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国連での核兵器禁止条約交渉開始決議採択を心から歓迎します！ 

決議に反対した安倍政権の暴挙に強く抗議します！ 

２０１６年１１月２日 

京都「被爆２世・３世の会」 

世話人代表 平 信行 

 

 

１０月２８日（ニューヨーク現地時間１０月２７日）、第７１回国連総会第一委員会において、２０

１７年に核兵器禁止条約交渉のための会議を開くことを求めた決議が１２３ヶ国の圧倒的多数で採択

されました。私たちはこの決議を心から歓迎します。 

私たちの親、祖父母である被爆者は、“自らを救うととともに、自らの体験を通して人類の危機を救

おう”と、長年に渡って被爆の実相を普及し、核兵器の非人道性を告発し、核兵器廃絶を訴えてきまし

た。平均年齢が８０歳を超える今“被爆者が生きている間に核廃絶を”の願いが現実のものとなる、そ

の扉に近づく大きな一歩、歴史的な成果です。 

決議は、アメリカをはじめとする核保有国、その同盟国による様々な圧力、妨害をはねのけて採択さ

れました。このことは核兵器の禁止・廃絶をめざす世界の動向がもはや押し戻すことのできない巨大な

流れとなっていることを示しています。この事実を真摯に受け止め、１２月に予定される国連総会にお

いては全加盟国一致で決議が採択されることを願います。 

 

世界で唯一の被爆国だと標榜してきた日本政府がこともあろうにこの決議に反対したことは、許すこ

とのできない暴挙であり、私たちは満身の怒りを込めて抗議をします。被爆者と国民世論の訴えに応え

るのではなく、それに背いて、アメリカ政府の要請に応えることを基本にする安倍政権の卑屈な態度と

言わざるを得ません。また安倍政権の核兵器保有への本心を露わにしたものでもあります。日本政府は

こうした恥ずべき態度を即刻あらため、国連総会では決議案賛成に転じて、これまで言ってきた世界で

唯一の被爆国としての態度を示すよう強く求めます。 

 

国連総会を経て、２０１７年には核兵器禁止条約の交渉が開始されます。「核抑止論」などあらゆる

妨害、障害を乗り越えて、一日も早く核兵器禁止条約が成立すること、核兵器廃絶が実現することを願

います。そのために私たちは、広島・長崎の被爆の実相をさらに継承、普及し、その非人道性を告発し

続けていきます。また、『ヒバクシャの訴える国際署名』の推進に努め、さらにさらに国際世論の高揚

がはかられるよう貢献していきます。 

以上 
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１１月３日 憲法公布７０年の日によせて 
矢ヶ崎 響さん（北区） 

 

『生かそう憲法・守ろう９条 １１・３憲法集会ｉｎ京都』でのスピーチ 

 

ブロッコリーの森と呼ばれる、亜熱帯の森。耳

を澄ますと、何種類もの虫の声。森の中には天然

記念物や絶滅危惧種、準絶滅危惧種が何種類も住

んでいます。この森でしか確認されていない生き

物もいます。サラサラと美しい川は流れ、そこで

遊ぶ子供らの笑い声。夜は満天の星。天の川や流

れ星も良く見えます。どこの事かわかりますか？

そう。沖縄はヤンバル、東村高江の集落です。高

江は、北部訓練場の大自然に囲まれた、人口たっ

た１４０名ほどの小さな集落です。皆さんご存知

だと思いますが、今、高江が大変なことになって

います。 

７月１０日、参議院選挙がありました。沖縄で

はこれまで何度も基地反対の意思を選挙で示し

てきていますが、この参議院選挙でも、現役だっ

た島尻愛子防衛大臣を、１０万票もの大差で下し、

伊波洋一氏が当選し、明確な米軍基地反対の世論

が示されました。 

ところが、その翌日の朝早く、抜き打ち的に、

オスプレイパッド建設工事の資材搬入が再開さ

れています。たった１４０名の集落に、全国から

１０００人もの機動隊が動員されています。しか

も、今年の４月に起こった痛ましい事件、米軍軍

属によるレイプ殺人事件を受けて、沖縄での米軍

犯罪抑止のためという名目で派遣された防衛局

の警備員が、パトロールなど全くせずに、高江で

座り込みの住民を弾圧する仕事を行うという、ひ

どい事態です。 

機動隊は、県民の生活道路である県道を封鎖し

て、工事のトラックを通過させています。仕事へ

行く住民や、登校する児童よりも工事車両を優先

させ、県道封鎖を行っています。この道路封鎖は、

全く法的根拠のないものです。 

自衛隊のヘリまでも使って工事用車両を搬入

することもありました。この仕事の根拠は自衛隊

法のどこにも書いていません。 

工事車両は、早く工事を進めたいためか、過積

載は当たり前、背番号表示のないもの、違法改造

されているものばかりです。このような防衛局側

の違法は全く取り締まらない一方で、住民側には

公務執行妨害と、でっち上げ・言い掛かりの不当

逮捕を繰り返しています。 

機動隊の暴力も凄まじいものです。座り込みの

市民をロープで縛り上げ、引っ張って移動させて

けがを負わせる。首を絞める、抑え込む、青あざ

ができるほど強くつかんで市民を排除する。一か

所に集め、トイレにさえも行かせない。タイム

ス・新報の記者も排除し、報道の自由も制限する。

市民の安全確保や人権のかけらもない、このよう

なやり方は絶対に許せません。 

挙句の果ては、土人・シナ人といった差別発言

です。それに対しての、「出張ご苦労様」という

大阪知事の発言。私は沖縄で生まれ育ちましたが、

この差別発言は、本当に悔しくて怒りで体が震え

ます。 

ボブ・ディランの歌ではありませんが、どれだ

け沖縄の人が座り込み、声をあげれば、基地建設
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は止められるのでしょうか。どれだけ土地を奪わ

れ、殴られ、レイプされ、殺されたら、安心で安

全な生活を送れるようになるのでしょうか。その

答えは風に吹かれてなんかいません。ここにいる

皆さん、本土の皆さんの行動にかかっているので

す。 

政府は年内にオスプレイパッドを完成させよ

うとしています。どれだけ工事を遅らせることが

できるか。ノグチゲラが子育てをする２月までに

ずれ込めればまだ希望はあるかもしれない。今、

高江に行ってください。１１月・１２月、どれだ

け人が集まるかが勝負です。 

高江だけではありません。伊江島での米軍基地

の整備、与那国島、宮古・八重山、奄美での自衛

隊基地の配備、京都でのＸバンドレーダー基地、

青森の三沢、岩国など、各地で住民自治を無視し

た形での軍備増強、戦争準備が始まっています。 

憲法は、第二次世界大戦で多くの人を殺し殺さ

れた反省から作られました。二度と国家権力が、

私たちのささやかな生活や人権を制限し無法に

突っ走る事のないように、政府の行為によって再

び戦争の惨禍が起こらないようにするために、制

定されたものです。 

沖縄の辺野古・高江をはじめ、全国で、住民の

安全を脅かし、自由に生きる権利を奪いながら戦

争準備を進める憲法違反の安倍政権を、一刻も早

く退陣させましょう。 

そして、京丹後のＸバンドレーダー、福知山で

の米軍族による実弾射撃演習については、ここ京

都が現場です。私たちが当事者です。京都からも、

戦争につながる準備に一つ一つ声をあげ、止めさ

せていく動きを大きく広げていきましょう。 

最後に、今日は憲法集会ですので、こんな日本

でありたい、こんな政府を作りたいという願いを

込めて、憲法前文の一部を読みたいと思います。 

「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫

と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてい

る国際社会において、名誉ある地位を占めたいと

思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖

と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を

有することを確認する。」 

Ｎｏ Ｂａｓｅ 沖縄とつながる京都の会で

した。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

米軍基地いらんちゃフェスタｉｎ丹後 ２０１６年１１月６日 
「平和な日本、平和な東アジア、平和な丹後を子ども達に」「米軍基地即時撤去！」 

報告／平 信行さん（南区） 

 

■１１月６日（日）丹後文化会館（京丹後市峰山町）において“米軍基地いらんちゃフェスタｉｎ丹後

２０１６”が開催されました。経ヶ岬米軍Ｘバンドレーダー設置反対運動が始まって３度目となる集会

です。７５０人の参加者でした。 

 

いのち輝く平和な沖縄・日本を 琉球新報・島洋子さんの記念講演 

■主催者代表開会あいさつの後、「琉球新報」編

集局政治部長の島洋子さんによる「いのち輝く平

和な沖縄・日本を」と題した記念講演が行われま

した。 

 島さんは冒頭、経ヶ岬米軍Ｘバンドレーダー基

地の現地を視察しての感想を、「住民に知らせな
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いままことを進める」、「金の力で人々を誘導す

る」、これは沖縄とまったく同じやり口だと述べ

られました。島さんは「地域に住む人々にとって

の米軍基地」に焦点をあてて講演されました。要

旨を以下に紹介します。 

沖縄米軍基地建設を進める、特に中央政庁の

人々の発想・ロジックは「沖縄は基地で食ってい

る」と「抑止力のために必要」の二つ。ではその

二つの実態はどうなのかを問いかけてみる。まず

沖縄県民所得に占める基地収入の割合は何％

か？（多くの人たちが勝手に思い込んでいる割合

よりはるかに低く）５％でしかない。内訳は①軍

用地の地代（地主の収入）、②基地労働者の収入

（９０００人）、③米軍からの資材調達、④米軍

人と家族による基地外での消費。①と②とで全体

の７０％を占め、それはいずれも日本政府による

思いやり予算、すなわち私たちの税金だ。戦後銃

剣とブルと―ザーで接収された米軍基地だが、そ

の後極めて僅かな範囲で返還された地区があり、

そこでは返還によって大変大きな経済波及効果

を生み出している。例えば那覇新都心地区では返

還前に比べて返還後の直接経済効果は３２倍、雇

用人数も３４倍に拡大した。北谷桑江・北前地区

では経済効果１０８倍、雇用人数１３５倍だ。沖

縄の人たちにはこのことが分るようになってき

た。だから早く返還をという世論が圧倒的になっ

てきた。仲井眞前知事の頃の県の計画でさえ「基

地は沖縄経済にとって阻害要因」であることを明

らかにしていた。中央政庁はこの事実を見て見ぬ

ふりをしているのだ。 

２０１３年の暮れ、当時の仲井眞知事が国から

３０００億円の振興予算を約束され「いい正月に

なると」と語って大ひんしゅくを買った。沖縄振

興予算とは、国が都道府県に交付する通常の地方

交付税などの上に特別に上乗せされる予算と思

われがちだが大変な誤解だ。一般の地方交付税な

どの交付金のことを沖縄だけ振興予算と言って

いるに過ぎない。国から交付される予算の県民一

人当たり金額は沖縄県でも全国５位～１０位で

しかない。 

戦後６９年となる沖縄の政治戦の歴史は絶え

ず「基地か経済か」で争われてきた。基地撤去・

無条件返還を求める人々に対して、基地固執勢力

は「基地をなくすと昔のようにイモ・はだしの生

活に戻る」（イモ・はだし論）と言って攻撃して

きた。今、米軍基地は沖縄経済にとって何のメリ

ットのないことが県民の間でいよいよ明らかに

なっている。 

日本の国を守るために米軍基地は必要だとす

るのが抑止力論。しかし有事の際に、尖閣を、沖

縄を、米軍が本当に守るのか？昨年交わされた新

しい日米防衛ガイドラインでは「日本の防衛は日

本の自衛隊が負う」と明記されている。安倍首相

はアメリカでは「自国の領土は自ら守る」と語り、

オバマ大統領も「尖閣はアメリカが乗り出す問題

ではない」と明言している。では何故アメリカ軍

が日本の国内にいるのか。在日米軍は、アメリカ

による東南アジアにおける戦略展開の平坦補給

の足場として存在する。東アジアにおける米軍は、

２０１３年以来一極固定集中からローテーショ

ン配備に移行し、範囲は韓国、沖縄、台湾、フィ

リピン、グァム、オーストラリアにまで及ぶ。辺

野古の新基地、高江のオスプレイパッドはそのた

めの基地強化だ。沖縄の人々にとっての米軍基地

は、経済的にも、安全上もその負担はあまりにも

大きい。 

最後に日米地位協定の問題について。１９９５

年米兵による少女暴行事件が発生した。しかし日

米地位協定が大きな壁になって捜査も犯人逮捕

もできなかった。当時の大田昌秀知事は「少女一

人の命も守れない、行政に携わる大人の責任」と

痛切な思いを語った。今年４月再び女性殺害事件

が発生した。犯人は逮捕されたが、今は黙秘を続

けている。当初、遺体を運んだスーツケース、凶

器などは基地の中に捨てたと供述しており、日米
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地位協定のためにその後の捜査は進展していな

い。日米地位協定の不平等性があらためて明らか

になっている。事件後、「軍属は地位協定の対象

から外す」ことを検討するかのように言われたが、

未だに実行されていない。本気で地位協定を見直

そうとも、本気で人権を守ろうとも考えられてい

るようには思えない。 

経ヶ岬のＸバンドレーダーも住民に対して初

めは「小さな話」から始められた。しかし交わし

た約束は守られず、不快な音など住民の受ける被

害はどんどん拡大している。沖縄と同じことだと

実感する。 

セキュリティーとは、本来は「心配することの

ない状態」を指す言葉だ。これが日本では軍備、

防衛のこととして使われている。軍事力の強化な

どではなく、近隣諸国、他国との信頼関係構築こ

そ本当の安全を保障していく道だ。基地も軍備も

いらない。 

 

米軍レーダーは日本を守らない！ 経ヶ岬現地報告 

■倉林明子参議院議員による国会での状況報告

の後、米軍基地建設を憂う宇川有志の会事務局長

の永井友昭さんから、この１年間の経ヶ岬の現地

報告が行われました。以下「注目すべき最新の問

題点」としてまとめられた内容だけ要約して報告

します。 

① １０月１４日（金）また重大な交通事故発

生！ 

停車中の軽トラに軍属運転の小型乗用車が

後から追突。米軍がらみの事故は判明してい

るだけで３３件以上。日米地位協定の特権に

より、まっすぐ走れないような者にも米軍は

運転免許証を渡している。 

② シェネガ警備軍属が福知山陸自で実弾射撃

訓練！ 

９月１６日（金）、警備軍属（シェネガ社）

の実弾射撃訓練を陸上自衛隊福知山駐屯地

で行う計画が発覚。これを許せば福知山に京

都府第２の米軍基地ができることになる。計

画では経ヶ岬基地と福知山とを自由に車両

で移動することになり、それについての約束

事があるにせよ、それが守ら

れる保障は何もなく、危険と

不安は京都北部全域に広がる。

従来司令官は基地の警備に問

題はないと公言してきたはず。

訓練の内容も単なる射撃訓練

ではない可能性（対テロ実戦

訓練など）が極めて高い。 

③ 「騒音対策」に名を借りて、

基地へ３万３０００ボルトの

高圧電線！ 

基地の発電器の「騒音対策」を理由に電線架

け替え工事が行われているが、それが従来の

６６００ボルトから３万３０００ボルトへ

５倍にも引き上げられることが明らかに。電

線は地域住民にも影響することなのに関電

から納得できる説明もなし。５倍の高圧電線

敷設は、現在行なわれている航空自衛隊基地

の再編工事もあわせて、米軍基地が今後拡大

されることを見越したもの。 

④ 「安全・安心」を口実とした基地敷設拡大計

画！ 

基地東側の「三角地」を新たに基地拡幅する

計画が判明。基地建設前の説明を無視した暴

挙。基地前の国道の安全確保が理由とされて

いるが口実でしかない。将来の基地拡大への

布石、ゲート前の基地反対運動を遠ざけるの

が目的。 

⑤ 米軍、穴文殊洞穴上にトレイを設置！ 

数百年来の地元住民の信仰の対象の穴文殊

の真上にこともあろうにトイレを設置。住民
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を侮辱するこのようなものは早急に撤去さ

れなければ。九品寺住職をはじめ地元住民か

ら強い抗議の声。１０月中旬、防衛省責任者

が住職に（撤去を）検討したいと伝えた。 

⑥ 米軍レーダーは日本を守らない！ 

８月３日北朝鮮がノドンを発射し車力手前

の日本海に落下させた。日本の自衛隊はこの

ことをまったく把握できなかった。米軍はこ

のミサイルを捕捉したはずだが何の動きも

見せず、日本への情報提供もしなかった。Ⅹ

バンドレーダーは「我が国を守るために必要」

と説明会で繰り返されてきたが、とんでもな

い嘘であることが明らかに。 

⑦ 軍属の勝手居住、勝手通勤、依然として野放

し！増え続けるＹナンバー１００台以上！ 

当初の約束違反の軍属の勝手居住、勝手通勤

は依然として野放し状態。市も何も要求しな

い無責任状態で、どうやって市民の安全安心

を確保できるのか。１００台を優に超える米

軍関係個人車が地域協定の特権をもって京

都府内中を走り回っている。 

 永井さんは、「住民の安全安心の確保」がこれ

だけないがしろにされ、約束が反故にされ、新し

い問題が次々発生していることへの怒りを持ち、

基地問題の原点から、事実に基づいて声を上げ続

けたいと訴えられました。そして、沖縄など全国

の反米軍基地の闘い、サードミサイル基地と闘う

韓国の仲間とも連帯し、京丹後に反米軍基地の旗

を立て続けると決意を示して報告をまとめられ

ました。 

 

■「米軍基地いらない京都府民の会」の大河原壽

貴さんと、「米軍Ⅹバンドレーダー基地反対近畿

連絡会」代表の大湾宗則さんの報告、そして「ス

ワロウカフェ」のＴ・Ｇ・ＳＴＡＮさんによる歌

が披露されました。（各報告の内容は省略します） 

「福知山平和委員会」代表の水谷徳夫さんから

福知山の現状について次のように報告されまし

た。 

陸自福知山駐屯地での実弾射撃訓練計画のこ

とは９月１７日のニュースで知ることになった。

この１１月から年間２０日間の日数で訓練する

というもの。私たちは福知山市長に対して計画の

撤回と住民への説明を求めるよう迫った。市長か

らはまともな回答はされていないが、市として受

け容れＯＫの準備をしているらしい。 

私たちは全世帯に事態を知らせ、説明会の開催

を求めてきた。防衛省は隣接する一地域だけ密室

の説明会を行ない、そこでは受け容れ了解となっ

たようだ。他の隣接地区は蚊帳の外に置かれたま

ま。「（射撃訓練のある時は）今でも電話やテレビ

が聞きにくいのに」、「弾が飛んできたらとても心

配」など市民の不安は高まっている。私たちは経

ヶ岬での闘いから「米軍が来るとどうなるか」の

学習会も行なってきた。 

期日の迫った今、闘いを強めるために先週末福

知山での闘争組織を立ち上げた。市長への要請行

動を続けていく。そして闘う仲間増やしを続けて

いく決意だ。みなさんの協力をお願いしたい。 

 

■集会は最後に、韓国星州（ソンジュ）でのサー

ドミサイル配備反対の闘いと、沖縄の伊波洋一参

議院議員からの連帯のビデオレターが紹

介され、これからの闘いの行動提起が訴え

られ、全員で「米軍基地はいりません」の

メッセージを掲げて、終了しました。 

 

■集会の後、参加者全員で京丹後市・峰山

地区中心街をデモ行進し、冷たい風をつい

て「米軍基地いらんちゃ！」と訴えました。 

以上 
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米国オハイオ州ウィルミントン大学の平和資料センターを
訪ねて 

山根和代さん（右京区） 

 

１０月にはアメリカの大学を訪問する機会が

ありました。ニューヨーク大学の図書館では、１

９８０年代の反核平和団体のポスターが保管さ

れており、数枚見せていただきました。日本のポ

スターですが、そのまま図書館に置いておくだけ

でなく、展示物として大学で活用すると良いので

はないかと思いました。 

またペンシルベニア州スワースモア大学の

Peace Collectionというアーカイブを訪問しまし

た。国際的に有名ですが、被爆者に関する資料、

平和運動、良心的兵役拒否者などに関してたくさ

んの資料がありました。私が編集に関わっている

英文通信Ｍｕｓｅ（平和のための博物館市民ネッ

トワーク通信）も保管されていました。ノーモア

ヒバクシャ記憶遺産を継承する会の通信も送る

と、きちんと保管をして、海外の研究者に読んで

もらえるのではないかと思いました。（想像以上

に日本語が読める海外の研究者がいるようです。） 

オハイオ州の３つの大学で講義をしましたが、

多くのアメリカ人は原爆投下で第二次世界大戦

が終わって良かったと思っているようです。しか

しノーモアヒバクシャ記憶遺産を継承する会の

ビデオ（英語の字幕付き）のような教材があると、

考えが変わっていくようですので、このような発

信をもっとしていく必要性を感じました。 

オハイオ州では、ウィルミントン大学にある平

和資料センターに行く機会がありました。このセ

ンターはバーバラ・レイノルズさんが創設しまし

たが、被爆者に寄り添った彼女の記念碑が広島の

平和公園にあります。１９５０年代にアメリカの

核実験に抗議して一家でヨットに乗って抗議活

動を行ったことが、展示されています。この平和

資料センターにも被爆者に関する貴重な資料が

日本語と英文でたくさんあり、そのインデックス

をいただきました。今後内容を変更する可能性が

あるそうですが、今後そのセンターとウェッブサ

イト上でリンクすると良いのではないかと考え

ています。 

現在集めているヒバクシャ国際署名には、多く

のアメリカ人が喜んで署名して下さいました。伝

えていけば必ずわかってもらえると思いますの

で、積極的に海外に継承する会としてもっと発信

をしていくことが重要ではないかと考えさせら

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
バーバラ・レイノルズさんに 

関する展示 広島・長崎に関する資料インデックス 被爆文学の著書目録 
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１１月２日（水）／原発賠償京都訴訟第１８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 

 

今回も傍聴希望者が傍聴席の数を上回り、抽選

になりました。参加いただいたみなさま、ありが

とうございました。 

 

法廷では、今回は原告側のプレゼンはありませ

んでした。事前に弁護団から、今回期日に国・東

電から提出された書類の概要とそれに対する弁

護団のコメントを記した資料が配布されました。 

 

次回（１２月７日）で弁論は終わり、次々回（１

２月１４日）から証拠調べということで、原告本

人尋問が始まります。ところが被告東電の代理人

は、個別損害論への反論は１２月１４日になると

述べました。これには浅見裁判長 も、「１２月７

日には出せないんですか？一週間違うだけです

よ？」と聞き返しました。 

 

また、原告側代理人（田辺弁護士）は、「崎山

証人の意見書に対して被告側から１７名の専門

家の連名による意見書が出されているが、誰がど

の部分を分析したのか明らかでない。これでは、

証言台に立った専門家に反対尋問しても、自分の

専門ではないとはぐらかされる懸念がある」と批

判しました。これに対して被告側代理人は、「１

７名の総意として作ったもので、どこを誰とは特

定できない」旨、弁明しました。原告側の川中弁

護団長も、「そもそも連名の意見書など見たこと

がない。こういうものが認められるんですか」と

迫りました。再びわけのわからない弁明をする被

告側に対して、傍聴席からは一斉にブーイングの

声が上がりました。結局、被告側は「３人の専門

家証人を考えている。どの部分を担当するかは明

らかにする」と言わざるを得ませんでした。 

 

報告集会は、いつもの弁護士会館ではなく、こ

どもみらい館で行なわれました。最初に原告団共

同代表の福島さんからお礼の挨拶があり、続いて

原告の宇野さんから避難用住宅の打ち切り問題

に関する福島県交渉（ひだんれん・原訴連の共同

行動）の経過が報告されました。うつくしま☆ふ

くしま in 京都の代表でもある奥森さんからは、

避難者の住宅問題についての京都市との話し合

いの結果が報告されました。正式発表前なので、

具体的な内容は控えるが、「避難者が路頭に迷う

ようなことにならないようにしたい」「できるだ

け避難者の希望に沿えるよう対応していく」「避

難者にできるだけ負担がかからないようにして

いく」との基本的な考えが示されたことが報告さ

れました。一方、京都府は国家公務員住宅を借り

上げている点に難しさがあり、支援策が固まり切

っていないとのことでした。 

 

今回のメインゲストは、福島県三春町在住の写

真家・飛田晋秀さんでした。飛田さんは、原発事

故以来、汚染地域にも入り、定点観測を続けてお

られます。画像を映しながら、福島の現状をお話

しいただきました。政府は空間線量が下がったこ

とを理由に避難指示の解除を進め、帰還を推し進

めていますが、前年よりも空間線量が高くなって

いる場所があり、「除染完了・大林組ＪＶ」の看

板がある場所の線量が３．１７マイクロＳＶもあ

ります。４０００億円かけた 仮設焼却炉の周辺

の白くなって枯れている植物などが次々に映し

出されます。飛田さんは「政府はオリンピックの

ために、こういう所へ住民を帰還させている。福

島県民はモルモット以下の扱いだ」と訴えられま

した。 
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そのあと私（上野）から、緊急カンパについて

報告しました。目標額５０万円を掲げてお願いし

ている緊急カンパは８０万円を突破しました。目

標額から見ると超過達成ですが、弁護団からは

「期日当日に京都に到着して、そのまま尋問に臨

むわけにはいかない。せめて前日には京都に来て

もらって、担当弁護士との綿密な打ち合わせが必

要だ。尋問が終わった日に帰ってもらうのも酷だ。

できれば京都で２泊させてあげたい」という相談

がありました。８０万円あれば、なんとかその要

望に 応えることができそうですが、念のため緊

急カンパを年内一杯継続したいと考えています。

ご理解をお願いします。 

 

報告集会が終わったあと、いったん昼食のため

に散会し、１４時半から四条河原町のマルイ前で

公正判決要請署名の街頭署名集めを行ないまし

た。支援する会メーリングリストを通じて呼びか

けただけだったので、何人の人が来てくれるだろ

うかと不安でしたが、原告６名、ゲストの飛田晋

秀さんを含め２６名の方が集まってくださいま

した。初めは私がつたない訴えをしていましたが、

見かねた原告の方が次々にマイクを握り、署名へ

の協力を呼びかけました。外国人観光客が通行人

の半分以上という中で、次々に署名するという状

況ではありませんでしたが、１時間で１０５筆の

署名が集まりました。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）によ

ると、「しょっちゅう署名集めはしているが、１

時間で１０５筆も集まることはない」とのことで、

避難ママたちがマイクを握る姿とビラ撒き・署名

集めをする人の数の多さが人目をひいたのかも

知れません。なにはともあれ、初めての試みにし

ては大成功で、みんなで成功を喜びつつ散会しま

した。 

 

街頭署名集めに参加いただいたみなさん、あり

がとうございました。 

 

原告本人尋問が始まる１２月１４日（水）の第

２０回期日は、１０時１５分から１６時半までの

長丁場になります。われわれにとっても１日がか

りの裁判は初めてなので、後日弁護団から昼食は

どうするのかとか、途中で退席してもいいのかと

か、詳しい説明をしてもらおうと考えています。 
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日本被爆者団体協議会（日本被団協）が今年結成６０周年を迎えました。 

１０月１２日（水）、「結成６０年にあたってのメッセージ（要項）」が発表されました。全文を紹介し

ます。 

 

世界の人々へ 
日本被団協結成６０年にあたってのメッセージ（要項）２０１６年１０月１２日 

 

 

第２次世界大戦の末期、１９４５年８月６日と

９日、米国は、広島と長崎に原子爆弾を投下しま

した。熱線と爆風と放射線により一瞬にして２つ

の街は生き地獄と化し、破壊しつくされました。

その年の内に広島、長崎で２１万人が命を奪われ、

生き残った４０万人をこす被爆者も、放射能の後

遺症に苦しめられ、次々と命を落としました。目

の前の傷ついた人々を助けられず一生消えない

心の傷を負いました。 

７１年を経た今日も１７万４千人の被爆者は

原爆症と闘っています。原爆は人類が作り出した

最も残忍な悪魔の兵器です。 

 原爆投下一ヶ月後来日した米陸軍調査団のフ

ァーレル准将は、「原爆放射能の後遺症はあり得

ない。すでに、広島・長崎では原爆症で死ぬべき

ものは死んでしまい、原爆放射能のために苦しん

でいるものは皆無だ」とのべ、日本政府は広島と

長崎に設けた救急救護所を閉鎖しました。最も救

援を必要とした被爆者を見捨てるものでした。 

日米両政府から放置された被爆者は、ビキ二被

災後の原水爆禁止運勣のなかで立ち上がり、被爆

後１１年目にして日本原水爆被害者団体協議会

（日本被団協）を結成しました。結成宣言で「自

らを救うとともに、私たちの体験をとおして人類

の危機を救おうという決意を誓い合った」と世界

に表明しました。被爆者にとって日本被団協の結

成は、絶望から希望へ、復活を意昧するものでし

た。 

世界で初めての「核戦争被害者」は、人類の破

滅に発展する「報復」を選択せず、「ふたたび被

爆者をつくるな」と核兵器の廃絶を訴え、核兵器

被害の実相を国の内外に訴えてきました。日本政

府には、戦争責任を問い、死没者の人権・尊厳の

回復と生存者の医療・生活などの救済のために、

原爆被害への国家賠償を求めてきました。 

この６０年間に核戦争の危機は何度も訪れま

した。その都度、「ふたたび被爆者をつくるな！」

「核戦争を起こすな！核兵器をなくせ！」と訴え、

多くの被爆者が、私費を投じ、無数の人々の寄付

を糧とし、世界をかけめぐり、被爆体験を語り、

核兵器の残酷さを明らかにして、核戦争を阻止し

てきました。被爆者が生きてきた道のりは、全身

の呪うべき爪痕を抱え、苦しみに耐え人類の生存

のための生き方を指し示すものでした。 

核戦争の危機は新たに高まっています。７１年

前核保有国は米国１国でした。今日核保有国は９

ヶ国に増え、核弾頭は１万数千発に及びます。地

球上の人類を何度も壊滅させる威力を持ち、地球

環境を破滅させます。核兵器製造過程のあらゆる

段階や核実験で数多くの放射能の被害者が生み

出されてきました。 

核エネルギーの平和利用とされる原子力発電

も、核兵器に転用されるプルトニウムを大量に生

み出しテロの標的ともされ、リスクを負うものと

なりました。チェルノブイリ原発や福島第一原発

のような大きな事故も発生し核エネルギーを制

御できず、人間と共存できないことは開白です。 

多くの国、人々が「核兵器のない世界」の実現

へ力を注いでいます。国連加盟の半数を大きく超

える国が参加した「核兵器の人道上の影響に関す

る国際会議」は「核兵器使用の被害は国境を越え

て広がり、どの国、国際機関も救援の術を持たず、
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核兵器不使用が人類の利益であり、核兵器不使用

を保証できるのは核兵器廃絶以外にありえない」

と結論づけました。 

国連総会をはじめ核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）

再検討会議も、核兵器禁止の法的枠組みに関する

議論をこれまでになく強めています。米国など核

兵器国は、核兵器を禁止し廃絶する条約を結ぶこ

とを拒否しています。核の傘に依存する同盟国も

同様の立場です。 

日本は、アジア・太平洋地域での戦争を深く反

省し、憲法第９条で、戦争放棄、戦力不保持、交

戦権の否認をうたいました。憲法９条は、被爆者

にとっても誇りです。「核兵器廃絶」と「原爆被

害への国家補償」の実現は、日本を憲法に基づく

平和国家・非核国に転換させるたたかいです。 

人類が二度とあの「あやまちを繰り返さない」

ための平和のとりでをきずくことが、原爆から生

き残った私たちにとって、歴史から与えられた使

命だと考えています。 

被爆者は、今年の春、日本被団協結成６０年を

期して、核兵器を禁止し廃絶する条約をすべての

国が結ぶよう呼びかける国際署名を開始しまし

た。地球上の７０億を超すすべての人々とすべて

の国に呼び掛けます。国際署名へのあなたのサイ

ンが世界を動かします。核兵器廃絶へ前進するこ

とを願い、被爆者は、残る命の限り力を尽くしま

す。 

核兵器をなくし、青い地球を取り戻し人類の希

望を切り開きましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１６年 

 

   

＜と  き＞ １２月２３日(休日) 午後１時～３時 

＜ところ＞ ラボール京都ホール 【労働者総合会館】 
 

■今年５２回目を迎える“被爆者をはげますパーテ 

ィー”です。 

■被爆２世・３世のみなさんも是非ご参加下さい。 

■みなさんと一緒になって楽しいひとときを過ごし、 

被爆者のみなさんを激励していきましょう！ 
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会員（自己）紹介 
 

橋本尚樹さん（左京区） 

 

９月より守田さんの依頼でホームページ作成・担当をするこ

とになった橋本尚樹と申します。守田さんとは、２００１年反

戦デモで結成された「ピースウォーク京都」で一緒に活動して

きました。２０１１年５月には、「ゴー！ゴー！ワクワクキャン

プ」という保養キャンプの立ち上げに関わり、運営に参加して

いました。仕事は、日本自立生活センター自立支援事業所とい

うところで障害者のヘルパーをしています。 

 

 僕は怠け者です。できれば、のんびり暮らしたいです。星野

道夫の写真集を見ると、世の中にはとても綺麗なところがある

ものだと思います。「いいなぁ、見てみたいなぁ」と思うけれど、

思うだけで満足してしまいます。 

 けれど、自分がこの恐ろしい馬鹿げた世の中の流れに一石も

投じず、過ごしていると後ろめたい気持ちになってきます。 

 そんな時、誰かがいつも自分の背中を押してくれます。僕は、

いつもそうして戦争反対の行動をしてきましたし、今回も守田さんに肩をそっと叩くようにしてきっか

けをもらいました。 

 

 ＨＰ（ホームページ）を作る際、ＨＰのメニューである「私の被爆体験」や「ノーモア・ヒバクシャ

訴訟傍聴記」を気持ちがバラバラになりそうになりながら読んでいると、７０年前の戦争が全然終わっ

ていないと思いました。 

 先日、日本が核兵器禁止条約を決める決議に反対を示しました。「なんだそりゃ」と思いました。 

 「私の被爆体験」を読んで、まだ核兵器が必要だと言う人がいるでしょうか。国益のため（国益って

なんだ！）には戦争をしていいと言う人がいるのでしょうか。 

 

 戦争の他にも、様々な環境破壊があります。誰かの利益のために他人を犠牲にするという差別・暴力

が世の中の流れを作っています。 

 昔、戦争反対の活動をしていた時、全然何も変わらないと嘆いていた僕にこういう言葉をくれた人が

います。「小さな石を川に投げても、川の流れは止めることはできない。でも、小さな石もたくさん集

まれば、川の流れを変えることができる。」 

 これからも誰かに背中を押されながら、小さな一石を投じ続けようと思い

ます。 

 いつか気兼ねなく怠けられる世界を夢見て。 
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岩波新書 

７８０円（＋税） 

あけび書房 

１５００円（＋税） 

 

 

 

 

 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

■科学者と戦争  池内 了／著 

■武器輸出大国ニッポンでいいのか  池内了, 古賀茂明, 杉原浩司, 望月衣塑子／著 

安倍政権になって

第二次世界大戦の反

省を基に築いてきた

「平和国家日本」の

取り組みが、色々な

面で潰されてきてい

る、と感じるのは私

だけだろうか。 

 「科学者と戦争」

では、今後一切「軍

事」に関する研究に

は関係しないと、誓

約したはずの科学者

が、「研究費」欲しさ

に防衛省が進めてき

た「国内技術協力」に多くの大学・研究機関が参

加している、と著者は警鐘を鳴らす。著者はライ

ターでも、評論家でもなく「名古屋大学名誉教授」

で、科学者の眼で、なぜ科学者が軍事研究になび

くのかを論じられている。研究者を貧困状態に追

い込み軍事研究を行わなければ研究者として生

きていけない状態に追い込む、著者はこれを「研

究者版経済的徴兵制」と呼んでいる。又、科学者

は色々な理由をあげて「軍事研究」に参加する言

い訳をする。しかし、研究内容を、外部から推し

計ることは難しいからこそ「軍事研究とは軍から

資金を受けて行う事」という認識を持ってほしい。

今日本で「軍学共同」研究が進みつつあると警鐘

を鳴らされている。それを押しとどめるためにも、

我々がこの状況を正しく知り監視することが必

要である。 

 そして我々の「眼」を気にしているのが、「軍

需産業」であり、その動きを取り上げているのが

「武器輸出大国ニッポン」である。「武器輸出三

原則」が実質上撤廃され、日本が直ぐに「武器輸

出大国」になるように思われたが、今のところ未

だそこまでは金額が膨れていない。日本の体制が

そこまで整っていないだけで、政府・企業の体制

が整備されれば「武器輸出大国」になることは、

はっきりしている。安倍政権の動きをみていると、

企業より「政府・官僚」のほうが「武器輸出」の

実績造りを急いでいるように見えてくる。そして

「企業」が武器輸出に積極的になれないのは、消

費者から「武器商人」「死の商人」というレッテ

ルを貼られるのを恐れてのことである、という指

摘。「企業」は武器輸出に消極的だが、政府・官

僚が、積極的に他国と武器開発を推し進め、武器

輸出を増やそうと

している政策・動

きが述べられてい

る。それにしても

「安倍政権」の姿

勢というか「戦後

レジーム」からの

脱却という考え方

には、恐ろしいも

のを感じる。

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

http://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784871541480
http://honto.jp/lb.html?prdid=27895031&srt=1
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■ベトナム政府が原発計画を白紙撤回！ 

守田敏也さん（左京区） 

朗報です。ベトナム政府が日本から受注する予

定だった原発計画の白紙撤回する方針を固めた

そうです！！素晴らしい。知り合いの研究者・ア

クティヴィストの方たちが原発建設の不毛性を

示す資料をせっせとベトナム語に翻訳しては政

府関係者などに配っていましたが、そうしたコツ

コツとした努力が実ったのだと思います。これで

日本から輸出した原発でベトナムの人々が苦し

む可能性がぐっと小さくなりました。 

同時に原発輸出は、国内での稼働がほとんど見

込めない中でなんとか原子力産業を生き延びさ

せるための手段でもありますから、日本の核の火

が止まる日もその分だけ近くなったことになり

ます。その意味でこれは原発ゼロを目指して奮闘

しているすべてのみなさんの間でシェアすべき

素晴らしい成果だと思います。 

核の火は必ず止めることができます！なお一

層、頑張りましょう！ 

 

■ピースマスクの展示会を訪ねて 

石田信己さん（左京区） 

１１月１１日、高浜町にある(舞鶴市の青葉山

の西山麓)観自庵というギャラリーを訪問！ピー

スマスクという平和活動をされている画家の金

明姫を訪ねてのこと！被爆者のマスクを百名、

「彫像」し世界各国で展示、核兵器廃絶の世論を

喚起する芸術的平和運動です！あと１０名程度

で目標の百名に到達するとのこと、関心の向きは

ご連絡ください！写真はそのピースマスクを背

景にして！同行の米重さんには後光がさし、当方

には蝋燭のような幽かで仄かな灯火が！（写真真

ん中は金明姫さんではありません。我「２世・３

世の会」の奥田さんです） 

 

■京都市長も「被爆者の訴える核兵器廃絶国際署

名」にサイン 

井坂博文さん（北区） 

今日（１１月１４日）、嬉しい報告があります。 

本日開かれた市会経済総務委員会で、山田こう

じ議員が、国連総会第一委員会での核兵器禁止条

約に関する決議案に日本政府が反対したことに

対して、平和首長会議に加盟する京都市長として

抗議し、ヒバクシャ国際署名にサインするよう求

めました。 

これに対して担当室長が、「多方面からも言わ

れておりますので市長が署名にサインしました」

と答えたのです。 

９月市会の決算委員会で私が「被爆者がよびか

けた初めての署名。被爆２世としてお願いしたい」

と室長に署名用紙を渡してサインをお願いして

いたのが実を結びました。市長とは様々な問題で

対決することが多々ありますが、今回の署名への

サインは歓迎し、評価したいと思います。平和の

セクションの職員のみなさんも原爆パネル展と

か平和行政のとりくみに頑張っています。 

さらに、市役所の受付や区役所の窓口にも置い

て署名の推進にも協力してもらうよう相談し

ていきます。 

 

■アニメ映画『この世界の片隅に』に感動 

平 信行さん(南区) 

 長編アニメ映画『この世界の片隅に』を見て

きました。なーんかとってもいい映画でした。

戦前、広島で暮らしていたふつうの少女が、当

時ふつうにあった縁で呉に嫁いで、ふつうだっ

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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た生活が戦争に翻弄され、戦争に傷つけられてい

く。あの頃のふつうの人々からみた戦争、幸せへ

の願いとはこうだったんだろうなと、心に染み入

るような映画でした。 

呉の街が何度も何度も空襲され破壊されてい

くシーンはアニメとは思えないほどの臨場感が

あり、観ていて恐怖感さえ抱きました。ラストは、

原爆で孤児となった幼い子を若い夫婦が連れ帰

り、家族が包み込むように迎え入れるところで終

わります。新しい時代への希望を感じさせる場面

でした。 

人の手で描かれた広島、呉の街並みや風景が、

とても丁寧できめ細かく、リアルで、ＣＧや実写

ではとても及ばない温かさを感じました。戦前の

広島、呉の街並みを知っているみなさんが観られ

たらどんなに懐かしく感じられただろう、と思い

ました。特に呉出身のみなさん、必見です。 

 

■ピアノコンサートｉｎ辺野古・高江 

河野康弘さん(西京区) 

昨日（１１月１７日）トラック出前ピアノコンサ

ート in辺野古・高江でした。 

天気に恵まれて辺野古港横へピアノを設置し

ていただきました。 

演奏を始めよう、とした時、右翼の大音量の街

宣車が来ました。 

数人降りてきて罵声を浴びせられて、緊張状態

が３０分くらいありました。 

沖縄県警も来ましたが、あわやケンカが始まる

のではないかと思う場面もありました。 

ガザ、ピョンヤン、ヨハネスブルクでも経験し

た事がない緊張感でした。 

右翼の方にも聴いていただけるくらいになり

たい、と切に思いました。 

右翼が退散してくれた後、演奏をはじめました。 

さざなみの音が気持ち良く素晴らしいコンサー

トになりました。 

ピアノは今回の企画を実現してくださった沖縄

県出身京都在住のＨさんが御幼少の頃に弾いて

おられた物で、しばらくご実家で眠っていたそう

ですが、広い海に向かって素晴らしい音色を響か

せてくれました。 

原爆ドーム前で８月６日の夜に大好きなピアニ

ストのマル・ウォルドロン氏と二台のピアノでの

コンサート以来の感動のコンサートでした。 

辺野古でのコンサートを終えて高江売店前に移

動。 

ゲストに高江在住のボーカリスト天原麻友さん

とのコンサートでした。 

平日の夜にもかかわらず沢山の方が参加してく

ださり素晴らしい夜を皆さまと共有できたこと

に感謝します。 

京都、岡山、東京、滋賀などからも参加してくだ

さいました。 

ピアノの運送はＨさんの連れ合い、Ｔさんが担当

してくだいました。 

ピアノの積み込み、ステージへの設置を、黙々と

やってくださいました。 

本当に沢山の方のおかげでやれた素晴らしい企

画でした。 

皆様に感謝します。 

まだまだ状況がよくありません。お時間を作って

一人でも多くの方に辺野古・高江を訪れていただ

きたいです。 

写真は辺野古港横で撮影していただきました。 
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■「ヒバクシャは同じ」  

カザフ大統領 広島の平和公園初訪問 

ソ連時代に核実験が繰り返されたカザフスタンのナザルバエフ

大統領（７６）が９日、広島市中区の平和記念公園を初めて訪れ、 

原爆資料館を見学した。演説では核実験による被害に触れて「『ヒバクシャ』と 

いうのは同じだ」と指摘。核兵器廃絶へ連携を呼び掛けた。 

松井一実市長の案内で原爆慰霊碑に献花した後、資料館へ。広島

平和文化センターの小溝泰義理事長の説明を聞き、焼け焦げた弁当

箱などの展示を見た。 

国際会議場では約５００人を前に演説し「自分の目で原爆被害を

見て、とても心を動かされている」と強調。４５０回以上の核実験

で自国が被害を受けたとし「核兵器の恐怖を二度と起こさないため

世界が共同して行動する責任がある。手をつなぎたい」と語った。 

松井市長から「特別名誉市民」の称号を贈られ、資料館の芳名録

には「協力すれば、世界に平和を構築し全ての国民が繁栄できる」

と記した。昼食会では、１２月に来日するロシアのプーチン大統領

に被爆地訪問を促す考えを示したという。 

同氏は１９９１年の同国独立時から大統領を務め、同年にセミパ

ラチンスク核実験場を閉鎖。２００９年に発効した中央アジア非核

兵器地帯条約の締結にも関わった。 

核廃絶思い共有 一層の交流誓う 広島のカザフ被曝者支援団体 

カザフスタンの被曝（ひばく）者支援を続ける広島市の市民団体「ヒロシマ・セミパラチンスク・

プロジェクト」（ヒロセミ）のメンバーたちは９日、ナザルバエフ大統領の訪問を歓迎し、核兵器廃

絶へ一層の交流を誓った。 

「閃光（せんこう）に引き裂かれたわが古里よ」―。広島国際会議場（中区）での歓迎行事では市

民有志たち約４０人が、現地で核実験反対運動の象徴となった歌「ザマナイ～時代よ！」を日本語と

カザフ語で響かせた。ヒロセミの小畠知恵子副世話人代表（６４）は「廃絶を願う声を共に世界に広

げたい」と力を込めた。 

ヒロセミは１９９４年の広島アジア大会で同国を応援した市民有志たちで９８年に設立。現地に医

療機器や医薬品を贈り、検査のための医師を派遣してきた。留学生受け入れも仲介する。 

合唱に加わった同国の在日大使館職員カシュケイ・テギ・アイマンさん（３７）も「広島の人と思 

いを共有できうれしい。友好がもっと深まれば」と言う。ヒロセミ

名誉会長の平岡敬・元広島市長（８８）も大統領演説を聞きに訪れ

「核被害の記憶の継承へ、若者の交流にさらに力を入れたい」と話

した。                         

【２０１６年１１月１０日 中國新聞】 

scrapbook 
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■福島自主避難者の今後に壁 京都、公営住宅優先入居僅か２件 

福島第１原発事故により福島県から京都府内に自主避難している人（１月末現在で１２５世帯３１

２人）を対象に、府と京都市が２月から始めた公営住宅の優先入居が、これまで計２件しか成立して

いないことが１６日までに分かった。同県の要請で公営住宅などを「みなし仮設」として無償提供す

る期限が来年３月から順次迫る中、避難者が希望する転居先とのミスマッチが浮き彫りとなった形

だ。多くの避難者が行き場のない苦しみを抱えている。 

■さらなる引っ越し、収入要件などネックに 

 公営住宅の優先入居は、避難指示区域を除く福島県からの自主避難者を対象に府と市が実施。今年

２、６、１０月に府は計５団地２８戸、市は計６団地２７戸を募集したが、応募は計５件で、入居は

２件にとどまった。 

 現在と同じ部屋で有償契約に切り替えて居住継続することを府は認めていない。避難者にとって、

さらなる引っ越しによる環境変化や子どもの通学先が変わることへの不安、福島で夫が働くケースな

ど二重生活の避難世帯にとり世帯収入要件が厳しいことなどが、応募をためらう要因とみられる。 

 府によると、事故以降に東北と関東６県から京都のみなし仮設に自主避難した延べ４９１世帯のう

ち、１０月末現在で１２７世帯（３０５人）が生活する。来春の住宅無償提供打ち切りを控え、今年

４～１０月までの退去者は２９世帯と、前年同月比で１０世帯以上増えた。 

 ２９世帯の転居先は、少なくとも３世帯が事故時に暮らしていた地元自治体で、１７世帯以上が府

内外の民間賃貸住宅などとみられる。府原子力防災課は「引っ越しの理由や転居先は把握しきれてい

ない」という。経済的理由による「望まない帰還」の有無や転居後の困窮を把握ができるのか、疑問

が残る。 

 滋賀県は１０月末現在で８０世帯２０８

人が避難しているが、全国と同様に無償提供

を来年３月までで打ち切る。全国的には、鳥

取県で２０１９年度末まで延長し、山形県は

県公舎での無償提供を２年延長する方針の

ほか、引っ越し代補助などの独自支援策を打

ち出す自治体も出ている。 

【２０１６年１１月１７日 京都新聞】 

■重慶爆撃は国際法違反 損害請求訴訟 中国人被害者が主張 東京高裁 

第２次世界大戦中の中国・重慶などへの旧日本軍による爆撃の被害者が日本政府を相手どった訴訟

の控訴審第一回口頭弁論が１８日、東京高裁（永野厚郎裁判長）でありました。原告側は、国際法違

反の残虐な無差別爆撃だったとして、謝罪と総額１８億８千万円の賠償を求めました。 

旧日本軍の重慶大爆撃は中国戦時首都・重慶や四川省成都などの都市への史上初の無差別爆撃。１ 
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▼南スーダンに派遣される自

衛隊ＰＫＯ部隊に「駆けつけ

警護」任務が閣議決定されまし

た。「日本の自衛隊が一体何のため

に南スーダンで軍事行動しなければならな

いのか？」誰もが疑問を深めた事態だと思います。

それは安倍政権の暴走政治に誰もが疑問を抱い

た瞬間でもあると思います。憲法を破壊し、殺し

殺されることを可能にする、目の前の一日一日の

事態に対してしっかり立ち向かっていきたいと

思います。１１月３日の憲法集会で矢ヶ崎響さん

が力強いメッセージを発せられたので全文紹介

させていただきました。１１月６日の京丹後市で

の「いらんちゃフェスタ」では私たちの故郷京都

の米軍の動向が明らかにされました。これからも

平和を脅かす具体的な事態に対して情報を共有

し続け、挑み続けていきたいと思います。 

▼ホームページの立ち上がりと時期を同じくし

て、京都府立資料館から私たち京都「被爆２世・

３世の会」の会報と被爆体験証言冊子を寄贈して

ほしいとの要請をいただきました。京都新聞から

はホームページ立ち上げの件について取材があ

り、記事にされる予定です。私たちのとりくみが

少しでも社会的な広がりをもてるようになるこ

とは嬉しいことです。尚、被爆体験証言は証言さ

れたみなさんのご了解を得てからホームページ

に掲載することにしていましたが、全員のみなさ

んから快諾をいただきました。ますます頑張ろう

と思います。（平） 

９３８年２月から４４年１２月まで２００回に及びました。 

２００６年３月から４次にわたり被害を受けた中国人１

８８人が提訴。１５年２月２５日の東京地裁判決は一般市

民の死傷者などの事実を認めましたが、訴えを退けたため、

原告側が控訴していました。 

被害者の粟遠奎さん(８３)が証言。粟さんは、１９４１年

６月５日空襲で姉２人を亡くしました。重慶大爆撃の国際

法違反や非人道的な残虐性、中国への侵略行為だったこと

を認めなかった一審判決は誤りだと述べ、「日本社会の認識 

が不十分なままでは、日中友好は実現できない」として高裁の公正・公平な判断を求めました。 

弁護団は当時、爆撃を軍事目標に限定した「空戦法規案」に違反し一般市民の居住区域も爆撃した

ことなども示し、国際法違反と残虐性を指摘。専門家や控訴人の証人採用と、被害者の賠償権を認め

るよう主張しました。 

口頭弁論には、中国から３０人が訪日し、日本の支援者らと爆撃機を製造した三菱重工へ要請し、

官庁街をデモ行進。弁論後、国会内で報告集会を開きました。日本共産党の井上哲士参院議員が出席

しあいさつしました。 

【２０１６年１１月１９日 しんぶん赤旗】 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

１２ １ 木  

 2 金 キンカン行動 

  ３ 土  

 

 
４ 日 

講演とトークセッション「ふつうに暮らしたい」（１３時３０分・龍谷大学深草Ｃ） 

国連人権週間 

 ５ 月  

 ６ 火 6・９行動 

 ７ 水 原発賠償京都訴訟第１９回口頭弁論（１０時３０分・京都地裁） 

 

 

 ８ 木 太平洋戦争開始の日（１９４１年） 

 

 

 ９ 金 ６・９行動 キンカン行動 

 １０ 土 世界人権デー 

 １１ 日  

 １２ 月 被爆者原告団・弁護団と厚労大臣との定期協議（東京・厚労省） 

  １３ 火 南京大虐殺発生の日（１９３７年） 

 １４ 水 原発賠償京都訴訟第２０回期日・本人尋問（１０時１５分・京都地裁） 

  １５ 木 京都「被爆２世・３世の会」例会・忘年会（１８時・レストラン思風都） 

 １６ 金 
ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟（１１時・大阪高裁、地裁） 

キンカン行動 

 １７ 土 選挙法改正（女性の参政権認められる）の日（１９４５年） 

  １８ 日  

 １９ 月 戦争法廃止を求める集会・デモ（１７時・市役所前） 

  ２０ 火  

 ２１ 水 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟（１５時・大阪地裁） 

 ２２ 木  

 ２３ 金 
２０１６年被爆者をはげますクリスマス平和パーティー（１３時・ラボール京都） 

天皇誕生日                            キンカン行動 

 ２４ 土  

 ２５ 日  

 ２６ 月  

 ２７ 火  

 ２８ 水  

 ２９ 木  

 ３０ 金 キンカン行動 

 ３１ 土 大晦日 

 

 

 


