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第２回全国被爆２・３世交流と連帯のつどいに 

１０地域（都道府県）から６２人！ 
 

 

５月２０日（土）～２１日（日）、２回目となる「全国被爆２・３世交流と連帯のどい」を、全国１

０地域（都道府県）からの６２人の参加で行いました。（広島平和記念資料館会議室にて）京都からは

井坂（博）、奥田、米重（節）、石角、守田、石田、阿比留、平の８人が参加しました。その内容、概要

を速報版でお知らせします。 

詳しい内容については、別途報告書を作成し、後日あらためて報告いたします。 

 

１日目全体会 

スティーブン・リーパーさんによる記念講演 

「核兵器のない世界の実現に向けて～核兵器禁止条約交渉開始の年に～」 
 

■講演いただいたスティーブン・リーパーさんのプロフィールを紹介します。 

１９４７年、アメリカ・イリノイ州生まれ。１歳のとき、ＹＭＣＡ主事の父及び母と共に来日、 

幼少期を日本で過ごす。２００７年４月、米国人としてはじめて、広

島平和記念資料館（原爆資料館）を運営する（財）広島平和文化セン

ター理事長に就任（～２０１３年）。全米における原爆展の開催や核兵

器廃絶をめざす「２０２０ビジョンキャンペーン」など、広島から世

界に向けて核兵器廃絶を訴えてきた。現在は、「豊かさを問う交流の場」

として広島県三次市に「平和文化村」を開設。そこから、持続可能な

生活を実践するモデルを国際社会に示そうと活動中。 

広島女学院、長崎大学、京都造形芸術大学の客員教授。 

著書：「アメリカ人が伝えるヒロシマ」（岩波ブックレット№９４４）、

「日本が世界を救う―核をなくすベストシナリオ」（燦葉出版社）等 

 

■以下講演していただいた内容の要旨です。 

今朝の素晴らしい経験から 

本題に入る前に、今朝素晴らしい体験をしたこ

との紹介から。今朝、アメリカ人２０数人と一緒

に森川さんと言う方の被爆の伝承証言（森川さん

のお母さんの被爆体験）を聞いた。素晴らしいこ

との一つはテクノロジーの使用。絵、スクリーン

に映し出す写真、地図などを使ってとても分かり

やすかった。被爆者（１世）にはなかなかできな

いこと。もう一つは被爆体験の気持ちの表れを恐

れていないこと。被爆者は自分の感情をコントロ

ールできないので表現を抑えようとする傾向が

あるが、そうしたことを恐れることなく語られた。

話を聞いていた人たちも静かに集中して素晴ら

しい反応だった。みなさんも練習して森川さんの

ような伝承の話ができるようになってほしい。 

６年間の広島平和文化センター理事長 

私は２００２年から広島・長崎のＮＧＯの平和

首長会議で働いてきた。２００７年、当時の広島

市・秋葉市長の要請を受けて「広島平和文化セン

ター」の理事長になった。平和首長会議を強く大

きくすることが私に求められたことだった。最初

にやった一番大きな企画はアメリカで１００日

の原爆展開催。２００７年から１年間、１３人の

速報版 
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被爆者と一緒にアメリカに行き、５３の都市で１

５０以上もプレゼンテーションをした。日本でも

かなり注目されて役立ったと思う。 

理事長をやった６年間たくさんまのことを学

んだ。平和首長会議は５０００都市以上までメン

バーが増えたが、核兵器禁止条約をめざすような

動きにはならなかった。また、本当に大きな核兵

器廃絶キャンペーンには数億単位のお金を必要

とすることを痛感した。あちこちに行って資金の

要請をしたがうまくいかなかった。核兵器廃絶キ

ャンペーンへの投資がされない理由の一つは核

兵器廃絶について考えていない、考えたくない人

たちがいること。もう一つは本当は核兵器を廃絶

しようとは思っていない人たちがいること。日本

の外務省もそういう態度だ。日本が核兵器廃絶し

ようと決意したら本当に廃絶はできると思う。し

かしアメリカと喧嘩したくないからそれができ

ない。核の傘の方が大事。本当は核兵器はない方

がいいと思っている人はいっぱいいる。でも不可

能だと思うから見返りのない投資はしない。そな

んことをたくさん経験してきた。 

核兵器禁止条約交渉に到るまでの歴史 

核兵器廃絶は不可能だと思っている人たちに

対して、今の動き―核兵器禁止条約の締結交渉は

とても効果的だと思う。核兵器禁止条約の交渉ま

での歴史について話したい。 

私たちは２００３年に核兵器廃絶緊急行動キ

ャンペーンを始めた。「２０２０年までに核兵器

を廃絶しよう！」「禁止条約を作ろう！」と訴え

た。でも、アメリカとロシアがサインしなければ

意味がないという考え方も多く運動はすぐには

広がらなかった。２００８年にオバマが大統領に

なり、プラハでの演説もあって、なんとなくみん

なの期待は高まった。しかし結局アメリカの態度

はまったく変わらなかった。 

それを見てみんなすごく怒った。２０１０年の

ＮＰＴ再検討会議の後、カナダのラグダス・ロー

チが平和首長会議の場で「時が来た！」「もうア

メリカやロシア、中国などが何を言っても、彼ら

なしで行動しよう！核兵器を禁止しょう」とよび

かけた。２０１１年には国際赤十字が「核兵器は

廃絶すべき」という非常に力強い宣言を出した。

それから赤十字発生の国スイスが「国際法で核兵

器を禁止しよう」と宣言を出し、最初１６ヶ国の

賛同だったが３４ヶ国になり、８０ヶ国になり、

１２０ヶ国が賛同するまでに運動は大きく広が

った。 

２０１３年オスロで核兵器の人道上の問題に

ついて話し合う国際会議が開かれた。それまで国

連で話し合われる核兵器の会議は、破壊力につい

て話し合うだけで、核兵器が実際に使われたらど

うなるかは話し合われたことがなかった。人道上

の問題を話し合う国際会議はその後、ナヤリット

（メキシコ）、ウィーンと３回も行われた。一番

大きな問題とされたのは、核兵器が使われると、

「核の闇」がもたらされ、大量の食糧生産が失わ

れ、何十億規模の飢えが生じるということだった。 

核を持たない国々は核を持つ国々への反発も

強めた。「どのような理由があって核を持つ国は

人類を殺す権利があるのだ！」というメッセージ

だ。 

禁止条約のサインにＮＯと言わせないキャンペ

ーンを 

核兵器禁止条約はもうできるだろうと楽観し

ているＮＧＯはたくさんいるが、私はまだ心配し

ている。条約ができた場合と出来なかった場合と、

両方に備えて準備していく必要がある。できなか

った場合、それで諦めるのではなく、繰り返しで

きるまで運動を続けなければならない。条約がで

きた場合、条約にサインするよう一生懸命キャン

ペーンしていくことが大切。一番大切なのは日本

がサインするようにしていくこと。 

１９９２年に対人地雷の禁止条約ができた。そ

れまで多くの人が地雷について何も知らなかっ

たけど、条約ができて、プリンセス・ダイアナが

スポークスマンになってすごいお金をかけてキ

ャンペーンされた。そのおかげで世界中の人々の
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意識が高まって、各国に地雷の禁止条約にサイン

しろと迫った。今では１６９ヶ国がサインして、

地雷は生産もされず、使用もされなくなった。核

兵器も禁止条約ができたら、それに対してイエス

かノーかと迫っていく状況になる。 

飲酒運転禁止という、日本の場合は特に厳しく

て有名な法律がある。この法律は誰が作ったのか。

絶対にビール会社ではない。あるいは飲酒運転を

した人たちでもない。それは飲酒運転で大切な人

を亡くした人たちが動いたから、それで法律が厳

しく変えられてきた。痛みを感じる人、痛みの分

かる人が動かなければいけない。 

だから、核兵器の禁止で、世界で一番動かなけ

ればならないのは日本。その中で一番動かなけれ

ばならないのは広島と長崎。広島・長崎の中で一

番動かなければならないのは被団協～被爆者と

２世・３世のみなさん。みなさんにはそういう力

がある。 

禁止条約ができたら被団協のみなさんのキャ

ンペーンに提案したい２つのアイデアがある。一

つは若い人たちが行動できるように応援してい

くこと。ソーシャルメディアなど若い人たちの持

つ力を使って動きを作ること。もう一つは世界の

ニュースになる、メディアか無視できないような

行動をしてアピールすること。例えば慰霊碑の前

で、永遠の座り込みをする、日本政府がサインす

るまで座り込みを続けるとか。私も駆けつけて参

加する。他のどんな方法でもいいのだが、これま

で通りのようなキャンペーンではなく、世界が注

目するような行動ができればいいなと思う。 

 

■参加者とのディスカッション 

講演の後、参加者のみなさんとのディスカッショ

ンを行いました。要旨以下の通りです。 

① 広島市の被爆体験伝承事業、非常に大切なと

りくみだと思うが、もっと聴講者が増えるよ

うな運営改善の余地があるのではないかとの

問題提起を受け、伝承事業の実際や課題につ

いて意見が交わされました。 

② 父親と一緒に被爆証言を続けている参加者か

らは、リーパーさんの講演を聞いてあらため

て語り部のとりくみを頑張りたいと発言され

ました。 

③ 核兵器廃絶の問題と原発に反対する運動を一

つになってやっていくことの重要性が発言さ

れました。 

原発反対運動に参加していると被爆者や２

世・３世に出遭うことが多い。伊方原発の反

対運動にかかわる中で、被爆者が原発を止め

ようとしている裁判「伊方高原発差し止め訴

訟・広島裁判」のことを知り、私も原告にな

った。この裁判のスローガンは「被爆地広島

は被ばくを拒否する！」だ。元々核兵器と原

発は一つであり、核兵器だけでなく核のない

世界の実現に向けて一緒にやっていくことが

大切。原発反対で集まっている若いお母さん

たちに原爆被害の話を聞いてもらえると、も

っともっと広いつながりになっていくのでは

ないか。 

④ 日本被団協の役員もされ、胎内被爆者の会も

結成されている方からも発言がありました。 

地域間の横のつながりと合わせて、被爆者―

胎内被爆者―２世・３世のつながりもこれか

らどのような形でやっていくのか考えていき

たい。核兵器廃絶も鍵を握っているのは市民

の意識の高揚。そのために学校などをまわっ

て音楽を通じて訴えている。いろんな会議や

集会に参加するがいつも同じ顔ぶれというこ

とが多い。みんなもっと自分の息子や娘も連

れて参加できるようにしなければ。

 

 

アピールタイム ニューヨーク行動に参加者の紹介 

 記念講演の後、短時間アピールタイムをとり、

６月の核兵器禁止条約交渉会議に参加されるお

二人―京都の米重節男さんと広島の大中伸一さ

んにアピールしていただきました。 
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米重さんは２０１

４年のウィーンの国

際会議にも２０１５

年のＮＰＴ再検討会

議にも参加されてき

ました。その経験を振

り返りながら、その蓄

積が今核兵器禁止条

約交渉に結びついて

いると話されました。ニューヨークでは被爆者の

声、２・３世の思いをしっかりと伝えて、禁止条

約のできる画期的な機会に力となるよう決意を

表明されました。 

大中さんは、今度の核兵器禁止条約交渉会議が

多数決で決定されるという重要な意味について

触れられ、決定されればその後で私たちが頑張ら

なければならないと訴えられました。広島の被爆

者団体は二つに分かれ

ていて、原水禁運動も

分かれているが、そう

した運動の現状をまと

めていくこともめざし

て、被爆の実相をニュ

ーヨークに持って行っ

て頑張りたいと決意さ

れました。 

お二人に参加者一同から激励の大きな拍手が

送られました。 

アピールタイムではこの後、「被爆ピアノの劇

映画化」に当たっての紹介と協賛のお願いも訴え

られました。「被爆ピアノ劇映画プロジェクト制

作委員会」において企画されていて、核兵器廃絶

への運動の一つとして協賛のお願いが進められ

ているものです。 

 

１日目全体会の後は平和公園内慰霊碑前に移動して集合記念写真。その後、原爆ドームすぐ東側の旅

館相生にて夕食交流会を行い、さらにその後夜遅くまで交流を深めることとなりました。 

 

２日目分科会 

２日目は同じ平和記念資料館会議室で３つに分かれて分科会を行い、午前中いっぱい参加者全員で話

し合いを行いました。以下、各分科会の要旨紹介です。 

 

■被爆３世の運動について３世同士で考え合

おう、語り合おう 

参加人数は少なかったけどその分深い話がで

きた。健康問題、それぞれの地域の平和教育の実

情などについて話し合った。現役で教員をされて

いる人もいた。運動を進めていく上で、被爆者団

体の下請けにはならず、３世としての独自の要求

に基づいたとりくみが必要、気負わずにできると

ころからやっていくことが大切、身内に被爆者が

いる強みを生かしてやっていこう、などと話し合

った。 

参加した人たちが同世代ということもあり、周

りに他の３世がいない人もいて、とても心に残る

話し合いになった。 

 

■２世・３世のネットワークを作り、広げてい

くために 

１７人の参加。昨年の交流会の経験からこれか

ら「２世・３世の会」を作るために話し合う分科

会をやろうということで計画した。しかし実際は

多様な意見が出されて、十分テーマに沿った話し

合いとはならなかった。被爆地の消失前の町並み

復元にとりくみ地元学校の平和教育に尽くされ

ている経験、２世でも差別を経験しそれを乗り越

えて頑張ってきた人、学校の平和教育の現状と諸
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問題等々、２世・３世が関わる幅広い問題が出し

合われみんなで共有した。中でも特徴的だったこ

とは、２世・３世は被爆者運動の下請けではなく、

それぞれ固有の問題をしっかりと中心において

いくこと。また、健康問題だけでなく、２世・３

世が関わっている多様な課題を幅広く受け止め

ていくことの重要さが強調された。 

 

■２世・３世の健康問題＆対策“気になること

を話してみよう” 

１３人の参加。昨年の交流会での議論に引き続

いた課題。みなさんの報告を聞いていると、まる

で医学会の総会並みにいろんな病気の問題が出

し合われた。いろんな健康障害、病気が発症して

いることが明らかになった。それが２世だけでな

く３世にも起こっており、非常に衝撃的だった。

このことは来年も引き続いて議論していくべき

ではないか。国などに対しても援護制度を求めて

いくべき。それから原爆に負けるな！と言って力

強く生きていくことも話された。被爆２世健診は

多くの人が受診していくこと、周りにも広げてい

こうと呼びかけられた。 

 

分科会の議論は全体として以下のようにまと

められました。 

① ３世同士で話し合う機会というのは史上

初めてではないか。そういう論点で今まで

話し合われたことはなかった。新しい力が

しっかりと育っていることを確信した。３

世の運動をこれからも継続していくこと

がとても重要。 

② ２世・３世の活動は、被爆者運動の下請け

ではなく、２世・３世の固有の課題を中心

にしていかなけれぱならない、そのことが

共通して強調された。 

③ 健康問題は３世も含めてますます重要な

課題になっていることが明らかになった。 

 

特別レポート：肥田舜太郎先生の「足跡をたどる」 

分科会のまとめの後、広島医療生協副理事長の青木克明先生（被爆２世）から今年３月２０日永眠さ

れた肥田舜太郎先生の「足跡をたどる」レポートが紹介されました。 

 肥田先生が原爆投下直後最初に治療を施された被爆者の眠る陸軍戸坂（へさか）分院の供養塔、その

後に訪れた第２陸軍病院の破壊された水道管（広島市水道資料館）等々です。特に、広島城内の小さな

池のほとりで大きな樹に縛り付けられていた若い米兵捕虜を見つけ、必死で水を求めているので、軍刀

で縄を切り、水を飲めるようにしたエピソードが印象深く残りました。その時捕虜の米兵は「Ｗｈａｔ

‘ｓ ｙｏｕｒ ｎａｍｅ？」と叫び、肥田先生は「Ｄｒ.Ｈｉｄａ」と答えたのだそうです。決して

「軍医」だとは言わなかった。その時の池が最近整備されました。私たちにとっての碑巡りの新しい重

要なスポットの一つにして是非訪問して欲しいとよびかけられました。 

 

閉会・フィールドワーク 
最後の閉会挨拶で、これからも交流を続けて、さらに輪が広がっていくようにしようと確認し合って

今回の交流と連帯のつどいを閉じました。今回も日本被団協からご参加いただきました。そのことへの

お礼とこれからもお力添えいただくようお願いいたしました。 

午後は「広島県被爆２・３世の会」みなさんのガイドで広島平和公園内の碑巡りをしました。あらた

めて教えられること、学ぶこと、発見も多かったように思います。              以上 
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京都府北部は、エライことになっている！！ 

吉田妙子さん（北区） 

 

３月末、上京新婦人の仲間１６人でマイクロバ

スを借りて、丹後半島の米軍レーダー基地と福知

山の自衛隊射撃場を視察してきました。 

丹後半島、経ヶ岬に着くと、そこはもうのどか

な田園風景を知っている私には信じられない光

景が・・・。地元の人がお参りする「穴文殊（九

品寺）」の右側には米軍レーダー基地、左側には

急ピッチで拡張工事が進められている自衛隊基

地があり、その真ん中に、お寺が肩身狭くたたず

んでいるようでした。私たちが着くとすぐ、どこ

からかパトカーがやって来て、フェンスの向こう

からも小銃をもった米兵が出てきて私たちの写

真を撮るなど、警戒態勢のすごさに、女性ばっか

りでしたので緊張しました。 

地元の方にお聞きすると、２０１４年１２月に

レーダーが本格稼働してからというもの、発電機

から出る騒音、低周波、米兵・軍属が起こす交通

事故の多発など問題が続出。最近では、穴文殊の

洞窟の真上にトイレが建設されたり、関電が従来

の５倍、３万３千ボルトの高圧電線を引くなど、

基地の機能が強化されるのではないかと心配さ

れていました。 

次に訪ねたのは福知山にある陸上自衛隊の実

弾射撃場。地図で山の中かと思っていたら、すぐ

そばに道路や民家が立ち並び、一応土手は築かれ

ているものの、射撃場の標的も見えます。昨年１

１月から丹後の米兵・軍属（約１６０名）の実弾

射撃訓練のため、この射撃場を日米共同使用の対

象にする閣議決定がされました。丹後から福知山

へ日常的に米兵や軍属、武器や弾薬が運ばれ、実

弾訓練が行われています。標的までの距離が３０

０ｍだったのが、米軍が来てから２５ｍのコース

もでき、より実戦的になったというお話になんか

ぞっとしました。 

４月には新婦人府本部がこの２か所に舞鶴を

加えた基地ツアーをしましたが、舞鶴の自衛隊基

地の中に体育館のような弾薬庫ができ、その中に

“ＵＳ Ａｒｍｙ Ｏｎｌｙ”と書いた所があるそ

うです。ここは日米共同使用の対象にはなってい

ないのに。 

経ヶ岬のＸバンドレーダー基地は、ハワイを司

令部としてアメリカ本土へ発射されたミサイル

を探知する役割を担っています。これにイージス

艦やヘリ空母をもつ舞鶴の海上自衛隊、そして福

知山の陸上自衛隊をまきこんだ日米共同体制が

とられてきています。日本国民を守るためどころ

か、いざというとき、京都府北部が一番のターゲ

ットにされる・・・誰が考えてもわかることでは

ないでしょうか。 

近畿で初めての米軍基地、それを認めてしまっ

た京都府北部に、第２、第３の米軍基地ができて

いく・・・、今回のツアーで思ったことは、いっ

たん軍事基地ができたら歯止めがかからなくな

るということ、住民の安心・安全をいくら要求し

ても「米軍が大丈夫と言っているから大丈夫」と

しか言えない防衛省、地元自治体の無力さ・無責

任さでした。 

沖縄では翁長知事が県民の命と暮らしを守る

ため、日夜、体をはって日米両政府とたたかって

おられます。京都でも米軍基地をゆるさない知事、

市長を私たちの運動でつくっていかなければ、エ

ライことになると思いました。（了）
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被爆二世のノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟傍聴記の掲載について 

 

原爆症認定集団訴訟は圧倒的に被爆者の勝利に終わり（２００９年）、一旦は国との間で原

爆症認定制度改善に向けた話し合いの約束も交わされました。しかし、国はその後も誠意をも

って認定制度の抜本的改革に向かうことなく、依然として多くの原爆症認定申請を却下し続け

ています。このため被爆者は再び裁判に訴える闘いに立ち上ることになり、それまでの集団訴

訟とは区別する形で“ノ―モア・ヒバクシャ訴訟”と称して運動を続けています。 

裁判の傍聴は、２０１３年から長谷川千秋さんに代わって、京都「被爆２世・３世の会」の

平信行さんが担当し、引き継ぐことになりました。タイトルも「被爆二世のノ―モア・ヒバク

シャ近畿訴訟傍聴記」とあらため、今日まで続けられています。 

原爆症認定訴訟（ノ―モア・ヒバクシャ訴訟）は裁判に訴えられた被爆者の援護救済が第一

の目的ですがそれだけに止まりません。原爆被災者に対する国の責任を全うさせることによっ

て国による過ちを二度と起こさせないようにしていくこと、放射線被害の真実を認めさせるこ

とによってあらゆる核被害者の救済と対策に結び付けていくことでもあります。そういう思い

を込めて傍聴記は書き続けられています。 

今回からあらためて会報にも掲載することにいたしました。尚ナンバーはすでに５５を数え

ていますが、過去のナンバーはすべて京都「被爆２世・３世の会」のホームページに掲載して

います。ご参照下さい。 

 

 

 

被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（５５） 

結審を前にした死去、新たな病気の発症等 深刻さを増す被爆者の実態 

裁判で争う必要のない救済制度が本当に求められている！ 

２０１７年５月１４日（日） 

 

２ヶ月ぶりとなるノーモア・ヒバクシャ近畿訴

訟の法廷が５月１１日（木）と１２日（金）連続

して開かれた。１１日は大阪高裁第１３民事部

（高橋譲裁判長）の弁論期日だ。この日は冒頭裁

判所の構成が変わったことが報告され、それに伴

う弁論の更新がまず確認された。変わったのは右

陪席の裁判官。後の報告集会で紹介されたところ

によると、新しく就任されたのは昨年３月大津地

裁で高浜原発３、４号機の運転差し止め仮処分決

定を下した山本善彦裁判官であるとのこと。原発

の安全性の証明は尽くされておらず、地震・津波

対策や避難計画も不十分、住民の人格権侵害の恐

れがあるとした画期的な司法判断であった。この

決定は今年の３月大阪高裁で取り消されること

にはなるが、国や電力会社の意向におもねること

なく、あくまで住民側の立場に立って下された勇

気ある決定だった。全原発の速やかな廃炉・廃棄

と再生エネルギーへの転換を求める人々を力強

く励ますもので、“司法は生きている！”と多く

の人々が評価した。原爆症認定訴訟においても、

被爆者に寄り添った正当な判決に力を尽くして

いただきたいと期待を大きくする。 

高裁第１３民事部で争われている控訴審Ｃグ

ループ（一審原告６人）の結審はすでに７月１３

日（木）と決められていて、この日は最終準備書

面提出に向けた原告・被告双方の予定の確認が主
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な手続きであった。この中で２人の原告の追加準

備書面と証拠書類の提出が明らかにされた。一人

は川上博夫さん。川上さんの申請疾病は甲状腺機

能低下症だが、あらたに皮膚がんも発症されてお

りそのことの訴えと資料が提出されている。もう

一人の柴田幸枝さんも同様に申請疾病の甲状腺

機能低下症に加えて最近胃がんの発症も発見さ

れた。これについても準備書面と証拠書類を提出

することが示された。いずれも放射線起因性の何

よりの証明であり、被爆者は裁判に提訴した後も

病態の深刻さを増して苦しんでいることを訴え

るものだ。裁判長からも「柴田さんも大変ですね」

の一言がかけられ、法廷内のみんなはその言葉を

印象深く聞いた。 

報告集会では結審を前にした最近の状況が簡

潔に報告された。控訴審Ｃグループの原告の内３

人が甲状腺機能低下症で一審ではその３人とも

勝訴（国側敗訴）した。このため国側は甲状腺機

能低下症の判決を巻き返すためターゲットを大

阪高裁に絞り、国の意見を代弁する「専門家」の

意見書を提出したり、紫芝（ししば）良昌医師、

永山雄二医師などの「専門家」証人尋問を申請し

てきた。しかし裁判所は証人申請をことごとく却

下、訴訟は書類だけの審査で進められてきた。国

はこの期に及んでも「専門家」意見書に寄りかか

った悪あがきの意見書を作成し提出している。こ

れに対しては最終準備書面で反論を加えていく、

との説明だった。 

７月１３日（木）の最終弁論ではあらためて、

広島・長崎の被爆の実相を映像や写真などを使っ

てビジュアルに明らかにしていく予定であるこ

とも披露された。そのために陳述時間も３０分確

保される。書面だけでなく目で見て鮮明に理解で

きるよう、最新の映像技術も駆使したものになる

ようだ。弁護団の中に和田信也弁護士などによる

プロジェクトチームが編成されて準備が進めら

れている。被爆の実態をよりリアルに理解し、そ

れを踏まえた判決がなされるよう求めていくと

りくみだ。こうした試みにも応えて、７月１３日

は２０２号大法廷を傍聴者でいっぱいにしてい

きたい。 

その他２ヶ月ぶりの報告集会では各地、各人か

らの報告、紹介が相次いだ。 

愛須勝也弁護団事務局長からは５月７日に行

われた『肥田舜太郎先生を偲ぶ会』の様子が報告

された。この間、池田眞規弁護士、伊藤直子さん、

肥田舜太郎先生と、原爆症認定訴訟の初期からの

運動を大きく支えて来られたみなさんを相次い

で失い、その悲しみは大きい。しかし肥田先生か

ら多くの人々が核兵器廃絶運動のバトンを受け

継いできた。これからも遺志を受け継いで頑張っ

ていこうと、偲ぶ会はそのための誓いの場にもな

ったようだ。 

京都からは、控訴審Ｃグループの原告の一人原

野宣弘さんが、結審、判決言い渡しを前にして亡

くなられたことが報告された。裁判はご遺族によ

って承継されていくことになる。原野さんは自ら

の機能障害克服のためにリハビリを兼ねてたく

さんの絵を描かれていた。原爆の残酷さを告発し、

平和を希求し、母親と兄弟達への深い愛をテーマ

にした作品が多く、法廷の意見陳述の場面でも紹

介されてきた。ノーモア・ヒバクシャ訴訟の勝利

と、被爆者の完全救済、核兵器廃絶に少しでも貢

献できるよう、絵に託された原野さんの思いを披

露する絵画展の開催を計画中であることが紹介

された。 

京都ではまた、かって原爆症認定集団訴訟の原

告として闘われた寺山忠好さんの描かれた絵本

『こぎゃんことがあってよかとか』の原画が長崎

原爆資料館に寄贈されたことも紹介された。 

尾藤廣喜弁護団幹事長のまとめでこの日の報

告集会を閉じた。高裁になるとどうしても原告本

人の思いを直接聞く機会が少なくなる。被爆の実

態というものに触れる機会も薄れてきていた。こ

うした事情を変えていくため、今回最終弁論で特

別のチームも編成して眼で見てもらえる映像、画

像の陳述を用意することにした。池田弁護士、伊

藤さん、肥田先生の思いを受け継ぎながら、みん

なの声を届けて訴訟に勝利して行こう。 

６月３日は『ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟の

全面勝利をめざすつどい』が開催される。この日

までに高裁宛公正判決要請署名をたくさん集め

て持ち寄ること、署名は７月１３日の最終弁論の

日に提出することもあわせて確認された。 

 

翌日の５月１２日（金）は大阪地裁第７民事部
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（山田明裁判長）の弁論が行われた。第７民事部

は５人の原告が係争中だが、まず今後の裁判の進

め方について双方の予定と確認が行われた。その

上で今回は諸富健弁護士による原告Ｋ・Ｓさん

(９０歳、京都市在住)について、要旨以下のよう

な口頭意見陳述が行われた。 

Ｋ・Ｓさんは１８歳の時所属する軍隊の命令で

８月６日当日から広島市内に入り、１１日までの

６日間市内中心部で救援活動に従事した。Ｋ・Ｓ

さんは４０歳の時両目白内障を発症し、以降腹部

の大動脈瘤、狭心症など様々な病気に見舞われて

きた。平成２２年に狭心症のため経皮的冠動脈ス

テント留置手術を受けている。原爆症認定申請疾

病はこの狭心症だ。 

狭心症は心筋梗塞と主要な原因が同じであり、

これまでの同じような原爆症認定訴訟でも狭心

症と心筋梗塞とは同じ機序で発症するというこ

とで放射線起因性は認められてきている。Ｋ・Ｓ

さんの場合も同様に、本来であれば積極的認定の

対象範囲となるはずだ。しかし、国は総合的に検

討した結果と述べるだけで具体的な理由を示す

ことなく却下した。狭心症という病名だけで機械

的な線引きをして安易に切り捨てたのではない

かと思われ、国の姿勢に怒りを禁じえない。 

Ｋ・Ｓさんの訴訟の審理に入ってから国は、狭

心症には安定狭心症と不安定狭心症という区別

があり、Ｋ・Ｓさんの場合は安定狭心症だから放

射線起因性は認められないのだと主張をしてき

た。しかし、安定狭心症と不安定狭心症とを区別

するこのような国の主張はごく最近持ち出され

てきたもので、１４年間にも及ぶ原爆症認定訴訟

の歴史の中で過去このような主張が国からなさ

れたことは一度もなかった。今さらこのような主

張をするということは、Ｋ・Ｓさんの申請却下を

正当化するためのなりふりかまわぬ態度と言わ

ざるを得ない。その他国は相変わらず他原因を持

ち出して言い争っているが、その実態はそれほど

高くもない高コレステロール血症や高血糖、さら

には加齢という、重箱の隅をつつくようなものば

かりだ。 

Ｋ・Ｓさんは９０歳。本人尋問にもしっかりと

臨む予定はされていたが、今は入院を余儀なくさ

れその見通しも立たなくなっている。国は高齢の

Ｋ・Ｓさんをいつまで苦しめるつもりか。余生を

安らかに過ごしてもらうためにも、速やかに自庁

取り消しをして原爆症認定をすべきだ。被爆者の

命あるうちに問題解決するよう、国の原爆症認定

制度の抜本的改革を強く求める。 

 

報告集会では諸富弁護士に代わって久米弘子

弁護士から意見書の内容、国の狭心症についての

主張、Ｋ・Ｓさんの状況などについてより詳しい

報告がなされた。Ｋ・Ｓさんの状態は当初の見込

みより深刻で、次回期日を待たないと本人尋問の

予定が立てられないとのことであった。 

前日とこの日の２日連続の法廷とその後の報

告集会で、高齢化する被爆者の深刻な実態があら

ためて浮き上がってきた。判決を前に亡くなられ

た被爆者、当初の申請疾病に加えて新たながんの

発症があって追加の意見陳述を出された人、そし

て出廷の見通しも立たなくなっている原告と。裁

判で争わないと解決できないような実態が許さ

れるのか、今のような申請をして認定をするとい

う制度でいいのか、被爆者の救済の在り方が根本

的に問われている。早期に、政府の責任で被爆の

実態に見合った救済制度を実現させていかなけ

ればならない。そのためにも差し迫った控訴審Ｃ

グループで全員の勝利を勝ち取っていくことが

どうしても必要だ。以上のような尾藤弁護団幹事

長のまとめを参加者全員で確認した。 

６月３日の『ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟の

全面勝利をめざすつどい』をたくさんの人の参加

で必ず成功させようと呼びかけられた。当日は、

日本原水協代表理事の高草木博さんの記念講演

「核兵器全面禁止をめざすヒバクシャの闘い」を

聞いて学ぶ。愛須弁護団事務局長から「裁判の経

過と勝利への展望」の報告が行われる。そしてシ

ンガー・ソングライター川口真由美さんによる歌

と演奏も予定されている。楽しくも充実した一日

とし、勝利への力を培っていきたい。 

 

今後の裁判日程 

６月１５日（木）１５時 地裁 第２民事部 

７月１３日（木）１１時 高裁第１３民事部 

７月１４日（金）１１時 地裁 第７民事部 

９月１４日（木）１１時 地裁 第７民事部
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５月１２日（金）／原発賠償京都訴訟第２７回裁判の報告 

京都原告団を支援する会 上野益徳さん 

 

今回は、抽選こそありませんでしたが、ちょう

ど発行した整理券の数が聴席数と同じとなり、無

事満杯になりました。また、前回と違い、午後か

らも代理人席、原告席、傍聴席とも午前中とほぼ

同じくらい埋まったままでした。参加されたみな

さま、お疲れ様でした。 

  

また、午後から４人の託児希望があり、前回と

同じ託児スタッフのみなさまに引き受けていた

だきました。託児スタッフのみなさま、本当にお

疲れ様でした。 

  

今回証言に立ったのは７名（うち１名は、高齢

のお母さんの代理人として２世帯分証言）でした。 

◆郡山市から避難した女性は、父と自分は先天的

に白血球が少なく、チェルノブイリに調査に入っ

た人の話を聞いたこともあり、健康被害を懸念し

て避難を決めた。父が認知症だったので母親に任

せるわけにはいかないため、高齢の両親も一緒に

避難した。最初は「あなたたちだけで避難しなさ

い」と言っていた母だが、避難後には「窓を開け

て洗濯物が干せて、食べ物も安心して食べられる」

と喜んでくれた。環境が激変したこともあり父の

認知症は進み、こちらで亡くなった。チェルノブ

イリでは被爆者手帳のような施策が行なわれて

いる。わが国でもしっかりと責任をとり、必要な

施策を講じてほしい、と訴えました。 

◆福島市から避難した女性は、事故当時は放射線

の知識がなかったのでネットで調べて、放射線管

理区域というものがあることを知った。当時の福

島市は３～５μSv/ｈあったので、長く居るのは

危険じゃないかと思った。夫は住宅や車のローン

が残っていて仕事を辞められず、長女は「友だち

と離れたくないし、祖父母を置いて行けない」と

いうので、下３人の子どもと一緒に母子避難した。

夫との関係や生活費の負担もあり、子どもの学校

のタイミングで帰らざるを得ないと思っている。

国は法律できまっていることを守ってほしい、と

訴えました。 

◆福島市から避難した女性は、事故後、外気を取

り込まないようにガムテープやサランラップで

窓の隙間にめばりをし、子どもは一歩も外に出さ

なかったので、食べ物を口にしなくなって咳もひ

どくなった。放射能という得体の知れないものへ

の恐怖から心身ともに疲れ切った。夫は責任ある

立場にいてすぐに退職はできなかったので母子

避難した。その後夫も退職して合流した。現在で

も、山林は除染されていないし、汚染土が積み上

げられている。子育てする環境ではないと思うの

で戻れない、と証言しました。 

◆福島市から避難した女性は、事故前の１月に家

を新築し、自分は妊娠中だった。夫は住宅ローン

が残っているので、２歳の長女と生後１か月の長

男を連れて母子避難した。子どもが小さく、見知

らぬ土地での生活は大変で、心身ともにストレス

がたまった。夫は仕事を辞め、家を売却して合流

したが、仕事がなかなか見つからず、見つかって

もパワハラがあったりして４回転職した。貯金を

使い果たし、避難生活を続けられなくなった。福

島に戻った今でも、「離れた方がいいのではない

か」と思いながら生活している。「出るも地獄、

戻るも地獄」だ。福島が安全だというのなら、「自

分が移住してみてください」と言いたい。美しい

福島を戻してほしい、と訴えました。 

◆三春町から避難した女性は、事故当時夫が海外

に出張中、娘は祖父母に会いたいと中国の小学校

に一時的に入学していて、自分一人だった。自宅

の寝室で０．７μSv/hの線量だった。中国大使館

がチャーター便を出して避難を呼びかけていた。

いったん中国の実家に帰り、翌年３月に京都に避
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難した。その後、夫とは離婚することになった。

原発事故さえなかったら、普通の暮らしをしてい

た。避難する必要もなかったし、この場に立つこ

ともなかった。避難を選択する権利を認めてほし

い。事故前の福島に戻してほしい、と訴えました。 

◆いわき市から避難した女性は、事故前は過疎化

対策で住民を募集していた貝泊に移住し林業や

農業に取り組んでいた。コイコイ倶楽部のみなさ

んは移住者に親切で里山で暮らす知恵を教えて

くれた。事故直後はほとんどの世帯が避難し、小

学校が閉校になった。移住した５世帯全部が避難

した。自分たちも子どもを被ばくから守るために

避難した。実家がいわき市にあり、いずれは帰っ

て母親の介護をしたいと思っているが、いまは土

壌が汚染されており帰れない。事故がなければ、

住み続けることができた。国と東電の無責任さに

は怒りで一杯だ。これ以上放射能で苦しむ人が出

ないようにしてほしい、と訴えました。 

◆福島市から避難した女性は、夫の父が所有する

土地に知的障がい者のグループホームを建てる

のが夢だった。事故当時は妊娠中だったので、胎

児被ばくを避けるために避難した。親族でも弟世

帯、夫の姉世帯、祖父母など半数ぐらいが避難し

た。自分は甲状腺にのう胞が見つかり、３人中２

人の医師から「悪性の疑いがある形をしている」

と言われている。娘も甲状腺異常があり、白血球

の好中球が少ないと言われた。放射線との因果関

係はあるともないとも言えないと聞いている。原

因が初期被ばくによるものなら帰れない。事故に

よりかけがえのないものを沢山失った。被災地に

残る人は見捨てられたように感じる。人の命が一

番大切にされる社会になるよう望んでいる、と訴

えました。 

  

証言に立たれた原告のみなさんは、これまでの

原告と同じように自分の思いを率直に述べ、被告

側の反対尋問にも誠実に対応していました。それ

に対し被告側代理人は、加害者側なのに検事のよ

うに尋問し、傍聴席の支援者の怒りを買いました。

その上、やり取りが傍聴席にまで伝わりにくかっ

たことやエアコンの配管から時々大きな騒音が

聞こえて一層聞こえにくかったことで傍聴者の

不満が爆発。さらには被告側代理人の反対尋問が

しばしば規定時間をオーバーしたことに川中弁

護団長が抗議するなど、休憩時間に法廷の内外で

大きな声が飛び交うというハプニングが起きま

した。 

  

本人尋問は終了時刻を予想するのが難しいこ

ともあり、今回も報告集会は設定せず、食事をと

りながら昼休み集会を行ないました。午前中に証

言を終えた原告や午後から本人尋問に臨む原告

が挨拶。参加者から今後の取組みの告知がされま

した。また、前回期日に予告されていた宗川先生

の新作『福島甲状腺がんの被ばく発症』（文理閣）

が発売になり、会場で売れた代金の中から６千円

の寄付をいただきました。この場を借りて、宗川

先生にお礼を申し上げます。 

  

次回は５月２６日（金）です。原告本人尋問の

傍聴もいよいよ最後となります。次回も傍聴席を

満杯にしたいと思いますので、ご協力をお願いし

ます。 

  

また５月２０日には、弁護士会館の大ホールで

支援する会の総会（１３時～１３時３０分）、原

発賠償京都訴訟の勝利をめざす市民の集い（１３

時３０分～１６時４０分）を開催します。市民の

集いでは、吉村良一・立命館大教授に「群馬訴訟

判決の評価と各地の集団訴訟の争点」と題してお

話いただき、田辺保雄弁護士に「京都訴訟の勝利

への展望」を語っていただきます。こちらも、ぜ

ひご参加ください。 
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■吉田阿純さんの記事に感謝 

市田里佳さん（向日市） 

会報№５４読ませていただきました。 

上京区の吉田阿純さんがおじいさんのことを語

る記事がとても印象に残りました。そして久々に

祖父を思い出しました。 

 

私の祖父は南方で太腿に銃弾を受け負傷兵とし

て帰還しました。 

戦後の混乱の中で満足な治療は受けられず、６５

歳で亡くなるまで銃弾の一部は取り除けないま

までした。 

遺骨が不自然に黒くなっていたのを覚えていま

す。いつも足をさすりながら歩いていました。 

吉田さんのおじいさんとは違って、戦争の話はし

てくれたことはありませんでした。 

 

糖尿なのに甘いもの好き。塩豆・そら豆のような

おつまみも大好きで、看護士をしていた祖母には

よく怒られていました。 

大変温厚な人で子煩悩。叱られたことは一度もな

いし、大きな声を出したりした記憶もありません。 

あまり感情を表に出さないそんな祖父でしたが、

一度だけ、声を出して泣いているのを見たことが

あります。 

 

昔（３０年以上前の話です）は京都にも『戦友会』

という会がありました。 

かつて一緒に戦った仲間との言わば同窓会のよ

うなものだったと思うのですが、祖父も年に１回

参加していたようです。 

晩年は広島に住んでいたのですが、戦友会に参加

する際は数日京都の私たちの家に滞在していま

した。 

いつも夜になると私の父とお酒を飲みながら将

棋を指すのがお決まりで、その日も「戦友会で今

年は何人亡くなってた、もう何人しか残っとらん

けん、 

わしもいつまで参加できるかのぅ。さびしいのぅ」

というのがいつもの展開でした。私はお菓子を食

べながら将棋をながめていました。 

でもその日は急に祖父が泣き出し、普段一切話す

ことのない戦地でのことを話したのです。 

敵との銃撃戦で隣りで打ち合っていた友人が気

がつくと死んでいたこと。助けることができなか

った無念、悲しみ、恐怖。 

そしてはっきりとは言わなかったけれど（私も怖

くて聞けなかった）祖父もたぶん人を殺してしま

ったのではないかと思います。 

その罪悪感や後悔、絶望、言葉にできない悲しみ。

子どもだった私にもその辛さが伝わりとてもシ

ョックでした。 

 

あんなに優しくて物静かな祖父が戦争でどんな

体験をしたのかははかり知れません。お酒のちか

らを借りなければ話せないことだったのだと思

います。 

戦争体験は祖父の心に傷を残し死ぬまで痛めつ

けた。祖父にはもっと楽しく老後を過ごしてほし

かった。 

祖父の兄弟の中には原爆で亡くなられた方、結

核・栄養失調で助けられなかった方もいます。戦

争は絶対してはいけない。強く思います。 

祖父を思い出させてくださった吉田さんの記事

に感謝です。 

 

■レイチェル・カーソン生誕１１０年 

井坂洋子さん（北区） 

昨日（５月１４日）は「レイチェル・カーソン

生誕１１０年記念のつどい」へ。レイチェルは１

９００年代のはじめから、化学物質、農薬、放射

能などの環境汚染を「沈黙の春」で告発してきた。

今、レイチェルの指摘のように、化学物質や放射

能で地球は汚染され続けている。今、なんとかし

なければ、子どもや孫たちに安全な地球を手渡せ

ない。 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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福島から避難されてきたうのさえこさんや被

爆２世３世の会の平さんの話など、どなたの話も

素晴らしかった。でも、次のレッドアクションが

あったので、レイチェル・カーソン日本協会会長

の上遠さんのお話は少ししか聞けず残念。 

午前は「放射能を浴びたＸ年後」の上映会。こ

の映画は３度目だけど、何度観ても素晴らしい。

１９５４年、ビキニ水爆実験で、第五福竜丸をは

じめ、多くの漁船が被爆した。その船員たちの多

くは５０代６０代で

ガンで亡くなってい

る。それでも当時は、

被爆のことを話せな

かったと。国やアメ

リカはちゃんと補償

をしていない。今の

福島も国や東電がち

ゃんと補償すべき！ 

 

 

 

 

 
 

 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

■この世界の片隅で  山代 巴〔著〕 

■原爆にも部落差別にも負けなかった人びと  大塚茂樹〔著〕

 「片隅に」ではなく「片隅で」である。この本は、１９６５年に発刊され

た復刊本である。「あのこと」を体験した時のことは、色々なところで触れ

られているが、その後の事を重点的に書かれたのは、あまり読んだことがな

かった被爆者に対する「法的補償制度」の確立に向けての運動、「核廃絶」

運動の取り組みについて取り上げているが、決して「個人」の取り組みを大

きく取りあげているのでは無い。むしろ市井の個人の経験・生活を淡々と書

いているだけであるが、私たちの現代の運動が「どのよう造られ、発展して

きたのか」を知ることができる。多くの市井の人が、積極的に運動に参加し

ていった事実が描かれている。そして、多くの人

が共通して抗議しているのが、「ＡＢＣＣ」の対応

の酷さである。現代でも、ＡＢＣＣについては、

問題点が指摘されているが、当時の「言葉」で聞

くと、その酷さがより理解できる。また「沖縄の

被爆者」が、復帰までの間「ひどい状況下」に置

かれていたことも書かれている。 

読み進むにつれ「この世界の片隅で」という書名の意味が理解出来てくる。「彼

らはあれを語らなかったのではない。彼らの誇るべきなのは、それからを生

き抜いてきたことなのだ」その「生き抜いてきた姿を」、そして「被爆差別」

と「部落差別」という２重の差別に立ち向かい、差別と貧困を克服していっ

た姿を「力強く」描いているのが「～負けなかった人びと」である。ここには 

岩波新書 

８２０円（税別） 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

かもがわ出版 

２５００円（税別） 
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「部落差別」、そして「被爆差別」との闘いが、丁寧に描かれている。ここに登場する人は「６６人」、

多くの人が「本名」でインタビューに応じている学校教育実践・子供会活動そして「拠点病院」作り等、

彼らの力強い取り組みが、生き生きと描かれている。 

 ２冊とも従来の「被爆体験記」とは、少し趣が違った内容ではあるが、「原水禁運動」の発展の経緯、

「被爆補償運動」の広がり等が知れる内容である。歴史を知る上でも必要な書物であると思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■切実な思い語り合い 愛知 被爆二世のつどい 

３月１２日、愛知県原水爆被災者の会（愛友会）は、「被爆二世のつどい」を 

開催しました。「被爆二世の会」の結成や、被団協の県組織のなかの「二世部会」の活動など各地の

動きをみて、愛知県でも二世、三世が集まり交流できるようにしていこうと開催したものです。 

集まった被爆二世からは、それぞれの思いが語られました。広島・長崎で被爆をした父・母から聞

いた話や、戦後もずっと抱えてきた不安、被爆二世であることを言えなかった状況など、涙ながらに

つらい思いを語る人もありました。「被爆二世同士の集まる機会をまたつくってほしい」との切実な

声もありました。 

日本被団協が実施した全国被爆二世実態調査が、愛友会には１７６通返ってきており、「愛知のま

とめ」として集約し、当日の資料として参加者に渡しました。親の被爆体験をほとんどの人が聞いて

おり、「二世としての意識がある」は７０％、「二世としての不安がある」は５２％で、具体的な「不

安」の内容がたくさん書かれていました。 

また機会をつくることを約束し、つどいを閉じました。（大村義則） 

(２０１７年５月６日 被団協新聞) 

Scrap 
book 

■被爆２世、３世 思い再確認 

被爆２世、３世らが平和への思いや健康対策を語り合う交流会が２０日、広島市中区の広島平和記

念資料館で開かれた。約５０人が参加し、広島平和文化センター前理事長のスティーブン・リーパー

さんの講演に耳を傾けた。交流会は２日間の日程で、２１日は原爆碑巡りを予定している。 

県内、京都、岡山の被爆２、３世でつくる実行委員会が主催し、今回で２回目。 

講演では、リーパーさんが、核兵器廃絶に向けて「普通の人の意識を変え、人類を核兵器嫌いにす

れば、核兵器を使おうとする政治家は選ばれない」と訴えた。また、「自分の知識を若い人に伝えて

動いてもらうこと、メディアが無視できないような動きをすることが大事」と話した。 

父が広島で入市被爆した被爆２世の京都市議、井坂博文さん（６１）は「問題意識を持っていない

２世、３世が増えているように思う。被爆体験や核兵器廃絶への思いを我々が引き継いでいかないと

いけない」と話していた。 

(２０１７年５月２１日 読売新聞) 
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■被爆２世訴訟 原告２人が援護の必要性、意見陳述で訴え 

国は請求棄却を求め、争う姿勢 

被爆２世を対象外とする被爆者援護法は憲法違反だとして、広島の被爆２世２２人が国に１人１０

万円の慰謝料を求めた訴訟の第１回口頭弁論が９日、広島地裁（小西洋裁判長）であった。中学校教

諭の占部正弘さん（５８）＝広島県福山市＝ら原告２人が意見陳述で健康不安を明かし、援護の必要

性を訴えた。国側は請求棄却を求め、争う姿勢を見せた。  

 占部さんの意見陳述によると、父は爆心地から約２キロで被爆。体に斑点ができたり声がかれたり

するなどの症状があり、約１０年前に肝臓がんで亡くなった。占部さんも４０歳ごろから同様の症状

が表れて不安になり、自費で３年間で５回のがん検査を受けたという。高校生の時に「被爆２世とは

結婚させられない」と近所の人が話すのを聞いて悔しい思いもした。「差別や健康不安をそのままに

してはいけない。公正な判断をしてほしい」と訴えた。  

 母が入市被爆した小学校教諭の平野克博さん（５９）＝広島市＝も「被爆２世のいとこが３０代で

急性白血病で亡くなった。自分もいつかそうなるのではという不安がつきまとう」と述べ、政府が対

策を講じるべきだと主張した。  

 次回期日は８月２２日で、山口県在住の男性１人が新たに提訴する予定。被爆２世による初の集団

訴訟で、その後長崎でも提訴されている。 

 (２０１７年５月１０日 毎日新聞) 

■市民抗議の中、３回目の米軍実弾訓練 陸自・福知山 

米軍経ケ岬通信所（京都府京丹後市）の軍人・軍属が２４日、陸上自衛隊福知山射撃場（福知山市

天田）で３回目となる実弾射撃訓練を行った。射撃場周辺では、近隣への影響を警戒する市民が抗議

の声を上げた。 

 訓練は、３カ月ごとの米軍の射撃資格更新に必要という。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月と今年３月に続いて使用された。 

 防衛省近畿中部防衛局によると、この日は、米軍人・軍属約３０人が午前９時１５分ごろから約５

時間、２５メートル離れた標的に射撃し、バス２台と弾薬や銃器を積んだ車で帰った。 

 一帯では断続的に発砲音が響き、同局は、地元から強い要望がある防音対策実施に向け、敷地内の

土手や近隣の民家など３カ所で射撃音を測定した。 

 訓練に反対する市民団体「福知山平和委員会」のメンバーらが駆け付け、「実弾訓練中止を」と強

く抗議した。同委員会の水谷徳夫代表（６７）は「訓練が恒久化し、福知山での米軍人の交通事故や

トラブルが心配だ」と話した。 

(２０１７年５月２４日 京都新聞) 
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▼５月２０日～２１日の広

島での「２世・３世交流の

つどい」では予定したプログ

ラムの実行と合わせて、たくさ

んの出会いの機会も得ることになり

ました。Facebookでしか交流のなかった広島の２

世の方と初対面することができました。父親と共

に語り部活動を続けておられる松山の２世の人

と再会しました。永原誠先生の著書を通じて親交

のあった２世の方が「つどい」に飛び入り参加さ

れてきたのには驚きました。大学で平和学の講義

を行いながら岐阜県の２世・３世の会立ち上げを

模索されている方と交流を深めることができま

した。等々・・・▼「つどい」参加者の地域は、

山梨、東京、神奈川、岐阜、京都、岡山、島根、

広島、愛媛、香川の１０都府県になります。「２

世・３世の会」があってもなくても、「会」がで

きてもできなくても、存在し、活躍し、生き方を

模索されている一人ひとりの２世・３世のみなさ

ん個人とのつながり、きずなこそを大切にしてい

きたい、とあらためて思いを深くした２日間でし

た。（平） 

■草案に「被爆者」広島歓迎 核禁条約「保有国巻き込んで」 

公表された「核兵器禁止条約」の草案に「被爆者」という言葉が盛り込まれ、被爆地で２３日、歓

迎の声が広がった。核兵器の開発や使用を禁止する内容への評価も上々。今後、条約交渉に不参加の

核保有国や日本政府を巻き込む道筋づくりで、議論の深まりを期待する声が上がった。 

広島県被団協（坪井直理事長）の箕牧（みまき）智之副理事長（７５）は「被爆者に対して思いや

りのある表現が入り、うれしい。今後の活動に勇気をもらった」と喜んだ。来月、米ニューヨークの

国連本部である第２回の条約制定交渉会議を傍聴する。「締結が見えてくるが、世界情勢は混迷。し

っかり議論して詰めてほしい」と期待する。 

広島市の松井一実市長は公務の会議が開かれた南区のホテルで急きょ記者団の取材に応じ、被爆者

への言及を「被爆して生き延びた人と英訳で書く以上の意味を一語に込めている」と推し量った。条

文に関しても「核兵器の使用や開発を禁止する必要性が分かる」と評価してみせた。 

「『被爆者』は二度と人類に核が使われてはならないという象徴。被爆者の地道な訴えが世論を動

かした」。もう一つの県被団協の佐久間邦彦理事長（７２）は条約草案の重みをかみ締める。その分、

制定交渉に参加していない被爆国政府に矛先が向く。「なぜ被爆者の立場に立てないのか。世界の恥

だ」 

日本被団協も声明で草案を「核兵器のない世界」への大きな一歩と歓迎し、核保有国や同盟国に交

渉への積極参加を求めた。 

３月の条約制定交渉会議を傍聴した市立大広島平和研究所の福井康人准教授（軍縮国際法）は「核

使用の多岐にわたる影響にも触れ、議論の出発点としてよくできている。核拡散防止条約（ＮＰＴ）

など先行条約との整合性も押さえてある」と分析する。 

その上で、反発する核保有国を取り込む方策を課題視。「ＮＰＴを補強する位置付けをより明確に

し、ＮＰＴ『脱退』を宣言している北朝鮮の核・ミサイル問題をはじめとした安全保障問題に寄与す

る、と示せるかどうかが重要」と投げ掛ける。 

 (２０１７年５月２４日 中國新聞) 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

６ １ 木  

 2 金 キンカン行動 

 ３ 土 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟勝利をめざすつどい（１４時・大阪グリーン会館） 

  ４ 日  

 ５ 月 世界環境デー 

 ６ 火 日本被団協定期総会                                                 6・９行動 

 ７ 水 日本被団協定期総会 

 ８ 木  

 ９ 金 
      6・９行動 

キンカン行動 

  

6・９行動 
 １０ 土 被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名行動（１５時・三条河原町） 

  １１ 日  

 １２ 月  

 １３ 火  

 １４ 水  

 １５ 木 

核兵器禁止条約交渉会議第２会期開幕   ニューヨーク行動 → ６月２０日まで 

ピースウェーブ２０１７ → ６月１８日まで 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟（１５時・大阪地裁第２民事部） 

 １６ 金 キンカン行動 

 １７ 土  

 １８ 日 父の日      通常国会会期末 

 １９ 月 戦争法廃止をめざす行動日 

 ２０ 火  

 ２１ 水 ２０１７年国民平和行進京都入り（１２時３０分・山科ラクト公園引き継ぎ集会） 

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

 ２３ 金 
平和行進（乙訓・八幡）                                           キンカン行動 

沖縄慰霊の日・新安保条約発効（１９６０年）  東京都議選告示 

 ２４ 土 平和行進（宇治・城陽・京田辺） 

 

 ２５ 日 

平和行進（京都府南部） 

大飯原発差止訴訟原告団総会（１３時３０分・しんらん交流館） 

さよなら原発長岡京市民の会講演会（１４時・バンビオ市民ギャラリー） 

 ２６ 月 平和行進（精華町→奈良県引き継ぎ） 

  ２７ 火  

 ２８ 水  

 ２９ 木  

 ３０ 金 キンカン行動 

 


