予算の中から、広

告費だけでも４０億円近くを使っている事実。 

 マスコミ・新聞等の「原発関係の記事」は注意

をして読まないと、指摘はされてきていたが、あ

のフクシマ原発事故の後も、その姿勢があまり変

わっていないことに、怒りさえかんじる両書であ

った。この両書が同時期に発刊されたのも、何か

の因果かな？ 

 

 

■「福島のお母さん、聞かせて、その小さな声を」 棚澤明子 著 

紹介 平 信行さん（南区） 

福島第一原発事故によって、それまでおだやか

に営まれていた日々の暮らしを奪われ、我が子我

が家族を守るため必死になって苦闘してきた、今

もそれは続けられている１０人のお母さん。イン

タビューによって彼女たちの５年間に迫りなが

ら、その生き様を映し出している本です。 

彩流社 

１９００円（＋税） 

岩波新書 

８２０円（＋税） 
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東京に避難し避難者の権利を守るために活動

しているお母さん／福島に帰還し自ら除染にと

りくむお母さん／娘２人を県外進学で避難させ

たお母さん／アイデンティティの喪失に悩んだ

お母さん／避難者と支援者をつなぐ活動に励む

お母さん／福島の行政機関で働き続けるお母さ

ん／避難先の東京で双子を出産した４児のお母

さん／川俣町で保養の自主企画に携わるお母さ

ん／原発賠償京都訴訟原告団を率いるお母さん

／震災の経験を歌に託したシンガーのお母さん

（以上もくじより）、

といった具合です。 

原発事故は人々

に何をもたらした

か、人々はどう“闘

っているか”、その

ことが百の専門書

よりも深く豊かに、

そして温かく著さ

れている書だと思

います。福島や原発

事故被災者だけなく、 

 

 

私たちもこの社会にどう向き合い、生きていくべ

きか、多くのことを教えられます。 

実は、この本は原発賠償京都訴訟原告団共同代

表の福島敦子さんから贈呈いただいたものです。

福島さんも１０人のお母さんの一人です。福島さ

んが本書の中で語られている一節が大変印象的

でした。以下に紹介します。 

避難所で采配をふるっていたのは、どこの家

庭でもお母さんだった。と敦子さんは振り返る。

「次にどこの避難所に移るか、どこで何を調達

するかを決めていたのは、どこのうちもお母さ

んでしたね。毛布を持って、ついて歩いている

のがお父さん。あれだけ情報が錯綜する中で、

必要な情報を選び取って、自力でやっていこう

とするのは、女の本能ですよ。種を守ろうとす

る本能です。どのお母さんを見ても、すごくか

っこよかったですよ。あのとき、私は女に生ま

れてよかったと思いましたね。女は非常事態に

強いんです」 

京都「被爆２世・３世の会」の女性の会員のみ

なさん、是非ご一読をお勧めします。もちろん男

性会員のみなさんにも。 

 

■ドキュメンタリー映画『放射線を浴びたＸ年後２』の上映会と伊東英朗監督のトーク 

◆日時 ８月６日（土）午後６時３０分～上映（６時２０分開場） 

１. 午後６時３０分～上映『放射線を浴びたＸ年後２』（８６分） 

２. 伊東英朗監督トーク 

３. 質疑・応答・感想・意見交流 

（午後９時１５分までには終了予定） 

◆会場 ひと・まち・交流館京都 

 第４・第５会議室（３階） 

◆参加費 １０００円 

◆主催 ピースムービーメント実行委員会 

 

 

 

彩流社 

１８００円（＋税） 
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■高校の同窓生が原発差止訴訟の原告証言に 

石角敏明さん(長岡京市) 

いつも「会報」ありがとうございます。前号の

会報№４３の記事の中で、大変懐かしい「名前」

をみつけました。原発訴訟の証言者「斎藤君」は、

私の高校時代の同級生で、ビックリをしました。

高校生の時は、どちらかと言えば、おとなしい感

じの彼で卒業後こんなに変化するとは思っても

いませんでした。 

しかし彼の証言内容には、納得することが多く

ありました。郷里が同じ「綾部」ということで、

地名・指摘している問題点等がすんなりと私の胸

に入ってきました。「琵琶湖」が近畿の水がめで

汚染をされれば大変であると言われていますが、

由良川が汚染されればもっと大変になるのです

が、それはあまり報道されません。由良川は流れ

がかなり急流ですので、すぐに「日本海」まで流

れてしまい、河川だけでなく海も広範囲に汚染さ

れる問題、また障害者だけでなく、高齢者がすみ

やかに避難できるのか、という問題。「限界集落」

といわれ「水源の里条例」を作ったくらい、高齢

者がおおい綾部です。要介護者の支援者自身が

「私高齢者で、私が介護してほしい」といわれる

地域で、みなさんすみやかに避難できるのでしょ

うか？ 

特に彼の証言に出ておりました「上林」は、道

路も狭く谷が深い地域です。そこに福井県からの

避難者も殺到するはず。混乱は目にみえておりま

す。改めて「原発」の恐ろしさを理解し、故郷を

守る取り組みをがんばらないと、と思いました。 

 

■心揺さぶられる中西さんの被爆体験 

奥田美智子さん（左京区） 

前回の会報別冊の被爆体験の継承№４２の中

西博さんのお話を読み、心を揺さぶられる思いが

しました。私の父も同じ千田町で被爆しているの

で余計にそう感じたのかも知れません。広島に行

ったら、訪ねてみたい場所がまた増えました。 

被爆体験の聞き取りにも同行して、一緒にお話

を聞く機会を持ちたいと思いました。 

 

■記念トークの対談冊子ありがとうございま

した。 

（総会記念トークにお招きした）川口美砂さ

んから 

お元気でご活動のことと存じます。 

守田さんとの対談冊子をありがとうございま

した。写真もたくさん載せていただき、立派な編

集に嬉しく拝読させていただきました。伊東監督

にもお送りいたします。 

５月２７日広島から始まった、室戸取材撮影を終

え、昨夜帰京しました。お礼が遅くなり申し訳あ

りません。今回の撮影映像は、おそらくＮＮＮド

キュメントに反映されるのではと思っています。

いつもながら、出来上がりを初めて観ることにな

ります。 

ＮＮＮドキュメント、よろしくお願いします。 

梅雨に突入、体調管理にお気をつけてお過ごし

下さい。 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 

 

５月１６日大飯原発差止訴訟報告集会 
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■福島・葛尾村の避難指示解除 ９割の世帯１３４７人対象 

東京電力福島第一原発事故で全村避難した福島県葛尾（かつらお） 

村の避難指示について、政府は１２日午前０時、村の９割強の世帯を 

対象に解除した。解除は、福島県の田村市都路（みやこじ）地区や川内村東部、 

楢葉（ならは）町に続き４例目。今後、帰還困難区域を除くすべての避難指示を来年３月 

までに相次いで解除し、避難を強いられている約７万人のうち約４万６千人が帰還できるようにな

る。 

解除の対象は、葛尾村の４５１世帯１４６６人（１日現在）のうち、４１８世帯１３４７人。除染

などで放射線量が問題ないレベルまで下がったとして、帰還困難区域に次いで放射線量が高い場所が

指定される「居住制限区域」も避難指示を解除した。同区域が解除されたのは初めて。 

だが、帰還に備えて自宅に泊まる準備宿泊の申し込みは対

象の約１割、５３世帯１２６人にとどまっていた。避難先と

自宅を行き来する人も多く、避難先を引き払って帰還する人

は少ないとみられる。医療機関や日用品や食品を扱う商店は

再開しておらず、水田の半分ほどは除染廃棄物の仮置き場に

なっており、搬出のめどは立っていない。 

（２０１６年６月１２日／朝日新聞） 

 

scrapbook 

■放射線の危険性訴え 伊方原発訴訟 被爆者が違憲陳述 

広島、長崎両県の被爆者たち６７人が、四国電力伊方原

発（愛媛県伊方町）１～３号機の運転差し止めを求めた訴

訟の第１回口頭弁論が１３日、広島地裁であった。四国電

力は原告の訴えを退けるよう求めた。  

同原発は広島市の南側約１００キロにある。原告は訴状

で、同原発が南海トラフ巨大地震の震源域にあり、地震や

津波の被害が強く懸念されると強調。「過酷事故が起きる可 

能性は高く、大量の放射性物質が外部に放出される。大気や海は汚染され、原告らの生命や身体に深

刻な被害が発する」などと指摘した。 

この日、４歳の時に西区で被爆した原告団の堀江壮団長（７５）＝佐伯区＝が意見陳述し、「放射

線の恐ろしさを経験した一人として、他の誰にも同じ目に遭ってほしくない」と訴えた。 

四国電力は答弁書で、福島第１原発事故や最新の科学的知見を踏まえた地震、津波対策を強調。「自

然条件を適切に把握した上で対策を講じることで、伊方原発の安全は十分に確保されている」として

いる。                         （２０１６年６月１４日／中國新聞） 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RimV.JM11XyToAeiGU3uV7/SIG=13vnqi4f4/EXP=1465812233/**http:/lpt.c.yimg.jp/im_siggVOkp5A7VqwE5s4WYv8DwqQ---x200-y133-q90/amd/20160611-00000032-asahi-000-view.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCKw93GnFXWHkAv0CU3uV7/SIG=12nq1a6pi/EXP=1467116535/**http:/www.sankei.com/photo/images/news/160613/dly1606130021-f1.jpg
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▼オバマ米国大統領の広島訪

問決定のニュースにかき消さ

れるようにして、韓国の被爆者

支援法成立（５月１９日）のニュ

ースがひっそりと流れました。一昨年韓国を訪問

した際、韓国の被爆者と二世・三世の運動を支え

る「平和の家」の人たちと交流しました。当時彼

らの最大の運動テーマがこの被爆者支援特別法

の制定であったことを思い出します。日本の私た

ち以上に強く“２世・３世への具体的支援施策”

を求めていました。残念ながら２世・３世への施

策は日本と同様認められませんでした。▼今年、

原水禁世界大会期間中の８月５日、広島にて、各

地の２世・３世のみなさんに呼びかけて“交流と

連帯の夕べ”を催したいと検討中です。その際に

は韓国の２世・３世のみなさんにも同じ課題と要

求を持つ仲間として参加をよびかけ案内したい

と思います。そして日・韓共同の力で私たちの願

いが実現するようにしていきたいと思います。 

▼被爆者も、２世・３世も、韓国の被爆者と２世・

３世も、ビキニ水爆実験被災者も、福島原発事故

被災者も、同じ核エネルギーによる被害者・被災

者として、志を同じくし、救済と根本的な問題解

決に挑んでいきたいと思います。そのために、会

報で紹介する記事も幅広くなっていきますが、敢

えて了解いただきたいと思います。（平） 

 

■高浜原発 再稼動認めず 関電申し立て却下 大津地裁 

関西電力高浜原発３、４号機（福井県高浜町）の運転差し止めを命じた仮処分決定について大津地

裁は１７日、関電による執行停止の申し立てを却下した。山本善彦裁判長は「決定を取り消す明らか

な事情がない」と理由を述べた。少なくとも、関電が決定取り消しを求めて申し立てた保全異議の審

理（異議審）が終わるまで、再稼働は不可能になった。 

異議審は５月１０日の第１回審尋で法廷審理が終わり、６月１０日に関電と住民の双方が追加書面

を出し主張を終えた。地裁は今夏にも結論を出すとみられる。今回と同様、山本裁判長が担当してお

り、決定が取り消されない可能性が高まった。  

 山本裁判長は、自らが判断した今年３月の仮処分決定時と同様に、「（関電が）安全性に欠ける点

のないことの立証を尽くさなければ、欠ける点のあることが推認される」と指摘。「（東京電力）福

島第１原発事故の原因究明が完遂したと認めることはできず、新規制基準に従って許可を受けたこと

で安全性が確保されたとはみられない」とも言及した。  

 運転差し止めの仮処分は滋賀県の住民２９人が申し立て、大津地裁の山本裁判長が３月９日、訴え

を認めて全国で初めて稼働中の原発を停止させた。地裁は、新規制基準に疑義があり避難計画も不備

だとし、「人格権が侵害される恐れが高いのに、安全性の説明が尽くされていない」と指摘した。  

 関電は同１４日、仮処分決定の取り消しを求める

保全異議と、異議審の結論が出るまでの仮処分の 

執行停止を申し立てていた。  

 関電は「申し立てが認められず、誠に遺憾だ。（異

議審で）早期に仮処分命令を取り消していただきた

い」とコメントした。 

（２０１６年６月１７日／毎日新聞） 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RinFmOGXFX9A4A1wuU3uV7/SIG=12200lc7k/EXP=1467116302/**http:/pbs.twimg.com/media/ClIzdqWUsAYEfIK.jpg
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

７ １ 金 ２０１６年国民平和大行進・南丹市                   キンカン行動 

 2 土 平和行進（亀岡市、舞鶴市、京都市内網の目） 

 ３ 日 平和行進（宮津・与謝野・伊根） 

 

 

４ 月 平和行進（京丹後市） 

 ５ 火  

 ６ 水 ６・９行動 

 ７ 木 盧溝橋事件・日中全面戦争へ（１９３７年） 

 ８ 金 キンカン行動 

 ９ 土 原発事故被災者の救済を求める関西集会（１３時３０分・大阪阿倍野市民学習センター） 

 １０ 日 参議院選挙投票日 

 １１ 月  

 １２ 火  

 １３ 水 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 １４ 木  

 １５ 金 キンカン行動 

 １６ 土 祇園祭宵山 

 
 １７ 日 

祇園祭山鉾巡行 

公開学習会「国際人権法における『居住の権利』」（13 時３０分・キャンパスプラザ京都） 

 １８ 月 海の日 

 １９ 火  

 ２０ 水  

 ２１ 木 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟（１１時・大阪地裁第７民事部） 

 ２２ 金 
ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟（14 時・大阪高裁） 

キンカン行動 

 ２３ 土  

 ２４ 日  

 ２５ 月  

 ２６ 火  

 ２７ 水  

 ２８ 木 第一次世界大戦開始（１９１４年） 

 ２９ 金 キンカン行動 

 ３０ 土  

 ３１ 日 ドキュメンタリー映画『蘆葦の歌』上映会（１３時３０分・京都大学吉田キャンパス） 

 


