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京都「被爆２世・３世の会」 

 

 

 

 

 

１部 年次総会議案の討論と決定 １３：３０～１４：３０ 

 ２０１６年度の活動のまとめ、２０１７年度の活動方針を話し合い、決めていきます。 

 会員のみなさんの思いを出し合い、交流も深めましょう。 

 総会の議案は別途お送りします。会員のみなさんの総会ご出欠のご連絡をお願いいたします。 

２部 学習記念講演 １４：３０～１６：３０ 

虚構の「放射能安全基準」を斬る！ 

福島甲状腺がんの原因は原発事故だ！ 

講師 宗川吉汪（そうかわよしひろ）先生 

京都工芸繊維大学名誉教授／日本科学者会議京都支部代表幹事 

 

■原因究明も事故収束も終わらないまま、不完全な除染、依然として高い空間線量、汚染水の流失、放射線廃

棄物の放置・積み上げ・・・でも進められる福島の（強制）帰還促進。そのために作られたのが年間線量２０

㍉㏜を基準とする虚像の安全論です。本当にそうなのか？実際はどうなのか？多発している小児甲状腺がんの

実態から福島の現実に迫る学習講演を行ないます。 

 

★京都「被爆２世・３世の会」の総会・記念講演はオープン企画です。会員外のみなさんにも

広くお知らせ、ご案内下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都「被爆２世・３世の会」 

２０１７年度年次総会 
■日時 ２０１７年４月２２日（土）１３：３０～１６：３０ 

■会場 ラボール京都（京都労働者総合会館）４階 第１会議室 

お知らせ（再掲） 

２０１７年度年会費お支払いのお願い 
京都「被爆２世・３世の会」の会計年度は４月１日～３月３１日です。 

２０１７年度会費のお支払いをお願いします。年会費は２，０００円です。 

 振込でお支払いいただく場合は以下にお願いします。 

ゆうちょ銀行 記号０１０７０－６ 番号４７８７０ 加入者名 京都原水爆被災者懇談会 

通信欄に「２世・３世の会」会費とご記入下さい。 

 ４月２２日年次総会の場でも受領いたします。 

 複数年のお支払いもしていただけます。 

 年会費とは別に活動援助金（カンパ）のご協力もお願いしています。 



京都「被爆２世・３世の会」会報№５３   ２０１７年３月２５日 

3 
 

２０１７年３月１６日例会で話されたみなさんの近況報告 

「みなさんからのお便り紹介」に代えて 
 

 

■京都市議会での代表質問より 

井坂博文さん（北区） 

２月２８日の市議会で代表質問しました。その中

で原発の問題、原子力防災対策の問題、「ヒバクシヤ

の訴える核兵器廃絶国際署名」のことについて、質

疑応答した内容の要旨を紹介します。 

▼原発再稼働の問題について 

質問市長は「原子力規制委員会の安全基準を満たせ

ば、再稼働はやむを得ない」とするのか？市民の安

全を最優先するならば、再稼働に反対の立場を表明

するよう強く求める。 

答弁(危機管理監)やむを得ず再稼働する場合には、

世界最高水準とされる新規制基準を厳格に適用する

よう国に求めている。 

▼福島からの避難者への住宅無償提供について 

質問昨年１１月市議会で全会派一致で採択された

意見書のように、国の制度として無償提供を継続す

るよう国と東電に求めるとともに、京都市としても

無償提供を継続するよう強く求める。 

答弁（危機管理監）避難者への戸別訪問で意向を確

認し、現在の住居に住み続けることを希望する方に

は、順次、所得に応じた低廉な家賃で正式に入居し

ていただく。 

井坂さんのコメント仮に京都市が現状の無償提供

を続けるとして年間に要する費用は１５００万円で

す。十分に継続していける範囲だと思います。 

▼原子力防災対策について 

質問兵庫県篠山市の原子力災害対策と全住民を対

象とした安定ヨウ素剤配布のとりくみを視察してき

た。篠山市では原子力災害対策検討委員会が立ち上

げられ市長と市民に対する提言がまとめられた。提

言の基本的考え方は憲法１３条、２５条に規定され

た人格権を守る精神に則っていることだ。そして、

原子力規制委員会が提言する「段階的避難」ではな

く、３０㌔圏外の篠山市であっても「みんなとっと

と逃げる」早期避難を最優先にしている。その上で

全市民を対象にした安定ヨウ素剤の事前配布を方針

とし、平成２７年と２８年の２年間で全人口の２

９％、３歳以上１３歳未満の子どもには７３％の配

布実績となっている。市の広報誌での徹底、各自治

会やＰＴＡ会議での学習会、研修会も積み重ねての

実践だ。市の職員は「国がどういう指針であっても、

県に避難計画がなくても、市自ら住民のいのちと安

全を守るためにやっている」と明言されている。こ

の篠山市の対策と市長の理念、職員の姿勢を、京都

市長はどう受け止めるのか？ 

答弁（危機管理監）京都市はＵＰＺ地域内（原子力

施設から３０㌔圏内の防災対策をとる範囲、京都市

では左京区久多地域など）での災害対策訓練を実施

しており、今後も防災対策のとりくみにしっかりと

取り組む。 

井坂さんのコメント京都市の答弁はとても抽象的

なものでした。現在京都市は様々な災害を網羅した

防災計画のパンフレットを発行していますが、その

中でも原子力災害に対する対策はお粗末、ひどいも

のです。別の議員からパンフレットの作り直しを求

めましたが、それに対しても「必要ない」と答弁し

ました。 

▼「ヒバクシャ国際署名」の京都市でのとりくみに

ついて 
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質問「ヒバクシャ国際署名」について門川市長も署

名されたことには被爆２世として歓迎する。この署

名運動を成功させるために、市の広報誌でよびかけ

る、市の施設に署名用紙を置くなど広く市民に呼び

かけたとりくみを求める。 

答弁（総合企画局長）市民や団体の活動は、自主的

に行われるからこそ共感を得るものだ。主体的な活

動が基本だ。 

井坂さんのコメントこの問題、これからも粘り強く

とりくんでいきます。 

 

■３・１ビキニデーに参加 

米重節男さん（向日市） 

３．１ビキニデーに参加してきました。今回は前

日の国際交流会議も含めて２泊３日の参加でした。

期間中、静岡県の２世の人からよびかけがあって「２

世交流会」も行い、８人の参加でした。東京の被爆

２世の山田みどりさんが描かれた絵本の朗読なども

あり、交流を深めました。５月２０日～２１日の広

島市での交流会の紹介と案内もしました。 

ビキニデーの全体については別稿でレポートして

いますので読んで下さい。 

 

■長岡京市でも３．１１集会 

石角敏明さん（長岡京市） 

３．１１は長岡京市でも独自の集会を持ち１００

人からの参加がありました。 

日本被団協の「全国被爆二世実態調査」アンケー

トですが、私たちの小さいころからの健康状況（例

えば慢性的な鼻血とか、化膿とか）をきちんと回答

する欄がなくて、記入しにくかったです。 

 

■４月からも非常勤で高校教員 

鳥羽洋子さん（茨木市） 

今月末で高校教員の再任用期間が終わります。今

後どうしようかと思っていましたが、学校ではまだ

社会科の教員が足りないということなので、４月か

らは引き続き非常勤で勤めることにしました。私が

担当しているのは政治、経済の現代社会です。１８

歳選挙権のことがあったので、そのことについて生

徒同士が討論したり、生徒が各政党の調査をするな

どとりくんできました。生徒たちが少しでも賢くな

って、世の中のことが見抜けるようになっていけれ

ばと思いながら。中には積極的に興味や関心を持ち

出す生徒たちも何人かはいて、私ももう少し頑張っ

てやってみることはあるかなと思っています。 

 

■東北の被災地を訪問してきます！ 

奥田美智子さん（左京区） 

来週、娘と２人で３泊４日で仙台へ行って、石巻、

女川も回ってきます。私は３度目の被災地訪問です

が、娘は一度も被災地を見ていないので、一度は見

ておいて欲しいと思って一緒に行きます。現地では

ＪＲ東日本のやっている復興ビューバスを利用しま

す。被災地をめぐりながら、地元のボランティアの

人が案内されます。このバスは今月で終了なので最

後の利用者ということになります。 

 

■福島の今を伝える写真展 

滝本健さん（吹田市） 

大阪の明星高校の先生から急遽福島の写真展をや

りたいと要請があって、３月１１日に開催してきま

した。生徒会がよく手伝ってくれて、生徒たちが福

島の現状を伝える写真を熱心にみてくれました。 

伏見区向島の文教大学のサテライトでは３月５日

の講演会と一週間かけた写真展が行われました。講

演会は福島から京都へ避難している人たちによる

「ぶっちゃけトーク」でとても良かったです。 

 

■今年は『資本論』第一巻が世に出て１５０年 

石田信己さん（左京区） 

先月（２月）は親書３冊を読みました。一つは柳

美里の『人生にはやらなくていいことがある』。なか
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なかユニークな本でした。二つ目は小島英俊と山崎

耕一郎の『漱石と「資本論」』。夏目漱石はロンドン

留学中『資本論』英語版第一巻を手に入れているが

読み切れていないようです。三冊目は平野貞夫の『野

党協力の深層』。なか

なか面白かったです。 

今『トルコ現代史』

に挑戦中です。今年

は『資本論』第一巻

が世に出て１５０年

です。『資本論』につ

いて特集した本が手

許に２冊あって、こ

の３冊を今年中に読

み切りたいと思って

います。 

 

■国の原子力災害対策指針に重大な変化！ 

守田敏也さん（左京区） 

▼今日東京から帰ってきたところで、昨日（３月１

５日）肥田舜太郎先生のお見舞いに行ってきました。

（肥田先生は３月２０日逝去されました。） 

▼その前３月１２日には岡山県の和気町に講演に行

って、その夜は三田先生と会っていろいろ話してき

ました。この間避難者のみなさんの記憶障害がすご

く進行しているような気がして心配している、とい

う話でした。 

▼原発事故防災対策についてこの間、国の方針が明

確に変わってきました。これまでの原子力災害対策

指針では「３０㌔圏内までが場合によっては避難す

る」ことになっていましたが、今度から「５㌔以遠

はむやみに避難してはならない。屋内退避を基本と

する」ということです。理由は福島では避難して亡

くなった人が多かったからだ、とされています。本

当は準備も何もないまま緊急避難させたからたくさ

んの犠牲者が出たのであって、そうした事実には目

をつむってあたかも避難自体に問題があるかのよう

な言い方です。この問題は東芝の経営破綻も関係し

ていると思います。東芝のために輸出は思うように

できなくなっています。そのため原発固執勢力は再

稼働に躍起になっていますが、避難計画策定の課題

がものすごいネックになっています。そもそも３０

㌔圏内の避難計画を作るのは無理。そこで思い切っ

てハードルを下げるために、屋内退避を基本にしよ

うとしている。私たちはこのとこもしっかりと批判

していかなければならないと思います。 

▼３月３０日から４月５日まで４回目のトルコ訪問

をしてきます。トルコの反原発ドキュメンタリー映

画に登場したり、グリーンピーストルコの集会でお

話しするのが目的です。 

▼脱原発の新しいとりくみとして、今年中にすべて

のお寺にアンケートをよびかけようと計画を検討し

ています。原発事故が発生した場合、お寺のみなさ

んは避難についてどう考えているのかを投げかける

のです。お寺というのは、ご本尊やお墓や、檀家の

みなさん等々を放射能からどう守るかということで、

大変なはずなんですね。福島でも辛い、苦しい経験

がたくさんあったはずです。そういうとりくみを広

げていきたいと思っています。 

 

■「瑞穂の国記念小学院」現場チェック！ 

平 信行さん（南区） 

良く言えば現場主義、悪く言えば物好きですが、

先日（３月７日）大阪からの帰り道、豊中市をまわ

って、問題の「瑞穂の国記念小学院」を見てきまし

た。テレビの画像などで毎日見ている情景ですが、

実際に生で見るとその大きさや立派さに驚いてしま

います。時の

権力者と一緒

になって、国

の財産や国家

財政を食い物

にし、憲法と

教育基本法を

足蹴にする教

育を子どもた

ちに教え込も

うとする謀

（はかりごと）

が、公然と計画されていたことに慄然としました。 
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１．２月２７日から３月１日の３日間、３.１ビ

キニデーに出席してきました。全国からの参加者

は、２７日静岡市での国際交流集会に１５０人、

２８日の日本原水協全国集会に８００人、焼津市

での３月１日久保山愛吉さん墓参行進に１００

０人、３.１ビキニデー集会に１２００人でした。 

２．国際交流集会には、京都からは２世の会員の

馬場始延さんと私、非核の会の長谷川長昭さんの

３人が参加しました。海外から、アメリカフレン

ズ奉仕委員会ジョセフ・ガーソン氏、マーシャル 

諸島共和国元上院議員アバッカ・アンジャイン・

マディソン氏が参加して報告がありました。また、

米国から広島の被爆２世で日系人のレイ・マツミ

ヤ氏（中東大学プロジェクト事務局長）の会場か

らの発言がありました。 

３．ガーソン氏は、トランプ政権での米国内の変

化を語り、三つの流れ（正当性のないトランプ政

権、国家内国家である「国家安全保障」機関、私

たち人民の民主的反ファシズム勢力）がせめぎあ

っていると、詳しい情勢を報告しました。 

トランプとロシアの関係や彼らのウソと独裁

権力のしていることは、日本での報道では見えな

い話もあり、驚きでした。また人民の運動は、女

性行進を先頭に全米５００万人が参加して、史上

最大の抗議行動となったと紹介し、６月の国連会

議でも女性を先頭にした企画を考えているとの

ことです。 

４．アバッカ氏は、マーシャル諸島でのビキニデ

ーでは、初めて核サミットが開かれることを紹介

しました。さらに、日本のこの３日間の集会では、

米国の核実験とその後始末の問題について報告

しました。核実験で出た放射性廃棄物や放射性汚

染物は、エニウェトク島の核爆発でできた大きな

クレーターに埋めて、コンクリートの蓋をしてお

しまいとしている（ルニットドーム）。それは、

今や老朽化して中から汚染物質が漏れ出してい

ること、島民の一部では、そこに埋められている

電線や金属類を掘り出して、スクラップとして売

って生計を立てている実態が話されました。マー

シャル諸島は小さな国で、汚染物を管理する技

術・知識・金などの力を持ち合わせていない。米

国は蓋をしておしまい、あとは関係ない、マーシ

ャルで責任を持てとの態度だと、厳しく告発しま

した。 

この驚愕すべき事実に関して、日本原水協が１

月に派遣したルニットドーム調査団の参加者か

ら、３月１日のビキニデー集会で報告されました。 

５．レイ・マツミヤ氏は、米国生まれですが、祖

父が呉市広町の消防隊として広島に入市被爆し

た３世です。彼は昨年の原水禁世界大会に、中

東・北アフリカの複数の大学の教師を引き連れて

参加していました。その経験から、米国の教師へ

の働きかけを進めている活動を報告しました。彼

からは、２８日の原水協全国集会の第二分科会

「被爆者とともに－被爆体験と被爆の実相普及

を」で、詳しい報告がありました。私は、この分

科会に参加しました。 

６月の核兵器禁止条約交渉会議に「ヒバクシャ国際署名」を提出する 

３.１ビキニデーで独自に被爆２世交流会を開き交流も 

  米重節男さん（向日市）  

左からガーソン氏、アバッカ氏、土田氏 
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６．第２分科会のようす 

ここでの参加者は被爆者９人、２世５人、３世

２人、初参加３４人で総勢１００人を超す人が出

席しました。分科会のねらい「①被爆者援護②被

爆の実相を語る」の２本柱で議論しました。 

特別報告として、①被爆者裁判の歴史と現状に

ついて、東京で裁判に携わる白神ユリ子弁護士か

らの報告。②原水協代表理事の斎藤紀医師が被爆

者と核の歴史との関係や闘いの足跡が説明され

ました。 

また、日本被団協の田中煕巳事務局長からヒバ

クシャ国際署名について、自身の被爆体験と家庭

環境なども語りながら、核兵器廃絶に外交的に攻

めることであり、それは署名の数で力関係を変え

ることにつながると話されました。 

斎藤医師は、被爆者裁判の２００９年５月東京

高裁判決が「国家補償的措置」を認めたことは、

それまで政府が「社会保障的措置」（気の毒だか

ら救済する）としていたことを変えたと指摘して、

非ガン疾患を認定することが大争点になってい

ると今の状況を説明しました。さらに、現在の世

界で核兵器が使用される条件は、①「軍事的危機」

のもとで、危機突破のための使用。②倫理的感覚

の鈍麻の果てに使われる。と可能性を指摘しまし

た。 

被団協の田中事務局長が、「核兵器を持たない

国民が、各兵器を必要と賛成するのは『倫理的鈍

麻』だ」と言っていることも合わせ、核兵器の持

つ非人道性という面からアプローチという運動

の到達点が理解できます。 

発言では、全国各地での被爆の実相を伝える取

り組みや、被爆者が体験を語っている経験、ある

いは被爆者の話を聞く取り組みなど、多くの発言

がありました。私は、京都被爆２世・３世の会の

紹介と取り組みについて発言しました。５月２０

日に広島で開く２世３世交流会の案内ビラも分

科会会場でも配布して案内しました。 

独自に被爆２世交流会で８人が参加 

国際交流会が終わったあと、全国からの参加者

には被爆２世３世もいるだろうから、この機会に

交流会をとの話が、静岡県原水爆被害者の会二世

部会の磯部典子さんから平さんに寄せられまし

た。昨年、会場で呼びかけられて私が参加したの

ですが、今年は磯部さんが国際交流会には参加で

きないとのこと。それで、私と磯部さんで事前相

談した結果、参加者が少なくても開くことにしま

した。原案を磯部さんが作成したのを、私が案内

ビラにして、京都の会とつながりのある各地の２

世の会や個人にも事前連絡もしてもらい、当日会

場でこの呼びかけビラを配布しました。会場は静

岡駅前の国労会館会議室を設定してもらい、夕食

は各自が持ち込みで食べながらの交流会となり

ました。 

静岡からは磯部さんの呼びかけで３人、京都か

ら私と馬場さん、ノーモア被爆者記憶遺産継承の

会の篠田記者、チェルノブイリに同行した時に知

り合いになった宮城県多賀城市の小林さん、会場

でビラを見たと熊本県から参加した４０歳の男

性の８人でした。国際交流会では他にも２世の人

がいて、声をかけたのですが、役員としての別の

仕事があり、参加できないとのことでした。 

 ２世交流会では、それぞれ原爆とのかかわり、

２世として抱えている健康や生活での問題・不安

などを話あいました。ここでも共通した病気や健

康上の不安などがあることもわかりました。また、

被爆者である親の被爆時のことやそれをどう聞

いてきたか、その後の生き様や体験をどう受け止

め、引き継ぐかということなども閉館時間一杯ま

で語り合いました。 

行政への取り組みや２世健診のことなど、地域

での違いがあることなども交流の中で知ること

２世交流会で山田みどりさんの絵本を紹介する磯部

典子さん 
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ができました。少人数だった分、意見交換の時間

がとれ、詳しい話もできて良い取り組みとなりま

した。 

最後に絵本「ヒロシマの少年 じろうちゃん」

を取り上げました。東京に住む２世の山田みどり

さんが被爆者の兄のことを絵本にしたものです。

磯部さんは山田さんに交流会への参加を訴えた

のですが、被爆者相談の用務で出席できないから

と絵本を送ってくれました。それを磯部さんが朗

読して、感想を出し合いました。 

 

 

 

 

２０１７年ビキニデーに参加して 
馬場始延さん(八幡市)  

 

原水禁運動の契機となったビキニ事件のこと

をもっと知りたいという思いで２月２７日から

３月１日の３日間、被災６３年２０１７年３・１

ビキニデーに参加してきました。 

 今年のビキニデーは３月と６月に国連で開催

される核兵器禁止条約の交渉会議の開催を目前

に控え、被爆者自らが訴える「ヒバクシャ国際署

名」の共同を大きく広げようという中で行われた

もので特別に重要な意味を持っていたと思いま

す。 

 最初にビキニ事件を簡単に振り返ってみます。

１９５４年３月１日未明、アメリカは太平洋ビキ

ニ環礁で水爆実験を行いました。なんと広島型原

爆の１０００倍もの威力を持つものでした。ビキ

ニ環礁があるマーシャル諸島の島民や付近で操

業していた日本漁船がいわゆる「死の灰」を浴び、

第五福竜丸の無線長で当時４０歳だった久保山

愛吉さんが半年後の９月、妻や娘を残し「原水爆

による犠牲者は私を最後にしてほしい」を最期の

言葉に、人類最初の水爆の犠牲者として亡くなら

れました。 

 この事件を契機に核兵器廃絶の署名運動が日

本中で広がり１年足らずで３，０００万を超える

署名が集まり、この力を背景に１９５５年の第１

回原水爆禁止世界大会に至ったのです。 

 ビキニデーに先立って、２月２８日に自衛隊と

米軍の東富士演習場ウオッチングに参加しまし

た。マイクロバスに乗り、地元の御殿場市議の方

の案内で広大としか言いようのない演習場を回

りました。アジア最大の演習場だとのことでした。

丁度落下傘の降下訓練が行われていて、戦闘服を

着た自衛隊員を大勢見かけました。 

 美しい富士の裾野で、その富士山に向けた射撃

訓練が行われていて、何度も何度も大きな爆発音

とともに、火花が散って白煙が舞い上がっていま

した。 

 キャンプ富士では若いアメリカ兵が訓練して

いるところも見ました。自衛隊員とアメリカ兵が

一緒に訓練し、その上空をオスプレイが６機も飛

んでくるそうです。アメリカの戦争のために日本

が「戦争する国」へと突き進んでいることを実感

しました。 

ビキニデーの期間中に行われた「被爆２世・３

世の交流会」にも参加しました。８人と参加者は 

東富士演習場の大砲射撃訓練を見る 

着弾の土煙（丸囲いの中）とその上の雲の中が富士山 
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少なかったものの、親の被爆の状況を出し合い、

健康上の不安なども出し合いました。東京の山田

みどりさんが作った絵本『ヒロシマのじろうちゃ

ん』を静岡の方が朗読され、感想を出し合うなど

して交流が深まりました。 

３月１日には第五福竜丸の母港である焼津の

町を久保山愛吉さんが眠る弘徳院まで平和行進

して、墓前で赤いバラの花を献花し、「原水爆に

よる犠牲者は私を最後にしてほしい」と書かれた

碑の前で平和の鐘を鳴らしながら、「私も核兵器

をなくす運動の一員としてがんばりたい」と決意

を新たにしました。 

子どものころの記憶の中で雨が降ると「濡れた

ら頭が禿る」と言われ急いで家に駆けこんだのを

思い出します。「死の灰」のことだったんですね。 

前後しますが２月２８日は「核兵器禁止条約の

実現へヒバクシャ国際署名を広げよう」の分科会

に参加し、前日の国際交流会とあわせてこの署名

をどのように広げていくのか、各地のとりくみを

交流しました。 

東京の世田谷区からは９０万人の区民の内過

半数以上の５０万人を目標に工夫しながらとり

くんでいること、長野では全自治体の首長が署名

し、知事も一週間前に署名したこと、山梨ではす

べての自治体に原爆パネルの購入をお願いしな

がら役所に署名用紙を置かせてもらっているこ

と、長崎では田上市長自ら呼びかけ人になり被爆

者とともに街頭で訴えるなど、共同を広げる構え

と工夫にハッとさせられ、八幡での運動の遅れを

痛感しながら聞いていました。 

 京都では八幡市と南丹市の市長だけが「平和市

長会」に入っていません。八幡市議会で市長は「ま

だそのような考えには至っていません」と背を向

け続けています。いろんな人たちと一緒に運動を

進め、市長にも署名をさせたいと思っています。 

 

 

 

 

オール京田辺・綴喜メモリアル行動２０１７ 
での発言           花岡和子さん（京田辺市） 

 

３月１２日、京田辺市で行われた「オール京田辺・綴喜メモリアル行動２０１７」での花岡和

子さんの発言メッセージです。 

 

私は昭和２４年、広島湾に浮かぶ能美島で生ま

れました。原爆のことは、身近に被爆死した人が

あったり、母から「ピカッとすごい火を見た」と

いうことを聞く位で、私たちの周りでは家が壊れ

たりしたわけでもなく、なんとなく広島には原爆

が落とされたんだということを受け入れていた

程度でした。 

 両親はもういませんが、生きていれば、私がこ

京都からの参加者一同 
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ういう所に立って「自分は被爆２世である」と話

すことには反対するのでは、と思います。外傷な

どなければできるだけ被爆したということは隠

したかったのではないかと思います。私のまわり

にも広島で生まれたというだけで結婚に反対さ

れた人もいます。戦地で亡くなった人もあって、

戦争だったのだから仕方がないと思われてしま

う時代でした。しかしピカ（原爆）にあたった人

は自分は大丈夫でも子や孫に影響があることも

聞き、実際にそんなことがあったような気もしま

す。 

数年前「被爆２世・３世の会」へのお誘いがあ

り、そう言えば父が広島市内を通って島へ帰って

きたことを思い出し、父は入市被爆者なんだ、私

はその２世なんだと思って入会しました。会へは

総会ぐらいしか参加できていませんが、毎月送ら

れてくる会報別冊の被爆者の方の体験記は大切

に読んでいます。今まで感じたことのないような

恐怖や、また怒りも感じながら読んでいます。被

爆者の方がやっと語ってくれるようになったん

だなと思いながらです。 

広島市の観音高校の学徒動員された１年生３

２１人が被爆死した「レクイエム碑」という合唱

を高槻市で聞いた時は思わず涙しました。 

語り継ぐことで被爆者の気持ちは生きていま

す。福島原発事故も含めて語り継いでいくことが

過ちを繰り返さないことになるのだと思います。 

世界中から核兵器や原発がなくなることを願

います。 

 

 

 

 

肥田舜太郎先生 安らかに 
守田敏也さん（左京区） 

 

みなさま。本日２０日、肥田舜太郎先生がお亡くなりになられました。悲しいです。１００

歳を三月近く超えた日のことでした。 

実は少し前から肺炎で入院されていて、僕も先週水曜日に駆けつけてお見舞いしてきたばか

りでした。そのときは酸素マスクがはずれ、少しずつ回復に向かわれている感じでしたが、今

思うと常に「自分の命を長らえるために最大限の努力をせよ」と語られていた言葉を最期まで

実践され、かくしゃくとした姿で私たちにお別れを告げてくださっていたのではとも思えます。

被爆者のため、すべての人のために命を燃やして走り続けた先生の素晴しい生涯に心の底から

お礼を述べたいです。 

肥田先生。ご苦労様でした。そしてありがとうございました。大切な命の教えをたくさんい

ただきました。先生からお聞きした言葉をけして忘れず、受け取ったバトンをみんなで抱えて

一生懸命に走り続けます。私たちの奮闘を見ていてください。 

どうかそちらでもお元気で。またお会いできる日には「先生、僕もこんなに頑張りましたよ」

とご報告しますね。今はただ安らかにお休みください。本当にお疲れさまでした。 
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３月８日（水）／原発賠償京都訴訟第２４回裁判の報告 

京都原告団を支援する会 上野益徳さん 

 

 

原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会事務局

の上野です。 

昨日（３月８日）は、原発賠償京都訴訟第２４

回期日、原告本人尋問が再開されました。朝は支

援者の出足が悪く、傍聴席は埋まらないかもしれ

ないと心配しましたが、無事抽選になりました。

傍聴に参加いただいたみなさま、抽選にはずれて

帰られたみなさま、ありがとうございました。 

今回は原告９人が証言台に立ちました。証言台

に立たれた原告のみなさま、お疲れ様でした。 

本人尋問は、主尋問５分、反対尋問２０分（東

電・国合わせて）という変則の時間配分でした。

細かい証言内容の紹介は避けますが、それぞれの

原告が訴えられた要点をまとめてみました（ただ

し、その場限りの聞き取りによるので、勘違い等

があるかもしれませんが、その点はご容赦くださ

い）。 

◆避難指示区域の富岡町から避難した男性は、原

発が爆発したことでショックを受け、体調を崩し、

職も失った。だが、原発事故で失ったのは金銭だ

けではない。仕事も友だちも未来も失った、と訴

えました。 

◆仙台市から避難した女性は、子どもに沢山のの

う胞が見つかった。早く正しい情報を教えてもら

っていたら、子どもたちを被ばくさせずに済んだ

と思うと悔しいと涙ながらに訴えました。また、

空間線量が下がったことを強調する被告側代理

人の尋問には、「空間線量だけでなく、食べ物か

らも被ばくする」と内部被ばくの危険性を訴えま

した。 

◆福島市から避難した男性は、子どもたちが喘息

のように咳き込んだり、連日鼻血を出したり、目

が開かないくらい目やにが出たことについて、障

がいがあって自分で外に出ることのない長女に

も被害が出たので放射線の影響があると思った

と証言。裁判所に対しては、原発事故は薬害エイ

ズや水俣病と同じだと思う。大企業の利益を優先

した結果、一般市民が被害を受けた。判決で、そ

ういう社会のあり方を変えてほしい、と訴えまし

た。 

◆福島市から避難した女性は、子どもたちは高校

生以上だったが、女の子の場合は生殖細胞にも影

響があるという記事を読んだこと、事故前は子ど

もの枕元で０．４μSv/ｈあったことから避難を

決断。今でも母が送ってくる手作りの干柿から５

０ベクレル/kg のセシウムが検出されることを証

言。裁判所に対しては、きれいな自然環境が壊さ

れ、大きな喪失感がある。原発事故がなぜ起きた

のか、真実を明らかにしてほしい、と訴えました。 

◆福島市から避難した女性は、避難後に子どもが

「放射能のばい菌、帰れ」などのいじめを受け、

喧嘩両成敗の形で退学に追い込まれたことを証

言。裁判所に対しては、被告の国と東電は避難は

おかしいと責めているが、安全と言い張って原発

を作った自分をまず責めるべきだ。１８歳以下の

甲状腺がんは調査のたびに増えている。避難する

権利を認めてほしい、と訴えました。 

◆郡山市から避難した男性は、メルトダウンとい

う事実やスピーディのデータを隠した国や行政

の「心配しなくてもいい」は信用できなかった。

娘夫婦は近くに家を建てる計画をしていたが、す

べて崩れた。故郷が元のようになれば帰りたい、

と証言しました。 

◆いわき市から避難した男性は、農業研修を終え

農地を借りて農業をやる予定だったが、原発事故

で農産物の価格が下落するのは目に見えていた

ため、就農の受け入れ先を探し京都へ避難。研修

中に借りていた農地で使っていた不織布から２

０万ベクレル（/㎡か？）のセシウムが出た。放

射線管理区域並みの汚染が残るいわき市に帰る

気はない、と証言しました。 

◆福島市から避難した男性は、避難先での仕事が

うまく行かず避難前に営んでいた不動産会社を
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再開することになったが、山や川、森の除染が進

んでおらず、子どもが遊べるような状態ではない

ため、妻と子どもを連れて帰ることは考えていな

いと証言。被告が事故の責任を負わないことに憤

りを感じる。この裁判で解決してほしい、と訴え

ました。 

◆つくば市から避難した男性は、子どもを守りた

いとおもい避難した後、通常の勤務以外に夜間の

アルバイトをした無理がたたり、脳梗塞を発症し

療養生活を余儀なくされた。避難する際、セシウ

ムの半減期くらいは帰れないと思っていた。放射

線量、食べ物、環境すべてで安全・安心が確認さ

れるまでは帰れない、と証言しました。 

被告側からの反対尋問は、相変わらず①講演会

に行って聞いたと言うと、「誰の講演会か」「その

人は放射線の専門家ですか」と問い、（これは専

門家でもない人の意見を聞いて勝手に判断した

と印象付ける意図があるものと思われます）、②

避難前に子どもが通っていた幼稚園や原告の勤

務先、近所で他に避難した人はいたかと問う（避

難した人がいない、または少ないという答えを引

き出すことで、原告が放射能を気にしすぎている

と印象付ける意図）というパターン化したもので

したが、今回は損害請求の内容（例えば、家財道

具の引っ越し代、買い揃え、人の移動費用、避難

雑費）について、「家財道具とは具体的にどんな

ものを？」などと細かく聞いてきました。 

ある原告さんが「崎山先生や矢ヶ崎先生」とい

う名前を挙げたのに対しては、さすがに「専門家

ですか？」とは聞けないので、「先生から直接避

難した方がいいと言われたのか」と聞いてきまし

た。これは、専門家の場合はその人から直接避難

を勧められたわけではないとしてその効果を低

める意図があると思われます。また、ある原告さ

んは「放射能の危険性についての認識の違いから

周囲の人とコミュニケーションがとれなくなっ

たんですね？」と聞かれ、「放射能の危険性は自

分で調べないとわからない」と答えていました。 

それぞれ言い忘れたことがあったとか、あそこ

はこう言えば良かったなどの反省はあると思い

ますが、みなさん頑張って証言をされたと思いま

す。 

閉廷後に開催された報告集会には、証言台に立

った４名の原告も参加され、全員があいさつをさ

れました。その中で印象に残ったのは、「本人尋

問では、被害者が責められる感じになるので、支

援者の方の存在が支えになります」との言葉でし

た。報告集会で記入いただいた感想については別

途紹介させていただきます。 

これからも本人尋問が、３月２９日（水）、４

月２１日（金）、５月１２（金）、５月２６日（金）

と続きます。丸１日の傍聴は長いため、午後から

は空席が目立つようになってきました。午後から

だけの傍聴も大歓迎です。傍聴席を満杯にするた

めに、ぜひ京都地裁にお越しください。よろしく

お願いします。 

なお、３月８日の開廷前に公正判決要請署名を

第２次提出しました。第１次と合わせて、団体署

名は８５団体、個人署名は８千筆を超えました。

その後も順調に集まっており、次回期日までに１

００団体、１万筆を超えそうです。 

署名は第２次集約（２月末締め切り）で終わり

なのか、という質問をいただいていますが、署名

は結審までは続けていきます。第３次集約は５月

１５日（５月２６日の第２８回期日の開廷前に裁

判所に提出）、第４次集約は９月１５日（９月２

９日の結審の日に提出）です。引き続き、ご協力

をよろしくお願いします。

閉廷後の報告集会 
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紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

■フクシマは核戦争の訓練場にされた  石井康敬〔著〕 

■トモダチ作戦  ロバート・Ｄ エルドリッヂ〔著〕 

 米軍の空母「レーガン」

の乗組員が、東京電力と日

本政府に対して訴訟を起

こしたことはご存知の通

り。そして「トモダチ作戦」

は、日米間の友好の絆の強

さとして「美談」のように

取り上げられている。著者

の立場によって、一つの出

来事が、これだけ違う内容

になるのか、と思ってしま

う。 

「トモダチ作戦」は、気

仙沼市の「大島」の救援に

向かった海兵隊と島民の交

流を紹介しているが、著者

が意識して書いているので

ないだろうが、米軍と自衛

隊との関係強化・深化が、

そして自衛隊の幹部が「海

兵隊」の役割に気づいてい

く過程がよくわかる。しか

し、米国の実際の狙いは、

全く別のところにあった事を分析しているのが

「訓練場にされた」である。先ず「核問題」に関

するアメリカの対応の速さ・体制には驚かされる、

と指摘する。軍だけでなく「政府・民間」あげて

調査・分析をする。相手国の主権は関係ない。ア

メリカが「データ」をとりたいという場所で、遠

慮なく情報を収集する（日本だからかもしれない

が）「低線量被曝」のデータは今まで取れなかっ

た。それを今回は７万人以上から収集し、今後も

追跡調査をする、という。ただ、そのデータが「本

人」に知らされることは、一切ないらしい。また、

空母「レーガン」の放射能汚染が問題になってい

るが、それ以上に「ジョージ・ワシントン」が汚

染されている、という。トモダチ作戦に参加せず、

横須賀に停泊していただけなのに。それだけ「首

都圏」の放射能汚染は深刻だということを示して

いるが、日本政府は「何もしないし、発表もしな

い」。米軍の中でも「海軍」の家族は、事故後い

ち早く本国に帰り、そして自主避難から帰ってこ

ない、という数が一番多い。それは「船舶」で「原

子炉」を扱い、事故の恐ろしさを一番知っている

から、そのような行動をとるらしい。 

「トモダチ作戦」の著者は、アメリカが「日本」

でこのようなデータ取集活動を展開しているこ

とを知っているのか知らされていないのか、わか

らないが、島民との「絆」を明るく楽しく描いて

いる。アメリカの姿勢を非難ばかりしても始まら

ない。日本も学ぶべき点は数多くある。著者は自

然災害が多い日本では、「海兵隊」のような軍隊

を持てとは言わない、「災害救助専門」の専門家

集団の確保と養成と訴える。アメリカでは「核事

故」が発生した場合のマニュアルが、時間を区切

って作成されている、という。そして「原子力の

研究」を含む、科学を国民のものに、現在進行し

つつある「軍の抱え込み」に警鐘を鳴らす。 

「トモダチ作戦」を先に読み、「フクシマは核

戦争の訓練場にされた」を読むと、アメリカの「核」

に対する姿勢の「怖さ・恐ろしさ」と「体制の素

晴らしさ」が、よりリアルに感じられる。（フク

シマ原発事故６年目に） 

旬報社 

１５００円（税別） 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

集英社文庫 

５６０円（税別） 
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■米軍、２回目の実弾訓練実施 京都・福知山 市民ら抗議 

米軍経ケ岬通信所（京都府京丹後市）の軍人・軍属が６日、陸上

自衛隊福知山射撃場（福知山市）で実弾射撃訓練を行った。昨秋以

来の２回目で、市民からは騒音対策の徹底や抗議の声が上がった。 

 日米地位協定に基づく日米共同利用の米軍施設として昨年１１月に続く運用。 

防衛省近畿中部防衛局によると、今回はこの日だけの日程で、米軍人・軍属ら約３０人が午前９時１

５分から約４時間、２５メートル離れた標的に向かい、訓練をしたという。 

 同局は、射撃音を敷地内の土手や近隣の民家など３カ所で測定し、府と福知山市の職員が立ち会っ

た。付近では断続的に発砲音が響き、陸上自衛隊福知山駐屯地の隊員が警戒した。米軍人らは午後２

時ごろ、バスや、弾薬や銃器を積んだ車両に乗り込み、同射撃場を後にした。 

 近隣の室自治会の田中定行会長（７４）は「前

回から防音対策が進んでおらず、きっちりと対策

を講じてほしい」と注文をつけた。訓練に反対す

る市民団体「福知山平和委員会」や福知山地方労

働組合協議会のメンバーも駆けつけ、同地労協の

奥井正美議長（６３）は「弾薬を積んだ車の事故

が心配で、訓練はやめるべきだ。今後もバスで来

場するなど約束が守られているか、監視したい」

と話した。 【２０１７年３月６日 京都新聞】 

２回目の実弾訓練を終え、バスに分乗して帰路の準備をする米軍関係車ら 

（京都府福知山市天田・陸上自衛隊福知山射撃場） 

 

 

scrapbook 

■３・１１、心にしみる灯 京都の原発避難者らともす 

東日本大震災の犠牲者を悼む「メモリアルキャンドル」が１１日夜、京都市伏見区の向島ニュータ

ウンで開かれた。東京電力福島第１原発事故による避難者らが「３・１１」の形に並べたろうそくに

火をともし、慰霊と復興、平穏な暮らしへ思いを寄せた。 

 避難者らでつくる「笑顔つながろう会」や向島地域の住民でつくる実行委員会が主催し、５回目。

午後６時、廃ろうそくを再利用して作られた緑やオレンジ色など８色のキャンドル５００個が点灯さ 

れると、会場は柔らかな明かりに包まれ、集ま

った人々の優しい表情を照らした。 

 キャンドルには「復興が進みますように」「原

発ゼロの日本に」などのメッセージが貼られ

た。福島県いわき市から避難生活を送る高木久

美子さん（５０）＝伏見区＝は「震災と原発事

故を風化させないため、伝え続けていきたい」

と話した。【２０１７年３月１１日 京都新聞】 

復興への祈りを込めて並べられたキャンドルに火をと

もす来場者たち（１１日午後６時３０分、京都市伏見

区・向島ニュータウン） 
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▼奥田美智子さんから紹介

された新聞記事で今年が原

爆詩人峠三吉の生誕１００

年（２月１９日）であることを

知りました。広島帰郷の折、峠三吉ゆ

かりの地を訪ねてみました。「ちちをかえせ は

はをかえせ」のフレーズで有名な詩「序」は平和

公園内の詩碑に刻まれています。「墓標」という

詩は、現在のＹＭＣＡ保育園の施設の一角に掲げ

られていました。この場所はかって軍人の子弟の

みを集めていた学校＝「斉美小学校」のあった所

で、詩文の中に「斉美小学校戦災児童の碑」の行

が３ヵ所登場します。新聞記事に載っていたのは、

峠三吉が原爆詩集を世に出しながら住んでいた

「平和アパート」が老朽化のため解体されること

になったということでした。京橋川に臨むその

「平和アパート」にも行ってみました。峠三吉は

ここでも「河のある風景」という詩を作っていま

す。５月２０日～２１日広島での「被爆２世・３

世交流会」ではフィールドワークも予定していま

すが、こうしたテーマを持ってのフィールドワー

クも考えてみてはどうでしょうか。 

▼尚、広島市の市民団体では今年、峠三吉の業績

企画展、峠三吉をモデルにした戯曲上演なども計

画されています。そしてさらに、原民樹、栗原貞

子も加えた３名の原爆文学資料の世界記憶遺産

登録にも挑戦されるようです。（平）

■<原発避難者訴訟>東電と国に賠償命じる 前橋地裁 

東京電力福島第１原発事故に伴い、福島県から群馬県に避難した住民ら４５世帯１３７人が東電と

国に約１５億円の損害賠償を求めた訴訟で、前橋地裁（原道子裁判長）は１７日、東電と国に３８５

５万円の支払いを命じる判決を言い渡した。原発事故全国弁護団連絡会によると、同様の集団訴訟は

全国２０地裁・支部で約１万２０００人が起こしており、今回が初めての判決。 

原告は避難指示区域からの避難者が６割、自主避難者が４割。いずれも国の審査会が示した「中間

指針」に基づいて東電から一定額の慰謝料を受け取っているが、「古里を奪われた被害の実態に見合

っていない」として、１人一律１１００万円を求めて２０１３年９月から順次提訴した。 

第１原発は１１年３月１１日に１０メートル超の津波に襲われ、全ての電源を喪失し事故が発生し

た。裁判の主な争点は、（１）東電や国は津波を予見し、事故を回避できたか（２）国が東電に安全

対策を取らせる規制権限があったか（３）国の指針に基づく東電から避難者への賠償額は妥当か－－

の３点だ。 

原告側は、政府の地震調査研究推進本部が０２年に「福島沖でもマグニチュード８級の津波地震が

起こりうる」と示した「長期評価」や、この予測をもとに東電が０８年、想定津波を最大１５．７メ

ートルと試算した点から「東電は巨大津波を予見できたのに防潮堤建設などの対策を怠った」と指摘。

国についても「津波対策を取るよう東電に命令しなかった」として対応は違法だったと主張した。 

これに対し、国や東電は「長期評価は確立した科学

的知見とは言えず、巨大津波は予見できなかった」と

反論。国の中間指針を超える新たな賠償は必要ないと

も主張していた。 

原発事故を巡っては、東電の旧経営陣３人が業務上

過失致死傷罪で強制起訴され、刑事裁判でも責任が問

われている。 

 【２０１７年３月１７日 毎日新聞・電子版】 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1489874731/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2Nkbi5tYWluaWNoaS5qcC92b2wxLzIwMTcvMDMvMTcvMjAxNzAzMTdocGowMG0wNDAwNTQwMDBxLzkuanBnPzE-/RS=^ADBOuMRlgPIkrh34KM4joYxM2TvXvU-;_ylt=A2RCK_CrXcxYfyIAvUCU3uV7
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

４ １ 土 共謀罪（テロ等準備罪）に反対する市民集会（１３時３０分・京都弁護士会館） 

 2 日 シンポ「社会福祉法改正にどう向き合うか？」（１０時３０分・立命館朱雀Ｃ） 

 ３ 月  

 ４ 火  

 ５ 水  

 ６ 木 6・９行動 

 ７ 金 キンカン行動 

 ８ 土 
反核医師の会定期総会・講演会「西の原発銀座を「第二のフクシマ」にさせないために」

（１４時・しんらん交流館２Ｆ） 

 ９ 日 6・９行動 

 １０ 月  

 １１ 火  

 １２ 水  

 １３ 木  

 １４ 金 キンカン行動 

 １５ 土 核兵器禁止・廃絶をとことん学習する会（１４時・京都社会福祉会館） 

 １６ 日  

 １７ 月  

 １８ 火  

 １９ 水 
「戦争法廃止！」を求める京都・１９日行動（京都市役所前） 

京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 ２０ 木  

 ２１ 金 原発賠償京都訴訟第２６回期日（９：３５抽選・京都地裁）      キンカン行動 

 ２２ 土 

京都原水爆被災者懇談会第５５回定期総会（１１時・ラポール京都） 

京都「被爆２世・３世の会」２０１７年度年次総会（１３時３０分・ラポール京都） 

日本「子どもの権利条約」批准（１９９４年） 

 ２３ 日  

 ２４ 月  

 ２５ 火  

 ２６ 水 
ゲルニカ世界初の都市空襲（１９３７年） 

チェルノブイリ原発事故（１９８６年） 

 ２７ 木  

 ２８ 金 
沖縄デー                             キンカン行動 

サンフランシスコ講和条約発効（１９５２年） 

 ２９ 土 昭和の日 

 ３０ 日 ベトナム戦争終結（１９７５年） 

 


