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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 

お知らせ―３つ ２ 

 「第１回全国被爆２・３世交流と連帯の夕べ」報告書を作成 

 ホームページ立ち上げ間もなく 

 １１月２７日（日）に「被爆二世健康実態調査」報告・学習会（仮称） 

 乙訓母親大会の『Ⅹ年後２』上映会とトークに５６０人（守田敏也さん） ３ 

先の見えない原発事故５年後の福島の被災地（米重節男さん） ４ 

ノ―モア・ヒバクシャ愛知訴訟判決、全員の放射線起因性を認定（平 信行さん） ６ 

 原発賠償京都訴訟第１７回口頭弁論の報告（上野益徳さん） ７ 

原発賠償京都訴訟「公正な判決を求める要請署名」を広めましょう！ ９ 

本・ＤＶＤ・映画・番組の紹介と交流 

「ヒロシマに来た大統領」「綾瀬はるか『戦争』を聞く」（石角敏明さん） １０ 

ドキュメンタリー映画『ヒロシマ、そしてフクシマ』 １１ 

会員から会員へ❁みなさんからのお便り紹介 １１ 

SCRAPBOOK／ 広島大学旧理学部１号館を「平和を考える場に」（中國新聞） １４ 

 米軍、京都・福知山で実弾訓練検討（京都新聞） １４ 

 在日・在韓被爆者 ７０年史資料集編さん・刊行（中國新聞） １５ 

編集後記  １５ 

行事カレンダー  １６ 

被爆体験の継承 ４６  疎開先から見た燃える広島 伊藤瑠美子さん 

忘れない１年前の９月１９日！ 戦争法は必ず廃止！ （市役所前にて） 

「第１回 全国被爆２・３世交流と連帯の夕べ」の報告書 
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お知らせ ３つ 
 

■「第１回全国被爆２世・３世交流と連帯の夕べ」の報告書を作成 

８月５日広島での「第１回全国被爆２世・３世交流と連帯

の夕べ」の報告書を作成発行しました。 

青木克明先生の被爆二世健診に携われてきた経験に基づい

た記念講演、３つの特別報告、そして参加者の率直で、多様

で、リアリティに富んだ発言を紹介しています。是非お読み

下さい。 

 

 

■ホームページ立ち上げ間もなく！ 

京都「被爆２世・３世の会」のホームページ立ち上げを準備中です。 

京都「被爆２世・３世の会」も間もなく結成４年となります。この間、毎月の会報や、被爆体験の継承

などいろんな情報、報告を発信、提供してきました。この蓄積を会員の中だけでなく、広く社会にも発

信、還元していきたいと検討してきました。その一つの方法がホームページの立ち上げです。 

ホームページの作成や運営に協力していただく方が見つかり、その準備が始まっています。当面、「２

世・３世の会の紹介」、「これまで発行してきた会報」、「被爆体験の継承」、「被爆二世健康実態調査」、「核

兵器廃絶に向けた声明」、「被爆二

世のノ―モア・ヒバクシャ近畿訴

訟傍聴記」、「トピックス」などの

項目に区分して構成していく予定

です。 

ホームページは会員のみなさん一

人ひとりの参加でより良くなって

いくものです。みなさんからの積

極的な意見、提案もお願いします。 

 

 

 

■１１月２７日（日）、「被爆二世健康実態調査」の報告・学習会（仮称） 

１１月２７日（日）の午後、「被爆二世健康実態調査」の報告・学習会（仮称）を開催することにな

りました。昨年とりくんだ「被爆二世健康実態調査」の結果をより深め、次の活動につなげていくテー

マを考え合っていきます。また、被爆二世だけでなく、福島やチェルノブイリの原発事故被災者等様々

な核被害実態との共通性も探り、私たちが共同してとりくむべき課題を考え合いたいと思います。 

岡山市で小児科の開業を営まれている三田茂医師に講演をお願いし

ています。三田医師は放射線被曝問題に詳しく、実際に多くの診療を

手掛けられてきた実績のある方です。私たちの「被爆二世健康実態調

査」結果の解析と評価もお願いし、原発事故被災との共通性、とりく

んでいくべき課題について提言していただきたいと予定しています。 

会場はラボール京都（京都労働者総合会館）第８会議室です。詳細

は追ってお知らせいたします。 
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乙訓母親大会の『Ⅹ年後２』上映会とトークセッションに５６０人 

守田敏也さん（左京区） 

 

９月１１日（日曜日）の『放射線を浴びたⅩ年

後２』上映会とその後の乙訓母親大会での川口美

砂さんとのトークセッション、とてもとても沢山

の方が参加して下さいました。 

映画が２回で約３５０人、母親大会が約２１０

人かな。実行委の方たちですら映画の初回は５０

人ぐらいかな？と思われていたとのことでとて

も嬉しい結果になりました。川口さんも感動され

ていました。 

 

肝心のトークセッションでも我ながら良いト

ークをできたのではないかと思います。川口さん

とは４月に京都「被爆２世・３世の会」の年次総

会にお招きし、対談させていただいたのですが、

それからわずか５ヶ月の間にも、おんちゃんたち

からの聞き取りを重ねる中で随分パワーアップ

されていることを感じました。 

僕なりに事前にあれやこれや考えて、質問のネ

タを揃えて登壇したのですが、それに対する川口

さんの応答がどれも思ったより深くて豊かで何

よりも「これを伝えたい」という強い思いに支え

られている。もちろん前回も同じ思いはあったの

ですが、どれもパワーアップしていたのです。あ

あ、川口さんはおんちゃんたちの言葉を糧に日々、

向上されているのだなあ、素晴らしいなと思いな

がらお聴きしていました。 

前回の対談から川口さんが海の男だったおん

ちゃんたちの凛々しい姿も伝えたいと思ってい

ることを強く感じていたので、その辺の質問を幾

つかしたのですが、あるおんちゃんが操業中に荒

波にさらわれて海に落ちながら、次の大波で船の

上に戻されたことなど、信じがたい話を、まるで

おんちゃんが目の前で生き生きと語っているよ

うに私たちに伝えてくれました。 

そんなおんちゃんたちを被曝させ、私たち全員

を被曝させたし今なおさせている核実験が本当

に許せないですが、全国の港で漁師さんやご家族、

ご遺族からの聞き取りを進めるためにも、逞しく

カッコいいおんちゃんたちへのリスペクトは欠

かせないのだと思います。 

ちなみに川口さん。お父さんと同じ船に乗っい

て２つ年下でお父さんに可愛がってもらったお

んちゃんからの話に入ったときに、うっと声を詰

まらせました。後で「私はああいうところがダメ

なんですよ。冷静にと思っているのに」とかおっ

しゃっていたのですか、何をおっしゃる、あそこ

こそ、ハイライトのひとつだったではないですか

と僕は思いました。 

その方はお父さんのことを深く心に留めてい

て、カッコよく、優しかったお父さんの姿を感謝

の心そのままに美砂さんに伝えてくれたのでし

た。お父さんが亡くなられたのは川口さんが１２
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歳のとき。しかも生活の多くの時を海の上で過ご

していたお父さんと美砂さんはそれほど深い交

わりを持てなかった。それだけに素敵なお父さん

の姿を初めて具体的に知れたことが本当に嬉し

かったのだそうです。これも４月から今回までに

あった新たなことです。 

川口さん、そして伊東監督の聴き取りは内容的

深化をともないながらなお前進しています。これ

に応えていきたいな、何かを共にしたいな。そし

て核と被曝のない世の中を必ず実現したいなと

強く思いました。 

 

 

 

 

先の見えない原発事故５年後の福島の被災地 

向日市 米重節男 

  

機関紙協会京滋地本の共同取材団で、９月１７

日から１９日にかけて、東電福島第一原発事故か

ら５年半が経過した現地の実情を見てきました。

２年前に同じ共同取材団が尋ねたところを回り、

その後の変化や人々の暮らしの様子を聞きまし

た。 

 取材先は福島医療生協わたり病院、「生業を返

せ、地域を返せ！」福島原発訴訟原告団、農事組

合法人浜通り農産物供給センター・ＮＰＯ法人

「野馬土」、日本共産党南相馬ボランティアセン

ター、年金者組合原町支部・一般社団法人「はら

まち除染テクノ」で実情を聞き、浪江町請戸漁港

の地域、飯舘村、国道６号線で浪江町・双葉町・

大熊町・富岡町・楢葉町までを走り町の状況と放

射線量を測定しました。 

 私は２年前にも参加したので、その後の変化が

よくわかりました。変わっていないのは、原発の

処置ができないという実態。そして、時間を経過

するにつれて、先行きの見えない終わりのない状

況に、人々が感情面での決断をする場面が増えて

いることを実感しました。 

 

集落解散をした地区も出始めている 

 ＮＰＯ法人「野馬土」の三浦理事長は、南相馬

市小高区で米農家をしていたが、小高区での農

業・米つくりはこれから先もできないため、新地

町の田を借りて米つくりをしています。５年たっ

て、今年３月に元の集落では解散決議をしたとの

ことです。津波で海になった田と放射能の汚染で

先行きのない場所で、復興するか、いつまでも過

去にとらわれていては前に進めないとの思いか

らの決断だったそうです。個々には、元の地では

できないと思っていても、集まって話すと復興す

るという話になる。理屈ではだめだと理解しても

感情面でついてこられない面を、共通して抱えて

いることから、三浦さんが発議して解散を決めた

とのことです。他にも複数の集落が解散したとの

ことです。 

 大正時代に小高区の埋立て開拓地として始ま

った集落のため、各地から入植者だったこともあ

り、この地域の古くからある他の集落に比べて、

先祖伝来の地というほどの歴史も思い入れも薄

いこともあるとのことでした。また、５年も避難

生活をしていれば、家族もばらばらになってそれ

ぞれ避難先での生活が定着した人もあり、元には

戻れない面もあります。 

 

オリンピック優先で事故はなかったことにす

るのか？ 

５年たっても放射線の線量は低下せず、除染し

て出た汚染土を詰めたフレコンパックの袋がい

たる所で山積みになっています。そして、除染や

廃炉作業に働く人のための作業員用宿舎が方々

に建てられています。さらに、除染作業や被災地

片づけで出た廃棄物処理の工場があちこちに建

てられ、稼働しています。２年前にはまだ少なか

ったものが、今では普通の景色になっており、新

たな風景ができています。 
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これが、原発事故が起こったら地域に及ぼす現

実です。先行きの見えない、普通の生活がいつで

きるのかと思うと気の遠くなることです。この実

態に政府は何かにつけて東京オリンピックを掲

げて、住民無視の施策を強行しています。放射線

量が低下していなくても、年間２０mSv 以下なら

帰還できるとして避難指定地域の解除を進めて

います。その裏には、補償金の打ち切り、被災者

の自己責任、東電や原発推進勢力の免罪が見えま

す。そして、原発事故は「水に流して」なかった

ことにし、東京オリンピックで日本は復興したと

アピールするようです。取材を終えて帰ったら、

オリンピックの野球を福島で開催する案が報道

されていました。福島・原発事故を見るときに東

京オリンピックが陰にあることをしっかりと見

る必要があります。 

 

高線量の国道を走る 

国道６号線を南下して、立ち入り禁止区域の中

を通過しました。双葉町から富岡町の間は、自転

車・バイク・オープンカー・人が通行することは

できません。窓を開けないで車だけが通行してい

ます。車内で放射線量を測定すると、２.５μSv

を普通に示し、時々５～７に跳ね上がる場所があ

りました。この道路から奥に入った場所で除染作

業しているのも見かけますし、通行車両の監視に

立っている人などの被曝はどうなっているのだ

ろうかと心配になります。 

国道６号線は福島県浜通り地域を南北に結ぶ

大幹線ですから、多くの車両が通行しています。

しかし、避難指定された地域は、人影もなく店や

会社も営業中の所を放り出したままの姿です。大

手建機メーカー２社の営業所がありましたが、二

桁の建設機械がそのまま並べられてあり、草が絡

んでいる車両が見え、５年の長さを感じさせます。

このような中でも、泥棒が横行しているとの話も

ありました。また、タヌキ、ネズミ、猪、ハクビ

シンなどの動物が家に住み着き、２度と住めない

被害を受けているのも多くあるそうです。 

 

原子炉の再臨界の恐れもある 

壊れて４基の原子炉の内、１～３号機は稼働中

だったため燃料が炉の中にあります。今、どんな

状態なのかは高線量のためわからないのが実情

です。燃料は解け落ちていると思われますが、い

つ再臨界となり大量の放射線を出さないという

保障はありません。今は、たまたま停止している

状態ですが、コントロールできない状態のままで

すから、この先いつ爆発や放射性物質の放出があ

っても不思議ではないということです。現地では

誰もがこの不安を抱えているとの話は、京都では

わからないことでしょう。一刻も早い廃炉を進め

ることと、他の原発もやめることがいると改めて

感じたことです。 

報告したいこと、伝えなければならないことは

たくさんありますが、第１報として感想を書きま

した。 

 

 

 

 

 
南相馬市小高区の汚染土を詰めたフレコンパック置き場 

１袋が１トン 

飯舘村役場前の線量計０．３７μ㏜を示していた

（参考：東京駅ホーム０．０６、京都０．０２） 
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ノ―モア・ヒバクシャ訴訟 

愛知訴訟（名古屋地裁）でも原告４人全員の 

原爆放射線起因性を認定 ９月１４日 

平 信行さん（南区） 

 

病気の原因は原爆放射線に因
よ

るものだと被爆

者が被爆者援護法に基づく原爆症認定申請をし

ても、国（厚生労働省）がそれを認めず却下処分

にしてしまうケースが相次いでいるため、やむな

く被爆者は裁判に訴えて認定を求めようとして

います。これをノ―モア・ヒバクシャ訴訟と称し

ています。全国７つの裁判所で１１９人の被爆者

が原告となり、これまでに４９人の判決が確定、

今も７０人の被爆者が裁判で闘っています。その

内の一つ愛知訴訟（名古屋地裁、原告４人）の判

決言い渡しが９月１４日に行われました。結果は

２人が勝訴、２人が敗訴でした。 

原爆症認定には２つの要件が求められていま

す。一つは申請された病気の原因が原爆放射線だ

と認められること、放射線起因性と言います。も

う一つは申請された病気が今現在も治療中であ

ること、要医療性と言います。今回の名古屋地裁

判決は放射線起因性については４人の原告全員

の訴えを認めましたが、２人については要医療性

が認められない、という結果でした。 

国（厚生労働省）は原爆症認定の放射線起因性

について被爆の実態とはかけ離れた基準を定め

ています。例えば積極的認定疾病というものを設

定し、悪性腫瘍、白血病、副甲状腺機能亢進症、

心筋梗塞、甲状腺機能低下症、慢性肝炎・肝硬変、

放射線白内障がそれに該当します。これ以外の病

気についてはほとんど認められることはありま

せん。また、積極的認定疾病のそれぞれについて、

被爆場所の爆心地からの距離や入市被爆の場合

の入市日時の条件を決めていて、その条件以内の

被爆でないと機械的に切り捨てられています。そ

こには残留放射線の影響や内部被曝の影響など

はまったくないものとして扱われています。 

今回の名古屋地裁で争われた原告は全員が国

の定める基準を超えたところで被爆した人たち

でしたが、判決はいずれも国の却下処分を誤りと

し、原告の放射線起因性を認めました。判決文は

以下のように書かれています。 

「国の言うＤＳ０２等により算定される被

曝線量はあくまでも一応の目安に止めるの

が相当であって、個々の被爆者の被爆状況、

行動、症状等に照らし、様々な形態での外部

被曝・内部被曝の可能性を検討し、健康に影

響を及ぼすような相当量の被曝をしたかど

うか判断していく必要がある」 

「被爆を検討するに当たっては、初期放射線

に加えて残留放射線の影響も十分考慮する

必要があり、また若年被爆者にみられるよう

に放射線に対する感受性には個人差もある

ので、被曝の影響は爆心地からの同心円距離

などで単純に測れるものではない」 

 原告の一人が申請した病気は積極的認定疾病

ではない慢性甲状腺炎という病気でしたが、判決

はこれも原爆放射線との関係はあると認め認定

されました。爆心地から２．６㌔の距離で被爆し

た別の原告は心筋梗塞を発症していました。国の

基準では心筋梗塞は２．０㌔以内でないと認めて

いないためわずか６００㍍の差で却下処分され

ていました。判決は「低線量域においても放射線

被曝との関連性は否定できない」としてしきい値

論を否定し認定をしました。 

 ２００３年から続く原爆症認定訴訟はほとん

どの判決が被爆者、原告の訴えを認め、国の放射

線起因性の認定基準の誤りを断罪してきました。

最早争う余地などないほど裁判所の判断は明確

で確定的になっています。平均年齢８０歳を超え

た被爆者の救済をはかるために、国は一日も早く

司法判断に基づいて現在の原爆症認定制度・基準

を改めるべきだと、関係者も世論も訴えています。 

 

 今回の名古屋地裁判決では２人の原告が要医

療性に欠けるとして訴えを退けられました。２人
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の病気は大分以前に手術治療を終えていて今は

経過観察だけの状態で、積極的な治療行為を行な

っていないために医療とは認められない、という

のがその理由です。しかし、悪性腫瘍などの手術

をした場合、再発や転移の有無を定期的に検査し

観察し続けていくことは、一般の健康診断などと

はまったく異なる、重要な医療行為の一つと言わ

なければならないものです。特に被爆者の場合に

は、そのことは一層慎重に行なわれる必要があり

ます。要医療性に欠けるとして訴えを棄却した２

人の原告への判決は不当判決と言わなければな

りません。 

 敗訴となった２人の原告は高裁への控訴を検

討されています。（９月２２日現在） 

京都在住の被爆者も含むノ―モア・ヒバクシャ

近畿訴訟は現在、大阪地裁で１４人、大阪高裁で 

６人、最高裁で２人、合計２２人の原告が争って

います。この内２人の原告が１０月２７日（木）

に判決言い渡しを迎えます。 

 すべての被爆者を救済し、被爆の実態からかけ

離れた今の原爆症認定制度を抜本的に変えてい

くためにも、一つひとつのノ―モア・ヒバクシャ

訴訟をすべて勝訴するよう頑張っていきます。 

 

 

 

 

９月２３日（金）／原発賠償京都訴訟第１７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 

 

過去２回午後からの開廷が続いたのに、今回は

これまでで最も早い１０時３０分からの開廷だ

ったため、果たしてどれくらいの方が来て下さる

のかと心配していましたが、こちらの不安を吹き

飛ばすような結集でした。抽選番号配布の終了時

にはまだ傍聴席が６席余っている状況でしたが、

その後も遅れて来られる方が１０人を超え、傍聴

席は無事満杯になりました。 

法廷では、提出書面を確認したあと、原告側は

次回（１１月２日）までに①健康被害については

現在原告団が実施している健康アンケートの結

果を盛り込んだものを出したい、②高橋意見書へ

の反論、③健康被害に関する被告側の反論への再

反論、④シビアアクシデントについて再度整理し

たものを出すと述べましたが、被告側は崎山意見

書への反論と結果可能性への反論は１２月７日

までに出すが、今日出されたＩＡＥＡ技術文（後

述）については間に合わないと述べ、審理の引き

延ばしを画策している様子が窺えました。 

そのあと原告側の森田弁護士が、準備書面（４

５）―ＩＡＥＡ技術文書―についてプレゼンしま

した。その要点は以下のとおり。 

◇２０１５年９月にＩＡＥＡの年次総会がウィ

ーンで開催され、「福島原子力発電所事故事務局

長報告書」（本編と技術文書５冊）が提出された。

これは、原告側の主張―推本の長期評価に基づい

て福島県沖の日本海溝沿いに おいて明治三陸沖

地震の波源モデルを設定すれば、敷地高を超える

ような高さの津波を予見できた―を補強するも

のである。 

◇技術文書は、地震や津波の想定に関する国際安

全基準では、歴史記録のある最大規模に上乗せし、

震源を最短距離に置いて想定することになって

いた。また、先史データがない場合は、世界各地

近畿訴訟閉廷後の報告集会 
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の類似事象を用いることを推奨していたとし、

「日本海溝の最大地震規模は、地体構造上の類似

性（チリ地震、アラスカ地震と同じ環太平洋帯に

属する）をもとに、マグニチュード９以上と想定

することができたかも知れない」とまで述べてい

る。三陸沖と福島県沖は類似どころか、同一の地

体構造であり、長期評価が明治三陸沖地震の波源

モデルを福島県沖に設定することには合理性が

ある。 

◇技術文書は、東電が依拠した土木学会の手法に

ついて、「有史データを基に基準震源モデルを用

い、福島県沖には津波発生源がないものと想定さ

れた」ことが「すべての評価作業において鍵とな

った」、つまり過小評価の主たる要因だと指摘し

ている。技術文書の結論は、「日本国内の有史デ

ータだけを評価作業で考慮し、誤った合意手法に

基づいて適用される手法を用いたことが、２０１

１年３月１１日の津波を過小評価してしまった

一因であった」という文章に要約されている。 

閉廷のあと、弁護士会館で報告集会を開催しま

した。原告団共同代表の福島さんからは、この間

支援者の皆さんの温かいカンパによってひだん

れん・原訴連の福島県交渉（住宅問題）に京都原

告団も参加してきたが、各地で の動きや交渉の

積み重ねによって事態は少しずつではあるが動

き始めているとの報告がありました。 

支援する会共同代表の最後のお一人・石田紀郎

さん（市民環境研究所）のミニ講演。メモを失く

してしまったので、正確ではないかも知れません

が、ご容赦願います。 

◇１９７０年代には農薬が多く使われ、その犠牲

者も出た。和歌山の農薬死亡裁判の支援に行った

が、最初は傍聴者が３人だった。地元で報告会を

しても親戚しか来ない。そんな状態で７年かかっ

て地裁では敗訴。しかし、高裁では勝利和解した。

裁判を通して自分が変わっていった。 

◇福島原発事故が起こったあと、毎年訪れている

カザフスタンに行って帰ってきたら、研究者が誰

一人声明も出していないことに驚いた。急いで賛

同者を 集め、まずは子どもと妊婦を避難させる

べきだという声明をだした。原発事故は「最大の

公害」だと言ってきた。家をなくすということは

あっても、墓までとられる公害はなかった。先日

テレビで、先祖の墓を移そうと堀り起こしたら、

骨の放射線量が基準値を超えていて外に持ち出

せなかいという状況を放映していた。本当に墓ま

で奪われた。 

◇この裁判はこれだけ多くの支援者に支えられ

ている。「避難の権利」を求めて行くことで、社

会を変えて行こう。 

（なお、石田さんは水俣のみかん農家と関わり続

け、毎年大量のみかんの販売を引き受けておられ

ることのこと。会場からの質問に対して、次回期

日にはチラシを持って来ますとのことでした。） 

支援する会では現在、本人尋問に出席するため

に 遠くから京都に来る原告の交通費を補助した

いということで「緊急カンパ」（目標額５０万円）

をお願いしていますが、当日会場でのカンパと合

わせて２３日現在で約４３万円のカンパが集ま

っているとの報告がありました。 

ここまでが第１部で、今回は第２部として参加

者が６～８人ぐらいのグループに分かれて、①自

己紹介②どういうきっかけで本裁判の傍聴に来

るようになったか③今後、傍聴者を増やすにはな

にをしたらいいか、の３点について話し合うグル

ープ・トークを行ないました。初の試みでしたが、

参加者の方からも「これまで傍聴に参加して、お

互い顔は見たことがあるが、支援者同士が名前も

何をしている人かもわらかなかったが、今回こう

いう取り組みがあって数人ではあるけれど、お互

いに知り合えて非常に良かった」という感想を頂

きました。
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原発賠償京都訴訟の 

『公正な判決を求める要請署名』を広めましょう！ 
 

福島原発事故発生から５年半。放射能汚染の危険を回避し、家族と子どもたちの安全な暮らし・健や

かな成長を守るために、多くのみなさんが全国に避難し、今なお困難な生活を続けています。避難され

ているみなさんは３年前、国と東京電力を相手取って『原発賠償訴訟』を提訴し、今日まで闘ってきま

した。京都では今５８世帯、１７５人のみなさんが原告です。法廷ではこれまで、原告である避難者、

被告である国と東電双方が準備書面を出し合い、意見陳述を重ねてきましたが、今年の年末からいよい

よ避難者（原告）本人の証人尋問が始まります。 

原発事故が被災地域にもたらした悲惨な状況、放射能汚染が人々に及ぼしている深刻な実態、暮らし

を破壊され、人々との絆を損なってでも避難せざるを得なかった厳しい現実を、避難者は自らの体験で

証明していきます。 

避難者の証人尋問に続いて来年は専門家証人の尋問が行われ、その後に結審も予定されていきます。

原発賠償京都訴訟は大詰めを迎えつつあります。圧倒的多数の世論と民意を示し、その中で正しい判決

が行われていくようにするために、原告団を支援する会の総力をあげて『公正な判決を求める要請署名』

の運動をとりくむことになりました。 

京都「被爆２世・３世の会」も「原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会」の会員です。「２世・３

世の会」の会員のみなさん、私たちもこの署名運動に積極的にとりくみ、多数の賛同者を募り、世論を

裁判所に示して勝利を勝ち取っていきましょう。 

問われているのは、「低線量被ばくや内部被ばくは危険ではない」とする国や原子力推進勢力の欺瞞

性を暴き出し、事実に基づいてその危険性を告発することです。放射能から人々のいのちと健康を守る

ための抜本的な対策を確立させることです。国や東電の責任を明らかにし、実効ある賠償と救済の道を

実現することです。そして、全国どこでも起こりうる危険な状態の脱却、すべての原発の廃炉・廃棄を

実現していくことです。 

裁判の直接の当事者は避難している人々ですが、これらの人々が“安全で健やかな暮らしを願う”日

本中のすべての人々を代表しての裁判でもあります。“我がことの裁判”として、必ず勝利をめざしま

しょう。 

 

 

１. 『公正な判決を求める要請署名用紙』を会報と一緒に添付、同

封します。みなさんそれぞれで必要枚数をコピーし、署名運動に

とりくんで下さい。 

２. サインされた署名用紙は、京都「被爆２世・３世の会」宛てに、

送付、送信して下さい。 

３. 団体署名用紙などはこれから至急に作成される予定です。 

４. この件について、ご質問、ご意見がありましたら遠慮なくお寄

せ下さい。 
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筑摩書房 

１，４００円（＋税） 

岩波ジュニア新書 

Ⅰ９５０円（＋税）、Ⅱ９２０円（＋税） 

 

 

 

 

 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

■ヒロシマに来た大統領  朝日新聞取材班／著 

 オバマ大統領の「ヒロ

シマ訪問」については、

色々な立場の人々が、コ

メントをよせている。プ

ラハ演説で「ノーベル平

和賞」を受賞し、「核な

き世界」という目標に大

きく進むであろう、と期

待されたが、その後の核

をめぐる動きはご存知

の通り。 

この本は、アメリカの

核政策の動きだけでなく、「原爆投下」をめぐる

アメリカ国内世論の変化も含めて、「核」「原爆問

題」を幅広く取り上げている。オバマ大統領のヒ

ロシマ訪問について、元広島市長から被爆３世の

アナウンサーそして「アメリカ人」もコメントを

よせている。そのコメントもかなり厳しい内容も

あり、必ずしもオバマ大統領のヒロシマ訪問が、

もろ手をあげて歓迎されているわけではない。式

典に参加した被爆者のコメント・感想とは、かな

り違っている部分もあり、被爆者の厳しい視線が

感じられる。特別にコメントを依頼されていない

が、「声」「感想」も多くの人が寄せている。オバ

マに期待する人・失望感を露わにする人、それぞ

れの意見の表明が紹介されている。 

大統領のヒロシマ訪問時に「謝罪を」という要

求も、アメリカから見れば「どう見えるのか？」 

「日本政府の対応は？」（過去の対応も含めて）、 

オバマ大統領のヒロシマ訪問について、考える際 

に参考になる一冊であった。 

■綾瀬はるか『戦争』を聞く Ⅰ・Ⅱ  ＴＢＳテレビ『ＮＥＷＳ23』取材班／編 

ある新聞の書評特集欄に紹介され、「次の戦争を起こさない責任」という表現にひかれて読んでみた

が、読み手の立場によってこれだけ感想がちがうのかと思った。評者は、Ⅰの「婚約者がハワイで撃墜

され死んだ女性の話」が印象的だ、というが、私は「広島」「長崎」の被爆者が、中々口を開かない中

で、広島出身の綾瀬さんが、その胸に飛び込んで、徐々に話を引き出していく姿に驚いた。まるで「川

口美砂さん」と同じ姿である。カメラマンを外に待たし綾瀬さんとスタッフで番組の主旨を説明するが、

「あたしにとっちゃ、嫌で嫌でかなわんの！忘れよう思うて。み

んな忘れたいんよ」と拒否をされるが、最後にはテレビカメラの

前で被爆体験を話すおばあさん。奄美大島に、何と多くの被爆者

がいたことか。そして、戦後初めての被爆調査が行われたが、ア

メリカの統治下にあったため被爆者数の調査すらされなかった事

実。一人一人の被爆体験記のページ数は限られているが、その内

容はすざましいものである。 

「語り継ぐことは、きっと何かの役にたつ・・・綾瀬はるか」

という言葉。 

被爆体験の聞き取り活動の大事さを改めて感じました。

 

 

 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
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■ドキュメンタリー映画『ヒロシマ、そしてフクシマ』 

 ドキュメンタリー映画『ヒロシマ、そしてフクシマ』が京

都みなみ会館（南区）で２４日から上映されます。 

 肥田舜太郎医師（９９歳、撮影時は９６歳）は、広島に原

爆が投下された１９４５年８月６日、軍医として凄惨な現場

で被爆者の治療に奔走。その中で直接、爆撃を受けなくとも、

後に被爆者と同じ症状を示し、死亡に至る「内部被曝」を目

の当たりにします。以来、内部被曝の危険性を隠蔽する核保

有国と対峙し、その脅威を世界に向けて訴え続けてきました。 

 戦後６５年、広島・長崎の被爆者の診療を続けた同医師は、

医療活動引退後も原発事故の被災者が暮らす福島県いわき市や沖縄へと赴きます。 

 フランス人映画監督マルク・プチィジャンのカメラは、老体をものともせず懸命に戦う姿と「いわゆ

る放射線被害というものは、どんな形であれ二度とあってはいけない」という言葉を誠実に追い続けま

す。 

 「平和で核の無い新しい日本」の到来を願い行動する、その姿に胸を打たれずにはいられません。 

（京都民報２０１６年９月１８日付より） 

京都南みなみ会館上映スケジュール 

9 月 24 日（土）～9月 25 日（日） 9：30～10：50 

9 月 26 日（月）～9月 30 日（金）10：00～11：20 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月２０日（火）例会での交流から（要旨抜粋） 

 

■京都市が原爆パネル展を開催 

井坂博文さん（北区） 

京都市は、京都市も参加する平和首長会議の作

成した原爆パネルを使って、今年の８月１日から

１５日の期間、市役所本庁と２つの区役所とで原

爆パネル展を開催しました。平和首長会議は「２

０２０年に核兵器を廃絶しよう」というスローガ

ンを掲げているしっかりとしたところです。京都

市はこの平和首長会議に比較的早くから参加し

ていました。私も展示を観ましたけど、「絶対悪

の核兵器は無くさなければならない」とか、きち

んとしたものでした。 

 京都原水爆被災者懇談会は京都市に対して原

爆展などを開催するよう毎年要請してきました。

私たち京都市会議員団も提案してきました。そう

いう運動が実った成果でもあると思います。こう

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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した企画は評価して、きちんと広げていく必要が

あると思います。 

 

■大阪ガスへ電気も切り替え 

石田信己さん(左京区) 

 大阪ガスの人がガス器具の点検に来た時、電力

自由化で大阪ガスからでも電気を購入できます

よ、と持ちかけられました。大阪ガスの電気のエ

ネルギー源は火力発電と太陽光発電、原発は使っ

ていません、料金も安くなります、と言われてそ

の場でシュミレーション。我が家の場合年間で５，

０００円安くなるとのことでした。それではとい

うことで申し込むと、一週間で手続き完了、私自

身は何もしなくてもすべて大阪ガスの方で手続

きされ、とても簡単でした。そしてこれまでのよ

うに肉眼でメーター検針することもなくレジタ

ル化されました。みなさん、電力の自由化、どう

されていますか？ 

■『終わらない冬』が朗読会に 

石田信己さん(左京区) 

 半月前に青年劇場

という劇団の俳優さ

んと脚本家から連絡

があって、今年の１

２月に絵本『終わら

ない冬』を使った朗

読会をやりたいので

許可をいただきたい

とのことでした。絵本本文を使用するのはもちろ

ん、巻末に書いてある姜済淑さんと私の一文も含

めて朗読されるとのことです。もちろん快諾しま

した。年末に東京で３日間ほど『終わらない冬』

の朗読会が開催されます。 

 

■乙訓母親大会の『Ⅹ年後』上映とトークに参加

して 

石角敏明さん（長岡京市） 

 私も乙訓母親大会の『Ⅹ年後』上映とトークに

参加しました。トークの後の質疑応答では率直な

感想や素直な気持ちがいっぱい出されて、「２

世・３世の会」の企画の時とはちょっと違う、私

たちとは少し違った感想を持たれるんだなーと

実感しました。放射能に対する見方、考え方が少

し違うのかな、と。 

 別件ですが、先日長岡京市９条の会で憲法学習

会を行ないました。３６人の参加。講師の毛利崇

弁護士のお話しがとても良くて、いい学習会にな

りました。 

 

■広島県新婦人の『木の葉のように焼かれて』を

取り寄せて 

奥田美智子さん(左京区) 

 会報の８月号で

紹介されていた広

島県の新婦人が発

行されている被爆

体験集『木の葉のよ

うに焼かれて』を取

り寄せて購入しま

した。今年発行され

た節目の第５０集

と最近の４９集、４

８集と、そして創刊

号の復刻版です。復

刻版から読んでい

ますが、とても重苦

しくって、しんどく

て、なかなか読み進めることができないでいます。 

 

■コープ自然派で内部被ばくの危険性について

学習講演！ 

守田敏也さん（左京区） 

コープ自然派の「内部被ばくを避けるために」

のリーフレットに私のメッセージ「放射能ってこ

んなに危険！」と「内部被ばくから命を守るため

に」がしっかりと掲載されました。内部被ばく対

策、このコープ自然派はかなりやる気で、明日は

高知で、その次は愛媛でと私が要請されてお話し

することになっています。先週は香川と徳島でよ

ばれ、京都は３週連続の学習会を計画しています

がその第１回目が行われました。全部で１７回行

なわれることになっています。 

コープ自然派ではストロンチゥムを測る測定

器も購入される予定で、内部被ばくの危険性に対

処しようとされています。 

別件ですが、１０月９日（日）に「ウチら困っ
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てんねん＠京都」主催で詩人のアーサー・ビナー

ドさんと私との対談が企画されました。（午後３

時からひと・まち交流館にて）ビナードさんは東

京と広島を拠点に活動されていて、原爆のことに

ついても、ビキニ環礁水爆実験被害のことについ

てもとても深い認識と問題意識を持たれてきた

方です。今回の対談の内容は、１１月２７日の「２

世・３世の会」の健康実態調査報告学習会（仮称）

にもつながっていくと思います。 

 

■３０年目のチェルノブイリを視てきます！ 

米重節男さん（向日市） 

 ９月２８日から９日間、３０年目を迎えたチェ

ルノブイリの実態視察ツアーに参加して、ベラル

ーシとウクライナの両方へ行ってきます。日本の

福島のために、よく見て勉強してきたいと思って

います。もちろん帰国後はしっかりと報告します。 

 

■第５０回原爆忌全国俳句大会で記念講演 

平 信行さん(南区) 

９月１１日（日）、立命館大学国際平和ミュー

ジアムで行なわれた第５０回原爆忌全国俳句大

会に要請を受けて記念講演をしてきました。京都

の原爆忌全国俳句大会は１９６５年（昭和４０年）

に奥田雀草氏のよびかけから始まった歴史と伝

統のある催しです。全国から６００句近い献句が

あり、入賞句が選ばれ、この日が表彰式となりま

す。５０名ほどの参加者でした。 

私は“京都「被爆２世・３世の会」の活動と核

の脅威から解き放たれる社会への思い”と題して

講演させていただきました。会の活動紹介を通じ

て、被爆二世の健康問題ととりくみ、多様に存在

する核被害の実態、それらの人々とのネットワー

クを形成していく展望などについてお話ししま

した。どこまで伝えることができたかは分りませ

んが、日頃はお付き合いのないみなさんと接点を

持つことができたのは大変有意義な機会でした。 

あらかじめ拝見させていただいていた今年の

献句集の中で、私が一番気にいっていた句は 

あの朝もその時まではせみしぐれ 

でした。そしてこの句が大会賞受賞でした。 

■広島カープ２５年目の栄光！ 

平 信行さん(南区) 

どうしても１９７５年初優勝の時のあの感動

と重なり合ってしまう。 

廃墟の広島の街から立ち上がった広島市民に

とって広島カープの存在は間違いなく希望の一

つだった。被爆者の被爆体験証言を聞く時もその

話題はよく登場した。球団創立から２５年目に成

し遂げた初優勝。今度も最後の優勝から２５年目

もの年月を要しての快挙。 

少し違うな、と思うのは以前にはなかったＣＳ

（クライマックスシリーズ）の存在。ＣＳは、年

間１４３試合のペナントレースを勝ち抜いて初

めて手に出来る栄冠の価値を下げているだけで

はないのかと思われてしかたない。
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■米軍、京都・福知山で実弾訓練検討  静岡の施設「遠い」 

ミサイル防衛用早期警戒レーダー「Ｘバンドレーダー」を配備した米軍経ケ岬通信所（京丹後市）

が、所属する軍人・軍属による実弾を用いた射撃訓練を陸上自衛隊福知山射撃場（福知山市）で検討

していることが１６日分かった。すでに防衛省近畿中部防衛局が京都府や福知山市に伝えている。 

近畿中部防衛局などによると、８月１７日、同局が府に対し「射撃訓練は現在、米軍キャンプ富士

（静岡県）で行っているが、遠距離であり、福知山射撃場を使用したいと考えている」という米軍側

の意向を伝えたという。２６日には福知山市にも、想定される訓練内容を説明した。 

 日米地位協定では、米軍が自衛隊施設を使用する場合、日米合同委員会で「共同使用施設」に指定

する必要があると定めている。福知山射撃場は共同使用施設に指定されておらず、同局は今後、必要

な手続きを進めたい考え。 

 福知山市は今後の対応について「市民の安心安全を第一に、どういった回答をするか検討している」

とし、府は「市の意向を尊重したい」としている。 

 共産党府議団はこの日、「際限のない日米軍事協力につながる」などとして、計画に抗議する文書

を山田啓二知事宛てに提出し、米軍と政府に中止を申し入れるよう求めた。 

                【２０１６年９月１７日 京都新聞】 

■広島大学旧理学部１号館を「平和を考える場に」  

有識者懇 

広島大本部跡地（広島市中区東千田町）の被爆建物、旧理学部１号 

館の保存・活用を巡り、市の有識者懇談会（１４人）の第３回会合が１日、 

市役所であった。３人の委員が、建物を一部保存し、平和教育の場として生か 

すよう求めた。 

広島、東広島両市の７大学の副学長や住民代表ら１２人が出席し、広島女学院大と広島商工会議所

の委員がともに建物正面の玄関部分の保存を提案。その上で「原爆だけでなく、あらゆる平和を考え

る場に活用を」「地域の大学が連携し、平和教育や研究をする拠点に」と発言した。 

一方、市民団体「原爆遺跡保存運動懇談会」

の委員は「被爆建物を可能な限り保存するべき

だ」と主張。Ｅ字形の建物を「コ」の字形にし

て耐震補強し、被爆資料の収集・展示や、それ

らを生かした教育施設として活用するよう要

望した。 

懇談会は今後、２、３回開く。意見を踏まえ、

市が本年度内に保存・活用策を決める。 

【２０１６年９月２日 中國新聞】 

scrapbook 
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▼８月５日の「全国被爆

２・３世交流と連帯の夕べ」

報告書を作成しました。講演

者、報告者、発言者のみなさん

全員にご協力いただいたものです。２０ページに

及ぶものですが、是非読んでこれからの私たちの

活動の参考にしていただきたいと思います。 

▼１０月２０日は京都「被爆２世・３世の会」の

誕生日、まる４周年を迎えます。一ヶ月後の１１

月２７日（日）、「被爆二世健康実態調査」の報告

学習会(仮称)を計画しました。これを結成４周年

記念事業とも位置付けてとりくみたいと思いま

す。被爆二世・三世当事者の課題としての私たち

の健康に関わる問題、二世・三世だけでなくあら

ゆる放射線被害に共通する問題として深めあい、

考え合う機会にしていきましょう。（平） 

 

■在日・在韓被爆者 歩み残す 民団広島 ７０年史資料集編さん・刊行 

文書や写真収録 苦難や活動まとめる 

「韓国人原爆被害者７０年史資料集」を、在日本大韓民国民団（民

団）広島県地方本部（李英俊（イ・ヨンジュン）団長）が編さん、

刊行した。日本の植民地支配のもと原爆に遭い、解放後も苦難を強

いられた在日・在韓被爆者の歩みや、市民と連帯しての活動を本格

的にまとめた。希望者に配布する。 

資料集はＡ４判１５６ページで１１００部を作成した。 

同本部韓国原爆被害者対策特別委員会委員長の朴南珠（パク・ナムジュ）さん（８３）を代表に編

集委員会をつくり、亡くなった関係者の証言や本部所蔵の資料も掘り起こした。 

朝鮮人は１９４５年８月６日に広島で推計約５万人が、同９日には長崎で約２万人が被爆したとも

いわれる（ソウルの韓国原爆被害者協会の７２年発表）。 

広島にとどまった被爆者らは６３年、特別委の前身である「母国被爆同胞救援対策委員会」を設け、

核兵器禁止平和建設国民会議の協力も得て７１年に医師団を派遣。さらに７３年、在韓被爆者が集中

した慶尚南道陝川郡に診療所を開設。その後も民間レベルの招請治療や三菱徴用工の遺骨送還、現在

の被爆者援護法の適用に向けて活動を続けた。 

地元では７０年、韓国人原爆犠牲者慰霊碑を本川橋西詰め（中区）に建立し、９９年に対岸の平和

記念公園内に移設を果たした。資料集は、韓日にまたがる長年の苦闘や支援者らとの活動を詳述し、

関連する文書や写真を収録している。 

編集委員を務めた権俊五（クォン・ジュノ）さん（６７）は「先人たちの足跡を体系的に残し、な

ぜ被爆者となったのか、どう生き抜いてきたのかを広く伝えたい」と話し、韓国語や英語の翻訳も進

めたい考えだ。 

購読希望者には送料込み千円で配布する。連絡先は民団県本部Ｔｅｌ０８２（２６４）２３４５。 

【２０１６年９月１４日 中國新聞】 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

１０ １ 土 ９条京都のつどい（１３時３０分・アバンティ響都ホール） 

13 時  2 日  

 ３ 月  

 

 

４ 火  

 ５ 水  

 ６ 木                    ６・９行動 

  ７ 金 キンカン行動 

 ８ 土  

 ９ 日 
アーサー・ビナードさん・守田敏也さん対談企画（１５時・ひと・まち交流館） 

６・９行動 

 １０ 月 体育の日 

 １１ 火 衆院東京１０区・福岡６区補選告示 

 １２ 水 日本被団協６０周年記念式典・祝賀会 

 １３ 木  

 １４ 金 キンカン行動 

 １５ 土 京都高齢者大会（１０時・ラボール京都） 

 １６ 日 
新潟知事選投票日 

世界食糧デー 

 １７ 月 貧困撲滅のための国際デー 

 １８ 火  

 １９ 水 京都「被爆２世・３世の会」例会 

 ２０ 木 
京都「被爆２世・３世の会」結成４周年の日 

ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟（１１時・大阪高裁） 

 ２１ 金 国際反戦デー                             キンカン行動 

 ２２ 土 日本平和大会（三沢） 

 
 ２３ 日 

日本平和大会（三沢） 

衆院東京１０区・福岡６区補選投票日 

 ２４ 月 国連軍縮週間、国際連合発足（１９４５年） 

 ２５ 火  

 ２６ 水  

 ２７ 木 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟判決（１３時１０分・大阪地裁） 

  ２８ 金 キンカン行動 

 ２９ 土  

 ３０ 日  

 ３１ 月  

 


