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２０１６年１１月２７日学習講演会の報告（速報版） 

「福島の被曝、そして広島・長崎の被爆と重ね合わさるもの」 
 

１１月２７日（日）、三田茂医師をお迎えして学習講演会「福島の被曝、そして広島・長崎の被爆と重ね合

わさるもの」を開催しました。参加者は６５人。充実した内容の学習講演会となりました。詳細報告は現在

作成中で、新年年明けにはみなさんにお届けできる予定です。今回は速報版として要旨のみ報告します。 

 

開会あいさつと今回の学習講演会を開催するに至った経緯 

講演会は世話人の井坂博文さんの司会で始ま

り、最初に世話人代表の平信行さんが開会挨拶と

今回の学習講演会を開催するに至った経緯を簡

単に説明しました。 

福島県では今「放射能はもう大丈夫」論が振

りまかれ、避難地域の解除や帰還促進がはから

れようとしています。この「放射能安全論」の

中には「広島・長崎では被爆による遺伝的影響

はなかった」とする考え方も含まれています。

果たして本当にそうなのか？当事者である私

たち被爆２世・３世は次の４つのことを訴えて

いこうと確認してきました。①「広島・長崎の

被爆による遺伝的影響はなかった」論には科学

的根拠がない、②私たち自身の体験、経験を調

査・集約する中で真実を明らかにしていく、③

高年齢になって発症する晩発性疾病の継続し

た調査を追及する、④被爆による影響の発症を

宿命的なものとせずそれを乗り越えて生きて

いく運動をすすめる、です。そのために昨年「被

爆二世健康実態調査」というアンケート調査活

動も行ないました。 

三田医師は東京で開業して来られ、特に２０

１１年３月１１日以降は放射線被曝したと思

われる多数の人々を診察してこられました。診

察を通して見た被害の実相をお話しいただき、

あわせて「被爆二世健康実態調査」に現れれて

いる特徴にも触れていただき、みなさんと一緒

にこれからのことを考える機会にしていきた

いと思います。 

 

三田茂医師の講演 

前半は三田茂医師による講演です。その要旨を

以下に紹介します。 

■東京における原発事故被害 

私（三田茂）は２年半前まで東京都小平市で開

業していた医師です。今は岡山に移りそこで開院

しています。今日のお話は東京での経験が中心に

なっています。 

２０１１年３月の東電福島第一原発事故は東

京にも放射性物質の拡散が二度に渡って及んで
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います。そのため浄水場から高濃度のヨウ素が検

出、母乳からもヨウ素が検出、茶葉から放射性セ

シウムが検出されるなどその影響が明らかにな

っています。共産党都議団の調査によると特に東

京都の東側、２３区では放射線管理区域基準（年

間１㍉Ｓｖ）を越える高い放射線量が測定される

などしています。 

■好中球（白血球）を検査する 

私は自身の医療活動経験から放射線被ばくの

影響を測るには血液検査が必要と思い、白血球の

各種を検査する電離放射線健診に準じた検査を

２０１１年１１月頃から始めました。最初の１年

間で、東京の新宿より東の地域の子どもたちに白

血球の中の好中球が顕著に減っていることが明

らかになりました。 

福島県民健康調査でも初年度、７歳から１５歳

までの小児、男性に明らかな白血球の異常を示す

データが出ていて東京や首都圏と共通していま

した。 

血液の検査をして診療してきた結果、①地域に

よって好中球の数に明らかな差がある、②移住

（避難）することによってよくなったことを観察、

③しかし東京に戻るとまた下る、ことを経験しま

した。白血球を見る限り首都圏はとても危険な状

況です。子どもたちの血液を採血して検査しよう

と訴えていますけど、まだ一緒にやってくれる医

者はありません。 

■ありふれた病気のプロフィールが変化 

インフルエンザはこれまで子どもの流行が多

い病気でしたが小平市では平成２４年（２０１２

年）以降大人の間で流行する病気になってきまし

た。手足口病など子どもにしか出ないような病気

が大人にも出るようになってきました。奇病がど

んどん増えているわけではないのですが、ありふ

れた病気のプロフィールが変わってきている、そ

ういう危惧をしています。順天堂血液内科の公表

データでは入院、外来ともに診療実数が急増して

おり、血液の病気が増えているのだと思います。 

東京では、電車の中で人が倒れて電車が遅れた

り、運転士が具合悪くなって運休したり、そうい

う事態が頻発しています。これが東京の現状かな

と思います。 

■三田の概念図（放射能の及ぼす影響） 

広島・長崎の原爆や福島第一原発事故によって

もたらされた放射能の影響が時間の経過ととも

にどう変移するかを「三田の概念図」で表してい

ます。東京では原発事故によって第２波と第４波

によって放射性物質が流れ込みました。この後追

加して新たな要因がなければ、時間の経過ととも

に放射能の量は下っていくのでしょう。しかし実

際は東京でも、首都圏でも、東日本でも放射能の

量は上っていきます。それは日常生活に伴う様々

なものの焼却が原因だと思います。福島から日々

モノは供給されていて、ものは燃やされ、ゴミも

燃やされ、放射能はどんどん空中に拡散している

と思います。これは食い止めなければならないの

ですが、現状は無理なようです。 

さらに話が複雑なのは、原発の近くでは３.１１

以前から様々なものをベントしたり放出してい

るので、ある程度日常から被ばくしていたと思い

ます。福島県の甲状腺ガンの多発にはこれがすご

く影響していると思います。日常的被ばくがあっ

て、その上に今回の原発爆発があっていろんなこ

とが起きているのではないかと。 

好中球の値 左は武蔵野 右は新宿より東部 
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■大人に見る健康障害 

世間一般では、（放射能は）子どもが被害を受

けやすく、大人は大丈夫、お年寄りなんか全然平

気と言われますけど、まったく間違っていると思

います。実際に三田医院で診てきた患者さんたち

で、今度の原発事故以降倒れたのは病気を持って

いるお年寄りたちでした。東京では４０代、５０

代の働き盛りの人たちがバタバタと倒れていま

す。 

３.１１直後からいろんな話を聞きくようにな

りました。鼻血、血尿、リンパ腺の腫れ、体の痣

とか、そういうことが多かったのは事実です。そ

れから血液学的な異常とか、肝臓の値が変だった

り、腎臓の値が変だったり。病気らしい病気は見

つからないのにそういう人が増えてきました。５

年、６年経ってそれが横ばい、少し良くなるかっ

ていうイメージです。 

■第２世代、第３世代、さらに先も見越して 

実はチェルノブイリの近く、ベラルーシとかウ

クライナでは、第一世代で事故の収束を手伝った

人たちはボロボロになったけど、都市全体でみる

とそれほど被害はなかったかもしれない。次に生

まれた世代、第２世代、第３世代の時代になって、

小学校ではもうまともな授業が成り立たない状

況になっています。集中力が続かない、体育をす

れば怪我人が続出するというような、８割の子が

不健康だという人もいます。 

ですから、今東京・首都圏でこういうことが起

きているけれど、今の子どもたちが大きくなって

いった時どうなるんだろう、ということを心配し

ます。こういう被害を少しでも少なくするために

移住避難が効果的、必要だと思い、僕は一生懸命

勧めています。 

放射能被害と言うとＤＮＡとか遺伝子の被害

だけではなくいろんな研究があります。例えばぺ

トカウ理論とか。細胞が弱くなるとか、次の世代

になって遺伝子が不安定になっていろいろ発現

するとか。こういうことが起きる可能性があると

いうことを考えながら、診察を続けています。 

■放射能の影響は単純線量比例ではない 

例えばアスピリンなどという薬は投与量が多

ければ多いほど効き目が良くなるというもので

はなく、最も効率の高いレベルというのがあって、

それを超えると効き目は落ちていきます。放射能

にすごく良く似ています。ですから福島の放射線

量はこれだけなんだから、その半分以下の東京で

はそんなに影響あるわけないという議論はまっ

たくおかしいと思います。各地域、核種も違う、

線量も違う、被ばくの様式も違う、いろんなこと

が各地域で起こると思います。京都でも、岡山で

も。福島ではこうだからこの辺りは大丈夫という

のはまずいと思います。 

■正規分布図でみる－「平均」で切り捨てるこ

とはできない 

正規分布というものがあります。いろんなモノ

を表現しやすいものです。 

例えば白血球の数でいえば、病気ではなくて正

常な範囲内でも多い人も少ない人もいて、平均的

な人の人数が一番多いわけです。 

いろんな病気を医者として診てきたわけです

けど、痛感するのは人間は十人十色なんだという

ことです。平均的な人っていうのは数が多いので、

この人たちが平気だというとそうでない人たち

というのは浮かばれないわけです。 

放射能にすごく感受性の高い人たち、普通の感

受性の人たち、凄く鈍い人たちとあります。遺伝

子的に強い人たち、遺伝子的に弱い人たち、とい

うように。今回の福島原発事故でも、とっても具

合の悪くなった人たちはたくさんいます。でも平

均をとってしまうとあまりたいしたこのことな

いというわけでみんな苦しんでいるのではない

かと思います。 

正規分布の両端のすそ野をカットして一番標

準的なところで話をする。「問題ない、問題ない」
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と言われるけれど、すそ野にいた人たちにとって

は問題あったんです。平均的な人たちが何も感じ

なかっただけなんです。 

■「被爆二世健康実態調査」のアンケートから 

「被爆二世健康実態調査」のアンケートをたく

さん見させていただきました。僕の印象は、この

人たちは体力的に強い人たちの子孫なんだなと

思いました。あれだけの爆弾の熱線と爆風と放射

能を浴びて、それでも生き残った人たちの子孫な

んだなと。回答者のお父さん、お母さんたちは結

構長寿なんですよね。何度もガンの手術をしなが

らそれでも８０歳を超えて生きておられるとか。

平均的というより、体力のある人たちの子どもた

ち、それが今後どうなっていくのか、という問題

だと思います。 

それに対して今回私たちは薄っすらと満遍な

く被ばくし、平均的な人も、強い人も弱い人も、

みんな被ばくして、なんとなくみんな具合が悪い

と言いながらも生きています。それが今後どうな

るのか、どういうふうに現れてくるのか、これが

これからの問題だと思います。 

被爆２世・３世のみなさんの健康被害のことと、

今日の話は少し噛み合わなかったかもしれませ

んが、私の知っている範囲の話をさせていただき

ました。もしみなさんからこういう点で似ている

ことがあるなどありましたら是非教えていただ

きたいと思います。 

 

三田茂医師と守田敏也さんとのトーク 

 後半は三田医師と守田敏也さんとのトークを

行ない、更にテーマを深めていきました。話し合

われた内容を抜粋で要旨のみを紹介します。 

■隠れぜんそくの子が多い！ 

 原発事故以降診療を続けていて、一見ぜんそく

とは関係ないような症状を訴える子でも、ぜんそ

くの治療をして呼吸が楽になると他の症状もよ

くなる子の例がたくさんありました。あっちこっ

ち体が痛いと言う人にリウマチ性多発筋通症だ

として治療するととてもうまくいく例が多くあ

ります。今までの診断学というような学問の中に

入ってこないような病態が増えてきているんだ

と思います。これからは放射線由来の病態という

ことも考えていかなければならないと思います。 

■子どもたちの血液検査をよびかける 

 実は小児の採血はあまりやられていません。子

どもたちの血液検査をして集団としてみて、例え

ば東京の子はこう、神奈川の子はこう、京都の子

はこうとやっていくと何かが分って来ると思い

ます。福島県では血液検査していてデータも蓄積

されていますけど、公表はされていません。それ

を明らかにさせていくとりくみも重要だと思い

ます。福島県はむしろ子どもたちの検査を縮小さ

せる方向に動いていてとても危険だと思います。 

■好中球（白血球）の減少は被爆者のデータに

も存在 

 私が血液検査を始めていくと、よく知られてい

るリンパ球の減少ではなくて好中球の減少して

いることが分りました。中にはゼロになった子も

いたほどです。それで、広島・長崎の被爆者関連

をいろいろ調べていくと、広島市立病院で肺炎で

亡くなった方の好中球の減少が報告されていて、

それもほとんど被爆者だった論文を見つけまし

た。その他に軍隊の中の部隊で好中球の減ってい

った例とかもいくつか発見しています。私がやっ

ていることもあながち間違ってはいないようだ

と思いました。 

■被ばくによる数々の健康障害実例を明らか

にしていく 
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２０１１年３.１１以降、子どもたちの鼻炎、

副鼻腔炎(蓄膿症)などがとても治りにくくなり

ました。中耳炎も、皮膚炎も。ぜんそくは以前は

治せていた人たちがもう私の力量ではコントロ

ールできない人たちも出てきました。 

呼吸器系、鼻と喉とか気管支まで含めて明らか

に影響受ける部位の症状が増えています。それか

らお腹下し。敏感な人は食べた物の中に東日本で

獲れたものが入っているだけで血豆ができたり

します。 

避難しているお孫さんにお祖父ちゃんお祖母

ちゃんが会いに来るだけで鼻血が出るとか、汚染

地からの宅配便が届いて段ボールに触ると鼻血

が出るとか、こういう話は枚挙にいとまがありま

せん。 

こういう被害は全国でたくさん上っています。

それを言うと「気にし過ぎだとか、「思い込み過

ぎるから咳が止まらないんだ」と言われます。し

かしそういう症状の人がいるのは事実で、それを

どうやって明らかにしいくかだと思います。こう

いうことをみんなで記録していくことを訴えま

す。国は隠蔽ばかりで、やってくれない。私たち

の側からいろいろ協力しあって被害の出ている

人たちの声を出しやすくする、そして記録し集積

していくことが大切だと思います。 

■「青年期」の甲状腺検査こそ今一番重要 

 福島の小児甲状腺ガンの多発が言われていま

す。しかし、厳密に言うと小児とは１５歳未満、

１５歳から１９歳は青年期、２０歳以上は成人で

す。私の経験では、小児の甲状腺ガンは増えては

いない、青年が激増している、成人は調査もされ

ていないので分らない、ということです。福島県

は今後１８歳以上の検査を５年に１回程度に減

らそうとしています。青年期こそハイリスクです。

すごく危険な年代の人たちの検査を減らすなど

あってはならないことです。「子ども、子ども」

と言われるからみんな驚かされて子どものため

だけの行動をしていますけど、一方で２０代、３

０代のお父さん、お母さん達が全然検査を受けて

いないのが現状で、ここにも大きな問題がありま

す。 

 それから今の福島県民健康調査は一巡目から

２年半も間隔を空けて検査していて、二巡目にリ

ンパ節転移のあるガンがたくさん見つかってい

ます。一番適切な時期に手術がされていない、こ

ういうやり方は倫理的に許されない問題だと訴

えていくべきです。検査の間隔を詰めればいいこ

とで、１５歳を過ぎたら毎年１回はやるとか。 

■１００人を信じてあげると何かが見えてく

る 

 東京で開業している頃から、「今まであんなに

親切であんなによく話を聞いてくれていた先生

が『放射能』と言った途端にいきなり怒り出した」

とか「怖くて何も言えなくなった」とかいう話を

たくさん聞かされてきました。私のところに来る

と「ようやっと話ができた」ということで、みん

な涙、涙でした。正規分布図で多数派に属さない

ような人たちが、困っている人たちがすごく多く

なっていることは間違いないと思います。だから

まず訴えられたことを信じてあげて、１００人を

信じてあげると何か見えてくるような気がしま

す。 

 

質疑応答  略   

 学習会講演会は最後に会場参加者のみなさんとの質疑応答の時

間を設けました。たくさんの貴重な質問と回答が交わされましたが、

ここでは紙面の都合上割愛いたします。別途発行する本報告書で詳

しく紹介することにいたします。 

以上 
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２０１６年－お疲れ様でした！ 
京都「被爆２世・３世の会」この一年 

 

１. この１年主な活動と出来事 

  ２月  京都市長選挙 

  ３月  被爆二世健診に多発性骨髄腫検査追加 

  被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名の発表ととりくみ開始 

  大津地裁が高浜原発３・４号機運転停止仮処分決定 

  ４月 川口美砂さんを迎えて記念トーク 「父の死が放射線のためだと知っ 

 た時」 

 「被爆二世健康実態調査・中間報告」を発表 

  チェルノブイリ原発事故３０年 

  米軍軍属暴行殺人事件発生 

  熊本地震発生 

  ５月  オバマ大統領広島訪問 

   声明「被爆者への謝罪と「核政策」の転換を 

  韓国被爆者支援法成立 

  ６月 

  ７月  参議院選挙・野党と市民連合１１選挙区で勝利 

  ８月 初めての「被爆２世・３世」交流会（広島市） 

  日本被団協結成６０周年 

  ９月  もんじゅ廃炉の確認（関係閣僚会議） 

 １０月 待望のホームページアップ 

  ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟２人の原告完全勝訴 

  国連総会第一委員会核兵器禁止条約交渉開始を求める決議採択 

   声明「決議採択を歓迎し日本政府に抗議」 

  新潟知事選挙／米山候補当選 

  鳥取県中部地震発生 

 １１月 三田茂医師を迎えての学習講演会「福島の被曝、そして広島・長崎の 

 被爆と重ね合わさるもの」 

  アメリカ大統領選挙 

  ベトナム政府原発計画を白紙撤回 

  自衛隊ＰＫＯ南スーダン派遣部隊に駆け付け警護閣議決定 

 会報と被爆体験継承冊子を京都府立総合資料館に寄贈 

 １２月  ＴＰＰ承認案・関連法、年金カット、カジノ解禁法案国会強行可決 

  沖縄・辺野古沿岸オスプレイ墜落 

 

２. この１年間紹介させていただいた被爆の体験 

 恵藤宰司さん 黒い雨 

 原野宣弘さん 原爆の惨禍、生きてきた証、そして平和の願いを絵に託す 
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 今津功さん 澄み渡る七つの川が死者で覆い尽くされた日 

 木之下登さん 犠牲となった級友達に代わって語り続ける 

 中西博さん 生きてる人間に虫がわく 

 松浦悦枝さん 紙一重のことに生かされたことに感謝 

 岩崎真希子さん 被爆者救護にあたった３姉妹の被爆体験 

 黄永寿さん 原爆被害も乗り越えて生きてきた８５年 

 伊藤瑠美子さん 疎開先から見た燃える広島 

 谷口チリさん 長崎で被爆して、今思うこと 

 隅田百合子さん 父の被爆体験、母の戦争体験 

 

３. 身近に知る被爆２世の“犠牲者”と － 私たちはＳｕｒｖｉｖｏｒｓ 

 この秋立て続けに、幼くして亡くなるなど、私たちと同じ被爆２世・３世の“犠牲者”と

でもいうべき人たちのお話しを聞いてきました。 

 大阪のＭ君・Ｊさん兄妹、岡山のＫ・Ｔさんの２人の兄、左京区Ｓ・Ｙさんの兄、城陽市

Ｍ・Ｔさんの長男、神奈川のＭ・Ｓさんの一子、伏見区のＨ・Ｙさんの弟と妹 ・・・ 

 「被爆二世健康実態調査中間報告」から 

親の放射線被ばくの世代を超えた影響によって、正常な誕生さえ許されなかった人

たち、健康とはほど遠い状態で生を終えなければならなかった人たちは決して少なく

ない、と思われます。今生きている私たちは Survivors（生き残った人々）ではない

でしょうか。原爆さえなければ健やかな人生を営むことができたはずの多くの同世代

の人たちのことも、別途明らかにしていかなければならない私たちの課題です。 

 私たちは今日まで生き延びてきたＳｕｒｖｉｖｏｒｓ 

私たちは広い視野と長い視点で被爆２世・３世のことを見ていかなければならないと、あ

らためて痛感します。 

 

４. ２０１７年度に向けて 

(１） 被爆二世健康実態調査、三田先生学習講演会の成果を次に生かしていく 

 １１月２７日学習講演会の報告書の普及 

 福島第一原発事故被災対策の転換に向けて 

(２） 各地の被爆２世・３世、及び「被爆２世・３世の会」とのつながりを広げていく 

 ５月２０日（土）～２１日（日）

第２回「２世・３世交流会」

（広島市）を予定 

(３） 安倍暴走政治と対峙し政治の転

換をなんとしても 

(４） ８７人会員の思いを一つにする

「会」の運営に不断の努力 

 

 １２月１５日忘年会 



京都「被爆２世・３世の会」会報№５０    ２０１６年１２月２５日 

９ 
 

１１月２４日、岡山「被爆２世・３世の会」の加百智津子さんが「安保法制違憲訴訟おかやま」に提訴され

共同代表（５名）の一人として意見陳述されました。大変感銘深い陳述であり、私たち２世・３世にも訴え

られる内容です。加百さんのご了解を得て、ここに紹介させていただきます。 

 

 

意見陳述書 
               平成２８年１１月２４日 

               加 百 智 津 子 

 

１ はじめに 

私は原告の加百智津子と申します。私は、原爆

被害者である母を持つ被爆 2世の立場から、この

裁判に立ちあがった理由と決意を以下のとおり

陳述いたします。 

２ 私の生い立ちと母 

私自身は、戦後生まれで戦争それ自体は知る由

もありませんが、私には戦争によりつらく苦しい

体験をした両親がおります。今は亡き両親から子

どもの頃より繰り返し戦争の話を聞いて育ちま

した。 

母は広島に落とされた原爆の被害者です。爆心

地より１ｋｍほどの近距離（広島市小網町）で被

爆し、阿鼻叫喚の地獄絵の状況のなか、道端に倒

れている人が、「助けてください」「水をください」

と足に縋りつくのを蹴散らすように逃げた自分

を、まるで悪魔のようだったと生涯悔いておりま

した。 

母自身も原爆で体の一部を焼かれ、その傷跡に

湧いたウジ虫を自ら裁ちばさみで皮膚を切り裂

いて取り除いた惨い体験をしています。また母が

被爆後に身ごもり、１９４６年と４７年に授かっ

た２人の男の子は原爆の放射能による影響と思

われる内出血をした紫色の体で生まれ、出産後間

もなく体中から夥しい出血をして亡くなってし

まった痛苦に満ちた経験もしています。お墓参り

に行くと母は、お墓に見立てた小さな二つの土饅

頭に向かい、必ずこのように話しかけておりまし

た。「原爆がなかったら、あんたらも元気で大き

くなっていたろうに、かわいそうなことをしたな

あ。」「あんたらがお母ちゃんの体の中の原爆の毒

をもっていってくれたから、お母ちゃんは生きて

いられるんよ。ごめんな。」と。 

私はその母から１９４９年（昭和２４年）に生

を受けた被爆２世です。私自身も子どもの頃から

さまざまな病気をしました。なかでも、被爆者に

多いといわれる甲状腺機能障害に罹り、手術を余

儀なくされました。母が病院で医師に、娘の病気

は自分の被爆のせいでしょうかと話すのを立ち

聞きした私は、「お母さんが原爆に遭ったから私

はこんな病気になるんだ！」と責めたことがあり

ました。母はどんなにかつらかっただろうと、そ

の後悔は今も私の心から消えることはありませ

ん。小学５年生当時、クラスメイトから「お母さ

んの原爆の毒がうつる」と心無い言葉を投げつけ

られたこともありました。また、「被爆者の娘」

という理由で、結婚するときにはそれが障害にも

なりました。そして、私自身が出産するときに母

は自分の被爆の影響が孫に現れたらどうしよう

と心を痛めていたと話したこともありました。 

３ 私の父 

次に戦時中、海軍の職業軍人であった父のこと

に触れます。父は、戦争に加担したとの負い目を

感じ続け、遺言状に次のように書いて生涯を閉じ

ました。「自分と結婚し広島に住んだことで都美

子（私の母）を原爆に遭わせたことを悔いる。戦

艦とともに海に沈んだまま還ることができなか

った多くの同僚や部下に対しても申し訳ない。そ

れ故、自分だけが手厚く弔われるわけにはいかな

い。自分が亡き後は遺体は家に持ち帰らず大学病

院へ献体せよ、自分のために仏事はいっさい不要、

葬式はするな、戒名も要らぬ、ましてや墓など作

るな、献体から戻ってくる遺骨は海軍の仲間とと

もに訓練をした土佐湾か豊後水道に散骨せよ」。

私は父の遺志を尊重し、母や周囲の反対を押し切

りその通りにしました。 

このように私は、戦争の被害者である母と、父

に責任があるわけではないのですが、海軍の職業
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軍人として加害者の一端を担ったといえる父の

それなりの苦悩を感じて育ち、それは私の人生に

も様々な形で影を落としてきました。 

４ 私の決意 

原爆が投下されて７１年を経過してもなお、親

の被爆による健康面での影響が何らかの形で被

爆２世の私や３世となる私の大切な子どもたち

に及ぶのではないかと不安に思う時もあります。

戦争に翻弄されたような母や父の生涯、そして、

それはその世代だけに留まらず子や孫たちにま

で及ぶ、これこそが「戦争の真実の姿」です。 

こうした、両親の被爆・戦争体験を身近に聞い

て育った私は、被爆者の「二度とこのようなこと

が繰り返されてはならない」という願いを受け継

ぎ、語り継ぐために、昨年１０月２４日に、岡山

「被爆２世・３世の会」を設立しました。会員は、

親や祖父母の被爆体験を語り継ぎ、核兵器廃絶へ

の道筋を創ることが私たちの使命であると決意

した１８名です。この中には３０代の被爆３世が

半数近く含まれます。会員は現在１８名と少人数

ですが、さまざまな活動を行っています。特筆し

たいこととしては、親や祖父母の被爆体験を語り

継ぐ継承活動を、中学校、高校、専門学校、公民

館、自治体、市民団体などからの依頼を受けて行

い、その回数は設立後からこの一年間で１３回に

ものぼりました。私が講話をしたある自治体で、

聴講した方からいただいた感想文の一つを紹介

します。「私は２６歳です。これから世界がどう

なっていくか分かりません。しかし、戦争の恐怖、

原爆の恐ろしさを伝えていかないと、また同じ過

ちを犯してしまうと思います。原爆について伝え

ていきたいです。」このように、若い世代も、今

の情勢に危機感を持っているのだと思います。 

しかし、原爆の惨禍を引き起こした背景につい

ても考えなければなりません。なぜ日本に原爆が

落とされたのか、核兵器使用という理不尽な行為

が行われたのか。それは、１９３１年の満州事変、

１９３７年の日中全面戦争、さらには、１９４１

年の太平洋戦争へと戦争を拡大していき、アメリ

カやイギリスをはじめとする連合国を相手に戦

争を続けた結果であることは明らかでしょう。日

本がアジア・太平洋諸国に侵略した事実もしっか

りと見据えなければなりません。この１５年にお

よぶ戦争（１５年戦争）によって、２千万人近い

アジア人、３１０万人を超える日本人が犠牲にな

りました。兵士ばかりではありません。生まれた

ばかりの赤ちゃんや、女性、病の床にあるお年寄

りまで弱い立場の罪もない一般の人びとの命が

奪われ、生き残った家族はもとより、戦争に加担

した人もまた、戦後、それぞれに戦争による心と

体の傷跡を背負い、生きていくこととなりました。 

いま、安保法施行のもとで、陸上自衛隊が南ス

ーダンの国連平和維持活動（ＰＫＯ）に参加して

います。現地では、武力衝突が相次いでおり、自

衛隊員が戦闘に巻き込まれ、自らの命を落とすこ

と、他人の命を奪うリスクが生じることは火を見

るより明らかです。命の尊さや愛おしさからみれ

ば、戦争は絶対に起こしてはならない、加担して

はならないと、これははっきりしています。 

日本被爆者団体協議会（日本被団協）が２０１

５年８月から９月にかけて実施し７０６名が回

答を寄せた被爆者アンケートの結果では、「今、

特に心にかかっていること」について、回答者の

６４．６％が「日本がまた戦争にかかわるのでは

ないか」という不安を挙げており、その割合は、

「自分の健康の不安」（６３．７％）と並ぶほど

の高さでした。また、記述式の回答の中には、「戦

争法案が成立しました。こんなにたくさんの市民

が反対しているのに、行政府は何を考え、何を視

て政治をしようとしているのか、腹が立って仕方

ありません」「今の政府が平和憲法９条を解釈改

憲して戦争する国にかえる法案を衆院通過、それ

も数を力に。この国の行く方向が心配です」。こ

れこそが、戦争の被害を身を持って体験した被爆

者の切実な声です。受け止めなければならない声

です。 

安保法制は戦争へとすすむ道にほかなりませ

ん。今この法を看過すれば、次代を生きて行く若

い世代、子どもたちに申し開きができません。 

私は今こそ、一人ひとりが、安保法制は違憲で

あること、戦争への道には断固ノー！という声を

上げる時だと思い提訴の呼びかけ人になりまし

た。安保法制施行により、憲法に保障されている

平和の裡に生きる権利を脅かされている一人と

して、今日ここに提訴します。 

以上 
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福島や関東から京都に避難し、避難の権利と完全救済を求めて提訴している「原発賠償京都訴訟」は５８世

帯１７５人のみなさんが闘っています。１２月１４日（水）いよいよ初めての原告本人尋問が行われ、４人

の原告が証言台に立ちました。当日傍聴に参加しての感想を以下にまとめました。 

 

原発賠償京都訴訟 

１２月１４日原告本人尋問を傍聴しての感想 
２０１６年１２月１７日  

平 信行さん（南区） 

 

 １２月１４日本人尋問に応えられた原告の皆

様、お疲れ様でした。 

本人尋問の目的は言うまでもなく、避難するこ

との急迫性、正当性を一人ひとりの具体的事実に

基づいて明らかにし、公正な判決を求めていくこ

とにありますが、今回の４人の原告のみなさんの

証言は訴えられる内容がとても分りやすく、迫真

に迫るもので、傍聴席で聞く私たちの胸も深く打

つものでした。 

本人尋問通じて私が特に印象深く感じたこと

は次の４点です。 

１、原発事故発生時の、本来頼るべき行政や東京

電力からの情報がまったく信頼できるものでな

く、住民のみなさんが自らの判断と決断で行動せ

ざるを得なかった実情があらためて鮮明にされ

ました。 

ＳＰＥＥＤＩの報道を知って放射性物質の拡

散と同じ方向に逃げたことをとても悔んだこと、

第２、第３号機の爆発で死ぬことをも覚悟したこ

と等々、緊迫した状況の中で人々は正確な事態の

知らされないまま翻弄され続けたことがあらた

めて明らかにされました。市役所に問い合わせて

も「ここは茨城県だ」と突き放されたり、市の広

報車はひたすら「安全です」と連呼するだけだっ

たなどという北茨城市の実態は、当時の行政が如

何に無能で無責任であったかを如実に示す証言

でした。“棄民”に等しい対応だったのだと思い

ます。そして今も、行政も東電も対応はその延長

線上にあって大して変わらない状態であること

をいくつもの事実に基づいて示されました。 

２、困難で混乱した状況下でも、４人の原告のみ

なさんは普通の人たちよりは放射線に対する認

識を強く持ち、また「我が子を守る」鋭い感性が

あって、不安を行動に変えることができた人たち

だったのではないかと思いました。 

チェルノブイリ原発事故のことを直ちに想起

して同様の心配をした人、子どもが夏の保養プロ

グラムに参加して生気を取り戻し、その効果を知

って福島がもはや当たり前の環境ではないこと

に気付き避難を決意した人、インターネットで本

当に信用できるサイトを自ら探し出していった

人、土壌汚染だけでなく大気の汚染を知ってもは

や逃げるしかないと決意した人と。 

原告のみなさんそれぞれは、我が子、我が家族

を守るための必死の行動だったと思いますが、そ

のことが少なくない人たちに影響を与え、行動を

促し、励まし、今こうして集団提訴に至るまでの

起動力になっていることを思います。そして福島

第一原発事故被災者だけでなく、日本中の人々に

原発事故対応について多くのことを教えていま

す。 

３､家族揃った幸せな暮らしが断たれている苦悩、

様々な苦労、困難を抱えながら、また望郷の念に

もかられながら、それでも原告のみなさんは避難

生活を続け、問題の抜本的解決を求めて行動して

います。その力はやはり放射能に対する正確な認

識と家族への本当の深い愛情が源なのだと痛感

しました。 

南相馬の除染も家屋の敷地周辺だけで一歩踏

み出せば高い線量のままである、福島市内でも高

い線量箇所がいくつも存在しているなど故郷の
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放射能事情を今も正確に把握する努力が続けら

れています。放射線被ばくの影響による家族の健

康状況、症状、変化は詳細に把握され、福島県民

健康調査だけではなく独自に甲状腺検査を受診

している例なども話されました。妥協をしない、

屈しない、人として当たり前に生きる姿勢を崩さ

ない、そのための努力と継続した行動、強い意思

に私たちの方が励まされます。 

４､東電、国側代理人からの反対尋問はいくつか

特徴がありましたが、その中で、「あなたの親、

家族は避難していないではないか」あるいは「あ

なたの地域からはあなたの家族以外誰も避難し

ていないではないか」などと、避難は稀な行動な

のだと印象づけようとする尋問が共通して行な

われました。 

これに対して福島さんの述べた回答（反論）が

とても的確だったと思います。それは、（福島の

人々の間で）放射能の持つ危険性・リスクに対す

る認識の違いはある、しかしそれは放射能につい

て正しく教育されてこなかったからだ、情報も正

しく機敏に公開されることはなかった、むしろ

往々にして隠蔽され、報道も正しくされてこなか

った、今また「２０㍉Ｓｖは大丈夫」などと国家

基準が平然とダブルスタンダードにされてきて

いる、そのために人々の認識に違いが生まれ、福

島の人々はバラバラにされてきているのだ、とい

うものでした。本質を鋭く突いた、国や東電の責

任をこそ厳しく指弾する証言だったと思います。 

 

東電や国の反対尋問は被害額の算定や細かい

事実認定に終始した内容が多かったように思い

ます。それもあまりしつこく問いつめるようなも

のではありませんでした。私の勝手な憶測ですが、

最終準備書面でどう書くかを想定しながら、その

材料を探しながら質問しているような印象でし

た。 

 

原発賠償訴訟を勝利していくためには、極めて

当たり前のことですが、放射能による被ばくの危

険性と実態、避難の必要性と正当性を、一人でも

多くの人々が正しく理解していくことが不可欠

の要件になってくると思います。人々の間に生じ

ている認識の違い、認識の差は国や東電の不当な

対応と行為によってもたらされているものです

が、それを私たち自身の力によって取り戻してい

かなければならない。その努力を私たちは惜しむ

わけにはいかないのだと思います。 

そのためには、一般論だけではなく、現に避難

して闘っているみなさんの実際の姿、具体的な実

例こそが本当に力になると思います。事故発生当

時、無策、無責任な対応によって人々は如何に放

射性物質の下に晒されてきたのか、自らの意志と

決意で避難するに至った状況と理由は何だった

のか、今も避難を続けなければならない被災地の

状況は本当はどれほど深刻なものであるのか

等々を原告のみなさん一人ひとりの思いと実例

で明らかにし、幅広い人たちと共有していくこと

が、これからも一層望まれると思います。

形はどのようなものであれ。 

もちろん個人情報などプライバシーの

保護には十二分に配慮し、ご本人の同意の

上で行なわれるようにすることは言うま

でもありません。 

東京オリンピックの看板を押し立てて、

その陰で深刻な放射能汚染、被害の実態を

覆い隠し、抑圧しようとしているのが被災

地の現状でしょう。この状況を転換し、被

災者の完全救済の展望を切り開く２０１

７年にしていきたいと思います。 

以上 

 １２月７日期日後の報告集会で決意表明する原告のみなさん 
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昨年の１１月から私たち「被爆２世・３世の会」も協力を始めたヒバクシャ・ピースマスクプロジェ

クト。このほどこれまでの進捗状況の報告書を寄せていただきました。以下に紹介します。 

 

 

 

モデル、支援者の皆様へ        

２０１６年１２月吉日 

 

ヒバクシャ・ピースマスクプロジェクト活動報告書 
 

 この度は私たちのプロジェクトにご理解、ご支

援をいただき、誠にありがとうございました。遅

くなりましたが、現時点でのヒバクシャ・ピース

マスクプロジェクトの進捗状況についてのご報

告をしたいと思います。 

 

 ７月、８月の長崎、広島を始め、各地でワーク

ショップを行ってきたことは Ready Forのプロジ

ェクトページでもご報告してまいりましたが、当

初の８月中に１００人の石膏マスクをつくると

いう計画は、モデルの確保が難しく、まだ予定数

に達していないことをご報告しなければなりま

せん。 

 

 １２月１日現在で９１人の被爆者、被爆二世、

三世、四世の石膏マスクができあがっております。

そして下は９歳から上は９１歳と、私たちのプロ

ジェクトがかかげる平和を願う心を次世代に伝

えたいとの

主旨にかな

った幅広い

年齢の方々

にモデルと

してご参加

いただけた

ことを本当

に嬉しく思

っています。 

 

７月の長

崎でのワー

クショップは、北村西望氏による平和祈念像の文

字通りお膝元にある長崎原爆被災者協議会の一

室で行われました。最初のモデルＴさんは入って

こられるなり、「きれかね〜」の第一声。会場に

展示したピースマスクをご覧になっての感想で

した。被爆者の方々の被爆体験をうかがうのは大

変貴重なこととはいえ、しばしばその重みに気持

ちが塞がれてしまいがちになるものですが、終始

笑顔を絶やさず朗らかなＴさんとの出会いは、初

日の緊張をすっかり解きほぐしてくれました。

「生きることにおいて大切なのはネットワーク、

フットワーク、ティームワークです。」と励まし

の言葉もいただきました。滞在先のホテルから小

さい路面電車で会場まで通うのも楽しみの一つ

でした。そこがアジアの一角であることを常に感

じさせてくれる街の色どり、天主堂の鐘の音、長

崎弁の響き、優しいモデルの方々、スタッフもす

っかり長崎が好きになりました。 

 

長崎から広島の浄土宗の寺院、妙慶院に場所を

移し、広島の被爆二世、三世の会の方、新聞社の

力もお借りしてモデルを募りました。連日被爆者、

被爆二世、三世、四世の方々がお越しくださり、

２期にわたるワークショップで３９人の石膏マ

スクができました。ご家族で、ご夫婦で、母娘孫

の三世代にわたって、モデルの参加形態も多様で

した。取材に来られた記者が被爆三世だったり、

乗ったタクシーの運転手が被爆二世だったり、ホ

テルのテレビで原爆をとりあげる報道番組が流

れたり、広島ではいかに原爆が身近かであるかと

いうことを肌で感じる滞在となりました。 
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５月のオバマ大統領の訪問以来、内外の来訪者

の増えた平和公園周辺は連日おおにぎわいでし

た。広島カープの快進撃もあって街はただならぬ

活気にあふれているようでした。 

 

 ８月は京都と横浜で静かにワークショップの

時を持ち、被爆地とはまた違ったモデルの方々の

表情に出会いました。自分たちの世代では原爆を

あまり意識なく生活をしており、自分はたまたま

被爆三世であるのでそういった機会があるだけ

という認識だと語られた３０代の男性の言葉が

印象的でした。また、地元で行われた広島の原爆

記念日の集会に参加した後、車で２時間かけて三

世代で駆けつけてくださったご家族もありまし

た。 

 

 ９月は岡山の被爆ピアノコンサートでピース

マスクを展示させていただく機会を得、その足で

四国、坂出市にわたり、胎内被爆者であるピアニ

ストのＹさんのご尽力によりワークショップが

行われました。会場はステンドグラスの美しいカ

トリック教会。１９２４年生まれの男性と女性の

被爆者の方々を含むモデルの方々にご参加いた

だきました。９１歳のＮさんはとてもチャーミン

グな女性で、他の被爆者の方と被爆した時のそれ

ぞれの状況についてやりとりしながら、平和な今

のありがたさをしみじみと話しておられました。 

 

 １０月は韓国へ。 

京都のモデルの方のつてをたどり、韓国の広島

と呼ばれる慶尚南道のハプチョンにある、ハプチ

ョン平和の家のご協力でワークショップが実現

しました。首都ソウルからバスで４時間半、はる

か昔伽耶と呼ばれた、黄江のほとりの小さな町で、

当時広島で暮らし被爆後郷里に引き上げた方々

が多く住まわれている場所です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は全盲の被爆二世、重度の身体障害者の被

爆三世の方々もモデルになってくださいました。

昼すぎに到着するスタッフを朝から待っていた

にもかかわらず、どなたも私たちがお願いするこ

とを嫌な顔一つせずに聞いてくださり、石膏の型

取りの時間も辛抱強くご協力くださいました。そ

して最後の石膏マスク取りを終えた私たちを平

和の家の名誉会長さんが手ずからの夕餉で労っ

てくださいました。 

 

 月がかわって１１月には兵庫県加古川市でお

二人の方がモデルになってくださいました。残る

９人分のマスクは慎重にモデルをさがしながら、

近いうちに１００人分達成を目指しています。少

しずつ和紙のマスクの制作も開始しております

が、金明姫のアトリエのある福井県高浜町や京都

で、有志を募り和紙マスクの制作にとりかかる予

定です。和紙のマスクは各地でつくった石膏の型

をもとに福井県今立町の手すきの越前和紙を使

用して一つ一つ丁寧に仕上げていきます。もう一

つの大きな課題は１００個のヒバクシャ・ピース

マスクを展示する会場を見つけることです。今後

和紙マスクの制作と共に、進めていきたいと思っ

ています。 

 

長崎のＴさんにならって、ネットワーク、フッ
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トワーク、ティームワークを駆使し、ピースマス

クプロジェクトは１００個のピースマスクの展

示を目指して今後も活動してまいります。皆様の

暖かいご支援あってこそ、上記の活動が可能にな

りました。この度は私たちの小さなプロジェクト

に心を寄せていただき、本当にありがとうござい

ました。どうか今後とも、ピースマスクプロジェ

クトの行方をお見守りくださいますよう、よろし

くお願い致します。 

 

感謝のうちに 

ピースマスクプロジェクトティーム一同 

 

 

 

韓国平和視察 
池田 灯さん（南区） 

 

 京都民医連の平和事業の一環として、１１月１

１日～１３日の日程で韓国平和視察へ参加して

きました。私にとっては初めての海外であり、期

待よりも不安の方が大きかったのですが、日程を

終えてみると非常に有意義な時間を過ごせたの

ではないかと思っています。 

 日程としましては、初日は昼過ぎに韓国到着後、

韓国にありますグリーン病院の施設見学、職員の

方との交流会がありました。民医連のように低所

得の方に対しても平等に医療を受けられるよう

に頑張っておられる組織で、お互いの日常の医療

活動について少しですが意見交換を行いました。

交流会では身振り手振りぎごちない英語を交え

たコミュニケーションでしたが、美味しいプルコ

ギを頂きながら楽しい時間を過ごすことができ

ました。 

 二日目以降は旧日本軍によって強制的に連

れ去られた元従軍慰安婦の方が共同生活をお

くるナムヌの家、日本によって占領されてい

た時期に行われた独立運動に関わる施設、公

園等の見学に行ってきました。全ての見学場

所についてそれぞれ感想はあるのですが、全

体を通して私が感じたことはまだまだ日本と

韓国の間には歴史認識について距離がある、

ということでした。物理的な距離でこそ飛行

機で約２時間半という非常に近い距離ではあり

ますが、日本の歴史教育、歴史を展示する博物館

等の施設では見られない(意図的に見せないよう

にしているのかもしれませんが・・・)展示物、

歴史的事実が多数見受けられることから、日本が

先の韓国併合の歴史認識を改めない限り、この心

の距離が縮まることは非常に困難であると残念

ながら感じました。 

 「楽しかった」という思いは正直なところあま

り無く、むしろ「考えさせられた」ことがたくさ

んあった視察だったと振り返れば思います。私が

大学時代に少しながら学んでいた義務教育、高等

教育とは異なる視点からの歴史が間違った方向

には向いていなかったということを再認識でき

た視察でもありました。

京都民医連平和塾の一行 
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カープ優勝パレードを見た！満足！！ 

米重節男さん（向日市） 

 

プロ野球広島カープ優勝パレードが、１１月５

日に広島市の平和大通りでありました。前回は初

優勝した１９７５年でしたから、４１年ぶりのイ

ベントです。次にある時は、歳から考えると無理

かもしれんということもあって、広島に見に行き

ました。残念ながら日本一にはなれませんでした

が、久々のリーグ優勝ですから、カープと同い年

のファンとしては見ずにはおられません。マツダ

スタジアムでの優勝報告会も申込んだものの、こ

ちらは抽選がはずれでダメでした。 

息子夫婦と一緒に朝８時半に広島駅に着くと、

スタジアムの入口前には赤いカープユニホーム

を着たファンがずらっと並んで、入場を待ってい

ました。報告会は午後からですが、席が自由席の

ため良い場所に座ろうと、何時間も前から並んで

いるようです。広電の電車乗り場に行くと、ここ

も長い行列ができています。これでは大変と、Ｊ

Ｒで横川駅まで行き、そこから市内電車でパレー

ド会場に行くことに変更。横川駅では行列はある

ものの短く、２回目の電車に乗ることができまし

た。江波行きの電車内は超満員で、パレードを見

に行く人ばかりです。赤のユニフォームを着た人、

応援グッズを手にした人で一杯です。土橋電停で、

運転士がパレードはここで降りてとアナウンス。 

 そこから平和大通りに向かって歩くと、パレー

ドを見る人が大勢歩いています。花電車も走って

います。平和大通りの交差点につくとすでに道路

の両側は見物の人で一杯です。一面赤い服で埋ま

っています。事前にどこが良いか弟に聞くと、ど

こも人で一杯になるので、パレードが終わったあ

との比治山のトンネルの所が穴場だろうとのこ

と。しかし、それでは遅い時間になるので出発点

に近い方が良いと判断して、天満橋の東端上流側

に陣取りました。それでもコース沿道は一杯の人

です。待つこと１時間半。１０時３０分にパレー

ドが出発したと放送があると、観衆から一斉に拍

手が鳴り響き、カープ応援歌が沸き上がります。

周辺の高層住宅のベランダから、ビルの屋上から

も顔を出して見ています。工事中の建物からは、

作業を中止してカメラを据え付け撮影する人も。 

 時速５ｋｍで紅白のオープンカー４台と真っ

赤なオープンバス５台、ラッピングバス１台に分

乗したカープの選手、球団の職員や関係者一行が

近づいてくると、最高潮です。目の前を通りすぎ

て平和公園の方に行きます。その間３分です。 

それにしても３１万人超の人がパレードを見

ようと集まったのですから、その熱狂的な姿には

圧倒されます。デパートや商店街は感謝セール。

カープグッズコーナーもあちこちに店開き。赤の

ユニフォームはいくらかと見ると１着８０００

円。それも品切れ。もっと高いのもいっぱいあり

ます。パレードを見ていた人の内、８割くらいの

人が着ていたのからすると、衣類だけでも２０億

花電車も走った 

車上から手を振る選手たち 
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円位を売り上げた勘定です。あるデパートは、一

年の内で一番売上高の多い日は正月初売り日だ

が、今年は優勝セールでその何倍も売れたとか。

広島での経済効果の大きさを実感しました。 

 

この勢いで、来年こそは日本一になってという

のはカープファンの願いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

■人間なき復興  山下祐介・市村高志・佐藤彰彦／著 

■日本の現場 地方紙で読む２０１６  早稲田大学ジャーナリズム研究所／編 

 花田達朗・高田昌幸／著

福島から避難

してきた「子ど

も」へのいじめ

が表面化したが、

これは子供の問

題ではなく、い

じめをしたとい

われる「親」の

言動が問題では

ないか。一つの

言葉が、その人

の立場によって、

どれだけ「意味」

の違うことにな

るのかが、指摘

されている本で

ある。福島第一原発事故からの避難者の立場、と

いうか当事者が体験したことが書かれている。

「賠償金・補償金」が、補償・賠償にすらならな

い、ということが述べられている。「復興」とい

う言葉でも、地震等自然災害からの「復興」と，

福島原発事故からの「復興」、では随分と意味が

違うということをこの本は指摘している。福島の

復興をうたい、工場を誘致し生活を保証する・除

染を進め「帰還」を促す。でもこれは、あくまで

「理工学的復興」であって「社会科学的復興」で

はない、という指摘。働くところはあっても「生

活全般」を支えてくれる社会はない。築かれてき

た「社会・ふるさと」が復興されないかぎり、本

当の復興はない、という訴え。題名が示す通り今

押し進められているのは、「中央＝東京」から見

ての「復興」で、当事者の立場に立った「復興」

ではない。悪意に満ちた「誤解」ではなく、知ら

ぬことから生じる「誤解」からくる「避難者」に

対する、国民の「不理解」からくる当事者の体験

も記載されている。でもこの「誤解」はどこから 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

パレードバスの車列を見送る 

明石書店 
２２００円＋税 
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発生するのか？中央＝東京的視点から発想・考え

られるから起こるのではないか。もう一度「福島

原発避難者」からの視点で現状を考える必要があ

るのではないか。 

 

そんな中央からの発信に対して、「地方からの

視点」で、書かれた新聞記事を集めたのが「日本

の現状」である。ある新聞に「アメリカでトラン

プが大統領に選ばれたのは地方新聞の衰退が一

つの要因である」と書かれていた。日本の地方新

聞はどうなのだろうか。ここにはその土地と結び

ついた記者でないと書けない内容が紹介されて

いる。戦後７１年、という時代であったためか「戦

争経験」を特集した内容が多い。戦後殆ど自分の

経験してきた戦争体験を話さなかった人が、「安

保法制」の成立を知り、このままでは「再び日本

が戦争に巻き込まれる」と危機感をもち、話し始

めたこと・自分の地域が高齢化し、いつか無くな

るのではという危機感から「村おこし」に立ち上

がった青年の取り

組み等、地方紙だか

ら取り上げること

ができた連載記事。

しかし地元の事だ

けでなく北海道の

新聞社が「沖縄の基

地」問題をとりあげ

ているし、京都新聞

では「福島から避難」

してきた人たちの

生の声を特集して

いる。いずれにして

もここには「当事者」

の「生」の声が、そのまま掲載されており、今の

日本の現実が反映されている。まだまだそういっ

た点では、日本の「地方紙（ごめんなさい）」は、

捨てたものではない、と感じさせられる一冊です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早稲田大学出版部 
２０００円＋税 

被爆者とともに核兵器「違法化」へ新しい年のスタート！ 

清水寺 ２０１７年新春６・９行動 
京都の核兵器廃絶運動のスタートは「清水寺」６・９行動から始まります。 

京教組女性部の清水寺での６・９行動は４７年目に入り、間もなく１，２００回を迎えます。

この京教組女性部の行動に合流し、「ヒバクシャの訴える国際署名」を新たな決意をもってとり

くみましょう。 

日時 １月６日（金） 

  １月９日（月・休日） 

  ２月９日（木）１，２００回記念 

  時間はいずれも午後２時～３時 

場所 清水寺門前 
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■加百さんの陳述書に勇気をいただきました！ 

谷口公洋さん（城陽市） 

加百智津子さんの陳述書を読みました。御両親

の思いや無念を、しっかり受け継いで活動してお

られる文章に勇気を頂きました。 

私もまた出来るだけのことをしていきたいと、

決意を新たにしています。 

加百さんの文章は、私の知人や友人達にも広げ

て、多くの人に読んでもらおうと考えています。 

 

■加百さんの陳述書に感銘 

米重節男さん（向日市） 

岡山被爆２世３世の会の加百さんの意見陳述

書を読みました。 

ご自身と両親の体験をもとに、戦争を許さない

という強い気持ちが伝わってくる内容で、大変感

銘深く読みました。 

お母さんの被爆とその後のつらい体験、お父さ

んの職業軍人だったことから貫かれた生きざま、

加百さん本人の２世としての体験、いずれも再び

戦争をさせないという魂の叫びだと思います。 

ところで、この中にある加百さんのお母さんが

被爆した小網町というのを見て、添付写真を付け

ました。これは、小網町の原爆死没者の慰霊碑で

す。広島市の平和大通り天満橋の東口、上流側の

緑地内に設置されています。裏の記名によると再

建されたとありました。１１月５日にあった広島

カープ優勝パレードを見に行った折に、たまたま

見つけたものです。私は、ここでパレードを見て

いました。 

 

■厚労大臣と被爆者代表との定期協議を傍聴 

平 信行さん（南区） 

１２月１２日（月）原爆症認定訴訟に関わる厚

労大臣と日本被団協・被爆者原告団・弁護団との

定期協議が厚労省会議室で開催され傍聴参加し

てきました。この３年間で見ても原爆症認定申請

に対して１，７００件からの却下処分がされてい

ます。しかし被爆者が裁判に訴えると９０％以上

認定される。行政処分と司法判断とのこのかい離

は何なのかという追及に対して塩﨑厚労大臣の

回答は、「行政は限られた時間の中で処分してお

り見落としもあるが、裁判は何年もかかって慎重

に審理されるので、裁判の中で新しい事情の発見

があって認定されるため」。要するに大臣の回答

は、行政の仕事は雑だが、裁判は丁寧なので認定

されることが多い、ということです。この回答を

聞いた時私は、マジに、この大臣頭の中腐ってる、

と思いました。 

尚、裁判は誰でも容易にできるものではありま

せん。行政で却下された人の内裁判に訴えること

のできた人は１割にも満たないのです。裁判でき

る人は最終的に原爆症認定されるけど、裁判でき

ない人は泣き寝入りするしかない。こんな不公

正・不正義な行政がまかり通っているのです。

 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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■被爆２世訴訟 ２月にも提訴 広島・長崎両地裁に 

被爆２世に対する国の援護が不十分として、全国被爆二世団体連絡協議会が準備している集団訴訟

で、弁護団は来年２月にも広島、長崎の両地裁へ提訴する方針を決めた。原告は広島、長崎の被爆２

世各２０人程度となる見通し。 

同協議会は、被爆者援護法の２世への適用などを国に求めてきたが、実現の見通しは立っていない。

弁護団長の在間秀和弁護士は「国は必要な法的措置を怠っている」と主張。国に損害賠償を求める形

で２世への援護拡大を迫るという。 

同協議会はことし２月の総会で、集団訴訟に初めて取り組む方針を決め、学習会を重ねている。弁

護団は今月６日に長崎市で会議を開き、訴訟に向けた日程や流れを確認した。 

【２０１６年１２月９日 中國新聞】 

■原爆ドームにイルミネーション、あり？  

被爆者ら疑問視 

原爆ドームと厳島神社が７日、世界遺産登録から２０年を迎える

のを記念し、広島市などが多彩なイベントを企画している。節目の 

年に観光客を招き、価値を見つめ直してもらう狙いだが慰霊の地を観光地化 

することに疑問の声も上がる。「観光」と「慰霊」の両立のあり方が改めて問われている。 

 原爆ドーム周辺では「平和の光・イルミネーション」と銘打ち、７日から来年２月５日まで、木々

に青色ＬＥＤライト約５万球を取り付けたイルミネーションを点灯する。市は「優しく語りかけるよ

うな光の演出で平和のメッセージを世界に届ける」としている。 

 原爆ドームは、登録１０年の時も照明を増設。原爆死没者慰霊碑と広島平和記念資料館を結ぶ通路

にろうそくを並べた。資料館などで「原子力平和利用博覧会」が開かれた１９５６年５月には、原爆

ドーム自体に電球を飾り、ライトアップしたこともあった。 

 だが、県原爆被害者団体協議会（佐久間邦彦理事長）には今回、原爆ドームを「観光地」として発

信することに、疑問の声が寄せられた。市に内容を確認したところ、「鎮魂の場にふさわしい明かり

にした」と説明を受けたという。 

 佐久間理事長（７２）は「歓迎する人もいれば違和感を覚える人もいる」と指摘。個人の見解とし

たうえで「鎮魂の場をイルミネーションで飾るのには疑問がある。ただ『きれいだな』で終わらせず、 

原爆で亡くなった人たちに思いをはせられるようなものに

してほしい」と語った。 

 松井一実市長は先月２５日の会見で、原爆ドームとその周

辺の環境整備は「永遠の課題」と説明。「犠牲者の慰霊の気

持ちと平和のたたずまいをしっかり伝えると同時に、訪れる

人がにぎわいを感じられるよう調和をする」とし、「観光」

と「慰霊」の接点を慎重に探り続けると述べた。 

【２０１６年１２月１４日 朝日新聞】 
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▼京都「被爆２世・３世の会」

会報が創刊５０号を迎えま

した。２０１２年１０月の

「会」結成を翌月１１月の第１

号でお知らせして以降、毎月欠かせず発行

を続けてくることができました。途中毎月発行が

途切れそうになった時も少しありましたが、続け

ること自体にも意味を持たせて頑張ってこれま

した。何よりも我が「会」には投稿していただけ

る方がたくさんいる、その強みをとても心強く感

じています。１０月２６日に私たちのホームペー

ジを立ち上げましたが、そのコンテンツでも積み

上げてきた毎月の会報が重要な役割を果たして

います。新しい年２０１７年から、さらに役立つ、

さらに読みやすい、さらに親しみやすい会報をめ

ざしていきましょう。特に「親しみやすさ」の鍵

は、漫画とクイズではないかと思っています。是

非“描ける”方をご紹介下さい。▼１１月２７日

の学習講演会「福島の被曝、そして広島・長崎の

被爆と重ね合わさるもの」は私たちの「会」始ま

って以来の６５人もの参加者で充実した企画に

なりました。今講演とトークを文字起こしして多

くのみなさんに読んでいただけるものを作成準

備中です。原発事故被災対策、放射能被害対策を

一緒に考える貴重な報告書として普及、活用して

いきたいと思います。 

▼みなさん、ほんとうに、ほんとうに良いお年を

（平） 

■１年後めど 解析終了 放影研の被爆２世健診 

放射線影響研究所（広島市南区、放影研）が被爆２世の健康影響を調べるために設置した第三者委

員会「被爆二世臨床調査科学倫理委員会」が２９日、第６回会合を同研究所で開いた。２０１０年１

１月～１５年１０月に実施した健診の結果について、約１年後をめどに解析を終える方針を決めた。 

放影研によると、健診は計１万３０４人が応じた。健診時の平均年齢は５６・８歳。これまでの解

析では、高血圧の有病率が男性約４８％、女性約３２％となり、０２～０６年の前回（男性約３４％、

女性約２０％）に比べていずれも増加したことが判明したという。 

現段階では、日本人の平均値とほぼ同じ値というが、結核予防会顧問の島尾忠男委員長は非公開の

会合後の記者会見で「親の被爆による影響なのかを約１年かけて解析し、結果を報告したい」と述べ

た。高ＬＤＬコレステロール血症、糖尿病の有病率の集計なども並行して進める。 

また、放影研の移転問題で、市が中区の施設への入居案をまとめたことについて、丹羽太貫理事長

は記者団に「移転で研究機能を維持できるかどうかなどを真剣に検討したい」と話した。 

【２０１６年１１月３０日 中國新聞】 

■被団協新聞（２０１６年１２月６日付）への投稿記事から 

「被団協」新聞で全国被爆者二世の会の特集をお願いしたいです。摂津市の「原子爆弾被爆者二世の

医療費助成」が見直しになり、対象が１１月１日から市町村民税非課税世帯となりました。 

（大阪・４３歳・男） 



京都「被爆２世・３世の会」会報№５０    ２０１６年１２月２５日 

２２ 
 

２０１７年 行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

１ １ 日 元日 

 2 月 振替休日 

 ３ 火  

 

 

４ 水  

 ５ 木  

 ６ 金 新春６・９行動（14 時・清水寺）                 キンカン行動 

 ７ 土 七草 

 ８ 日  

 ９ 月 
成人の日 

新春６・９行動（１４時・清水寺） 

 １０ 火  

 １１ 水 ノ―モア・ヒバクシャ訴訟報告集会（14 時３０分・奈良県教育会館） 

 １２ 木  

 １３ 金 原発賠償京都訴訟（９時３５分集合・京都地裁）           キンカン行動 

 １４ 土 米軍くるな福知山市民集会（13 時３０分・府立中丹勤労者福祉会館） 

 １５ 日 
映画「小さき声のカノン」上映会（１１時、１３時３０分・教育文化センター） 

都道府県対抗女子駅伝 

 １６ 月 映画「小さき声のカノン」上映会（１４時、１９時・教育文化センター） 

 １７ 火 
京都「被爆２世・３世の会」例会（18 時３０分・ラボール京都） 

阪神・淡路大震災発生の日（１９９５年） 

 １８ 水  

 １９ 木 戦争法廃止・毎月１９日行動の日 

 ２０ 金 キンカン行動 

 ２１ 土 初弘法 

 ２２ 日  

 ２３ 月  

 ２４ 火  

 ２５ 水  

 ２６ 木 講演とシンポ「相模原殺傷事件から半年」（13 時３０分・立命平和ミュージアム） 

 ２７ 金 原発賠償京都訴訟（９時３５分集合・京都地裁）           キンカン行動 

 ２８ 土 関西原水協学校（１３時２５分・ホテルアジ―ル奈良アネックス） 

 ２９ 日 関西原水協学校（１０時・ホテルアジ―ル奈良アネックス） 

 ３０ 月  

 ３１ 火  

 

 

 


