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京都「被爆２世・３世の会」２０１７年度年次総会を開催！ 
 

４月２２日（土）午後１時３０分から、ラボール京都第一会議室において２０１７年度年次総会を開

催しました。２０１２年１０月２０日の創立総会を含めて６回目の総会です。 

■参加者は５０人でした。（会員２８人、非会員２２人） 

■一部の議案審議は石角敏明さんを議長に選出して始めました。 

■来賓としてお招きした原発賠償京都訴訟原告団共同代表の福島敦子さんからご挨拶をいただきまし

た。以下に紹介します。 

京都「被爆

２世・３世の

会」の総会の

ご盛会おめ

でとうござ

います。 

本日は発

言の機会を

いただきあ

りがとうご

ざいます。 

私は原発

賠償京都訴

訟の原告団

共同代表をしている福島敦子です。福島県の南相

馬から京都に避難して来ています。 

昨日も原発賠償京都訴訟の期日がありました。

裁判では今何が行われているかというと、全原告

は５７世帯なのですが、その５７人の代表原告が

本人尋問をしています。裁判官の前で賠償に対す

る被害の実態や今に至るまでの実情を証言して

います。原発事故から６年が過ぎ、原告はみな本

当にいろいろな体験をしてきました。心境の変化

も様々でした。ところがそのいろいろあったこと

を東京電力や国は事故もろともなかったことに

しようとしている、私たちをそんな状況に追いや

ろうとしていることが、裁判を通じて浮き彫りに

なってきているように思います。特に昨日の期日

ではそんなことを強く実感しました。 

今、復興庁の大臣の失言からいろんな問題が噴

出しているのをご存知かと思います。「裁判すれ

ばいい」とか「（避難しているのは）自己責任で

はないか」などと言った暴言を今村大臣がして表

面上は謝罪したのですが、昨日も同じ記者に対し

て「もういいよ」と言って質問を遮ったりしてい

るのですね。結局復興庁というところは何も変わ

らず、このまま２０２０年を迎えるのだろうなと

思います。復興庁は２０２０年までなのですね、

存在自体が。それまでに、私たちは福島に帰還さ

せられて、問題は何もなかったとする、そういう

仕事を彼らは粛々と進めている。仕事をしていな

いわけではなくて、避難者を帰還させる、問題は

なかったことにするのが彼らの仕事なのです。 

今村大臣の一件で、私は朝日新聞から取材を受

け、コメントを求められました。「今村大臣は辞

めた方がいい」、これはたった一日で「今村復興

相辞任」要求署名が 28,000 筆も集まるほどの全

国の人たちの声です。ですが、６年間復興庁は私

たちには何もしてくれなかった。何もしないのが

仕事なので、私は朝日新聞に「復興庁はつぶした

方がいい」と言コメントしました。結局そのこと

は記事にしてくれませんでしたけど。とにかく私

は、何度も何度も、どんなにどんなに丁寧に避難

者が実情を訴えても声を聞かない復興庁なんか

いらないと思ってきました。 

私たちには今もう一つの大きな問題が壁とな

っています。それは避難者が住まう無償提供打ち

切りの住宅問題です。みなさん先輩方もこれまで

いろいろなご苦労、『高い壁』があってそれを乗

り越えてこられたと強く思います。そういうお話

はこれまでにもたくさん聞かせていただきまし

た。私たち被ばく者の壁は、もっと高いのではな

いかという気さえしてしまいます。私は京都府の

教職員住宅に住んでいます。3 月末に住宅の無償

提供が打ち切られて、今家賃がどう、住まえる期

間は、府民埋没しないか、そういう部分を闘って
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います。東京では住宅の提供がばっさり切られて

追い出されそうになっていました。参議院の山本

太郎議員が今村大臣から「追い出すようなことは

しません」という言質はとっているのですが、そ

こまでしか至っていない。かつて石川県の志賀原

発運転差し止め裁判で住民側勝訴の判決を下さ

れた井戸謙一裁判官が、今は弁護士となってこの

住宅問題にもとりくもうとされていますが、住宅

問題はまだまだこれからです。この問題をとりく

むために私たちは公聴会を開催し、その結果をま

とめた資料も発行しています。お読みいただけれ

ば、私たちの今の状況、私たちの思いの一端を知

っていただけるのではないかと思います。 

京都「被爆２世・３世の会」には、平さんに私

たちの裁判の原告を支援する会共同代表にもな

っていただいているので、一緒にやっていただい

ていて非常に心強く思っています。私たちは『原

発』そのものに対していろいろな思いがあるわけ

ですけど、最終的にはみなさんと一緒に『核』と

いう問題に対して挑んでいかなければならない

ことだと思っています。みなさんと一緒になって

常に考えていきたい、そういう姿勢で一丸となっ

てやっていければいいなと思っています。こうや

ってみなさんと出会えたことが非常に良かった

と思っています。これからも一緒に歩んでいって

いただきますようお願いいたします。いろいろと

教えて下さい。 

今日はおめでとうございます。 

 

■議案の提案、２０１７年度世話人の選出は世話人代表の平信行から行われ、２０１６年度決算報告と

２０１７年度予算の提案は世話人の米重節男さんから行われました。 

▽議案書は別冊をご覧ください。 

■提案に基づいて質疑応答、参加者からの発言が延べ４人ありました。以下に紹介します。 

▼米重節男さんの発言 

私は６月１５日から始まる国連の核兵器禁止

条約締結交渉会議第２会期に行くことになりま

した。日本原水協が代表団を送るのですが京都か

らも代表を送ることになりその一員として参加

してきます。できることなら被爆者の方が参加さ

れるのがいいのですが、なかなか被爆者の方も高

齢になられて大変なので、その代わりに２世から

ということで私が行くことになりました。もう一

人京都宗教者平和協議会からも参加されて京都

からは二人となります。 

日程は６月１５日から６月２０日まで、５日間

の行動です。２日目にアメリカで大規模な女性の

集会というのが予定されています。今アメリカで

はトランプが大統領になって差別的政策などが

あり、それに反対する女性が中心になった大きな

全国的とりくみがされています。それが国連の会

議の際にもとりくまれるということで、そこに合

わせて日本から行く代表団も一緒に行動する予

定となっています。 

今日お配りしている「ヒバクシャの訴える核兵

器廃絶国際署名」、これをたくさん持って行きた

いのです。２年前のＮＰＴ再検討会議の時にもニ

ューヨークに行きましたが、あの時も先ほど紹介

された署名が国連本部に積み上げられていまし

た。国連に参加している国は２００ヶ国近くにな

りますが、必ずしも日本のように億を超えるよう

な人口の国ばかりではありません。人口５万人と

か小さな国もたくさんある。そういう国々の人た

ちにとっては数百万という署名が寄せられてい

ることはもの凄く大きなインパクトがあるわけ

です。そういう意味でも署名を積み上げることは

非常に大きな力になると思います。 

６月の会

議では核兵

器禁止条約

が大体実現

するのでは

ないかと言

われていま

すから、どう

しても実現

させるため

の力として

推し進めた

いと思いま
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す。日本では今北朝鮮の核問題とかいろいろ言わ

れていますけれど、結局核兵器があるからああい

う危険性というか不安がぬぐえないことなりま

す。残虐で大量破壊の兵器である核兵器がどうし

て禁止されていないのか不思議でもあります。核

兵器を禁止するという非常に重要な問題を実現

させていきましょう。みなさんの大きなお力添え

をお願いいたします。 

▼守田敏也さんの発言 

私たちの会報と被爆体験の継承は毎月発行さ

れているのですが、紙媒体だけでは後で読むのも

なかなか難しいものですから、これをもっと生か

していきたいということで、昨年１０月ホームペ

ージを起ち上げました。私がアメリカの９．１１

事件以来ピースオブキョウトでずーっと一緒に

やってきた橋本尚樹さんがホームページを作る

のが上手だったので、仕事をやりながらなので大

変なのですが、彼に依頼して作ってもらいました。

今、「２世・２世の会」の情報は全部ホームペー

ジに載せて見れるようになっています。 

これを会員のみなさん全員で活用していただ

いて、いろんなところで広めていただきたいので

す。端的に言うともっとヒット数、アクセス数を

増やしたい、もっとたくさんの人から閲覧される

ようにして、ここにアクセスすれば本当にいろん

な情報が見れるよ、という関係を作っていきたい

のです。是非みなさんそこに力を貸していただき

たい。私たちも私たちの新しいといっていいと思

いますけど運動をもっと広げていくことで、被ば

くの恐ろしさを訴え、それを乗り越えていく、核

のない世界を作っていくために貢献していきた

いと思います。 

私たちのホームページは非常にいいツールに

出来上がっていると思います。是非みなさんで大

いに活用していただきたいと思います。 

▼米重節男さんの質問 

午前中の京都原水爆被災者懇談会の総会で京

都府発行の『原爆被爆者のしおり』改訂版が発行

されるとの話でしたが、その『しおり』は２世・

３世は手に入れることはできないのですか？ 

回答 

今のところ京都府の側から２世・３世に配布す

る予定はないようです。でも『しおり』の中には

被爆二世健康診断のことも書かれています。 

被爆二世に対する援護策は現状では都道府県

によって異なります。東京都と神奈川県は独自に

被爆二世にも医療費の援助を行っています。東京

都と静岡県は被爆二世にも無料のがん検診を行

っています。私たちも京都府に対して東京都や神

奈川県、静岡県と同じように被爆二世への援助を

行うよう毎年求めていますが、本来それは国のや

るべきこと、京都府独自の実施は困難との回答が

決まり文句のように返ってきます。私たちも大運

動を行っているわけではないので、それ以上のこ

とは何もできないでいます。 

全国の被爆二世に対して厚生労働省が毎年不

十分な内容ながらも被爆二世健康診断を実施し

ています。勤め先の会社が行う定期健康診断など

と比べてかなり不十分な検診なので、わざわざ休

みをとってまで行くほどの被爆二世健診ではな

い、と評判はよくありません。それでもみなさん

にできるだけ多く受診してもらって、もっといい

被爆二世健診にしていく必要があると思い、私た

ち「２世・３世の会」としても広報に努めていま

す。 

２０１７年度方針で「２世・３世の会」のリー

フレット作成を

検討しようと提

案しましたが、２

世・３世健康診断

のこともリーフ

レットに盛り込

むようにしては

どうかと思いま

す。そのことも加

えて２０１７年

度方針にしまし

ょう。 

▼倉本史陽さんの意見 

職場の定期健診などに比べて被爆二世健診は

中身が薄いということでしたが、どのような検査

項目が足りないのか、そういうことを具体的に検

討する必要があると思います。少なくとも一般的

な職場の健康診断水準を求めていくとりくみが

必要です。２０１６年度から始まった血液のがん
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の検診－多発性骨髄腫検査なども訴えていく必

要がある。 

医療費の問題は一番切実な問題です。２世・３

世に対しても公費の負担を求めていく運動を強

めましょう。 

回答 

健康診断の検査項目などを考えていく場合、素

人ではなかなか分かりにくいこともあるので、医

療機関にお勤めの会員のみなさんにも参加して

いただいて、いい提案とかアドバイスをしていた

だく機会を作りながらやっていきたいなと思い

ます。 

医療費の問題も「京都だけではできない」とい

う意見もある意味ではもっともなので、全国の２

世・３世が力を合わせて共同の力でやっていく必

要があります。そういう意味では被爆二世の集団

提訴されたみなさんとの関係作りも大切なので

はないかと思います。幅広い視点をもって、絶え

ず総合化しながらやっていくことが必要だと思

います。 

 

■提案された議案、決算と予算、２０１７年度世話人の提案はすべて承認されました。 

■選出された２０１７年度世話人のみなさんは以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■二部の記念学習講演「虚構の『放射能安全基準』を斬る！」は宗川吉汪先生を講師にお招きして行わ

れ、熱い講演と講演後の熱心な質疑応答が繰り広げられました。 

▽二部の記念学習講演の概要は次号会報（５月号）で紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

井坂 博文さん （京都市北区） 佐々本好信さん （京都市右京区） 

吉田 妙子さん （京都市北区） 平  信行さん （京都市南区） 世話人代表 

掘  照美さん （京都市上京区） 米重 節男さん （向日市） 世話人副代表 

石田 信己さん （京都市左京区） 石角 敏明さん （長岡京市） 

守田 敏也さん （京都市左京区） 谷口 公洋さん （城陽市） 

奥田 美智子さん （京都市左京区） 鳥羽 洋子さん （茨木市） 

２０１７年度年会費がまだの方 

お支払いをお願いします 
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。 
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２０１７年４月１５日（土） 核兵器禁止・廃絶をとことん学習する会 

核兵器禁止条約実現への画期的動きと「ヒバクシャ国際署名」講演録（要約） 

原水爆禁止世界大会起草委員長 

関西学院大学法学部教授 

冨田宏治 先生 

世界の民主主義が核保有“ならずもの”大国を追い詰める！ 

４月１５日（土）、「ヒバクシャ国際署名」を大きく広げる京都の会（仮称）（京都原水爆被災者懇談会・

京都「被爆２世・３世の会」・京都府生活協同組合連合会・原水爆禁止京都協議会）による学習講演会が

開催されました。講師は関西学院大学の冨田宏治先生です。講演の要約版を紹介します。 

 

 

■北朝鮮情勢と核抑止論 

今日４月１５日（土）は、北朝鮮情勢の緊張が

高まり、大変な日となっていて、そのことを心配

しながらお話することになった。アメリカと北朝

鮮が口で激しく攻撃し合っていて、それが即戦争

になるとは思われないが、だが何が起こってもお

かしくない状況。アメリカがまさかシリアにミサ

イル５９発もぶち込むなどとは思ってもいなか

ったのだから。これだけ緊張が高まってくると、

チキンゲームなので、本気でやる気はなくても、

「やるぞ、やるぞ、やるぞ」と言っている間に、

お互いが引かないと本当にやってしまうことに

なりかねない。 

今のこの事態が抑止力というものの本当の姿。

今日のお話することのポイントの一つはこの抑

止力。核抑止力がいろんな方面から否定されて、

核抑止力を乗り越えていくために世界は腹をく

くった。核抑止力というものがいかにまやかしで、

幻想であり、こんなものに頼っていたのではかえ

って危険だということを世界はハッキリと主張

するようになってきた。そこがポイント。 

核抑止力と言うのは「核兵器を持っているから

戦争は起きない」と言う理屈だったが、むしろ、

核兵器を持っていることでいつ何時本当に戦争

になってしまうか分からない、ということが明ら

かになってきた。抑止力が戦争を防ぐのか、抑止

力こそが戦争を招くのか、ということが目の前に

見えてきている。とても不安定で何が起こるか分

からない、こんな世界をこのままにしておいてい

いのか、が問われている。 

北朝鮮をめぐる今のこの事態、とんでもない状

況に追い込んでいくのが核抑止力であって、その

核抑止力論にしがみついているのが核保有国。こ

の核保有国を追い詰めて一刻も早く核兵器を禁

止して行かなければならない、そういうことを今

あらためて強く感じている。 

そして、被爆者のみなさんが生きている間に核

のない世界を実現したい、と訴え続けてきた、そ

の切実な願いにつながっていく。希望を語りなが

ら、そして急いで実現していかなければならない。

トランプみたいな大統領が出てきている状況下

では一刻も早く実現しなければならない。その両
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方の側面を共有できたらと思う。 

 

■トランプのような大統領が出現したからこ

そ 

トランプのような大統領が出てきたから核兵

器の禁止条約なんか作っても無駄という議論も

ある。特にメディアでその傾向が強い。しかし、

あんな大統領が出てきたからこそ、世界は本気で、

急いで、一刻も早く核兵器を禁止しようとしてい

ることを理解する必要がある。核兵器禁止条約交

渉のための国際会議を本気で開くことを決めた

のは昨年の１２月末。トランプが出てきて大統領

に就任しようとする直前。そういう大統領が就任

する段階だから急がなければならない、と世界は

決意した。トランプのような大統領が出てきたか

ら核兵器禁止の流れは止まってしまうのではな

いかと危惧する人もいる。メディアが盛んにそう

言う。しかしそんなことはない。世界は、核兵器

禁止条約を作り上げようと努力している人たち

は、トランプが出てきたからこそ急がなければな

らない、とむしろ決意している。 

国連の核兵器禁止条約交渉会議の日程は、第一

会期が３月２７日～３月３１日、第二会期が６月

１５日～７月７日。第一会期が終わったところで

議長のエレン・ホワイト氏が記者会見し、７月７

日には条約ができている可能性が高くなったと

述べている。今日のような緊迫した情勢の中で世

界は急いでいる、それに対応できるようにしよう

と決意を固めている。 

 

■禁止条約の内容とこれまでのプロセスが本

日のテーマ 

核兵器禁止条約交渉会議の第２会期末の７月

７日には条約はもうできている可能性が非常に

高くなった。条約発効の手続きはもう少し先にな

るが、条約そのものはかなりの高い確率で７月に

はできあがる。条約の原案は５月末～６月初旬に

は発表されるだろう。そのように核兵器禁止条約

は非常に具体的な形で結ばれつつある。このこと

がどういう経緯で、どういう内容で、どういうイ

メージで結ばれようとしているのか、それをこれ

からお話しする。 

今度の核兵器禁止条約締結交渉は急転直下で

突然物事が進んできたように見えるかもしれな

いが、実はＮＰＴ（核不拡散防止条約）再検討会

議のプロセスを通じて２０年の年月をかけてこ

こまで持ってこられたものだ。長い長い積み重ね、

長い長いプロセスを経てここまで来た。世界中の

人々が何度も何度もニューヨークの国連本部に

詰めかけ、何度も何度も署名を積み上げてやって

きた。そういう努力が決して無駄ではなかったこ

と、そういう行動がストレートに世界を動かして

きたこと。そのプロセスについても今日はお話し

したい。 

 

■２月１６日の準備会合で勝負はついた！ 

まず、３月の第一会期の会議はどのように進ん

できたか。 

国際会議と言うものは大体がその準備会合で

勝負がつくもの。準備会合がとても大切で、準備

会合でどういう議題設定をするか、どういう議事

運営をするか、誰を議長に選ぶか、その辺りで大

体の勝負はついてしまう。２０１５年のＮＰＴ再

検討会議は最終文書の採択ができなかった会議

だが、本当の勝負はその前年の２０１４年につい

ていて、大変難しい困難な状況の中で会議は開か

れていた。準備会合で核保有国がめちゃくちゃ抵

抗していろんなことが決められないままぶっつ

け本番で２０１５年を迎えた。最悪のパターンだ

った。 

今回の「核兵器を法的に禁止する条約の制定に

向けた」準備会合は２月１６日（木）。その内容

を聞いた時、私は「もう勝った」、その段階で勝

負はついていたと思った。その辺りから見ていく

ことが必要。 

準備会合には中国、インドは出席し（本会議は

欠席）、米・英・仏・露、日本・ＮＡＴＯ諸国は

欠席。 

議長にコスタリカのエレン・ホワイト軍縮大使

を選出。小国でも議長を担いうる、大国中心では

ない、国際会議では国の大小に関係なく一国一票、

そういう意志のもとで会議運営していく決意の

表されたシンボリックな議長人事だ。コスタリカ

は日本の憲法９条と同じく戦争放棄、戦力不保持

を憲法で掲げ、それを本当に守り抜いている国

（日本との違い）・・・議長に最もふさわしい国
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だ。 

 

■画期的な議長

提案 

就任したホワイ

ト議長から早速会

議運営について３

つの提案が行われ

た。 

第一は、交渉過

程を原則として公開、市民社会＝ＮＧＯの参加で

行うこと。ＮＧＯがこれまでの国連会議のような

オブザーバー参加ではなく、正式メンバーとして

会議参加し、正式発言をする。民主的にすすめる、

民主主義のもとですすめていく決意表明だ。実際

に３月２７日全体会議の冒頭、日本被団協藤森俊

希事務局次長が国連で初めて正式発言をした。５

つの核保有大国が欠席することは織り込み済み

で、出席しないのなら、それに代わる６番目の大

国として市民社会を会議に招へいし、正式な発言

を許す。これが会議の基本的スタンスとなった。

国際連合の根幹にあたる軍縮問題で、初めて市民

社会の役割が正式に認められた歴史的出来事だ。 

民主的運営でもう一つ重要なルールは、全会一

致をめざしつつも最終的には２/３の多数決によ

って物事を決めると提案されたこと。どんな大国

が反対しても２/３の賛成があれば物事を決定す

る、大国の拒否権を認めない決意だ。国連安全保

障常任理事会では自分の気に入らないことは拒

否権行使によってすべてが反故にされてしまう

が、核兵器禁止をめぐる問題ではそんな横暴は許

さないという宣言だ。２０１５年ＮＰＴ再検討会

議でもほとんどの項目について合意されていた

（反対することができなかった）にも関わらず、

「中東非核地帯のための会議」を誰が招集するか

という（まったく本質的でない問題で）ゴネられ

て、最終的に全部の合意が反故にされた経験があ

る。 

３つ目の議長提案は会議のスケジュール提案。 

 

■議長国コスタリカの意味 

世界の平和を議論する会議であるなら、本当は

日本とコスタリカとがシンボルとなって議長を

務めるのが望ましかった。 

議長国コスタリカの背後にあって支えている

のはまず中南米カリブ海諸国共同体（ＣＥＬＡＣ）

の３３ヶ国。この共同体は核兵器の廃絶を設立の

根本原則とし、結集理念として２０１１年３月に

正式発足。次に非同盟諸国会議も議長を全面的に

バックアップする。２０１１年の非同盟諸国外相

会議で「核兵器の全面廃絶に関する声明」を採択。

核廃絶への具体的提案と、そのための国際会議開

催の努力を決定してきた。さらにもう一つのアク

ターは、オーストリアをはじめとするヨーロッパ

の国々。スイス、ノルウェーなど、核兵器の非人

道性を訴えてきた国々だ。中南米の国々、非同盟

諸国、そしてヨーロッパ諸国が一緒になって核保

有国を挟み撃ちにしていく構造で核兵器禁止条

約締結のための会議は進められている。 

 

■藤森俊希日本被団協事務局次長の冒頭演説 

第一会期は３月２７日（月）に開会した。 

象徴的な出来事は、開会総会冒頭において、日

本被団協の藤森俊希事務局次長が被爆者を代表

して演説をしたこと。それも従来のようなゲスト

の扱いではなく正式な発言として。世界は市民社

会に窓口を開き、第６の大国として市民社会を招

へいし、その中でも日本被団協からの代表を冒頭

に発言させた。「本気でやるんだ」という世界の

決意が伝わってきた。 

 

■最悪の日本政府の態度 

この会議において日本政府は最悪の関わり方

をした。全体会議の一般演説には出てきて、しか

しこの国際会議には反対だと発言し、参加しない

と表明して、席を蹴って退席した。国際会議にお
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いてこれほど無礼で侮辱的な態度はない。その後

アメリカの国連大使らと一緒になって猛烈な反

対アピールを行う輪にも加わった。 

国際社会の失望を招いた。 

日本政府代表の席には、嫌味ったらしくも

「wish you were here（あなたにはここにい

てほしい）」と書かれたメッセージと折り鶴が置

かれた。あれほど侮辱的な態度をとって会議をぶ

ち壊そうとしたけど、それでも唯一の被爆国なん

だから、あなたにはここにいて欲しいと、国際社

会の切なる願いのメッセージだ。このこともシン

ボリックな問題として注目された。 

日本の政府の主張は「核保有国が参加しないも

とで核兵器禁止条約をつくることは、核保有国と

非核保有国の間の溝を広げ、分断を広げることに

なる」というもの。この間日本政府は、曲がりな

りにも核保有国と非核保有国との間をつなぎと

め、アメリカの同盟国でもあり、唯一の被爆国で

もあるということから、賛成も反対もせず、ほと

んど棄権をしてきた。しかし今度ははっきりと反

対した。反対することによって自ら分断を広げた。

しかも非常にひどいやり方で。分断を広げること

になった日本政府の態度、やり方は許しがたいも

のだ。 

 

■第一会期の概観 

しかし会議はそういう事態も乗り越えてすす

められていった。 

条約の目的、前文、禁止内容とかが非常に具体

的に議論されていった。しかも国際会議などでよ

くある演説者が一方的にしゃべり、聞く方は聞く

だけというやり方ではなく、パネルディスカッシ

ョンなども行われ、本当に意見を闘わせるという

やり方で進められた。 

「核保有国の参加しない禁止条約は無意味」だ

という意見がある。それに対して、「それならど

うしてあんなに激しく反対するのか？意味があ

ると思うから反対するのではないか?」（オースト

リア軍縮大使）と反撃されている。これまでのア

メリカ政府は自国の意見を同盟国など他国に押

し付けることまではやってこなかった。しかし、

今回に限っては正式な手紙を他国に送りつけ、

「会議に参加するな」「反対しろ」と意見を強く

押し付けてきた。今回の会議がアメリカにとって

もそれほど大きな影響があると受け止めている

証左ではないか。 

今回の禁止条約交渉会議の非常に大きなポイ

ントは、禁止条約締結先行・・・条約をまず先に

作っていくことにあり、会議を通じてそういう揺

るぎない決意を国際社会が固めつつある。 

第一会期には１１５ヶ国と２００のＮＧＯが

参加した。ＮＧＯの参加は国の数よりも多い。 

会議では条約の前文と中核的な禁止事項につ

いて建設的な討論が展開された。 

第一会期終了後、エレン・ホワイト議長は記者

会見で、「第二会期が終わる７月７日までに条約

案に合意することが可能な目標だと楽観的にな

れた」と表明した。 

 

■新しい国連軍縮担当上級代表に中満泉氏 

新しい国連軍縮担当上級代表に日本人国連職

員の中満泉氏が指名された。これまでの国連軍縮

担当上級代表は原水禁世界大会にもほぼ毎回（過

去９年間の内８回）出席するなどして、核兵器廃

絶に向けて重要な役割を果たしてきた。その上級

代表（国連事務次長）に日本人女性が就任するこ

とも素晴らしいこと。中満氏は日本政府とは直接

関係のない生粋の国連職員であり期待したい。こ

ういうことも含めて世界は動いている。 

 

■核保有国は「ならず者国家」にしてしま

う・・・核兵器禁止条約のイメージと中身 

禁止条約の前文、目的には、ＮＰＴ再検討会議

の到達点を踏まえてその延長戦上にあることが

述べられるはず。そして「被爆者の願い、声に応

えて」という趣旨も明記されると思う。これは重

要なことだ。 
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極めて重要なポイントは、核兵器の非合法化を

先行させるということ。ＮＰＴは核保有５大国の

核兵器保有を合法化するための条約だが、今度の

禁止条約は核兵器は非合法だと断定する条約。核

兵器保有が非合法になれば、非合法の核兵器を持

つ国は「あんたら、ならずもんちゃいますの

ん？！」と言われることになる。アメリカはこれ

までイラク、北朝鮮、シリア等々を「ならず者国

家」だとして勝手に攻撃してきたが、核兵器禁止

条約ができて、その条約に参加しないことになれ

ば、アメリカが「ならず者国家」の烙印を押され

ることになる。 

禁止事項について、開発、製造、保有、譲渡、

実験、配備、運搬、持ち込み、一時寄港、使用等々

が議論されている。核兵器開発のための資金提供

も違法にすべきなどという議論もある。今これら

の禁止する対象をどうするかが交渉の焦点にな

っている。 

核兵器の持ち込み、一時寄港、上空飛来なども

禁止されれば、それだけでも核保有国の行動、手

足は相当に縛られることになる。条約締結国に寄

港、飛来などする場合、その都度いちいち核兵器

は持っていないことを証明しなければならず、非

核神戸方式のような事態が世界中に広がること

になる。核保有国の自由な行動が許されなくなっ

てくる。 

条約の形は生物兵器禁止条約（１９７２年締結、

１９７５年発効）のようなシンプルなものになる

可能性が高い。生物兵器禁止条約は前文と１５の

条文で構成され、Ａ４２枚程度のものだ。 

 

■オープンエンドの作業部会 

核兵器禁止条約の交渉会議が行われるに到っ

た、世界が腹をくくった、直接の契機は、国連作

業部会＝オープンエンドの作業部会（ＯＥＷＧ）

だ。 

２０１５年ＮＰＴ再検討会議最終文書は合意

されず反故にされた。しかし反故にされた理由は

「中東非核地帯化」会議の招集権者の問題であっ

て、それ以外の項目はすべて合意されており、誰

も反対しなかった。そうであるなら、最終文書は

反故でも、文書案に明記されている項目は実行に

移していけばいいではないか、ということで、そ

のための国連会議開催が提起された。 

２０１５年第７０回国連総会において「多国間

核軍事撤廃交渉の促進」決議案が賛成１３８で可

決。「核兵器のない世界を達成・維持するために

結論を下す必要のある具体的で実効ある法的規

定や基準を扱うため」に、すべての国に開かれ、

市民社会の参加も推奨されるオープンエンドの

作業部会（ＯＥＷＧ）の設置が決定された。ＯＥ

ＷＧは２０１６年２月、５月、８月に国連欧州本

部で開催された。核保有国はボイコット、日本な

ど同盟国が核保有国の意見を代弁したが、２０１

６年８月１９日に国連総会への報告書が採択さ

れた。ＯＥＷＧ報告書の持つ決定的な内容は、核

兵器の“廃絶”は将来的な課題として残し、当面

の核兵器の“禁止”に限定して先行実施するとし

たこと。もう一つは、交渉のための会議を２０１

７年に開催するとし、時間を明確に定めたことで

あった。 

もともと核兵器の廃絶には世界に二つのイメ

ージがあった。一つは禁止条約締結を先行させる

こと、もう一つは包括的核兵器禁止条約という核

兵器の完全廃絶までのプロセスを一括して決め

ていこうとすること。しかし核兵器の廃絶には、

核保有国の廃棄の完全な検証や、核分裂物質が誰

の手にも渡らないようにする厳格な管理等々膨

大な条約と作業が求められる。これらをすべて整

えるまで待っているわけにはいかない。二つのイ

メージの議論に決着がつけられて、ＯＥＷＧの報

告書はまとめられた。 

これほどまでに核保有国が頑なに抵抗するの

であれば、まず先行して禁止条約を作り、核保有

国は「ならず者国家」だとレッテルを貼って追い

詰めていく。そのことをハッキリさせた上で、次

の段階・廃絶に向けたステップに進んでいく。こ

の考え方が国際社会の中で合意され、確立されて

いった。これがＯＥＷＧの最大の成果だ。 

禁止事項もＯＥＷＧで話し合われており、禁止

条約交渉会議の議論のベースになっている。その

中で、核兵器の原料の製造ももちろん禁止となる

が、そうなると日本の原発がたくさん作り出して

いるプルトニュウムも非合法で全部アウトにな

っていく。 

２０１６年８月１９日のＯＥＷＧ報告書は国
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連総会に対して、２０１７年に核兵器禁止条約交

渉の会議招集を勧告した。２０１７年第７１回国

連の第一委員会で交渉会議開催が決議され（５７

ヶ国共同提案、１２３ヶ国賛成）、同１２月２３

日国連総会で正式に決定された（賛成１１３、反

対３５、棄権１３）。そして２０１７年３月・６

月に核兵器禁止条約交渉のための国際会議開催

に到る。 

２０１５年のＮＰＴ再検討会議で一旦は反故

にされた最終文書がゾンビのごとく復活し、ＯＥ

ＷＧで議論されて、世界が一気に決意するに到っ

た。決して突然にどこからともなく禁止条約交渉

会議が降ってきたのではない。ずーっと長い間に

わたって、積み上げられてきたとりくみの、最終

段階に今の禁止条約交渉はある。トランプが出て

きたり、アサドがいたり、金正恩が何かしても、

たとえ何が起ころうとも、最早後戻りさせること

はできないものであり、そこに私たちは確信を持

ちたい。 

私たちはこれまで核兵器廃絶の運動を、ＮＰＴ

再検討会議を重要な場としてとりくんできた。そ

の延長戦上に今の禁止条約交渉会議がある。ＮＰ

Ｔは核兵器合法化のための条約だったが、今度は

禁止条約で非合法とする条約を作ることになる。 

私たちの運動はＮＰＴから生まれて、ＮＰＴを

乗り越えていく。 

 

■ＮＰＴ再検討プロセスから見えた世界政治

の４つの不可逆的な流れ 

 ２０年来の核廃絶と平和を求める世界の運動

は４つの流れを作り出してきた。 

① 民主主義・・・二つの内容がある。一つは国

の大小に関係なく一国一票。大国の拒否権を

排除し、議論を積み重ねた上で多数決で決め

る。もう一つは市民社会の積極的な参加。 

② 「法の支配」・・・核兵器を法的に禁止し非合

法化する。力ではなく法が支配し優位に立つ

世界を築く。 

③ 抑止力批判・・・抑止力は紛争を解決できな

いばかりか緊張を高め、テロと拡散を導く。

非人道性の極み。 

④ 国際紛争の平和的解決・・・イランの核開発

中止の合意、アメリカとキューバの国交回復

など実例で示されてきた。 

世界政治の不可逆的な流れに真っ向から対立

そしているのが残念ながら被爆国日本の政府。民

主主義に対して何事も数と力の支配で押し通そ

うとしている。「法の支配」に対しては立憲主義

を否定し、解釈改憲を横行させている。安保法制

の目的は抑止力強化でしかない。集団的自衛権行

使の容認は武力による解決そのもの。今回の条約

交渉会議でも日本政府は極めて悪い役割を果た

してきた。私たちは日本国民としてそのことをし

っかりと胸に刻んでいきたい。 

 

■ＮＰＴを舞台にした核廃絶を求める運動 

ＮＰＴ（核不拡散条約）は１９６８年に調印、

１９７０年に発効、現在の締結国は１９０ヶ国。

本質的には「核保有国」の特権を認める不平等条

約。但し「核保有国」にも「誠実に軍縮交渉を行

う義務」を負わせてきた。１９９５年に条約の無

期限延長がはかられ、世界からの反発を招いて、

５年に一度の「再検討会議」で運営状況を検討す

ることになった。２０００年以来、「再検討会議」

が核兵器廃絶への重要な政治舞台になってきた。 

２０００年の再検討会議において、主に新アジ

ェンダ連合諸国、非同盟諸国を中心にした勢力の

奮闘で、ＮＰＴの不平等性への批判が高まる。そ

の結果「すべての締約国が責任を負う、各軍縮に

つながる、自国核兵器の完全廃絶を達成するとい

う全核保有国の明確な約束」が謳われた。但し、

この決議では日付が明記されない、何時までに達

成するのかという期限が曖昧なままにされた。 

２０１０年度再検討会議においても、２０００
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年決議の「明確な約束」は再確認されるが、締約

国の大半が期限の設定を主張したにも関わらず、

依然として日付は明記されなかった。その後、日

付問題、期限の問題が重要な争点になっていく。 

一方、２０１１年第６６回国連総会第一委員会

においてドゥアルテ上級代表が「軍縮においても

世界の民主主義が訪れていることの証拠は、世界

中の市長や議員や市民社会グループの行動を見

れば議論の余地がない」と演説。世界中で集めら

れ国連に提出される核兵器廃絶の国際署名は数

百万筆におよび、国連本部に署名のツインタワー

として積み上げられ、常設されていった。 

ＮＰＴ再検討会議を舞台にした運動の積み上

げが今日を築いてきた。 

 

■支配層の間に広がる「核拡散」と「核テロ」

への恐怖 

２００１年９・１１同時多発テロが発生し、そ

れを機会に支配層の間に「核拡散」と「核テロ」

への恐怖が広がった。テロや核拡散の脅威が世界

中に広がっているが核を求めるテロリストを説

得するのは困難。よって核兵器そのものを廃絶し

ていくしかない、というもの。キッシンジャーら

４氏（ジョージ・シュルツ、ウィリアム・ペリー、

サム・ナン）が、核兵器がますます広範囲に入手

可能となる中で、抑止力の有効性はますます低下

する一方で危険性は増大している。「核抑止論」

はもはや時代遅れで、加えてイラク戦争も失敗し

た。もはや世界は「核抑止力」を含む強大な軍事

力によって支配できる時代ではない、と訴えた。 

オバマ大統領のプラハ演説「核兵器のない世界

へ」（２００９年４月）もこうした動向を背景に

している。 

 

■「核兵器使用の非人道性」の訴え 

従来の世界の核廃絶運動は「安全保障」からの

よびかけが中心だったが、加えて「核兵器使用の

非人道性」を基調とする運動も広がってきた。２

０１２年、ＮＰＴ再検討会議を前に動かすために

１６ヶ国の声明で「非人道性」を前面に打ち出し

その非合法化が訴えられた。２０１４年１０月の

国連総会第一委員会において「核兵器の人道上の

結果に関する共同声明」発表され、１５５ヶ国が

参加した。「核兵器の人道的影響に関する国際会

議」は第１回（２０１３年）がオスロで１２７カ

国の参加、第２回（２０１４年２月）がメキシコ

のナヤリットで１４６ヶ国の参加、第３回（２０

１４年１２月）がウィーンで１６０ヶ国の参加と

広がり積み重ねられてきた。 

 

■核兵器禁止条約から核廃絶へ 私たちがと

りくむ二つの運動 

広島・長崎の被爆の実相の普及こそが「核抑止

論」を打ち破る最大の力だ。「核兵器使用の非人

道性」を何よりも雄弁に告発するものは、広島・

長崎の被爆の実相にほかならず、広島・長崎の被

爆の実相の前には、核兵器へのいかなる合理化も

無力。被爆の実相のさらなる解明と普及に力を注

いでいこう。 

２０１６年３月２３日被爆者が訴える核兵器

廃絶国際署名の運動がスタートした。２０１７年

に核兵器禁止条約交渉の会議開催が勧告された

状況で、まさにタイムリーな提起だ。世界で数億

人、日本国民の過半数を目標にしていく。原水協、

原水禁、日本生協連、地婦連、青年団協議会など

広範な団体、個人の参加で署名推進連絡会を結成

してとりくんでいく。 

核兵器禁止条約の実現と、その次のステップの

核廃絶に向けて力を合わせてとりくんでいこう。 

「抑止力」にしがみつく安倍政権への批判を広

げる運動と共に。 

（以上） 
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「ヒバクシャ国際署名」への賛同と協力の呼びかけ人になってください 

  

京都にお住いの被爆者、被爆２世・３世のみなさんへのお願いです。 

 昨年４月、広島・長崎の被爆者が、「後世の人びとが生き地獄を体験しないように、生きている間に

何としても核兵器のない世界を実現したい」との思いから、「ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える核

兵器廃絶国際署名」（「ヒバクシャ国際署名」・別紙）をよびかけました。 

 思いは私たちも同じです。京都でこの「ヒバクシャ国際署名」を大きく広げるために、みなさんのお

力をお貸しください。よびかけ案は下記のとおりです。よろしくお願いいたします。 

 

2017年 4月 

    花垣 ルミ（京都原水爆被災者懇談会世話人代表） 

平 信行（京都「被爆２世・３世の会」世話人代表） 

 

 

 

京都の呼びかけ人（公表）になれる方 

 お名前                  被爆者・被爆２世・被爆３世（○をしてください） 

 行政区                  電話                  

（よびかけ案） 

私たち京都の被爆者、被爆２世・３世は 

「ヒバクシャ国際署名」に賛同し、署名への協力を心からよびかけます 

 

人類史上初めて核兵器の「違法化」にむけた画期的な動きがすすんでいます。ニューヨ

ークの国連本部で開かれていた核兵器禁止条約を交渉する第 1 回国連会議（3 月 27 日～

31 日）は、核保有国や日本などの「核の傘」に頼る国が核兵器禁止条約に反対し、会議

を欠席しましたが、参加した大多数の国は速やかに禁止条約をつくることで一致し、第２

回国連会議（6月 15日～7月 7日）で禁止条約（案）を採択する方向も示され、核兵器禁

止条約の締結にむけて歴史的な一歩を踏み出しました。この流れはもはや後戻りできない

確かなものとなっています。 

私たちの悲願である「核兵器のない世界」の扉が、今まさに開かれようとしています。

私たちは、こうした動きを後押しし、核兵器禁止条約を実現させるうえで、「ヒロシマ・

ナガサキの被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名」（「ヒバクシャ国際署名」）が決定的な役

割を果たすと確信しています。みなさんの「ヒバクシャ国際署名」への賛同と協力を心か

らよびかけます。 

2017年 4月 

 

例）花垣ルミ（京都市北区）、熊谷好枝（京都市南区）、平信行（被爆２世・京都市南区）、・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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被爆者を 1000年先に残すピースマスク 
米重節男さん(向日市) 

 

被爆者ピースマスクプロジェクトが進めてい

た１００人のマスクが完成して、披露の展示と記

念集会が３月２６日（日）広島市であり、モデル

となった次男を誘って参加してきました。 

モデルとなったのは京都・岡山・広島・坂出・

加古川・高浜・韓国・ハワイの被爆者と２世～４

世の９１歳～８歳の幅広い人たちでした。 

 会場の広島市の平和記念資料館会議室には、モ

デルになった人、プロジェクトチームの関係者、

展示会場となった妙慶寺の住職など約５０人が

集まりました。プロジェクトからの報告では、約

１年半かけて１００人のマスクを作ることがで

き、１００人目は前日に作ったとのことでした。

また、全国の被爆者や２世のつながりで、広い地

域の人の協力を得たとのことでした。 

完成の集会は京都「被爆２世・３世の会」の山

根和代さんの司会で進行し、安斎育郎先生が基調

講演して核兵器開発と被爆者と核廃絶を求める

運動について話されました。その後にモデルとな

った人からの発言があり、９１歳から８歳までの

１１人の人が想いを語りました。 

作者の金明姫さんは夫とともに挨拶され、前日

の午後に１００人目ができたとのことでした。最

高齢の９１歳で坂出市の被爆者は、「戦争にも行

った。原爆はまことに恐ろしい。２月の日米共同

宣言は核が先に来ている」と核兵器をなくしてほ

しいと語られていました。母・娘・子３世代でマ

スクを作ったという広島の方は、マスクで被爆者

の存在が残ると、意義付けをしていました。１６

歳で被爆した在日朝鮮・韓国人２世の方、京大院

生のハワイの日系人で祖母が長崎の被爆者とい

う被爆３世は、日系米人の被爆者が何千人もいる

事実の掘り起こしがいると発言していました。ま

た曽祖父母が被爆者の最年少の小学校５年生の

少年も発言。それぞれの参加者が、ピースマスク

についての想いを語り、各人の意義付けを述べた

ことは、このプロジェクトが意図したことからさ

らに発展しているように受け止めました。 

金明姫さんが、和紙は１０００年持つ。様々な

人との出会いがあって、それを使ってマスクを作

ることができた。最初は被爆者を探すことから。

始めてからは皆さんの様々なつながりで進んで

きた。韓国・ハプチョンの被爆者とは、京都の皆

さんのつながりで可能になったと語っていまし

た。 

 被爆者はいずれ亡くなるが、被爆者がいたこと

をこのマスクで１０００年の後々まで伝えるこ

とができるとの話を聞き、私は単に「誰かモデル

はいないか」と言うのに応じただけでしたが、そ

の意味付けがされたと受け止めました。 

 １００人のマスクはパネルに張り付けて、妙慶

寺の講堂に展示されていました。しかし、白色だ

けのマスクは、ぱっと見ただけでは、自分のマス

クがどれかもわかりません。男か女かもわからな

いのが実際で、生身の人の顔だからこそ判別でき

るのだと、改めて感じました。それで、金明姫さ

んに探してもらって自分のマスクを見つけるこ

とができました。息子の分もわかりましたが、京

都で参加した人のも、何人かしか分かりませんで

した。 

 ピースプロジェクトと金明姫さんによると、こ

れからこのマスクの展示会をしていきたい。気軽

に人が来て見ることができる会場があれば紹介

してとのことでした。そんなに大がかりでなく、

ちょっとした所の方が良いとのこと。 

 京都２世・３世の会でも開催を検討してはと思

います。                以上 

壇上の人が作者の金明姫さん  

中央マフラーの女性がＮＰＯピースマスクプロジェクト

の二葉さん 
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３月２９日（水）／原発賠償京都訴訟第２５回裁判の報告 

京都原告団を支援する会 上野益徳さん 

 

原発賠償京都訴訟第２５回期日の報告です。今

回は春休み、年度末という事情もあってか、支援

者の出足が悪く、時間切れで抽選には至りません

でしたが、傍聴券はすべてなくなり、傍聴席は満

席となりました。 

今回は原告７人が証言台に立ちました。前回と

同じように主尋問５分、反対尋問２０分（東電・

国合わせて）、再主尋問５分という変則の時間配

分でした。それぞれの原告が訴えた要点をまとめ

てみました。なお、資料はなく、耳で聞いたこと

をメモしたので、聞き間違いがあるかもしれませ

んが、ご容赦ください。 

  

◆須賀川市から避難し、いまは戻っている男性は、

念願のお好み焼き屋を開業していたが、事故が起

こり、一番は娘の健康だと思い、店を処分して避

難。だが、いい就職口が見つからず、３年後に戻

った。私の人生は原発事故で狂わされ、夢をあっ

という間に壊された。その責任を取ってほしい、

と訴えました。 

◆福島市から避難した女性は、自分の工房を持ち、

陶器の制作・販売、陶芸教室を開いていた。収入

は少なかったが喜びを感じていた。娘の健康被害

を心配して避難した。避難後は陶器の制作はして

いない。工房は今も線量が高くて帰れない。放射

線量が事故前に戻ったら、すぐにでも帰りたい、

と証言しました。 

◆いわき市から避難した女性は、何も知らずに外

に出て子どもたちを被曝させた。これ以上被曝さ

せたくないと思い避難した。今年の正月に実家に

帰った時、周囲の線量を測ったが、自宅前にある

ブルーシートや神社など線量が高いところがあ

り、帰るのは危険だと思った。かけがえのない時

間を犠牲にして避難したことを理解してほしい、

と訴えました。 

米重俊男 米重節男 



京都「被爆２世・３世の会」会報№５４   ２０１７年４月２５日 

１６ 

◆福島市から避難し、いまは戻っている女性は、

パティシエとしてお菓子教室を開いていた。避難

先では優しい言葉をかけてくれる人もいたが、差

別的なことを言う人もいた。心身の疲労と経済的

にやっていけなくて、妥協して戻らざるを得なか

った。フレコンバッグがあちこちにあり、昔のよ

うではない。食材についてはとても気を使ってい

る、と証言しました。 

＊次は郡山市から避難の女性でしたが、私は井関

弁護士から呼ばれて廊下に出たために、主尋問と

東電代理人の反対尋問を聞くことができず、要点

をまとめることができません。悪しからず。 

◆福島市から避難し、いまは新潟県の長女宅に身

を寄せる女性は、助産士の資格を取り、長年の夢

だった助産所を開設。もともとプルサーマルに反

対し、もし事故があれば避難しようと思っていた

ので、三女のいる京都へ。その後、左腕を壊死性

感染症に侵され、入院中付き添ってくれた長女の

家に移住。助産所のお客は８０人ぐらいいたが、

そのうちの１５人くらいが避難した。事故が落ち

着けば帰りたい。チェルノブイリのように原発を

囲ってもらいたい、と訴えました。 

◆いわき市から避難した女性は、観光農園を営み、

ブルーベリーなどを栽培していた。ベリー類は収

穫するまでに時間がかかる上に、放射能を吸着し

やすいため、原発の爆発に危機感を持ち、農園を

廃業して避難した。京都で起業を支援するプロジ

ェクトに応募し、ブルーベリー栽培を始めたが、

収穫はまだ。葛藤しながら生活している、と証言

しました。 

  

今回の反対尋問では、細かい質問が目立ちまし

た。自分で放射線量を測定した原告に対しては、

「どんな器具を使ったか？」、「いつ購入した

か？」、「どこを測ったか？」、「地上何センチで測

ったか？」、「計測した数値はメモしたか、誰がメ

モしたか？」、「この数値は記憶で書いたのか？」

など。また、「家財道具の処分の意味は？」（売っ

たのか、捨てたのか？）、「領収書は残していない

のか？」など損害請求の内訳についても細かく聞

いてきました。 

  

証言された原告のみなさんは、あとで振り返れ

ば、あそこはこう言えば良かったとか、陳述書を

もう一度ちゃんと読んでおくべきだったなど、い

ろいろ反省点はあると思いますが、それぞれ頑張

って証言されました。 

トピックを一つ。今回は証言者が７名といつも

より少なかったこともあってか、反対尋問が決め

られた１０分（東電）、１０分（国）を超えるこ

とがしばしば。いまは新潟県に在住の女性に対す

る東電代理人の反対尋問が特に長く、どう考えて

も２０分ぐらい尋問しているなといらいらして

いた時でした。川中弁護団長がすくっと立ち上が

って、裁判長に抗議してくれました。 

そもそも３時半には終わるだろうと予想して、

報告集会を３時半から５時までと設定し、群馬訴

訟判決の解説を予定していましたが、裁判長の緩

慢な訴訟指揮で時間が大幅にずれ込み、終わった

のは４時半。会議室が５時半まで取ってあったの

で、とりあえず報告集会へと声をかけ、３０数名

の支援者と証言台に立った２名を含む１１名の

原告の参加がありました。 
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群馬訴訟判決について解説するはずの田辺弁

護士は進行協議で到着が遅れ、会場を出なければ

いけない５時半にやっと到着。当初予定を大幅に

短縮して１５分程度で話してもらいました。敷地

高を超える津波は予見可能だった、また時間も費

用もそんなにかからない措置をとっていれば結

果は回避できたとして、東電と規制権限を行使し

なかった国の責任を認めた点は評価できること

が確認できました。ただ、それに比べて損害につ

いては半分以上の原告が賠償を認められず、認め

られた賠償額も極めて低額である点については

疑問がのこりましたが、時間切れで質問の時間が

とれませんでした。 

群馬訴訟判決については、支援する会の総会＆

講演会（日程未定）でも取り上げようと計画して

います。次の期日（原告本人尋問）は４月２１日

（金）です。引き続き、ご支援をよろしくお願い

します。 

 

４月２1日（金）／原発賠償京都訴訟第２６回裁判の報告 

京都原告団を支援する会 上野益徳さん 

 

４月２１日(金)に行なわれた原発賠償京都訴

訟第２６回期日の報告です。長文、重複、共にご

容赦ください。 

今回は、何期日ぶりかで傍聴席が埋まりません

でした。新年度を迎え、職場の移動などもあり、

休みにくい方もおられたのかも知れませんが、午

前中で傍聴券席が１０席近く余っていました。午

後からは代理人席、原告席もまばらになり、傍聴

席も空席が目立ちました。 

久しぶりに託児を希望する原告さんが２名お

られたため、託児スタッフの確保が必要になりま

した。直接声をかけ募集もした結果、なんとか４

名（うち１名は午前だけ）の方が託児スタッフを

引き受けてくれました。１日は長かったと思いま

すが、子どもたちは元気に過ごしたようでした。

託児スタッフのみなさま、本当にお疲れ様でした。 

  

今回も朝から夕方まで原告本人尋問でした。証

言に立ったのは９名。原告が訴えたことを中心に

まとめてみます。 

◆郡山市から避難した女性は、子どもを被ばくさ

せたくなくて家に缶詰状態にしていたが、ストレ

スを感じて母子で避難。夫は飲食店を開店したば

かりだったので残ったが、家族が離れて暮らすの

は限界だと思い３年後に店を閉めて合流した。戻

りたい気持ちはあるが、子どもの健康とまた転校

の辛さを味わわせたくないので、今は戻る気はな

いと訴えました。 

◆千葉県柏市から妻子が避難している男性は、勤

務先の大学のモニターで空間線量が高いことを

知り、子どもと妊娠中の妻を心配して妻の実家が

ある京都へ避難させた。宿舎で付き合いのあった

人たちはほとんど転居した。市は除染は終わった

と言っているが、アスファルトが交換されたこと

はない。元の数値に戻るには１０年スパンで見て

いかないといけないと思っていると訴えました。 

◆福島市から避難した男性は、今の妻と付き合っ

ていたが、線量が高かったので福島で子どもを産

むのは厳しいと判断。職場が避難所になっていた

ので、仕事を辞めて避難するまでに３～４か月か

かった。子どものことを考えると今は戻る気はな

い。元と同じ線量になれば帰りたい気落ちはある

と訴えました。 

◆いわき市から避難した男性は、地震で家の壁が

落ちて使えない状態になり、福島第一原発で働い

ていた義兄から「ヤバいぞ」と言われて避難を決

めた。長男は入学が決まっていた茨城県の高校の

寮へ戻った。長女は学校で「福島から来た子」と

言われて不登校になり、結局妻の実家に帰ってし

まった。知人や親戚が線量を気にしながら生活を

しているのを知っているので、下の子を連れて戻

ることはできないと訴えました。 

◆福島市から避難した男性は、地震の日に妻子は

避難し、自分も翌日合流して実家のある山口県へ

避難した。その後、妻子は福岡市→福津市→京田
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辺市と住まいを変え、自分も福島大学を辞め、西

日本の大学に移った。2 年間の別居生活の間に５

６回妻子に面会に行った。低線量被ばくの健康影

響が明らかになっていない中で、避難には合理性

があるし、自分たちが被った被害は原発事故によ

って必然的に生じた被害だと思う。東電や国は真

摯に対応してほしいと訴えました。 

◆福島市から一時妻子が京都に避難していた男

性は、原発が爆発した時の放射線量が３０μSｖ/

ｈだったこと、アメリカ政府が自国民に８０キロ

以内から避難せよと指令を出したことを知り妻

子を避難させることを決めた。住宅ローンがあり、

自分は仕事を辞められないので、上司に相談して

転勤・出向願いを出していたが、１３年１２月に

認められ、大分に転勤になり、家族と一緒に住め

るようになった。避難者についての今村復興大臣

の発言は許せない。二度とこういうことが起きな

い社会になればいいと思っていると訴えました。 

◆福島市から避難したのち戻った女性は、先に兄

が避難したのと回覧板で近くの公園の線量が高

いことを知って避難を決めた。子どもが通ってい

た幼稚園・小学校では合わせて１００人はいなく

なった（避難した）。生活が苦しくなり戻ったが、

支援があれば避難を続けていた。戻ってからも、

野菜は京都から取り寄せ、水も買っている。子ど

もが外出する時はマスクをさせ、長袖・長ズボン。

弁当を持って行かせるために私学に入れた。戻っ

てからも精神的苦痛があるので請求したいと思

っていると訴えました。 

◆千葉県松戸市から避難した女性は、子どもがリ

ンパ性の病気にかかり、再発したら生命にかかわ

ると言われていた。チェルノブイリ事故では白血

病が多発したことを知っていた。長男は夏から原

因不明の高熱が続き、長女は頭痛、だるさ、吐き

気が続いた。子どもは住む所を選べないので、親

が決断しないといけないと思った。避難後に千葉

県でも甲状腺がんが患者が見つかった。千葉県北

西部の汚染を知ってほしいと訴えました。 

◆郡山市から避難した男性は、１歳の子どもがあ

り、妻が妊娠していたので、健康被害が心配で避

難を決めた。避難後、放射能への恐怖、家族の健

康被害への恐怖、知らない土地での生活などが重

なり、うつ症状になった。今も睡眠障害がある。

いくら除染しても森林が手つかずでは、線量はま

た戻ってしまう。東電と国がちゃんとしていなか

ったので事故が起こった。復興大臣の「自己責任」

発言はあまりにも無責任だ。強い怒りを覚えると

訴えました。 

  

被告側からの反対尋問はすでに聞き飽きてい

ますが、「親や兄弟は避難したか？」「職場、同級

生で避難した人はいたか？」「帰ることを検討し

たことはないか？」「市の広報紙に載っている線

量を知っているか？」など。個別の損害に関して

は、「新たに買ったテレビが○○円となっている

が、もっと安いものもあるのではないか？」など

と質問し、会場の失笑を買いました。また、「転

居した際に、家財道具を持って来ることもできた

のではないか？」と問い、「引っ越し代が高くつ

くので実家にあげた」との返答にグーの音も出な

い場面もありました。 

証言に立たれた原告のみなさんは、堂々と自分

の思いを述べ、被告側の反対尋問にも誠実に対応

していました。その姿勢は、仕事とはいえ加害者

でありながらまるで検事のように上から目線で

尋問する被告側代理人の下劣な品性を炙り出し

ていたと思います。 

今回はいろいろな事情で報告集会ができない

ため、昼休みに食事をとりながら簡単な集会を行

ないました。今後本人尋問を控えている福島在住

の原告（妻子が避難中）は、福島県の中通りで生

活する住民が精神的被害を訴えて裁判を起こし

たと報告、避難していない人も決して安全・安心

だと思って暮らしているわけではないことを訴

えました。ほかに、これから証言台に立つ原告と

すでに立った原告が一人ずつ挨拶に立ちました。

また、ひょうご訴訟の原告も支援を訴えました。 

いま増えている関東からの避難者たちの交流

グループ（ＧＯ ＷＥＳＴ）からこの間の取り組

みと今後の予定が報告されました。 

次回は５月１２日（金）です。９名の原告が証

言台に立ちます。毎回同じような反対尋問も聞き

飽きた感はありますが、証言台に立つ原告にとっ

てはそれぞれが一回きりの本人尋問です。次こそ

は傍聴席をぜひ満杯にしたいと思います。
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寄稿―自己紹介に代えて 

祖父とヒロシマとフクシマのこと 
吉田阿純さん（上京区） 

 

筋金入りのひねくれ頑固じじぃである私の祖

父は、年に一度、用事で京都にやってきて私に会

うのを楽しみにしている。せっかく京都に来たの

だからと、近くの神社やお寺に案内したりするけ

れど、一通り見て回ったあと、決まって 

「みんなありがたがって拝んでいるが、本当は神

様も仏様もいないんだ」とのたまう。 

耳が遠いので声が大きいのがこれまたたまらな

い。 

私はというと、神様や仏様の存在を否定したく

ないものだから、「うーん」と曖昧に返事をした

り、あまりにひどい言い方を祖父がしたときには

ケンカになったりするが、実は祖父がそんなふう

に言うには訳がある。 

 

１９４５年８月６日、祖父は学生時代を過ごし

ていた広島で被爆した。ちょうど通学の途中で、

爆心地に向かう列車に乗っていたという。 

突然鋭い閃光を浴び、祖父は気を失った。 

気がついたのは、落とした帽子を探しに戻って

きた人が、しっかりしなさいと声をかけてくれた

ときだった。 

他の乗客はもうみんな逃げていて、車両は空に

なっていた。助け起こしてもらい、そのまま地獄

絵のような街を通りぬけ、わけのわからないまま

必死で下宿先のおばさんの家を目指した。 

 

――いつも乗る、ひとつ早い列車に乗っていた

ら、おそらく命はなかった。 

その日、たまたまおばさんが、シャツにアイロ

ンをかけてあげるから少し待っていなさいと言

ってくれたので、１本乗り遅れたのだった。 

原爆が落ちるのがほんの少し早かったら、祖父

の列車は爆風になぎ倒されていた。ちょうどカー

ブを曲がりきって車体が爆心地に垂直に向いた

ところだったから、列車は倒れずにすんだのだと

いう。 

 

どうにか下宿にたどり着くと、市街地で何か大

変なことがあったらしいと聞いたおばさんが、無

事に帰ってきたらすぐに着替えられるようにと、

お風呂を沸かして待っていてくれた・・・ 

 

幸運と人の優しさにいくつも助けられて祖父

は命拾いし、９０歳を過ぎた今でも、元気に憎ま

れ口を叩いている。そのときの話を聞いていると、

私にはどうしても何か見えない力に守っていた

だいたとしか思えないのだが、祖父はそのときの

ことを語るたびに、苦しそうに顔をゆがめて言う

のだ。 

 

あんなにひどいことを、神様がするはずがない。

だから自分は神様なんか信じない、と。 

 

逃げる道すがら見たもののことを、祖父はほと

んど語らない。ただ、目にした光景の悲惨さだけ

でなく、助けてくださいとすがってくる人たちを

放って逃げた罪悪感が祖父の脳裏にこびりつい

ており、そのときのことを口にするのを阻んでい
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るらしいことがなんとなく伝わってくる。 

 

話は変わって、私は２０１５年から「アースキ

ャラバン」という平和を呼びかけるイベントに参

加しており、仲間たちと一緒に広島原爆の残り火

である「平和の火」を日本からヨーロッパ、そし

てイスラエル、パレスチナまで運ぶプロジェクト

に関わった。（ここでは触れないけれど、それが

実現した背景には、メンバーたちのものすごい努

力と、これまた奇跡のようなドラマがあった。）

そのときに、広島の方のお話を聞く機会があり、

はじめて「被爆３世」という言葉があることを知

った。広島では被爆者やその子孫に対する差別が

根強くあって、そうした人たちがそのことを口に

できるようになったのは、つい最近のことなのだ、

とも聞いた。全然知らなかった自分が恥ずかしか

った。 

 

あの瞬間、世界や、祖父とその場にいた多くの

人の人生に、いったい何が起こったのだろうか。

７０年経って、戦争のことを知らない人が増えた

というのに、そのときの影響は、消しようもなく

まだしっかり残っている。 

人が、地球が、そして世界が負った傷が完全に

癒えるのは、戦争に勝ったとか負けたとか、政治

のせいだとか、どの国が悪いとか、そんな善悪の

判断を越えて、人類全体が、あの出来事の意味を

引き受けるときなのではないかと、そんな気がす

る。 

  

余談になるけれども、祖父は戦後すこしして福

島に赴任した。そこで祖母と出会い、結婚してか

らずっと福島に住んでいる。５年前の震災でもど

うにか無事だったが、あの原発事故以来、私に会

うたび 

「福島は原子爆弾で大変なことになっているか

ら遊びに来たらいかん」と言う。 

爆弾じゃないよ、と言っても、まじめな眼をして 

「おんなじなんだ」と答える。 

祖父がどんな意味でそのように言うのかはわか

らない。でもやっぱり私にも、深いところでは、

それらが繋がっているように思われてならない。 

 

なんの因縁か、３月１１日が祖父の誕生日であ

る。偶然にしてもあまりに出来過ぎているみたい

で、思わず考え込んでしまう。答えなんか出ない

のだけれど。 

ただ、ひとつ感じられるのは、今生きているす

べての命が、数えきれない奇跡の先につながって

きたのだということだ。生かされていることの意

味を自分自身に問いつつ、一瞬ごとに祈りをこめ

て歩んでいきたいと願っている。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

■弟に「２世の会」を紹介します 

市田里佳さん（向日市） 

総会は欠席ですみません。今年は弟に２世の会を

紹介してみようと思っています。今まではなかなか

話すことができなかったので、このままではいけな

いと思っています。弟とは少し歳が離れているせい

か、被爆二世という立場について話したことがあり

ません。たぶん自分が二世であるという意識も無い

と思うので、やはり話してみなければと思っていま

す。 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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最近は小中学校の修学旅行先も、単なる観光地や

自然体験のようなものが増えているようですね。ま

すます平和教育から遠ざかっているのが残念です。 

 

■再利用２９０台目のピアノがお目覚め 

河野康弘さん（右京区） 

４月８日（土）、嵯峨嵐山駅から豊岡に向かう列

車に乗っています。 

晴れてきて桜が綺麗です。 

ピアノ再利用２９０台目のピアノが元気にお目

覚めしました。 

大阪府高槻市で眠っていたピアノです。 

可愛い子ども達とお母さんが７０人くらい参加

してくださいました。 

もちろん放射能の話もしました。 

子ども達を守る社会を広げましょう！ 

今日は京丹後市でライブの他にピアノ掃除しま

す。 

前回行った時に見せていただいたピアノです。 

かなり埃まみれですが、綺麗にして熊本県益城町

図書館にプレゼントしようと計画しています。 

 

■４月から定時制高校に再就職 

谷口公洋さん（城陽市） 

昨日、送っていただいた本、開封して受け取り

ました。お忙しいのに済みませんでした。貴重な

本を丁寧に梱包して送っていただき、ありがとう

ございました。石田さんには、谷口が感謝してい

たとお伝え下さい。 

内示ですが、４月から桃山高校定時制に決まり、

バタバタしています。明後日から４日ほど九州に

帰り、母親と過ごすことにしました。忙しくなり、

例会にも出られず残念です。総会には出たいので

すが、職場次第です。今後のメールを、楽しみに

していま す。 

 

■故原野宣弘さんの絵画展を計画 

平 信行さん（南区） 

宇治市に住まわれていた被爆者の原野宣弘さ

んが昨年１１月闘病の末他界されました。享年７

２歳という若さでした。原野さんは４５歳の時脳

出血を発症し、その後リハビリのため不自由な体

をおして絵を描き続けてこられました。その点数

は５０点にものぼります。昨年７月には故郷の長

崎で個展も開かれました。私は５０点の絵をすべ

て観ているわけではありませんが、住みなれた宇

治の街並み、故郷長崎の景色やお祭り、そして原

爆で父を失い女手一つで育ててくれた母親への

深い愛情、原爆に対する鋭い告発と平和への願い

等、絵のテーマは多岐にわたっています。 

原野さんのご遺族とも相談しながら、これらの

絵を大切に取り扱い、原野さんの思いが私たちも

含め残された多くの皆さんに引き継がれていく

方法を検討しています。 

一つの案として、原野さんの５０点の絵の展覧

会を催し、多くの皆さんに観ていただく機会を提

供できないかと検討しています。そしてその展覧

会を通じて、一つひとつの絵のこれからを託す方

を決めていくことができればと考えています。 

尚、原野宣弘さんは原爆症認定訴訟の原告でも

あり（現在控訴審係争中）、判決を聞くことなく

闘いの道半ばで逝かれてしまわれました。また、

「２世・３世の会」の被爆体験継承のとりくみに

もご協力いただき、「被爆体験の継承」№３９で

みなさんに紹介しています。 
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紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

■憲法と君たち（復刻新装版）  佐藤 功〔著〕 

小・中学生向けの憲法解説書は、「文部省」発行の「憲法のはなし」が有名

であるが、あの憲法学者「佐藤功」が中学生・小学高学年向けに約６０年前に

書いた「憲法」についての解説書であり、それが復刻された。マスコミ等で取

り上げられたのでご存知の方もおいでであろうが、内容は決して古くなく、現

代でもしっかり学ぶべき事が多々ある。 

「憲法は君たちを守る。君たちが憲法を守る」という冒頭の言葉から本書は

始まる。そして「憲法というのは、高いところにかけて国民にみせるというよ

うな規則、そしてそれを見た国民がそれにしたがう大事な規則だというわけだ」

と、大変わかりやすい言葉・語句で説明されている。憲法の大事さも、自分た

ちの生活の身の回りのことから説いており、「憲法」「法律」が決して大人だけ

理解していたらよいということにはならないことを説明している。「憲法とは？」

という説明では、ロビンソン・クルーソーの話からはじめるところなんかは、

現代では想像もつかない柔軟な発想である。これが「あの憲法学者が書いた」とは驚きであった。そし

て、古代・中世・近代・現代と、ヨーロッパを中心にたどりながら「人権の歴史」をとりあげて、人民

のための憲法・本当の憲法が生まれてくる歴史を、わかりやすく説明している。 

 日本国憲法についても、「大日本帝国憲法」についても触れられているが、人権条項・天皇制につい

て、そして９条については特に力をいれて説明されている。基本的人権・民主主義は今まで日本が遅れ

ていただけだが、「戦争放棄」だけは他の国が日本より遅れている、他の国が日本のまねをしなければ

ならないことだ、と訴える。最後に「憲法」を守るために、どんなことが必要かも話されている。国会

をクラス運営に例え、選挙から多数決による横暴の問題まで、現代の日本に表れているような事象に警

鐘をならされている。 

今後も読まれるべき「憲法」解説書であることは間違いない。 

（佐藤 功氏の業績については、解説で「木村草太氏」が詳しく述べられているが、憲法制定に関わり

「憲法解釈学」での第一人者で、１９５５年に刊行された「憲法（ポケット注釈全書）」は今でも読み

継がれている著書である。） 

 

紹介 石田信己さん（左京区） 

■「季論２１」３６号

タイトル通り春夏秋冬に発行されている「季論２１」。愛読して来年で１０年を迎えるが今号３６号

は特別に刺激的論考が満載である。また時事通信である「観測点」では「トランプ政権、最初の１００

日」を学生時代の１年先輩が執筆している。 

時事通信出版局 

１２００円（税別） 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
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多様な論考群のなかから一気に読み上げたものは、①「誇り高き国

－韓国で何が起こっているのか」、②「在日一世、二世の記憶を保存す

る」、③「現代ビルマ文学における抵抗の系譜」、などである。③の論

考での指摘、小説「ビルマの竪琴」での主人公が僧侶として竪琴を奏

でオウムとともに「慰霊」の放浪する様をめぐってこれがいかに上座

部仏教の教戒を踏み外した「侵略者の視座」に過ぎないことは承知し

ていた（中公新書２２４９、「物語 ビルマの歴史Ｐ４０－４３参照」）

ものの、「ケンペイタイ（憲兵隊）」が今日に至って現地語化している

ことを新たに教えられた。旧日本軍によるアジア・太平洋侵略戦争、

その負の遺産の一つの投影が今に「生きて」いるのである。 

 さて、もっとも読み入った論究は④「原爆症認定集団訴訟から福島の

放射線汚染を考える～健康被害の『放射線起因性』の証明方法」である。

放射線による健康被害を如何に把握すべきものか明快に論究されてい

る。１４ページの短文ではあるが以下、目次を掲載する。 

  はじめに 

 １、事実から出発し、放射線健康被害の解明に 

  （１）放射線降下物による内部被曝と健康被害の事実確認はこの様に始まった 

  （２）事実の無視、隠蔽は福島原発事故でも行われている 

 ２、被曝による細胞変異の重視－物質的因果関係の究明 

  （１）セシウムの臓器への蓄積による病変は本質的・法則的認識 

  （２）放射線による細胞変異に関する研究の前身 

 ３、現象の分析から本質（法則）的認識へ 

（１）放射線の数学的・実証主義的な把握の一面性 

（２）相対主義的科学論による被曝実態の歪曲 

（３）現象から本質へ－交絡の排除、対象を純化しての分析 

おわりに 

 「おわりに」の末尾は見落とせない。「疾病が『放射線起因性』によるものかどうかは、以下の場合

に確認できるであろう」とし、その④に 

 

「最近の分子生物学の成果に立って、その人のＤＮＡや遺伝子を調べることによって変異の仕方や変異

の量によって放射線の被ばくと判定できる。この手法は被爆２世、３世の認定には特に役立つのではな

いか」 

 

 と指摘されている。一読を薦める所以である。なお、この論考の認識方法は徹底した「弁証法的唯物

論」「唯物弁証法」であり、この哲学のテキスト的概念理解ではなくその実践的理解のためにも絶好で

あると得心している！この意味でもお薦めします！ 

 

 

 

 

本の泉社 

１０００円（税込み） 
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■皇太子さま、マレーシア到着 元留学生遺族と面会へ 

皇太子さまは１３日、公式訪問先のマレーシアの首都クアラルン

プールに到着された。１４日は、太平洋戦争中に留学生として来日

し、広島で被爆したアブドル・ラザクさん（２０１３年に８８歳で 

死去）の遺族と面会する。ラザクさんはマレーシアに帰国後、戦争の悲惨さ 

を訴え、日本との友好に尽力した。長男で元マレーシア科学大学副学長のズルキフリ

さんが、面会の場となるマラヤ大学を訪れる。  

太平洋戦争中、東南アジア各地を占領した日本は、現地の若者を日本に国費で留学させた。指導層

の育成が目的で、「南方特別留学生」と呼ばれ、１９４３～４４年に２０５人が来日した。  

 原爆が投下された４５年８月６日、広島市の広島文理科大学（現在の広島大学）には９人の特別留

学生が在籍していた。このうちマレーシア出身は３人。いずれも被爆し、ラザクさんだけが生き残っ

た。  

終戦後、マレーシアに帰り、教員養成学校などで教壇に立った。５７年、クアラルンプールに日本

大使館ができると、大使館員やその家族にマレー語を教えたり、地元料理を伝授したりした。  

マレーシアでは８０年代、日本や韓国の経済成長に学ぼうと、留学生や研修生を日韓に派遣する政

策が推進される。この政策の下、ラザクさんは大学の日本語研修プログラムの責任者になり、日本か

ら派遣された講師たちと交流した。講師を務めた伴美喜子・元大妻女子大教授は「分け隔てなく誰と

も付き合い、日本とマレーシアの懸け橋となった」と懐かしむ。  

ラザクさんは被爆直後、広島文理科大の校庭に避難し、他の避難者たちと野宿生活を送った。広島

を離れる時、励まし合った避難者たちに自身の写真を渡した。その一人、栗原明子さん（９０）は、

後に広島大学がまとめた記録にこんな手記を寄せている。「異国に来て大変な目に遭われたのに、私

たちが励まされた毎日でした」  

ラザクさんは戦後、いくたびか広島を訪れ、平和記念式典にも出席した。被爆体験を記録した書籍

「広島の灰」が８７年にマレーシアで出版された。日本語版に寄せた文に、ラザクさんは「原爆の被

災者が被った苦しみと惨めさを経験した一人として、私は、残酷に人を殺す戦争への憎しみが心の底

から湧いてくるのです」とつづった。  

日本語版の翻訳者の一人、小野沢純・元拓殖大教授は「今回の皇太子さまの訪問が、ラザクさんの

体験や、日本とマレーシアの関係の歴史に関心が集まる機会になることを期待したい」と話している。 

(２０１７年４月１３日 毎日新聞) 

 

 

ニ ュ ー ス サ イ ト で 読 む : 

https://mainichi.jp/articles/20170414/k00/00m/040/131000c#csidxffcc22cc98c1abf8f7258550344274

0  

Copyright 毎日新聞 

scrapbook 

■伊方訴訟 原告２１２人に 広島地裁 運転差し止め ３次提訴 

広島、長崎両県の被爆者たちが四国電力伊方原発（愛媛県伊方町）の運転差し止めを求めた集団訴

訟で、広島や東京など１３都府県の計６７人が１９日、広島地裁に３次提訴した。原告数は計２１２

人となった。 

今回提訴したのは３０～９０代で、うち被爆者は広島県内の２人。全原告のうち被爆者は３５人と

なった。提訴後の記者会見で、原告に加わった京都の被爆２世団体の世話人でフリーライターの守田

敏也さん（５７）＝京都市＝は「原発事故による放射線被害に危機感を強め、被爆地から声を上げて 

https://mainichi.jp/articles/20170414/k00/00m/040/131000c#csidxffcc22cc98c1abf8f72585503442740
https://mainichi.jp/articles/20170414/k00/00m/040/131000c#csidxffcc22cc98c1abf8f72585503442740
https://mainichi.jp/articles/20170414/k00/00m/040/131000c#csidxffcc22cc98c1abf8f72585503442740
https://mainichi.jp/articles/20170414/k00/00m/040/131000c#csidxffcc22cc98c1abf8f72585503442740
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▼４月４日（火）で化学兵器

の使われた疑惑が報じられ

ると、２日後の４月６日（木） 

突然アメリカ軍が巡航ミサイル

５９発をシリアにぶち込むという事

態が発生しました。国連にもアメリカの議会にも

はかることなく有無を言わせぬ攻撃でした。そし

て北朝鮮に対しても同じ姿勢でのぞむぞと威嚇

と恫喝をかけ続けています。アメリカは依然とし

て世界の警察のつもり、世界はアメリカを中心に

回っていると思っているつもりなのか・・・・。

▼これに対して際立った対照をなしてきたのが

国連の核兵器禁止条約交渉会議です。小国だが戦

争・軍事力放棄の憲法を掲げるコスタリカ代表が

議長に、政府代表だけでなくＮＧＯも正式代表に、

一切の大国拒否権を許さないルールを確立して、

世界の１１５ヶ国が結集する国際会議となって

います。文字通り世界の民主主義が、核保有の“な

らずもの大国”を包囲し追い詰めようとしている

時です。▼トランプ大統領はシリア攻撃の際の会

見で、「シリアの大量虐殺やあらゆるテロを根絶

するために、すべての文明国は共に手を取ろう」

と呼びかけました。しかし、誰が野蛮な行動をと

り、世界の本当の文明はどこにあるのか、今ほど

明らかになっていることはないと思います。（平）

■核禁止条約交渉の日本参加に希望 ホワイト議長が方針転換に期待 

米ニューヨークの国連本部で行われている「核兵器禁止条約」制定交

渉のエイレン・ホワイト議長（コスタリカ）は２５日、交渉不参加の日

本政府について「６月の会議で貢献してもらうという希望を捨てていな

い」と語り、参加への方針転換に期待を示した。各国赤十字代表の会議

に出席するため訪れた長崎市で、共同通信などの取材に応じた。 

ホワイト議長は、人道的な見地から開発や生産、保有を禁じた化学兵

器禁止条約などを挙げて「（兵器廃絶に向けて）国家が行動を起こすため

の法的根拠が役立つのは、歴史で証明されている」と説明。同じ理念に

基づく核兵器禁止条約の意義を強調した。 

（２０１７年０４月２５日 長崎新聞） 

 

いることに共感した」と話した。 

この日、同地裁であった口頭弁論では、原告側が南海ト

ラフ巨大地震に加え、原発の沖合にある中央構造線断層帯

による地震の危険性を指摘。電力会社が耐震設計の基準と

する地震の揺れの大きさ（基準地震動）について、「想定

する地震の規模が小さ過ぎる」と主張した。 

（２０１７年０４月２０日 中國新聞） 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

５ １ 月 メーデー 

 2 火  

 ３ 水 憲法記念日  ５．３憲法集会 in 京都（１４時・円山音楽堂） 

 ４ 木 みどりの日 

 ５ 金 こどもの日                            キンカン行動 

 ６ 土 6・９行動 

 ７ 日  

 ８ 月 世界赤十字デー 

 ９ 火 大飯原発差し止め訴訟第１５回口頭弁論（１４時・京都地裁）        6・９行動 

  

6・９行動 

 １０ 水  

 １１ 木 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（１１時・大阪高裁） 

 

 １２ 金 
ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（１１時・大阪地裁）         キンカン行動 

原発賠償京都訴訟第２７回期日（原告本人尋問）（９時３５分集合・京都地裁） 

 １３ 土  

 １４ 日 

母の日 

レーチェル・カーソン生誕１１０年記念のつどい（１１時３０分・ハートピア京都） 

京都・市民放射能測定所開設５周年のつどい（１０時・呉竹文化センター） 

 １５ 月 沖縄返還（１９７２年） 

 １６ 火  

 １７ 水 京都「被爆２世・３世の会」例会(（１８時３０分・ラポール京都） 

  １８ 木  

 １９ 金 キンカン行動 

 ２０ 土 全国被爆２世・３世交流と連帯のつどい（１４時・広島市） 

 ２１ 日 全国被爆２世・３世交流と連帯のつどい（広島市） 

 ２２ 月  

 ２３ 火  

 ２４ 水  

 ２５ 木  

 ２６ 金 
原発賠償京都訴訟第２８回期日（原告本人尋問）（９時３５分集合・京都地裁） 

キンカン行動 

 ２７ 土  

 ２８ 日 京都・あくまで平和な合唱団２０周年記念コンサート(１４時・京都府立文化芸術会館) 

  ２９ 月 国際アムネスティ記念日 

 ３０ 火 
原発事故から７年目あらためて原発を考える学習会（１３時３０分・ひとまち交流館） 

新美２０１７公募展 ～６月４日（日）（京都市美術館別館） 

 
 ３１ 水  

 


