
京都「被爆２世・３世の会」会報№４６    ２０１６年 ８月２５日 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
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 

８月５日、全国被爆２・３世交流と連帯の夕べを開催しました！ ２ 

韓国原爆２世患友会からのメッセージ １０ 

 ２０１６年原水爆禁止世界大会国際会議に参加して（山根和代さん） １１ 

 ２０１６年度の「被爆二世健康診断」が始まります １３ 

 ２０１６年８月・広島日誌（奥田美智子さん） １４ 

平和の鐘をつく集い・８月６日乙訓８ヶ寺で（米重節男さん） １５ 

どこまで核兵器に固執の姿勢に、５月２７日広島での安倍所感を糺す（米重節男さん） １６ 

 原発賠償京都訴訟第１６回口頭弁論の報告（上野益徳さん） １３ 

本・ＤＶＤ・映画・番組の紹介と交流 「新しい憲法草案のはなし」（石角敏明さん） １９ 

会員から会員へ❁みなさんからのお便り紹介 １９ 

SCRAPBOOK／ 被爆者手帳、申請なお３０３件（毎日新聞） ２２ 

 被爆体験記 節目の第５０集 新婦人広島県本部（中國新聞） ２２ 

 親の被爆体験、次代へ 京都の２世・３世が聞き取り（京都新聞） ２３ 

編集後記  ２３ 

行事カレンダー  ２４ 

被爆体験の継承 ４５  原爆被害も乗り越えて生きてきた８５年 Ｋ・Ｅさん 

８月５日 第１回全国被爆２・３世交流と連帯の夕べ（広島市社会福祉センターにて） 
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●参加者数 

 ２世 ３世 他 合計 

岐阜県 １   １ 

京都府 ８ １ ２ １１ 

広島県 ６   ６ 

岡山県 ３ ２ １ ６ 

神奈川県 ２   ２ 

兵庫県 １   １ 

北海道 １  １ ２ 

山梨県   １ １ 

東京都 ２  １ ３ 

その他   ３ ３ 

合計 ２４ ３ ９ ３６ 

 

２０１６年８月５日 

全国被爆２・３世交流と連帯の夕べを開催しました！ 
 

 

８月５日（金）、広島市社会福祉センターで、初めての「全

国被爆２・３世交流と連帯の夕べ」を開催しました。参加

者は９つの都道府県から３６人でした（別表）。全国から被

爆２世・３世も含めて多くの人たちが広島に集まる機会を

生かして、２世・３世の交流をし、力を合わせて私たちの

共通の要求と問題解決に向かっていくようにしよう、と計

画したものです。（開催時間は１７：３０～２０：３０） 

以下に内容を要約して報告します。 

尚、今回の交流会には九州ブロック被爆二世の会連絡会

の世話人である南嘉久さんから、企画成功の祈念と連帯の

メッセージを寄せていただきました。 

●尚、詳しい報告書は別途作成しお届けします。 

 

■青木克明先生（広島医療生協副理事長）の基調講演 

「被爆二世健診と多発性骨髄腫検査について」 

プログラムの第一は、広島医療生協副理事長の

青木克明先生による基調講演です。「被爆二世健

診と多発性骨髄腫検査について」と題したテーマ

でお話しいただきました。青木先生は広島共立病

院で長く被爆者医療に携わってこられた医師で、

ご自身も被爆２世。広島県被爆二・三世の会の顧

問も務められています。お話しは、被爆者をめぐ

る今日の状況から始められました。被爆者医療や

援護制度の今日の状況について、被爆者援護のた

めの国家予算の推移（減少）、原爆症認定の低い

実態、在外被爆者の医療費負担問題が裁判で解決

したこと、黒い雨を浴びた被害者が正しい判断を

求めて争っていること等々。 

被爆２世の問題については、地元広島県の実例

とデータに基づいたお話しでした。広島市の昨年

度の被爆二世健診受診者数は合計で６４６８人

でしたが、その内２６２７人、約４１％が広島民

医連の医療機関で受診されているのが驚きでし

た。放射線影響研究所と国が「放射線の影響は二

世には認められない」とする見解のある一方、広

島原爆障害対策協議会の二世健診結果の考察が

説明されました。具体的には、高血圧、糖尿病は

加齢と共に増加、高コレステロールは女性では加

齢と共に急上昇し５０歳代で男性を上回る、肝障

害は女性は加齢と共に上昇するが男性は３０歳

代をピークに減少、女性の受診者が多いのは職場

検診の機会が少ないことと、身体的不安を抱える

人が多いためと推察される等でした。広島共立病

院での二世健診データで特徴的だったのは、二世

健診と合わせてがん検診を受けられた方の割合

でした。肺がん３９％、大腸がん３５％、乳がん

２６.５％などが比較的高い割合のセット受診と

なっていました。 

今年２０１６年度から国の行なう被爆二世健

診に新たに採り入れられた多発性骨髄腫につい
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ても、病気の内容と特徴、検査の方法、発症した

場合の治療方法などについてお話しされました。

注目されるのは被爆者の多発性骨髄腫検査にお

いて広島では距離による有病率の差異は認めら

れていないが、長崎では１.５㌔以内の被爆者等に

有病率が有意に高いと報告されていることでし

た。 

最後に青木先生は、被爆二世の健康診断をより

充実したものにしていくための施策として独自

の提案をされました。具体的には、現行の二世健

診に地方自治体実施のがん検診を追加する内容

で、被爆二世健診の受診時に同時に自治体のがん

検診を受けた場

合はがん検診の

自己負担金を免

除する仕組みで

す。国も自治体も

（一般の）がん検

診 受 診 率 を ５

０％まで引き上

げることを目的

にしており、そう

した志向と合致

させていくのが

現実的ではない

かとの提案でした。 

 

■質疑応答 

 青木先生の講演について質疑応答をしました。

以下に要旨を紹介します。 

Ｑ 放影研などは「放射線の遺伝的影響はない」

と言い続けているが、実際に被爆二世の健診を診

察されてきた先生は、医師の立場から見て「遺伝

的影響」についてどう思われているか？ 

Ａ 二世健診は個々の受診者に対する診断なの

で、全体についての評価は難しい。個別には「親

の被爆の影響ではないか」と思われるケースもあ

るが、その断定、裏付けはできない。二世健診で

も甲状腺がんは見つけることがあるその場合で

も遺伝的影響だと根拠をもって声高に主張する

ことはなかなかできない。 

Ｑ 私の親友で３２歳で多発性骨髄腫を発症し

８年後に亡くなった人がいる。調べていくとその

人は１８歳の時にアメリカ・コロラド州に１年間

留学していて、その時近くにあったプルトニゥム

製造工場からプルトニゥムの漏れ出す事故に遭

遇している。プルトニゥムと多発性骨髄者との間

に関係があるのではないか。先生のお話しの中で

も、多発性骨髄腫は長崎で出ていて広島では出て

いないとのことだった。そういう関係をもっと調

べていく必要があるのではないか。 

Ａ 貴重な意見だと思う。白血病の前段階の病気

である骨髄異形成症候群も長崎の方が多く、広島

では特に増えているとは報告されていない。長崎

と広島とでは血液疾患に違いがあるのかもしれ

ない。あらためて朝長先生などにも聞いていきた

い。 

Ｑ 放影研は疫学調査の結果「遺伝的影響はない」

としているが、調査は、爆心地から２㌔以内の被

爆者の子を２世とし、２㌔を超えている人の子を

非被爆者の２世として比較した結果だ。そもそも

２㌔で線引きして２㌔以内を被爆者、それを超え

ると非被爆者とする基準自体に疑問を持つ。実態

は被爆者と被爆者とを比較して「差はない」など

としていることにはならないのか。 

Ａ そのことについての疑問はもっている。ただ

向こうも専門家による調査結果だと言ってくる

のでそれに太刀打ちできるだけの理論を持ち合

わせていないのが現状だ。 

Ｑ 二世健診の結果は、国全体で全国の受診者の

データをまとめるなどして社会的に有効に役だ

てることなどはしていないのか？ 

Ａ されていない。広島原爆障害対策協議会が過

去２回ほどまとめた報告を出したことがあるが、

それ以外には見たことがない。国全体で二世健診

の結果をまとめたり解析するような機関もない。

本当はやるべきだと思う。 

 

■３つの特別報告 

休憩を挟んで後半の交流の冒頭、私たちの認識を深めていくために特別にお願いした３つの報告をし

ていただきました。 
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▼児玉三智子さん（日本被爆者団体協議会事務局次長） 

長年日本被団協が被爆二世の要望も含めて厚労省交渉してこられた経緯と現状について報告してい

ただきました。 

 日本被団協は今年結成６０周年。６０年間一

貫して国に被爆者援護施策の実現と充実を

求め続けてきた。被爆２世に関わる項目では、

昨年２０１５年までは「①実態調査、特に健

康と病歴調査を実施し、②希望する２世には

手帳を交付し、健康診断にがん検診を加えて

下さい」と要請し続けてきた。今年２０１６

年４月から多発性骨髄腫の検査が導入され

ることになったので、要請内容を一部変更し、

「①実態調査、特に健康と病歴調査を実施し、

②希望する２世には手帳を交付し、③健康診

断に多発性骨髄腫のみならず、すべてのがん

検診を加えて下さい」とするようになった。 

 国は、「放影研等による科学的検討の結果遺

伝的影響はないとされている」ので「被爆２

世の実態調査は実施しない」と回答を続けて

いる。 

 ２０１６年度多発性骨髄腫の検査のための

国の予算は７０００人分を計画。実際の希望

者が多ければ来年予算は増え、少なければ減

らされることになる。何故多発性骨髄腫なの

か？地方自治体の行なっているがん検診の

中に多発性骨髄腫は含まれていないからだ。

その他のがんは自治体のがん検診を受けな

さい、というのが厚労省の考え。 

 そもそも厚労省は被爆二世健診を「健診」と

は位置づけず、あくまで調査費という扱いに

している。二世は被爆者の子どもであること

を認めさせ、被爆の影響を明らかにしていく

ためにも実態調査が絶対に必要。そのことを

厚労省に働きかけていくことが重要。 

 日本被団協は６０周年記念事業の一つとし

て全国の被爆二世調査（アンケート）を実施

する。専門家にも参加してもらってとりくむ。

みなさんも是非参加して、２世の声を挙げて

いって欲しい。 

 全国の２世と

被爆者の力も

一緒にして全

国の大きな運

動にしていき

たい。被爆者

の平均年齢も

８０歳を超え、

残された時間

も多くはない

が被爆者の生

きている間に

実現したい。

粘り強くとり

くんでいけば

実現の可能性はある。 

 

▼韓国原爆２世患友会の韓正淳（ハン・ジョンスン）名誉会長からのメッセージ紹介 

今回の「交流と連帯の夕べ」では韓国原爆２世患友会（韓国の被爆二世の会）の韓正淳（ハン・ジョ

ンスン）名誉会長からメッセージを寄せていただきました。全文を岡山「被爆２世・３世の会」の岡村

知弥さんに力強く読み上げていただきました。 

 メッセージ全文は別ページに掲載。 

 韓国では今年５月１９日に韓国被爆者支援法が成立したが日本の被爆者援護法と同様に２世

は法の対象から外された。日本とほとんど同じ理由、根拠を基にされている。日本の被爆２世

と韓国の２世との共同したとりくみがますます重要になっている。 

 

▼神奈川原爆被災者の会二世部会の門川恵美子さん 

独自の被爆二世援護策を実施している地方自治体は東京都、神奈川県、静岡県などですが、その一つ

として神奈川県の事例を資料に基づきながら紹介していただきました。 

 神奈川県の場合、原爆被災者の会の二世支部 の形をとっている。 
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 特に被爆２世の医療費補助は、全国でも稀な

手厚い施策だ。この成果は私たち２世の運動

ではなく、１９７０年代の親の世代の被爆者

の運動によって実現した。神奈川県の医療費

補助は１９７９年に決められている。 

 神奈川県では被爆２世の多くの疾病が、医療

費の自己負担分を助成されることになって

いて、横浜市、川崎市、相模原市の３市は各

市が助成、それ以外は神奈川県が助成してい

る。 

 神奈川県では『被爆者のこども健康診断受診

証』というものも発行されている。これがあ

ると被爆二世健診などがスムーズに受診で

きる。 

 神奈川県の二世健診はかっては年４回行な

われていたが今は１回。健診のための交通費

も以前は出ていたが今はない。後退している

面もいろいろとある。 

 今年、県内の２世に対して神奈川県から送ら

れる資料の中に、私たち原爆被災者の会の二

世支部を紹介した資料も同封してもらえる

ようになった。こういう関係を続けて強めて

いきたいと思っている。 

 ５月に総会を行なった時、参加者それぞれの

子どもの頃の健康状態を出し合った。すると

「傷がなかなか治りにくかった」とか「アト

ピーだったとか」いろいろ出て来て、「実は

私も、私も」という声が相次いだ。現役で仕

事をしている頃は何も問題を感じなかった

けど、退職してから体調異変、甲状腺異常な

どに気づき、健康に対する不安が本当にたく

さんあることが明らかになった。 

 神奈川の二世支部は、仕事を持っている人、

身体具合の悪い人、親の介護をしている人な

ど、大変な人たちばかりが役員を担ってなん

とか頑張っている。 

 

■参加者によるフリートーク 

参加者によるフリートーク、それぞれの思いを語り合いました。以下、その要旨です。 

 

▼Ｋ・Ｃさん（岡山） 

 日本被団協の報告を聞いて、２世の要望につ

いても厚労省要請されていることを理解し

た。 

 岡山でも「２世・３世の会」を作り、二世健

診を受診することも一つの運動なので受診

するようにしてきた。私の受診した医師は若

い人だったが、被ばく問題については私たち

もよく知らない、これから勉強していきたい

と話された。全国の医師が被爆者問題、被爆

二世の健康問題について研修できる機会を

つくり、私たちの思いが伝わるようにしてい

って欲しい。 

▼Ｙ・Ｓさん（京都） 

 定年になって定期健診をどうするか考えて

いる矢先に、たまたま広島で二世健診のある

ことを知り、京都で受診するようになった。

２世の人たちが被爆二世健診のことをどれ

だけ知っているのかが問題だ。京都で「２

世・３世の会」を作った時、半分は自身が二

世であることも知らず、親が亡くなった後に

知った人も結構いた。 

 二世健診の結果を社会的にどう活かしてい

くかも重要だ。 

▼Ｉ・Ａさん（北海道） 

 北海道では被爆２世・３世同士が会ったり、

接したりする機会はほとんどない。北海道の

様子について私からお伝えすることはない

けれど、今日いろんなお話しが聞けてよかっ

た。 

 ２世・３世の身に起こっていることは様々に

あると思う。被爆者も苦労してきたけれど、

親が被爆者だと知らなかったという２世の

辛い話などは非常にショックだった。 
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▼Ｍ・Ｔさん（京都） 

 京都では昨年「被爆二世健康実態調査」をと

りくみ、今日も資料として配布している。こ

の中で幼い頃の健康状態について質問して

いるが、よく鼻血を出していた、傷が治りに

くい、ぜんそくだった等々特徴的なことがた

くさん起こっている。そうしたことを私たち

はしっかりと調べていくことが大切ではな

いか。ＩＣＲＰなどはすべてを被曝線量の問

題にしてしまうので、私たちは測りようがな

く反論もできなくなる。それに対して私たち

ができることはアンケートによる疫学的調

査だ。私たちの身体に起こったことと、今福

島原発の被災者に起こっていることとを照

合して行くことが必要だ。先日瀬戸内海で行

なわれた原発事故被災の子どもたちの保養

キャンプに参加した時、福島のお母さん達と

いろいろお話しをした。すると同じような話、

症状がいっぱい出てくる。 

 被爆２世の幼い頃の健康状態調査や福島の

子どもたちの状態を、被爆医療に携わってこ

られた医師達に符合していることはないの

かよく見てもらう。その中で対処の仕方を考

えてもらうことも大切ではないかと思う。 

 京都の「２世・３世の会」では原水爆実験被

害の人たちとの結びつきも作ってきている。

核実験被害は日本中の漁港に及ぶ問題だ。そ

の被害者、その２世・３世にも共通する症状、

問題が存在する可能性がある。放射線被曝、

放射能被害のことをトータルに考えて、共通

する症状、状況をあぶり出し、問題を具体的

に捉えていくことが必要。核のない平和な世

界実現のために、核被害の実相を明らかにし

ていくことが、私たちができること、やらな

ければならないことではないか。 

▼Ｙ・Ｋさん（京都） 

 鼻血は私にもあったし、３番目の息子もいま

だに鼻血が出ている。１３歳の孫がぜんそく。

みなさんの報告を聞いていると３世、４世に

も健康実態調査をしていかなくてはならな

いと思った。 

 昨年広島で世界核被害者フォーラムという

のがあり、核実験被害者はじめ、ウラン採掘

で被害に遭ったアメリカ先住民、オーストラ

リアのアボリジニ、中国核実験被害を調査し

た医師とか、いろんな核被害者数が集まって

行なわれた。世界から核被害者が集まること

は大切なことだが、もっと重要なことはその

後にネットワークを作って情報交流を続け

ていくことだ。 

 ８月の２、３、４日の原水禁大会国際会議に

参加して、その中でロシアの方の話を聞いた。

ロシアでは大量の放射能が秘密裏に流され

続けてきてたくさんの被曝者がいる、２世も

いるとのことだ。今日は韓国からのメッセー

ジが紹介されたが、私たちの視野を広げて、

２世・３世の国際的な交流を広げていけたら

いいのではないかと思う。 

▼Ｋ・Ａさん（東京） 

 東京の場合、被爆２世は年２回の健診の内の

１回をがん検診にあてることができ、６つの

がんの検診が受けられる。２世の医療費も助

成されている。 

 日本被団協から国への要請は、国会議員とし

て要請を受ける立場で詳しく聞かせていた

だいてきた。地方自治体が独自の施策を考え

ることはあっても、一番大切なことは国が責

任をもって、国の制度としてやっていくよう

にしなければならない。 

 これからは３世・４世も含めて実態調査と必

要な施策を求めていくことが必要となる。情

報交換しながらみんなの力をあわせてやっ

ていくことが必要で、今回の企画はとても重

要な意味を持つ。政治の果たす役割が大きい。

私も国会の中でもっと積極的に頑張ってい

きたい。 

 ２世・３世の課題にとりくむと共に、核兵器

廃絶の課題のとりくみが重要で両方をやっ

ていかなければならない。国連軍縮問題上級

代表の方と懇談した際、被爆国日本の果たす

役割と、被爆者、２世・３世の役割、メッセ

ージが非常に重要だと強調された。 

 原爆被害に対する国の償いとは、戦争放棄し

た憲法９条の定めと、再び被爆者を作らない

という意志こそが証でなければ思う。このこ

とを重く受け止めて頑張っていきたい。 
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▼Ｈ・Ｋさん（兵庫県） 

 今日の交流は２世・３世にフォーカスして進

められているが、親が手帳を持っていない、

手帳を持つ人と同じような症状があるが手

帳はない、そういう人の問題も考えていかな

ければならない。一つの運動を進める場合、

一つの方向にすっとまとまっていくのもい

いけど、それ以外のものにも触れてみる必要

があるのではないかと。 

 私は放影研とも話をしてきた。彼らはすべて

のデータがきちんと整理されないと科学的

ではないとしているけど、違う軸で見てもい

いのではないか。例えば一人の人を丁寧にき

ちんと見ていくことによって、統計的な処理

はされていなくても、いろんなものが見えて

くることはある。一つの大きな流れの中で、

ちょっと外れた部分というところも射程に

入れながら、これも今のネットワーク社会の

中では必要なことなのではないかと思う。そ

うした視点も必要だと思う。 

▼Ｈ・Ｈさん（岐阜県） 

 岐阜県では「２世・３世の会」を作ろうとい

う動きはあるが、まだ誰が中心になってとか

が決まっていなくて、集まっている人も３人

しかいない。各地の「２世・３世の会」の人

たちからは「３人いればできるよ」と言われ

ているので、これから準備していけば、岐阜

にも「２世・３世の会」はできると思ってい

る。 

 私自身も４歳の時に鼻血が噴き出して止ま

らなくなって、その後何度も経験してきた。

京都の「健康実態調査」の報告を読むと私と

同じ経験されている人が何人もいて「そうな

んだ！」と思ってしまった。 

 ２世の人でも健診のことなど知らない人も

多いのではないかと思う。もっともっと知ら

せていくところからとりくんでいかなけれ

ばならないと感じている。 

▼児玉三智子さん（日本被団協） 

 今日の青木先生の講演の資料の中に、二世健

診の委託費用８，８９０円というのがあるが

これは国が拠出する受診者一人当たりの費

用だ。これに自治体が上乗せして実施してい

るところもある。千葉県は上乗せして１６，

０００円の費用で二世健診を実施している。

各都道府県の二世健診費用について調べて

みることも必要だ。 

 もちろん二世健診は国の責任においてやる

べきことであり、被爆者が全国どこにいても

同じ援護を受けられているように、２世も全

国どこでも同じ助成が受けられるようにし

ていかなければならない。二世健診のあるこ

と自体をまず広く知らせていく。健診内容は

まだ薄いものだけど充実改善を求めていく。

多くの人が受診するようよびかけていく。そ

して健診結果のデータは都道府県にまとめ

させ、それを全国的に持ち寄って厚労省に提

出、改善を求めていく、そういうとりくみが

必要だと思う。 

▼Ｍ・Ｋさん（岡山県） 

 私は被爆３世。今日は３世の人たちがどのよ

うな思いを持っておられるのか是非交流し

たいと思い参加した。今日３世の方の参加者

は何人でしょうか？ ３人 

 私には１歳の子と４歳の子がいるけど、この

子たちが再び被爆することのないよう、何を

していけばいいのかと思って「被爆２世・３

世の会」に参加してきた。 

 今日健診のことが多く話されてきたが、初め

て知ったことがたくさんあってとても勉強

になった。京都の「被爆二世健康実態調査」

を読むと３世にも当てはまることがたくさ

んある。うちの長男のこと、次男のことを思

うと本当に辛くなる。引き続き勉強していき

たい。 

▼Ｏ・Ｔさん（岡山県） 
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 私も被爆３世。出身が岡山県なので平和学習

で広島に来たり、被爆者の方の生の話を聞い

たりすることは結構あった。だが東京の大学

に進学してみると、全国から人が集まってい

る中では環境がまったく違うことを感じた。

例えば広島には行ったことがないとか、平和

記念資料館のことはよく知らないとか。 

 私も自分は健康だと思っていたが、思い起こ

してみると小さい頃小児ぜんそくをもって

いたりした。発症する症状は一つでも自分が

アンテナを張っているかどうかで見方が大

きく変わることを今日の交流会で学んだ。そ

のアンテナも、他の３世の人たちとのつなが

りがあるかないかでまた大きく変わると思

う。他の３世の人たちの交流でまた新しい発

見があるかもしれない。東京に居ても、つな

がりを持てる場、情報交換できるような場づ

くりをやっていきたい。 

▼Ｙ・Ｋさん（京都府） 

 「ノ―モア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する

会」というのがあって、そこのホームページ

に被爆者の証言も掲載されている。それを英

文で紹介したところ海外からアクセスがあ

って「被爆者の証言を聞きたいがどこに連絡

すればいいのか」との問い合わせだった。「ノ

―モア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」

を紹介して大変喜ばれた。是非このホームペ

ージにアクセスしてみて欲しい。 

▼Ｏ・Ｈさん（広島県） 

 広島では、親の世代の被爆体験をどう継承し

ていくかも大切なこととして、被爆の実相を

明らかにした映画、映像の毎月上映会などを

行なっている。 

 あわせて最も重要なことは、私たち２世・３

世の持つ要求をどう国や自治体などに出し

て実現していくかだと思う。今日の話で自治

体から補助のある県、ない県があって、２世

同士でも差がつけられている実態がよく分

った。 

 今日の交流会でいろんな意見や提案もあっ

て、いろんな宿題をいただいたように思う。

これは第１回だけで済むような話しではな

いなと実感した。 

 私の子どもも高校生になって病気を繰り返

してきた。よく調べてみると私の父親が被爆

した後に罹った同じ病気に同じ順番で出て

いることが分った。だから被爆３世に対する

健康診断をどうするのかという運動も必要

だ。 

 これを実現していかないと福島の人たちの

将来も危ない。私たちの世代で、健康診断や

医療制度をみんなの世代に行きわたるよう

なものに変えていくことが、福島の人たちの

不安を解消していくことにもなると思う。 

▼Ｔ・Ｎさん（京都府） 

 昨年京都の行なった「被爆二世健康実態調査」

は、放影研などの「被ばくの遺伝的影響はな

い」と言う見解に対して、私たちは事実に基

づいて本当のことを追求していこう、という

思いでやってきた。 

 今の「被爆二世健康診断」には親が被爆者手

帳所持者であるという大条件がつけられて

いる。しかし親が手帳を持つことができなか

った事情のある被爆２世も存在している。例

えば手帳の制度ができた１９５７年以前に

亡くなった場合など。このため明らかな被爆

２世であっても「二世健診」を受けらけれな

い２世が現実に存在している。こうした問題

の解決もはかる必要がある。 

 

■まとめ 

 最後に下記の２つことを約束して、今回の「第１回全国被爆２・３世交流と連帯の夕べ」を終了しま

した。 

① 今日の「交流と連帯の夕べ」の内容は報告書にまとめて、今日の参加者はもちろん、全国の「２

世・３世の会」の組織のみなさんにもお届けし報告していく。 

② 次に向けてどうするのかは、みなさんのご意見も踏まえてこれから検討していきたい。 



京都「被爆２世・３世の会」会報№４６    ２０１６年 ８月２５日 

９ 
 

 

 
◆青木先生の講演についての感想 

 原爆症認定者の推移や認定制度の問題点な

どが、豊富な資料やグラフでよくわかりまし

た。被爆二世健診問題に関しては自治体によ

って大きく対応が異なり、「二世健康手帳」

(または登録証など)を交付しているところ

もあれば、全く何もしていない市もあります。

このような格差をなくして、国の責任で、希

望すれば被爆二世三世も全て無償でがん検

診プラス多発性骨髄腫検診が受けられるよ

うにしてほしいと思います。 

 大変興味深い内容でした。貧血、腎臓病など、

思い当たります。最後の提言も貴重だと思い

ました。二世・三世の会として、今後どう取

り組んだらよいのかを話し合うことが大事

ではないかと思いました。 

 

◆各地からの報告と交流について 

 被爆二世の抱えている問題、例えば鼻血、貧

血、甲状腺の腫瘍や、三世のぜんそくなど、

共通しているなと思いました。今後は被爆三

世の健康の調査も必要だと思いました。 

また海外の被爆二世の症状について交流

をしていく必要性を感じています。もちろん

医者や科学者の交流はあると思いますが、二

世同士の交流も大切ではないかと思います。

できるだけ放射能の影響がないように見せ

かけたい支配者の動きに、対抗していく必要

があると思います。 

 ９つの地域の参加者がまとまって座り、代表

者が活動内容を報告する際に、全員が立って

名前だけでも紹介し合えばお互いの顔がわ

かって参加度が増したのではないかと思い

ます。各会からの報告内容については、今回

は健康問題に比重があったため被爆実相の

継承面での活動報告が少なかったように思

います。結成間もない岡山の活動状況や会員

の様子などもう少し詳しく知りたいと思い

ました。 

 第一回の交流会ということで参加できてよ

かったです。もっと時間があれば良かったと

思いました。 

ホテルが確保できるかどうかの問題が大

きかったので、一年前から次の交流会はどこ

で（少なくても広島か長崎かを決める）何日

に交流をするということを決めておくと、早

くからホテルの予約ができると思います。 

 

◆今回のとりくみ全体について・その他 

 全国の被爆二世三世の会交流集会を企画し、

これだけの資料や会の準備していただいた

みなさん、この会開催に中心となってご尽力

いただいた方々に感謝いたします。充実した

内容の夕べとなり、どうもありがとうござい

ました。各会からの報告で活動の様子もわか

り、お互いに今後の活動への刺激となったと

思います。また、わたしたちの連帯によって

今以上の力が生まれてくるのではないかと

期待が高まりました。第二回目は三世の参加

をもっと呼びかけましょう。 

 私自身被爆三世としての活動は数少ないの

ですが、これまでに身近な祖母の被爆体験を

紹介する会合を企画したことがあります。私

の音楽仲間の一人が、福島の原発事故以来、

核問題に関心を持ち始め、ライブの時に原発

や核についても考える連続講座を企画して

いました。毎回講師を呼んで対談したり、ド

キュメンタリー映画を皆で見たり…。そのな

かで被爆体験を祖母に語ってもらうことに

したのです。数十名ほど集まり、祖母、母、

そして私もインタビューに答えました。その

時の様子はネットにもアップされて反響も

ありました。 

また、フランスに祖母を招いて証言会を開

いてくれたリヨン郊外の空手クラブの青年

たちが来日した時に、私が京都を案内したり

交流したりしました。私の経験はこれくらい

ですが、これからも若い世代にどの様にして

被爆の実相を伝えていけばよいか、活動の方

法やアイデアをいろいろ出し合って工夫し

ていくとよいのではないかと思います。 

■感想文から（一部紹介） 
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韓国原爆２世患友会からのメッセージ 

 

 

第１回全国被爆２・３世交流と連帯の夕べにご参加の皆さん、今日は！ 

 

日本の被爆２世・３世の方たちと平和を愛する人たちに連帯のあいさつを送ります。 

私は韓国で韓国原爆２世・患友会の活動をこの十年あまり活発、積極的に推進してき

ています韓正淳（ハン・ジョンスン）です。現在も２世患友たちのために粘り強く努力

していますが、充分な成果はなく中断することはできません。 

当初、私が２世患友たちの痛みを抱いて謝罪と賠償問題を解決しようとしていた時は

あまりにも足りない諸点が沢山ありました。しかし韓国と日本の市民団体が関心をもっ

て私に勇気と励ましをくださり、私がひどく疲れていても私たちの手を取り合っていた

だいたので力を発揮できて活動ができています。 

私はいつも活動しながら日本では被爆者が多いから２世の方たちも韓国の患友よりも

障害のある方も多いであろうと考え、ともに連帯する活動交流ができるものと考えてい

ました。それで日本の方たちに会う度に日本には２世の会があるのか、また日本の政府

からどんな補償があるのかを聞きましたが、帰ってくる返事いつもは「よく分からない」

という答えでした。しかし姜済淑先生から日本にも２世の方たちが一生懸命、地道に活

動しているところもあると聞いてうれしく思ったものです。 

私たち被爆２世は自分自身の意志とは関係なく被害者として生まれ、終わりのない戦

争被害の人生を歩んでいます。韓国と日本の被爆２世はこの大変な生活を余儀なくされ

ていることを、アメリカ政府と日本政府の戦争責任を問いながら謝罪と賠償によって解

決しなければなりません。この世の中どこに居ようとも被爆２世も戦争被害者です。こ

のことをいつも共に共有し連帯して私たちの人権を探さなければなりません。 

「韓国のヒロシマ」と称される陝川（ハプチョン）でも毎年、８月５日に非核平和大

会を、６日には韓国人原爆犠牲者のための追慕祭を開催しています。今後、韓日の被爆

２世の私たちがヒロシマ、ナガサキ、そしてハプチョンをお互いに行き来し深い交流を

しながら韓日の被爆２世問題を解決するよう私は強く望んでいます。 

 最後に核のない世の中と戦争被害者のない世界のため日本各地で平和希求の道を歩い

ていらっしゃる皆さまの健康を祈念し今一度、平和のあいさつを送ります。 

                         ２０１６年８月１日 

 

      韓正淳（ハン・ジョンスン）・韓国原爆２世患友会、名誉会長 
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２０１６年原水爆禁止世界大会国際会議に参加して 

山根和代さん（右京区） 

 

８月２日から４日まで、久しぶりに広島で開催

された原水爆禁止世界大会国際会議に参加しま

した。その後日本人の参加者が多い世界大会にも

参加しましたが、ここでは国際会議に参加して印

象的であったことに焦点を当てたいと思います。 

昨年核被害者フォーラムが広島で開催され、世

界各地の核兵器と原発の被爆者が交流をしまし

た。貴重な出会いをもとに日常的な交流ができる

と良いのですが、残念ながらまだそこまで活発に

交流ができていないようです。 

今回の世界大会には２６か国９５人の海外代

表と全国からのべ１万人以上が参加し、「核兵器

のない平和で公正な世界のために」というテーマ

の下で交流をしました。国際会議宣言では、国連

総会に対して、核兵器禁止・廃絶の条約の交渉開

始をふくむ具体的な勧告を行うことを要請して

います。これはすぐジュネーブでの核軍縮に関す

る国連作業部会に届けられ、国際政治を動かす力

になったと思います。米国、ロシア、中国、英国、

フランスの五大核保有国や、米国の「核の傘」の

下にある日本などは段階的な核軍縮を主張し、禁

止条約に賛同していません。日本政府は核兵器廃

絶と言いながら、核兵器禁止条約の交渉開始に背

を向けているような状況の中では、草の根の交流

と連帯が必要であると思います。 

４月に「ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える

核兵器廃絶国際署名」が発表され、国内外で署名

活動が行われています。元国連軍縮問題担当上級

代表のセルジオ・ドウアルテ氏（Sergio Duarte: 

元ブラジル大使。被爆者の平均年齢と同じ８０歳）

は、そのヒバクシャ国際署名に署名をしたと発言

し、「生きているうちに核兵器のない世界の実現

をという被爆者の心からの願いを共有します」と

述べました。そして「一般の人々を教育し、メデ

ィアによる報道を改善させるために力を尽くし

て下さい。核兵器に依存して自国の安全保障を図

ろうとする者たちの主張に立ち向かいましょう」

と発言しました。 

 

韓国原爆被害者協会副会長のク・ジョンソン氏

(Koo Jung Sung)は、２歳の時に被爆し、両親、

弟、妹をがんで亡くされています。現在韓国には

約２５００人の被爆者がいるそうですが、被爆二

世の数はもっと多いと思います。「現在もそして

将来も、私たち被爆者は、苦しい生活と後遺症に

よる痛みに耐えていかなければならないでしょ

う。世界で二度と核兵器による惨禍は起きてはな

らないという歴史認識が求められています。全世

界がそのような気持ちを共有するよう願ってい

ます」と発言されたのが印象的でした。 

今回の国際会議では、中国の参加者に会うこと

ができませんでした。核被害者フォーラムで知り

合った中国人医師は、核実験の結果を海外のジャ

ーナリストに知らせたということで、ロンドンに

亡命されています。中国では言論の自由がないた

めに、このような大会に参加できないのではない

かと思いました。 

 

マーシャル諸島共和国元上院議員のアバッ

カ・アンジャインさん(Abacca Anjain Maddison) 

は、１９５４年アメリカの核実験の影響で、現在

も毎日のように子どもががんで苦しんでいる実

態を報告しました。彼女とは久しぶりに会いまし

たが、平和博物館を創るプロジェクトがどうなっ

ているか聞いたところ、まだ創設のために努力中

であるというお返事でした。 

 

ロシアの「グリーンワールド」のオレグ・ボド
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ロフ会長（Oleg Bodrov: 元原子力潜水艦原子炉

の研究者）は、これまで知らされてこなかった驚

くべき事実を報告しました。１９５４年９月１４

日には４０キロトンの威力の原爆がロシア領土

に投下されたそうです。広島の原爆の場合、爆発

威力（ＴＮＴ換算）が約１５キロトンと言われて

いるので、驚きました。４万５０００人の兵士と、

１万人の住民が動員されて被爆者となり、次世代

まで健康問題が続いているそうです。被爆二世の

会のような会がロシアにあるかと質問しました

が、ないそうです。 

１９５７年９月２９日には、核生産連合体マヤ

ークで、高濃度液体放射性廃棄物の保管容器が爆

発しました。ロシア領土の２万平方キロメートル

以上が汚染されたそうです。（キシュテム事故）

被害住民者数は５０万人以上と言われています

が、事故処理にあたった兵士の数は含まれていな

いそうです。 

核兵器と原子力発電所のために作られた２０

か所もの「秘密都市」には、１５０万人が暮らし、

ロシアの人口の１％に当たります。そこでは自然

の水域や地中に液体放射性廃棄物の投棄が認め

られているそうです。例えば原子力潜水艦や原発

の使用済み核燃料など１００トンを処理する際

に、６０万立方メートルの液体放射性廃棄物が発

生します。毎年その放射性廃棄物がオジョルスク

市にあるテチャ川に投棄されているそうです。 

国営原子力企業が支配するロシアにも、言論の

自由がありません。反核、環境保護、人権擁護の

ＮＧＯ約１００団体は、ロシア政府から「外国の

手先」の汚名を着せられています。フランスに亡

命しているＮＧＯ代表もいるそうです。 

ロシアの核テクノロジー施設は、ユーラシアの

大河、オビ川やエニセイ川の沿岸にあり、これら

の川の流れに乗って、放射性核種は北極海へと流

れ込みます。放射能に汚染された海産物が、私た

ちの食卓にのぼるかもしれないと言われ、はっと

しました。イギリスに留学中、魚の汚染が心配で

魚を食べないというイギリス人がいたことを思

い出しました。日本の食卓にも知らないうちに放

射能に汚染されている魚がのせられる可能性は

否定できないと思いました。 

 

リトアニアの医師で緑の政策研究所のゲディ

ミナス・リムデイカ氏(Gediminas Rimdeika)は、

原発ではなく自然エネルギーの使用を主張しま

した。また原爆展を学校や諸団体、国会で行い、

若者や市民の平和教育をしていることを報告し

ました。今後私たちは核兵器をなくし、幼稚園や

学校、高等教育機関の数や、生活のレベルの面で

国が競い合うべきであると話されました。チェル

ノブイリ原発事故の被爆者の救済医療拠点サピ

エガ病院の院長を長く務め、被爆二世の問題もご

存知でしたので、今後交流をしていけると良いと

考えています。 

 

オランダで核兵器の禁止を目指して活動して

いるパックスのセルマ・ヴァン・オーストワード

(Selma van Oostwaard)さんによると、オランダ

は核兵器を保有していないものの、フォルケル空

軍基地に米軍の約２０発の核弾頭が配備されて

います。核兵器廃絶、特に禁止条約を政治議題に

するために、オランダで大きな核軍縮運動を展開

しました。約４５，０００人の署名を集めて、国

会が核兵器禁止条約の問題を取り上げることを

迫り、４月に核兵器禁止条約の交渉開始に政府が

努力することを求める動議が可決されました。オ

ランダ政府は核兵器禁止条約の交渉会議を支持

していませんが、市民は支持しているという発言

でした。 

 

イギリスの軍縮キャンペーン（ＣＮＤ）のキャ

ロル・ターナー氏(Carol Turner)は、核兵器シス

テム「トライデント」更新に反対して、中央集会

や過去３０年で最大の核軍縮デモを行ったと報

告しました。世論調査では、過半数の国民がトラ

イデントに反対しているそうで、イギリスでも政

府と市民の間のギャップがある中で草の根の運

動をしていることを学びました。以前はＣＮＤの

ブルース・ケント氏(Bruce Kent)が世界大会に参

加されていました。私がイギリスに留学中、ケン

ト氏宅でのパーティに招待され、そこで国際平和

ビューロー（世界の平和運動をまとめる団体）の

事務局長のコリン・アーチャー氏(Colin Archer)

と出会いました。彼も高齢のため、今回は代表の

ジョルディ・カルボ・ルファンフェスさん（スペ
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イン: Jordi Calvo Rufanges）が参加されていま

した。 

 

国際平和ビューローは、世界軍事費キャンペー

ンを進め、軍事費を福祉や教育などに使うことを

主張しています。ルファンフェス氏（１９９９年

創 設 の デ ラ ス 平 和 研 究 セ ン タ ー : 

http://www.centredelas.org/en/about-us）の出

身地のスペインは、核保有国ではありませんが、

ＮＡＴＯの同盟国として核による安全保障を支

持しています。彼は、真の安全保障は軍事力によ

って達成されるものではなく、人間の安全保障の

重要性を主張しています。アメリカは今後３０年

間、核兵器近代化だけで約１兆ドルをかける計画

です。軍事企業は、銀行の支援がなければ、製造

される兵器の４分の３は存在しない状況です。世

界で２７か国の３８２の銀行、保険会社、年金基

金や財産管理会社が、核兵器産業に巨額の投資を

行っています。４，９３０億ドル以上の資金が核

兵器製造企業に投資されていますが、アジア・太

平洋地域の最大の投資企業は、三菱ＵＦＪファイ

ナンシャルグループ、三井住友ファイナンシャル

グループ、インド生命保険会社だそうです。「軍

縮、軍事費削減、核兵器廃絶は、人間の安全保障

を向上させ、平和を実現するための膨大な資源の

利用を可能にする」という発言が、印象的でした。 

 

このような国際会議の発言は、マスコミの報道

には限界があるため知ることはなかなか困難で

す。今回もっと多くの印象的な発言があり、また

出会いがありましたが、やはり市民の草の根の交

流が大切であると考えさせられました。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０１６年度の「被爆二世健康診断」が始まります。 

京都府の場合は、９月中に申し込み受付、１１月中に健診実施です。 

今年度から、多発性骨髄腫検査が検査項目に加わりました。 

この機会を逃さず、是非受診しましょう。 

初めての方は、京都府の担当窓口にお問い合わ 

せください。 

京都府健康福祉部健康対策課 疾病対策担当 

電話 ０７５－４１４－４７２５ 

Fax ０７５－４３１－３９７０ 
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今年も暑い八月になりました。以下は４日から三日分の簡単なメモというか、日記です。 

 

 ８月４日、例年通り綾部のお寺より恒例夏の棚

経に来られ、午前中慌ただしくそれをすませて、

京都駅に直行。新幹線内で遅めの昼食をしながら、

広島へと向かいました。 

その日の夕方、仕事(被害者担当保護司)で知り

合った、私より１０歳年下で、広島在住の女性と

１年ぶりの再会で、話は盛り上がり秋には京都へ

来るということになりました。彼女も被爆二世で、

お母さんが被爆されたというのを知ったのは，知

り合って数年後のことでしたが、それ以来急速に

距離が縮まったように感じられます。 

 翌日の５日に、『交流と連帯の夕べ』が社会福

祉会館で開催されることも伝えましたが、高校生

２人を育てながら二つの仕事を持つ彼女には、な

かなか参加は難しいようでした。 

 

 ８月５日は、午前８：３０に国際会議場北側に

集合し、２０１６年世界大会・動く分科会「ヒロ

シマの声を聞こう」遺跡めぐり(本川小学校→広

島城)へ参加しました。１５名ほどのグループに

分れて、一人のガイドさんが付き、細かく丁寧に

説明をしてくださいました。本川小学校も広島城

も以前行ったことはあるのですが、軍管区司令部

の当時の事情や、その近くにある護国神社のこと

など今まで知らなかったことをたくさん教えて

もらいました。 

 午後は広島アリーナに戻って、被爆女性のお話

を聞きました。被爆して何もかも失われ、その後

も大変苦しい生活を送られたこと。そしてその後

の健康不安など現在に至るまでの苦労は、想像を

絶するものがあり、言葉では語りつくせないもの

をたくさん抱えておられました。少しは分ってい

るつもりでしたが、まだまだ知らないことが多す

ぎる自分に気がついたしだいです。 

 その後、五時半から始まる『交流と連帯の夕べ』

に参加するため、ホテルに一旦もどり、バスで社

会福祉会館へ行きました。そのあたりから、急に

体が熱くなったり、寒気がしたりと絶不調。青木

先生の講演を辛うじてお終いまで聞くことはで

きましたが、その日はダウン。今思えば、軽い熱

中症ぎみだったのかもしれません。 

 

 ８月６日午前８：１５、ホテルでテレビ中継を

見ながら一緒に黙とうをし、１０時から東千田町

での『広島大学原爆死没者追悼式』へと向かいま

した。そこで、亡き父の同級生の方に８年ぶりに

お会いする約束を

していましたが、

前々日転倒され、

式典後にご自宅を

訪問することにな

りました。幸い大

事には至らず、ま

た、８９歳という

高齢にもかかわら

ず、しっかりして

おられたのに安堵

しました。 

 広島大学の校舎

内で被爆されたそ

２０１６年８月・広島日誌 

奥田美智子さん（左京区） 
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の時のことが聞けたらという思いがありました

が、さらっと、「何人死んだかなあ・・・」と言

われたあと、ご自分の顔や手など見えるところに

ある傷をひとつずつ指さし、未だに残っているガ

ラス片など、第三者的な表現で説明してください

ました。そして、別れ際に父が６６歳で書き上げ

た学位論文を手渡すと、「ありがとう、明日から

の楽しみが一つ増えました。」と言ってくださっ

たのがとてもうれしかったです。また、来夏広島

大学での再会を約し、次の目的地岡山(義母の墓

参り)へと急ぎました。 

 

 後先になりましたが、今回、父の級友に再会で

きたのは、被爆二世三世の会ですっかりお友達に

なった、米重さんのおかげであることに、感謝し

ています。また、宿泊や世界大会への参加等、二

世三世の会にかかわっていなければとうてい経

験できなかったことなどは、山のようにあり、小

杉さん、平さんには大変お世話になりました、あ

りがとうございました。 

 
 
 
 

平和の鐘をつく集い ８月６日乙訓８ヶ寺で 

米重節男さん（向日市） 

 

 乙訓平和の鐘をつくつどいが、８月６日に８ヶ

寺に２３０人が参加して取り組まれました。 

 向日市３寺、長岡京市３寺、大山崎町２寺の協

力を得て、２８回目となります。乙訓原水協を中

心に実行委員会で、８ヶ寺を分担しました。 

 向日市の３寺には、キリスト教会の関係者の参

加もありました。お寺の対応では、慰霊と平和を

願う卒塔婆を建てる（北真経寺）、本堂を開けて

用意（北真経寺、金蓮寺）、鐘つき用の軍手を準

備（山崎聖天）、先代・現在の住職が参加してお

話をする（大念寺）など、寺の方からの協力も厚

くなっています。 

乙訓平和委員会は、長岡京市の西山浄土宗総本

山光明寺の担当です。年金者組合、新婦人、地域

の人や子どもなど約４０人の参加でした。 

 鐘つきのあとで、平和委員会独自に「戦争体験

を聞くつどい」を、寺の勧化所という場所で、開

きました。今年は、満州からの引揚げを、京都市

の村上敏明さんに話してもらいました。一家挙げ

て満州に移住した様子や、敗戦で引き揚げる中で、

兄弟・母親を亡くしたつらい体験を、村上さんは

お話しされました。話ぶりは淡々としていました

が、語られる内容は言葉には言い尽くせない凄ま

じい体験でした。それだけに日本の今の状況を心

配して行動しているご本人の気持ちが、聞く者に

強く伝わって来ました。 

村上さんのお話し 
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どこまでも核兵器に固執の姿勢に、 

５月２７日広島での安倍所感を糾す 

米重節男さん（向日市） 

 

 ５月に広島を訪問したオバマ大統領は、自身の発言を一歩進めて米国が「核兵器の先制使用をし

ない」政策を模索している。ところが安倍総理が、日本は「先制使用をしない」というのは反対だ

と米国に進言したと報道されている。これを聞いて、「安倍総理は本当に核兵器を持ちたいのだ。」

と私は受け止め、怒りがわいた。 

 オバマ大統領が広島を訪れた折のスピーチは、謝罪が無いとかプラハよりも後退しているとか批

判も多くあった。しかし、その後の行動では核兵器をなくすために具体的に努力していることは伺

える。今回の、米国の核戦略政策の変更につながる「核兵器の先制使用をしない」方針は、一歩前

進と言えるだろう。 

 これに対する安倍総理の発言は何ごとだ！ 

「再びこのような悲惨な経験を繰り返させてはならない。この悲痛な思いを受け継いでいくことが、

私たちの責任だ。核兵器のない世界を必ず実現する。その道がいかに長く困難であろうと努力を積

み重ねる。世界の平和と繁栄に力を尽くす。そのことが広島、長崎で犠牲になったみ霊に応える唯

一の道だ。」と言ったのは、オバマ大統領を広島で迎えた時の安倍総理が語った所感だ。この発言

とは全然違うことをしている。一国のそれも「唯一の被爆国」の首相が言う言葉だろうか。 

 「日本は米国の核の傘のもとにある政策をとっているが、一方で核兵器廃絶を言っている。この

矛盾を被爆者はどう考えているのか。」これは、２０１４年にウィーン大学で被爆者が被爆体験を

話した時に、話を聞いた学生から出された質問だった。私はこの鋭い指摘と質問に、日本政府の政

策が抱えている根本矛盾を改めて強く意識した。さらに、その時に同地で開かれた核兵器廃絶を議

論する国際会議で、日本の佐野利男国連軍縮大使が「核兵器廃棄を主張する国は消極的な考え方だ。

今の科学技術・医学の水準からすれば、核爆発においても防護・救助は可能」との発言をして、会

議出席の被爆者から猛烈な抗議を受けたことを思い起こした。 

 オバマ大統領が核兵器をなくそうと言っているのに、それでも核兵器は必要だと被爆国の首相は

言う。「核兵器を二度と使わないでくれ」「生きている内に核兵器の廃絶を」と願ってきた被爆者の

思いを踏みにじり、世界の人々から疑問視され

る核兵器の傘のもとにある政策は一日も早くや

めるべきだ。 

今に始まったことではないが、その場限りの

ことを平気で言う。強く抗議して、改めて彼が

広島で述べたことを実行するよう糾す。 

 
２０１６年５月２７日オバマ大統領広島訪問時 

の街頭宣伝行動             → 
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８月３日（水）／原発賠償京都訴訟第１６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 

 

 

８月３日（水）、原発賠償京都訴訟の第１６回

口頭弁論が行なわれました。傍聴に参加いただい

たみなさま、本当にありがとうございました。蒸

し風呂のような暑さの中、１２０名ほどの方が駆

けつけてくださり、今回も抽選になりました。 

法廷では森田基彦弁護士が、原告側が提出した

「準備書面（４４）―行政調査・貞観津波―」に

ついてのプレゼンを行ないました。これは、原告

側が「国は遅くとも２００８年３月までには、敷

地高を超える津波が来ることを予見できた」と主

張したのに対し、被告国は「２００８年３月以前

に、いかなる調査権限を行使して、いかなる事実

を根拠に、敷地高を超える津波を予見できたの 

か」を説明するよう求めてきました。準備書面（４

４）はそれに対する回答です。 

その要点は以下のとおりです。 

◇国は、次の３つの方法―①電気事業者、電事連、

土木学会など利害関係者（規制される側）に支持

して報告を求める方法、②外部団体に委託して調

査研究を行なう方法、③国の機関や業務移管先の

ＪＮＥＳ（独立行政法人原子力安全基盤機構）が

調査を行なう方法―によって行政調査を行なっ

てきた。 

◇「津波評価技術」は地震に関する新しい知見が

発見されれば、それをもとに津波の水位を試算す

る方法論。２００２年７月の「長期評価」は地震

に関する新知見だった。東電は２００８年３月に

この知見に基づき、敷地南部でＯ．Ｐ．（小名浜

港工事基準面）＋１５ｍの津波を試算したが 、

２００２年には同じ試算が可能だった。 

◇貞観１１年（８６９年）に発生した貞観津波は

福島県相馬にも到達した異常に大きな津波だっ

た。東京大学佐竹健治教授らは、残された堆積物

に合致する断層モデルを検討し、貞観津波の波源

モデルを公表した。 

◇東電は２００２年１０月に波源モデルを入手

し、同年１２月に津波水位を計算し、Ｏ．Ｐ．＋

８．７ｍの結果を得た。ところがその資料には「仮

に土木学会の断層モデルに採用された場合…２

～３割程度、津波水位が大きくなる可能性あり」

と記されている。１．２倍するとＯ．Ｐ．＋１０．

４４ｍ、１．３倍するとＯ．Ｐ．＋１１．３１ｍ

となり、いずれも福島第一原発の敷地高を超える。 

◇佐竹教授らの貞観津波研究は国が委託した宮

城県沖地震 調査の一環で、佐竹教授らは２００

７年１０月の「日本地震学会秋季大会」で貞観津

波の断層モデルの原型ができたことを報告して

おり、２００７年度報告書に貞観津波の断層モデ

ルが報告されているから、２００８年３月までに

は断層モデルは完成していた。 

◇貞観津波の断層モデルの研究は、国の業務委託

によるものであり、国は随時研究成果を知り得た。

そして、①ＪＮＥＳ等に計算させる、②外部団体

へ委託して計算させる、③東電に対して計算を指

示・報告させるという方法によって、東電の試算

結果（２００９年９月報告）と同じ結果を得るこ

とができた。 

◇したがって、国は２００８年３月までに適切な

行政調査を行なえば、敷地高を超える津波を予見

できた。 

閉廷後の報告集会では、傍聴カード達成者（皆

勤賞）の池村さんに記念品として、原告の鈴木絹

江さんの著書『放射能に追われたカナリア―災害

と障がい者の避難』と原告の福島敦子さんのイン

タビューが載っている『福島のお母さん、聞かせ

て、その小さな声を』（棚橋明子）が贈呈されま

した。 

弁護団の大杉光子弁護士から、今日の法廷での

やり取りについて説明があったあと、原告団の福

島さんから７月８日の福島県交渉の報告と次回

（８月９日）交渉参加に向けたカンパの訴えがあ

り、４８，８０９円が集まりました。京都での取

り組みとして、うつくしま☆ふくしま in 京都の

奥森さんから、８月１９日午後２時から京都府交
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渉を行なうので、避難当事者の方はぜひ一緒に参

加してほしいという呼びかけがありました。 

次に、支援する会共同代表の橋本宏一さん（国

民救援会京都府本部事務局長）から「裁判勝利を

めざす市民運動」と題してミニ講演がありました。

その要旨を、私が強引にまとめました。 

◇司法は三権分立の１つで、裁判官はいかなる権

力からも独立して判断するとされるが、実際には

「官は悪を為さず」という思想に染まり、「強き

を助け、弱きをくじく」傾向が強い。市民の感覚

と違う人が多い。裁判官の常識を打ち破る取り組

みが必要。 

◇弁護団の主張と立証、当事者（被害者）の事実

と道理を訴える法廷内のたたかいは当然だが、そ

れだけではなかなか勝てない。法廷外で市民に訴

え、世論を喚起し、それを裁判官に届けることが

必要。松川事件の際に、１０万、２０万という単

位で署名が集まったが、仙台 高裁の裁判官は「私

に対する脅迫めいたものは一通もなかった。こう

なったら、歴史に残る判決を書こうと思った」と

回想している。 

◇先日も弁護団や原告団と会合を持ち、公正判決

署名をやろうということになった。署名は広げや

すく、誰でも取り組める。やる以上は３万筆ぐら

いは集め、市民の声を裁判所に届けよう。 

その後、傍聴に来ていた八幡市の山田みすず市

会議員（共産党）から八幡市でも住宅問題の請

願・意見書が採択されるよう頑張るとの連帯と決

意表明があり、グリーン・アクションのアイリー

ン・美緒子・スミスさんから「住宅問題の請願を

あちこちで上げよう。各自治体には、せっかく京

都に避難してきた、こんないい人たちを手放すな

（帰還させたり、他所に移らせたりするな）と 言

おう」との呼びかけがありました。 

閉会直前になって、進行協議の休憩時間を使っ

て、弁護団の田辺事務局長が経過報告に来室。◇

国が原告側の専門家証人・崎山比早子さんに対す

るカウンター証人を立てるとしながら、いまだに

誰かを明らかにしない。国は進行を遅らせとよう

としているが、１１月２日までに国は意見書を出

し終わることになった。◇原告の本人尋問につい

ては、全世帯を７つの類型に分けて７人のチャン

ピオンを立てる。①避難指示区域内からの避難者

（福島さん）、②県外からの避難者（川崎さん）、

③家族全員で避難（菅野さん）、④健康被害（萩

原さん）、⑤世帯分離・母子避難（吉野さん）、⑥

障がい者の避難（鈴木絹江さん）、⑦帰還せざる

を得なかった世帯（いま折衝中） 。 

そのあと会場からの「科学論争をして勝てるの

か？」という質問に答えて、「科学的に論争があ

る問題について、裁判官に判断せよと言っている

わけではない。社会のルールに即して、避難した

ことが正しかったのかどうかを判断してもらう」

との説明がありました。 

次回の口頭弁論は、９月２３日（金）１０時３

０分開廷です。年内最終の期日（１２月１４日）

には，恐らくチャンピオン原告の本人尋問がはい

ると思います。崎山証人，国の専門家証人の尋問

は，来年１月２７日，２月１７日です。 

 

 

 

◆今後の口頭弁論期日◆ 

第１７回 ９月２３日（金）１０時３０分 

第１８回 １１月２日（水）１０時３０分 

第１９回 １２月７日（水）１０時３０分 
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太郎次郎社エディタス 

７４１円（＋税） 

 

 

 

 

 

 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

■新しい憲法草案のはなし  自民党の憲法改正草案を爆発的に広める有志連合／著 

今年の秋からで

も、国会で「憲法改

正」の論議が本格化

する、と報道されて

おり、その論議の土

台になるのが、自民

党の「憲法草案」だ

と安倍首相は発言

しているが、その自

民党の憲法草案を、

誰にも大変わかり

やすく説明したの

がこの「本」である。 

 まず「日本」は、西洋とは国の成り立ちが違う、

という説明から国民主権の制限・基本的人権の制

限・戦争放棄の放棄、そして「強く美しい国を」

めざすと、説明されている。もちろん著者は「自

民党」ではないけれど、文部省作成の「あたらし

い憲法の話」を模しており、文章も難しいもので

はなく、中学生でも十分理解できる表現になって

いる。憲法の条文についても、「自民党」説明が

そのまま記載されているのではなく、「憲法草案

の考えはこうであろう」と自民党の改憲案を作っ

た人々の「気持ちに寄り添い」書かれているが、

内容は、理解すればするほど、「恐ろしさ」を感

じる憲法草案である。今焦点は「憲法９条の改正」

であるように報道されているが、自民党の憲法草

案は、今の日本の姿そのものを根本から変える内

容である。価格も、「７４１円＋税」で廉価であ

る。既に購入されているかもしれませんが、ぜひ

購入して読んで、広めてほしい一冊である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■京都の原爆物故者慰霊式典に参列 

石角敏明さん(右京区) 

７月３１日京都原爆被災者の会（京友会）主催

の「原爆物故者慰霊式典」に参列してきました。

会長さん・来賓２名の挨拶で、共通していたのが

「オバマ大統領」の広島訪問でした。３人とも「訪

問を歓迎したい」と発言されておりましたが、そ

れ以上の言及はありませんでした。 

今年、参列して特に感じたのは、例年になく「参

列者」の数が、目に見えて減ってきていることで

した。式典終了後、自由参加で「法要」があるの

ですが、参列者がビックリするほど「少なかった」

です。被爆者も高齢化し、組織の先細りが心配さ

れるような状況でした。 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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■盛り上がった「被爆２・３世交流と連帯の夕

べ」          井坂博文さん（北区） 

世界大会期間中の初企画として、５日に第一回

被爆２世３世の交流と連帯の夕べを開いた。広島、

岡山、京都の会が相談して企画したもので、３０

人ほど集まりマスコミ取材もあった。 

交流会に至る経過報告が行われ、広島医療生協

の青木先生が「被爆二世健診と多発性骨髄腫検査

について」と題して基調講演し、質疑応答。その

あと各地の会と個人から報告と交流。被爆した父

母や祖父母から聞いた被爆の実相や罹った病気

がまったく同じだったこと、核とともに原発事故

による放射線被害への対応、会の運営に関する悩

み、など活発に意見交流できた。 

笠井衆議院議員も被爆２世として参加された。 

あっと言う間に終了予定時間となり、「ぜひ２

回目の交流会をやろう」と盛り上がり、地元広島

の会の紹介で近所の居酒屋に移動して、もつ鍋を

つつきながら広島の夜は更けていった。 

（facebookより） 

 

■８月６日、広島にて 

守田敏也さん(左京区) 

みなさま。８月６日を迎えました。７１年前の

今日、８時１５分、アメリカはウラン型の原子爆

弾を広島に投下し、大量の広島市民を虐殺しまし

た。許すことができません。あらためてアメリカ

の大量殺人、明らかなる戦争犯罪への心の底から

の怒りを表明します。同時にこれまで原爆で亡く

なられたすべての方に哀悼の意を捧げます。アメ

リカはこの大犯罪を謝罪すべきです。今からでも

被爆者への補償を行なうべきです。そして非人道

的で人類に対する犯罪そのものの核兵器を廃棄

すべきです。このことが実現されるまで、僕はこ

の声を上げ続けます。 

今日、この日を僕は広島で過ごしてきました。 

朝早く前夜からの宿泊地の宮島を発ち、広島電

鉄の路面電車で平和記念公園へ。「原爆ドーム前」

電停に着きました。あたりではすでに集会が始ま

っていました。入口付近に陣取っている人々を重

装の機動隊がぐるりと包囲して異様な雰囲気。僕

は今日はできるだけ公園のあちこちを取材した

いと思い、まずは式典会場に近づきました。そこ

には会場に入れないけれど、式典に近づこうとす

る沢山の方がおられました。テレビの式典の映像

ではこういう姿が映らない。ああ、公園の中でい

ろいろな形で８時１５分を迎えているのだなと

思いました。僕自身はその時間を原爆ドーム前で

過ごそうと急いでバック。ドームの前で投下時間

を迎え、黙祷しました。 

その後、会場入り口で行なわれている広島の

様々な市民運動の方たちの集会に参加しました

が、京都から見知った顔がたくさん参加していま

した。そのまま一緒にデモに出発。広島の町を反

戦反核反原発を訴えて、中国電力前まで歩きまし

た。その場で中電前座り込みに合流。沢山の方た

ちと一緒に１時間あまりの集会を行ないました。 

その後も意義深い活動ができたのですが、それ

はまた別の機会に紹介します。核のない本当の平

和な世の中を目指して、ともに歩んでいきましょ

う！！(facebookより) 

 

■似島(にのしま)での被爆追体験 

井坂洋子さん(北区) 
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８月５日今日は朝から似島へ。弾薬庫跡や馬の

焼却炉跡などをまわる。暑い暑い。でも、子ども

たちも頑張って歩きました。ちょっとだけ、広島

の先生がオンブしてくれました。日清戦争の頃か

ら馬も戦場に行き、亡くなれば、ここで焼却して

いたが、１９４５年８月６日まではほとんど馬も

帰ってくることはなかったが、８月６日以後、毎

日煙が上がることになったと。誰の骨かもわから

ず殆ど無縁仏になったと。戦後だいぶ経ってから

掘ると骨がたくさんでてきて最初は猿の骨と言

われ、入れ歯の治療の痕がある骨でやっと人の骨

と認め埋葬されたそう。被爆者の方のお話には胸

が詰まりました。 

■広島の平和記念式典ではどうして被爆者代表

のメッセージがないのか？ 

平 信行さん(南区) 

８月９日、１０時３０分から長崎市平和祈念式

典のテレビ中継を見ました。田上市長の平和宣言

も良かったけど、圧巻だったのは被爆者代表によ

る“平和への誓い”でした。広島のウラン型と長

崎のブルトニュウム型と原子爆弾が使い分けら

れたことを取り上げて原爆投下は人体実験では

なかったのかと指摘、被爆２世・３世の抱える不

安にも言及、来賓出席の安倍首相を前に昨年強行

された安保法制は憲法違反、速やかな廃棄を、と

敢然と訴えられました。 

以前から疑問に思っていたことですが、広島の

平和記念式典では被爆者代表の挨拶などまった

くありません。被爆者がメッセージを発しない記

念式典などあり得るのでしょうか？ 当の広島

の人たちはどう思われているのでしょうか？ 

 

■北海道仁木町「山の家」保養キャンプ 

河野康弘さん(右京区) 

仁木町での保養キャンプ演奏に行ってきまし

た。北海道余市郡仁木町にある保養施設で放射能

汚染地域からの保養施設です。 

参加者は福島県のハンディをもった子どもた

ち１５人くらいとスタッフ。そしてサハリンの児

童福祉施設の子どもたち１５名も一緒にお泊り

です。サハリンでも福島の子どもたちの保養を受

け入れて下さっていて、そのお礼に日本に招待さ

れた子どもたちです。 

終了後にサハリンの子どもたちを招いている

方から「サハリンの子どもたちは孤児院で育って

いて普段感情を表に出すことがなく、あんなに楽

しそうにピアノを弾いてびっくりしました」と、

話してくださいました。 

私から「サハリンの児童福祉施設にはピアノが

無いようなので

ピアノを寄贈し

てサハリンへ演

奏に行きたい」

と話しました。 

日本ではピア

ノがいっぱい眠

っています。そ

んなピアノがサ

ハリンでも活躍

して欲しいです。

ピアノは一人で

も楽しめる素敵な楽器。音楽は心の栄養。サハリ

ンの子どもたちが健康で心豊かに育ってくれる

事を願います。 
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■被爆者手帳、申請なお３０３件 

罹災証明困難、交付ハードル高く 昨年８月以降 

広島、長崎で原爆に遭ったとして被爆者健康手帳の交付を求める 

申請が、被爆から７０年となった昨年８月以降の１年間で３０３件に上る 

ことが、４７都道府県と広島、長崎両市への取材で分かった。いまだに多くの申請が 

ある背景には、被爆者が自身や子供の結婚などでの差別を恐れ長年申請をためらってきたことや、高

齢になり医療援護の必要性が強まってきたことなどがあるとみられる。  

申請は、２１自治体にあり、うち広島市１３４件、広島県６４件、長崎市３７件、長崎県１１件と

被爆地が８割を占めた。他に多かったのは、大阪府１２件、福岡県９件、東京都７件など。  

厚生労働省によると、申請数は２０１３年度７１９件、１４年度５８２件、１５年度４３６件−−

と減少しているが、被爆者の平均年齢が８０歳を超えた今もなお、申請が続いている。広島市の担当

者は「差別があってすぐに申請できなかったという話や、体が弱ってきたので申請したという声をよ

く聞く」と説明。福岡県の担当者も「家族への影響を考えて踏み切れなかった人や、被爆事実を証明

する証人が探し出せないなどの理由であきらめていた人もいる」と話す。  

 一方、審査結果が出たうち交付は６８件、却下は１００件、審査中が１２９件で、却下が交付を大

きく上回った。取り下げなどが６件あった。国は被爆当時の罹災（りさい）証明書や第三者２人以上

の証明などを申請者に求めているが、高齢化した被爆者が自力で探し出すのはほぼ不可能な状態にな

っている。  

 長崎市は申請３７件のうち６割超の２５件を却下し、交付は１件にとどまる。同市の担当者は「年

数がたち、証拠や第三者の証明が見つからないこともあり、なかなか取得につながっていない」と説

明。広島県の担当者も「できるだけ客観的なもので被爆事実を証明してもらわなければならず苦労し

ている」と語った。                 (２０１６年７月３１日３１日 毎日新聞) 

■被爆体験記 節目の第５０集 延べ７００人分超す 新日本婦人の会広島県本部 

新日本婦人の会県本部（広島市東区）が、被爆体験記を収めた冊子「木の葉のように焼かれて」の

第５０集を発行した。１９６４年からほぼ毎年編み、伝えた「あの日」の記憶は延べ７００人分を超

えている。 

第５０集には、被爆者１１人の手記や聞き書きを載せた。１人の女性は１５歳の時に通っていた広

島市立第二高等女学校（現南区）の教室で被爆後、避難中にへその緒がつながったままの親子の焼死

体を目撃。原爆で亡くした自らの弟や妹たちの遺骨は見つからず「私にとって平和公園は大切なお墓」

とつづる。ほかに、舞台で被爆者の娘を演じた経験がある俳優の斉藤とも子さんらの「特別寄稿」が

５編ある。県本部は６４年、原水爆禁止世界大会の参加者向けに記念品として第１集を作成。好評で

続けてきたが、近年は被爆者が老い、新たな体験談を集めるのに苦労しているという。「一つとして

同じ体験はない。読んで被爆の実態を知ってほしい」と願う。 

Ｂ５判、７０ページで５００円。２千部発行。電話かファクス

で購入希望を受け付ける。県本部Ｔｅｌ０８２（２６３）０４０

２。 

（２０１６年８月１６日 中國新聞） 

scrapbook 
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▼８月５日に行なった「第１回

全国被爆２・３世交流と連帯

の夕べ」の報告を本号でどうし

てもしたくて急ぎました。詳細な

報告書は別途作成する予定ですが、本号掲載記事

でもとりくみの様子を是非ご覧下さい。多くのご

参加でとてもいい企画になったと思いますが、も

う一つの成果は、とりくみに至る経過でもっと多

くの地域の「２世・３世の会」のみなさんとのつ

ながりができたことです。今回の企画には参加で

きなかったけど、今後是非交流をしていきたいと

の連絡をいただいた地域は少なくありませんで

した。交流を深めながら一緒になったとりくみを

すすめていきたいと思います。 

▼「交流と連帯の夕べ」のもう一つの特徴は、３

世、４世のへの思い、原発事故被災者を含む幅広

い核被災者への思い、が多様に語られたことだと

思います。本誌でもそのことを今まで以上に情報

提供、交流をしていきたいと思います。（平） 

■親の被爆体験、次代へ 京都の２世・３世が聞き取り 年内にもＨＰ公開へ 

被爆者が高齢化して記憶の風化が懸念される中、広島と長崎の被爆者を親や祖父母に持つ人たちで

つくる「京都被爆２世・３世の会」（京都市中京区）が、被爆体験の聞き取りを進めている。年内に

は団体のホームページ（ＨＰ）を立ち上げて公開する予定で、メンバーは「当事者の言葉には訴える

力がある。一人でも多くの証言を記録していきたい」としている。 

 原爆投下から７１年の歳月を経て、全国の被爆者約１７万４千人の平均年齢は８０歳を超えてい

る。どのように被爆体験を継承していくかは重要な課題になっている。 

 その中で２、３世として平和への思いを引き継いでいこうと、２０１３年２月から聞き取りを始め

た。被爆者団体に所属する被爆者や会員の家族らを主な対象に、当時２５歳から胎内被爆者までの幅

広い年齢層の計４６人に取材している。 

 数時間をかけて、被爆した場所や目にした悲惨な光景、その日の行動などをできる限り詳細に語っ

てもらっている。被爆後にも触れており、放射線への恐怖で結婚や出産をあきらめたり、後遺症に苦

しんだりした姿が浮かび上がる。 

 証言は冊子にまとめ、月 1回の会報とともに会員や支援者へ配布している。現在は広く公表してい

ないが、本人や遺族から許可が取れる人から順次、ＨＰに掲載することを考えている。 

 世話人代表の平信行さん（６５）は「語り部活動をしている人はごく一部で、ほとんどの体験は埋 

もれているのが現状だ。当時に何が起きたのかを次世

代の人に伝えていくため、聞き取りを続けたい」と話

す。 

 ２世・３世の会は１２年１０年に設立され、現在は

京都を中心に４８人の２、３世と４０人の支援者らが

参加している。被爆者支援や健康不安を抱える被爆２

世の健診充実、核兵器廃絶運動などに取り組んでい

る。     （２０１６年８月１３日 京都新聞） 

聞き取った被爆者の証言は冊子にまとめて会員らに配布して

いる（京都市中京区） 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

９ １ 木 
関東大震災（１９２３年） 

第二次世界大戦勃発（１９３９年） 

 2 金 キンカン行動 

 ３ 土  

 

 

４ 日  

 ５ 月  

 ６ 火                    ６・９行動 

  ７ 水  

 ８ 木  

 ９ 金          ６・９行動 キンカン行動 

  １０ 土  

 １１ 日 
戦争法廃止・日米合同演習反対９.１１あいばの大集会（１２時４５分・高島市住吉公園） 

アメリカ「同時多発テロ」（２００１年） 

 １２ 月  

 １３ 火  

 １４ 水 ノ―モア・ヒバクシャ訴訟名古屋地裁判決 

 １５ 木 満州事変（柳条湖事件）（１９３１年） 

 １６ 金 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟（１１時・大阪地裁）           キンカン行動 

 １７ 土 満月まつりｉｎ京都（１４時・京大ＹＭＣＡ会館） 

 １８ 日 原発賠償近畿訴訟団（京都・関西・ひょうご）第４回交流会（１１時・キャンパスプラザ） 

 １９ 月 
敬老の日 

戦争法廃止街頭演説会＆デモ（16 時３０分・市役所前） 

 ２０ 火  

 ２１ 水  

 ２２ 木 
秋分の日 

戦争法廃止・立憲主義の回復を求める京都大集会（14 時・円山音楽堂） 

 ２３ 金 原発賠償京都訴訟第１７回期日（１０時３０分・京都地裁）        キンカン行動 

 ２４ 土  

 ２５ 日  

 ２６ 月 核兵器の全面廃絶のための国際デ― 

 ２７ 火  

 ２８ 水  

 ２９ 木  

 ３０ 金 
ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟（１６時・大阪地裁）           キンカン行動 

東海村臨界被曝事故（１９９９年） 

 


