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核兵器禁止条約の採択を心から歓迎します 
 

２０１７年７月８日 

 京都原水爆被災者懇談会 世話人代表  花垣ルミ 

 京都「被爆２世・３世の会」世話人代表 平 信行 

 

 

２０１７年７月７日、世界１２２ヵ国の賛成によって国連の核兵器禁止条約が採択されました。「自

らを救い、自らの体験を通して人類の危機を救おう」と誓い、「ふたたび被爆者をつくるな」と訴えて

きた全国の被爆者のみなさんと共に、署名を集め、平和行進を歩き、草の根からの運動で核廃絶をめざ

してきた全世界の人々共に、核兵器禁止条約採択を心から歓迎し、人類の歴史に刻まれるこの日を喜び

合いたいと思います。 

核兵器廃絶を求める世界の運動は長くＮＰＴ（核拡散防止条約）再検討会議の場で行われてきました。

アメリカなど５ヵ国だけに核保有を認め、その他の国への核の分散防止を目的にしたＮＰＴですが、核

保有国もいずれは核廃絶すると重要な約束をした条約でした。私たちはその約束の履行を求め、そこに

期待して核兵器の廃絶を訴えてきました。圧倒的な国際世論に押されて核保有国も「核廃絶へのポーズ」

はとってきましたが、具体的期限の伴う責任ある態度を示すことは遂にありませんでした。 

もはや、核保有国の参加があってもなくても禁止条約を作ろう！核兵器の非人道性を訴え、核兵器は

“悪の兵器”・違法であることを宣言し、条約制定で法的に禁止していこう！ 特に２０１５年以降は

このことを中心的な行動指針とし、目標としてきました。「大国」、核保有国の圧力を跳ね除け、１３０

を超える国々が対等平等の立場で、国連史上初となるＮＧＯ市民団体も正式メンバーとして加わり、真

摯に誠実に話し合われ、ここに初めて核兵器禁止条約は誕生しました。 

条約は、核兵器は人道上許されない兵器である、その立脚点を明確にしました。国際法の原則に照ら

して違法であることを宣言し、最終的な核廃絶に向けての大きな貢献であることを示しました。被爆者

や核実験被害者の苦難と世界の人々の力に言及し、特別に留意することも謳われました。核兵器の使用

はもちろん、開発・実験・製造・移転・配備・・・そして核による威嚇まで禁止項目が具体的に定めら

れました。核被害者への救済と支援、汚染された環境の回復も義務付けられました。 

威嚇と脅迫の「核抑止論」がもたらすものは暴力の連鎖と国際社会の緊張の激化でしかなく、人類破

滅の危機に近づく道であることを歴史の事実が示してきました。すべての国々、すべての人々が信頼と

正義に基づいて、核のない新しい国際秩序を築いていく、そこにこそ私たちの本当の未来はあります。

核兵器禁止条約の採択はそのための重要な歩みとなることを確信します。 

  採択された核兵器禁止条約はこれから各国の調印、批准を経て発効をめざしていくことになります。

私たちは何よりまず、日本政府が条約の調印、批准を行うよう強く求めます。そして日本政府こそが核

のない世界の実現に向けてリーダーシップを発揮するようになることを望みます。 

 

私たちは『被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名』のとりくみをこれから一層力強く押し広め、核兵器

完全廃絶の日をめざしていきます。 
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核兵器禁止条約採択を歓迎するメッセージに寄せられた 

みなさんのコメント紹介 
 

●核兵器禁止条約の採択、この大きな一歩に至るまでの、関係者の方々のご尽力に、頭の下がる思いで

す。 

一方、あれだけの被害者を出した被爆国であるにもかかわらず、日本がこの条約に不参加という現実に、

この国が向かおうとしている未来の影がくっきりと映し出されているように感じられてなりません。 

国際社会に向けて、ぜひこの文章を英文でもご掲載いただけないでしょうか？ 

吉田阿純さん（上京区） 

●核兵器禁止条約が採択されてうれしい限りです。 

思っていたよりも早く採決されたような感じがしますが、文句なしです。 

会議への参加国は、反対したオランダを含めて非常に真剣に議論をしていました。 

これが、禁止条約としてできたのですから、いよいよ核兵器完全廃絶へと向かう運動を作る段階になる

と確信します。 

米重節男さん（向日市） 

●核兵器禁止条約の採択を受けての京都のメッセージ拝見しました。私も岡山でも出したいと会に提案

を考えているところです。 

締結後、いろいろな方が「おめでとう」と言って下さいます。電話もかかってきます。多くの方に自分

の運動が見守られていることが嬉しいです。 

今後は締結を実効あるものにしていく更なる運動が求められます。 

締結のために努力した世界１２２カ国とともに頑張りたいと思います。 

加百智津子さん（岡山「被爆２世・３世の会」） 

●私も広島の歓迎集会に参加しました。FBにも載せ

ました。 

保有国の手足を縛っていきましょう。 

それにしても日本に次いで平和憲法をもったコスタ

リカのホワイト議長の積極的な姿勢は素晴らしいで

すね。これからの労働組合の学習会でも取り上げた

いと考えています。 

山根岩男さん（広島市） 

●何ページにもわたって禁止条約の採択を掲載した新聞記事を読むうち、ここ最近に亡くなった身近な

被爆者の方々にこの日を迎えさせてあげたかった思いがこみあげてきました。被爆者の運動に生涯をさ

さげられた方と何人知り合うことができたか・・・・・・。 

「核兵器の終わりが始まった」のような名言。和田征子さんからは国連の審議のようすをリアルに聞き

ました。 

さらに高齢ながら市役所訪問を続け、私たちに励ましの言葉をくださる先輩の「署名はこれで終わりじ

ゃないよ、まだまだだよ」との言葉。そして京都からの声明です。さまざまな心おどる言葉があふれる

今日です。 

尊敬できる皆さんといっしょにこの運動に携われることを嬉しく思います。 

門川恵美子さん（神奈川県原爆被災者の会・二世支部） 
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■７月１５日（土）、「ヒバクシャ国際署名を大きく広げる京都の会」が設立されました。この日までに

参加表明された２８の団体から５０人を超える参加者で設立総会が催され（会場：コープ御所南ビル４

階会議室）、「会」の設立が確認されました。 

■総会の冒頭、日本被団協事務局長の木戸季市さ

んから挨拶と話「核兵器の禁止から廃絶へ」をし

ていただきました。長崎でのご自身の被爆体験、

被爆者の死と生・たたかいの日本被団協６０年の

あゆみ、核兵器の禁止から廃絶へ『ヒバクシャ国

際署名』の成功についてお話ししていただきまし

た。 

■「京都の会」よびかけ団体の一つ京都府生活協

同組合連合会の酒向直之さんから経過報告・申し

合わせ事項・共同世話人の選出・署名目標ととり

くみ期間について提案が行われました。提案は参加者からの発言の後、満場一致で確認されました。確

認された主な内容は以下の通りです。 

① 名称：ヒバクシャ国際署名を大きく広げる京都の会（略称：「ヒバクシャ署名京都の会」） 

② 共同世話人：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）、上掛利博（京都府生活協同組合連合会理事長）、渡邉賢治（原水爆禁止京都

協議会代表理事） 

③ 署名目標ととりくみ期間：２０２０年９月末までに京都府で５０万筆 

 

■参加者の中から１５人の方がとりくみ成功に向けた積極的な発言をされました。以下に要約を紹

介します。 

◆京都生協・川村幸子副理事長 

京都生協組合員は５３万人。すでに全組合員に

向けて署名の配布を行っている。 

◆コープ自然派京都・坂本真有美理事長 

コープ自然派京都の組合員は１万人。 

今年３月２４日に松山市の藤村敏夫さんとい

う被爆者の方を招いて被爆体験のお話を聞く企

画を持った。藤村さんは「戦争をしたらいかん」、

「平和な地球を残していくのは、ここにいる人み

んなの責任」と力強く訴えられ、私たちも受け止

めた。採択された核兵器禁止条約は被爆者の苦し

みを心にとめておくこと、被爆者の方々の活動の

成果であることを述べている。 

条約は他の社会的問題に対しても大きな光を

与えることになった。このことを広げていくこと

で、他のことにも大きな影響を与えていくのでは、

と思って頑張りたい。 

◆ＮＰＯ法人コンシューマーズ京都・原強理事長 

 コンシューマーズ京都は２１の団体で構成さ

れている。署名の数で独自に積み上げるのは難し

いけど、このとりくみの大切さを広めていく役割

はあると思うので、頑張っていきたい。かって食

品衛生法改正を求める署名を４６万筆集めた経

験がある。期日ごとの目標を決めて、短期間に一

気に集めるという運動スタイルが必要ではない

かと思う。 

◆「ヒバクシャ国際署名」右京連絡会・高橋真由

美 

これまでで一番感動したのは今回の禁止条約

と２０００年に核廃絶アピール署名の住民の過

「被爆者の訴える核兵器廃絶国際署名を大きく広げる京都の会」を設立 
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半数を達成した時。一筆一筆署名を集めて回った

時のことを思い出す。今度も地域に根ざして、一

軒一軒訪ねてやっていく。困難さと、それをやり

切る力をどう引き出すかと、戸惑いながらも頑張

らないといけない。 

◆京都宗教者平和協議会・出口玲子 

「ヒバクシャ国際署名」には京都の宗教者の多

くの賛同を得ることができていて、公表できる賛

同者の氏名はすべて英語に翻訳して今回のニュ

ーヨーク行動で国連に届けることができた。個人

署名が１９７筆、連記署名が２，１９３筆になっ

ている。署名は今も増え続けている。 

命を尊ぶ、その一点でどの宗教宗派でも共同し

てとりくんでいる。歴代の宗教者が作り出してき

たこういう運動を私たちが引き継ぎ、またさらに

若い人たちに引き継いでいかなければならない。 

７月７日は本当に感動的な日だった。多くのみ

なさんの運動が大きな力となって実現したこと

で、とても確信になった。核廃絶の日まで一緒に

頑張っていきたい。 

◆非核の政府を求める京都の会・望田幸男世話人

代表 

私たちの会は核兵器のない世界を作ろうと３

０年前に誕生した。こういう分野の専門店として

やってきた。ここ数年は脱原発の運動ともセット

にして、両方とりくんできた。数年前まで、核兵

器のない世界を求めることを中心に非核自治体

宣言の運動を繰り広げ、京都府下のほとんどの自

治体でそれは実現した。その実績の上にやってい

けば全首長の署名も実現できるはず。そういうと

りくみもスケジュールに組み込んでほしい。 

◆新婦人京都府本部・澤田季江事務局長 

私の夫の母が長崎の被爆者で今９２歳。７０歳

の時甲状腺がんを発症し全摘した。今も闘病生活

を頑張っている。 

６月１５日からのニューヨーク行動に新婦人

の代表として参加してきた。ニューヨーク行動の

ために寄せられたカンパの超過分は有効に使お

うと、原水禁長崎大会の補助にしたり、英語・中

国語・ハングルの訳文も入れた「ヒバクシャ署名

集めています」のタペストリーを作成して各班に

提供することなどを計画している。 

ニューヨークの国連会議では核兵器禁止条約

前文の議論を傍聴した。「核兵器の禁止だけでな

く抑止力も禁止すべき」（インドネシア代表）、「Ｎ

ＰＴでは核軍縮が遅々として進まなかったこと

を条約文で指摘すべき」（ブラジル）、「非核兵器

地帯条約の果たしてきた役割を強調すべき」（エ

クアドル）、「禁止条約は廃絶につながるであろう、

ではなく、つながると断定すべき」等々、私たち

が日頃感じていることが次々と討論を通して深

まっていくのを目の当たりにした。 

実質３日間の日程を終えて帰国してみたら、条

約案の修正案が出ていた。「ジェンダーの主張を

入れた方がいい」（スウェーデン）、「核実験被害

者だけでなく原住民のコミュニティへの影響も

書くべきだ」、「核の軍縮の教育の重要性も」（ア

イルランドなど）、それらのすべての発言が帰国

してみたら修正案に入っているのを見てびっく

りした。みんなが発言して、それらがすぐに修正

案に書き込まれて反映し、そして成立した条約で

あることを目の当たりにして本当に感動した。 

新婦人は２０２０年までの署名目標を９７，０

００にしている。会員一人あたり１０筆。今年３

万、来年３万、再来年３万、最後に７千。今年は

既に２３，０００筆以上になっていて、広島・長

崎の日までに３万筆達成をめざしている。 

◆京都「被爆２世・３世の会」・井上哲士（参議

院議員） 

私の母が広島の被爆者。私が卒業した高校も平

和公園のすぐ傍にあって、原爆投下時１学年の全

員が犠牲となった学校だ。 

ニューヨーク国連本部での核兵器禁止条約交

渉会議第２会期の最終採択の瞬間に立ち会って

きた。条約が採択された瞬間、会議の終わった瞬

間は感動的な拍手が本当に長く続いた。国連の会

議は外交官のプロの会議なので本当は拍手は禁

止なのだが、今回は市民代表も正規の代表として

参加した会議ということもあって、最後の３日間

はどんどん拍手がされるようになり、もう議長も

止めない、発言の度に拍手が広がっていった。 

最後の採択の瞬間は、議長がガッツポーズをと

り、拍手が起こり、歓声が上がり、みんな立ちあ

がってハグをして、何分間もそんな状態が続いた。

会議が終わっても興奮が冷めなくて、３０分経っ

ても外交官同士が記念写真を撮り合っていたり、

普通の国際会議では経験しない光景が続いた。 

それほどに、初めて核兵器を違法のものとする、

悪の烙印を押すという歴史的な条約であったし、

本当に練り上げられて作られた条約だった。 

７月５日の日に国連に着いた時、今日の会議は
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１時までということだったが、３時から再開にな

って、６時までと言われたけど、６時を回っても

まだやっていた。それくらい徹底して討論して、

練り上げて練り上げてできたものだから非常に

達成感があったと思う。しかも、従来の大国中心

の国連の運営の中で、大国抜きでも、大国の妨害

を撥ね退けてやりあげたという思いがみなさん

の中にあった。 

去年の国連総会で交渉会議を開始するという

決議は賛成１１３で決められた。その後いろいろ

な妨害があった中で条約はそれを上回る１２２

で採択された。大国の妨害を撥ね退けて成功させ

たということが、全体の歓喜にも議長のガッツポ

ーズに表れていたのだと思う。 

その原動力の一つは何と言っても被爆者のみ

なさんの訴えだった。会議の最後はサーロ節子さ

んの訴えで、もの凄い迫力のスピーチだった。大

きな役割を果たしたオーストリアの国連代表大

使が毎日新聞にこう書いている。「条約前文に被

爆者ということを書くことに一国も反対する国

はなかった。自分たちは被爆者に遭うことによっ

て心を揺さぶられてきたのだ」と。この被爆者の

訴えが世界を揺さぶったのだ。 

そしてもう一つは署名。私は２０１０年のＮＰ

Ｔにも参加して、あの時に初めてハマーショルド

広場に積み上げられた二百数十万の署名を見た。

今度は署名は国連会議の場で手渡された。国連の

場において、署名の持つ意味が重くなっている。

占める位置が高くなっていることを実感した。署

名がホワイト議長に手渡された時、ホワイト議長

は涙を流して受け取った。彼女が一番大国からの

圧力にさらされながら最後までやり抜いた。その

大きな励ましがこの署名だった。 

あらためて私たちの署名の一筆一筆が国際政

治を現実に動かしていることを目の当たりにし

たので、この条約を廃絶につなげていくために、

何よりも被爆国日本がこの条約に参加していけ

るように、私も先頭に立って頑張っていきたい。 

◆京都総評・梶川憲議長 

今日の「会」の賛同団体には教徒総評を構成す

る労働組合がいくつも名前を連ねている。京都総

評には２６の産別の労働組合と全地域に２０の

労働組合の協議体がある。このとりくみを是非地

域レベルでも進められる運動にしていきたい。京

都は、地域で学区で運動が広がる時に馬力が全体

に出てきて市民権を得ていくところだ。安保法制

（戦争法）の時、京都は４４万筆の署名となった。

その時地域では、署名の回収が大変なので近くの

児童公園に旗を立てて回収したとか、回収日をあ

らかじめ決めて訪問していったとか、いろんなド

ラマの中で署名が積み上げられていった。平和の

心が集まっていった経験をみんなで作り上げて

きた。 

そういうとりくみをもう二回り大きくできる

国際情勢を得たのが今回の条約採択。ここからが

大事なとりくみだ。労働団体の間で、どういう流

れを作れるのか、この一点での共同が作れるのが

注目されている。この間、戦争法などでは全労連、

連合関係なく共同できる道を作ってきたので、こ

のとりくみでも共闘を広げていきたい。 

◆京都民主医療機関連合会・河本一成副会長（あ

さくら診療所所長） 

医療は平和でないとなりたたない。核兵器、戦

争は医療の真逆にあるもの。平和のために反核の

運動を、署名の運動をどんどん広めていきたい。 

◆京都府保険医協会・核戦争阻止・核兵器廃絶を

訴える京都医師の会・浜松章 

医師は人の命と健康を守ることを使命とし、そ

のために核兵器廃絶を求めてきた。この署名を大

いに広めていきたい。 

◆京都平和委員会・片岡明事務局長 

京都平和委員会は個人加盟の平和団体で６０

年以上の歴史を持つ老舗。核廃絶の運動は活動の

非常に大きな柱としてきた。 

日本平和委員会が全国大会の方針として１人

５筆以上はやろうと決めている。京都平和委員会

でも具体化を検討し、頑張っていきたい。 

◆京都生協労働組合・池田真人書記長 

労組員は５７０人。労組の中に平和運動部も作

っていて、毎月生協店舗前で署名・宣伝活動を続

けてきている。もう６～７年になる。店舗前で生

協の組合員さんに署名をお願いするとかなり高

い割合で応じていただける。これからも頑張って

やっていきたい。 

◆京都生協パート職員労働組合・竹下敦子書記長 

正規職員の労組と一緒に署名運動にとりくん

でいる。労組員は８００人ほど。労組員を中心に

家族、友人に署名を広げたり、労組に入っていな

いパート職員に声をかけたりしていく。目標は高

いけれど、少しでも力になれればと思い、頑張っ
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ていきたい。 

◆京都自治体労働組合総連合・西山英利執行委員 

京都自治労連とは京都府内の自治体で働いて

いる職員の労組。 

数年前原水協の人たちと一緒に各自治体に申

し入れをしたことがある。その時すごく思ったこ

とは、それぞれの自治体で核兵器廃絶、平和のと

りくみがずーっと行われてきていること。それぞ

れの地域のみなさんの平和を願うとりくみが戦

後一貫して行われてきていて、行政も動かして、

ずーっと続いてきている。 

今回の核兵器禁止条約とヒバクシャ署名のと

りくみも、戦後一貫して行われてきた努力をさら

に新しい段階に引き上げていく、大きな意味を持

ったとりくみだと思う。京都自治労連も、署名運

動を成功させるために、府下の各地で頑張ってい

きたい。 

◆原水爆禁止京都協議会・渡邉賢治代表理事 

核兵器禁止条約の採択という報に接して、私の

病院の大きな時計の振子を見ながら、時を刻むと

いうことをあらためて考えることになった。一つ

には、高齢化していく被爆者の年齢のことを思う

と事は急がなくてはいけない、ということ。もう

一つは、世界的には歴史は進んでいるのに、日本

政府は立ち遅れている、世界に追い付けていない、

私たちの方が先に進んでいる、ということ。 

私の父は原爆が投下された時、海軍の江田島に

いて、江田島から広島の街を見て、衝撃を受けた。

それが父の核兵器廃絶運動をとりくむ原点だ。私

もその父の思いをしっかりと引き継いでやって

いきたい。 

私は保険医協会の副理事長でもあり、保険医協

会としてもしっかりとりくんでいく決意だ。 

以上 

 

 

核兵器禁止条約採択後最初の６・９行動を清水寺で！ 

堀 照美さん（上京区） 

 

核兵器禁止条約の採択を受けて、横断幕も用意しての清水寺６.９行動には２８人が参加しまし

た。今回で１２１０回を数えます。 

今にも雨が降りそうな空模様でしたが、１４時から１５時までの署名を訴える１時間は、皆の熱

意が通じたのかなんとかもちました。日本語、英語、中国語、韓国語と修学旅行生向きのチラシを

手渡し、署名を訴えました。海外からの観光客の方々や、家族連れの日本の方、修学旅行生などが、

訴えに足を止めて署名をしてくださいました。 

署名をしてくれた、修学旅行生は「いいことをしたなあ」と一言。また、横断幕をみた、外国の

方が「サンセイ」と叫ばれました。署名をした中国人のお坊さんが、自分も一緒に署名を集めたい

と、署名板をもち行動に飛び入り参加するといううれしいハプニングもありました。集めた署名は

１３５筆、カンパは１４２０円でした。 

一日も早く、核兵器のない世界を実現することができますように。 
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オーストラリアにおける 
イギリスの核実験の被爆者について 

山根和代さん（右京区） 

 

ジョン・シノット教授から送られてきた情報で印象に残ったことを書きます。彼とはアジア太平洋平

和研究学会でいっしょです。 

 

イギリスは１９５２年から１９６３年までにオーストラリアの３か所で核実験をした。西オーストラ

リアのモンテベロ島で３回、南オーストラリアのエミュフィールドで２回とマラリンガで７回で核実験

をした。その他何百回もの小さい規模の実験もした。プルトニウムがあらゆる方向にまき散らされたが、

このことはオーストラリアの人々にほとんど知られていない。 

 核実験による被爆について知らせるためにポール・ブラウン氏は「核兵器」（Ｎｕｃｌｅａｒ）とい

う展示を昨年９月１７日から１１月１２日まで南オーストラリアのアデレードで行った。５０人以上の

芸術家が写真や絵画、彫刻などを提供。マラリンガでは１９６７年、１９８５年、１９９０年代末に除

染を試みたが、未だに人間が住むことができない。イギリスは毒性のあるプルトニウムをコンクリート

の貯蔵庫に入れないで、表面に軽く土をかぶせるという安っぽいやり方で除染をしようとした。 

 先住民のアボリジニは住むところを追われたが、新しい土地では居場所がなく、アルコール中毒、麻

薬、犯罪、ホームレスという問題が生じた。 

 オーストアリア政府は、被爆を避け、放射性物質の廃棄のために、１９８４年に王立委員会（Ｒｏｙ

ａｌ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ）を設立。そこでは核実験に参加した兵士やアボリジニへの放射線の影響

の証拠を発見した。元兵士の何百人もの子どもや孫には、腫瘍、ダウン症、口蓋裂、脳性麻痺、自閉症、

心臓病などの病気があることがわかった。（アボリジニへの言及なし）また死産や流産の率が以上に高

かった。 

 ２００８年在郷軍人問題関係省は、「オーストラリアの人々への放射能の影響は小さく、広島と長崎

の被爆者の子孫には、染色体異常や先天性欠損症, 出生時欠損はない」と報道。しかし１９９９年のイ

ギリス核実験元兵士協会の調査では、３０％の兵士がガンで死に、特に５０代で亡くなっていると報道。 

 ２０１５年イギリス議会は、オーストラリア元兵士の被爆を認め、援助をする基金を設立（アボリジ

ニへの言及なし）。ブラウン氏は核実験６０日年後の展示が、単に被爆者について知らせるものではな

く、日本の被爆者が世界の平和運動の指導者として軍縮と世界平和のために活動していることを示し、

オーストラリアの人々が自国で何がおこったのかを知ってほしいと述べている。 

 

以前広島で世界のヒバクシャの国際会議があり（森滝さんたちが組織）参加しました。仕事で全部参

加できませんでしたが、アボリジニの方も参加されていました。イギリスに訴訟を起こすことをオース

トラリア政府は支持していなくて、訴訟の費用が途方もなく高く、そのため今日イギリスのアボリジニ

に対する補償はまだない。核保有国は自分に都合の悪いことは認めないという状況だと思います。世界

のヒバクシャの国際ネットワークがまだきちんとできていないので、何とかする必要があると考えてい

ます。 

 

参考資料 

 

「オーストラリアにおける広島の秘密の破壊」The secret destruction of Australia’s Hiroshima 2016
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年 9月 19日 news.com.au 

http://www.news.com.au/lifestyle/real-life/news-life/the-secret-destruction-of-australias-hiroshima/

news-story/9eabf722dbe2f87e03a297c2a348a8e1 

 

「マラリンガにおけるイギリスの核実験」British nuclear tests at Maralinga – Fact sheet 129 

 

オーストラリア国立アーカイブ 

http://www.naa.gov.au/collection/fact-sheets/fs129.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The remote South Australian region is uninhabitable, with thousands of people 
who lived there displaced.Source:Supplied (南オーストラリアのマラリンガは核実験後何
千人もの人々が住めなくなった。) 

 

 

 

 

「元東芝技師が語る原発の恐ろしさ」講演会の報告 

石角敏明さん（長岡京市） 

 

 ６月２５日（日）、「さよなら原発長岡京市民の会」主催で「後藤政志」さんを迎えての講演会を開催

しました。今注目の「東芝はどうなるの？」という話題は「東芝の破たんはなるべくして起きた結果」

である、と指摘された後は、「安全とは？安全性とは」という内容が主でした。飛行機事故・自動車事

故等、具体的な事例を出しながら、原発事故の恐ろしさを話されました。 

例えば、重症や死亡事故の起きる確率が１００万分の１の機械は１００万回に１回「人」を殺傷する

機械であるという認識が大事。飛行機や自動車と決定的に違うのは、原発それ自体が水蒸気爆発が起き

http://www.news.com.au/lifestyle/real-life/news-life/the-secret-destruction-of-australias-hiroshima/news-story/9eabf722dbe2f87e03a297c2a348a8e1
http://www.news.com.au/lifestyle/real-life/news-life/the-secret-destruction-of-australias-hiroshima/news-story/9eabf722dbe2f87e03a297c2a348a8e1
http://www.naa.gov.au/collection/fact-sheets/fs129.aspx
http://www.naa.gov.au/
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る仕組みになっていること、実用の前に耐久性を確認する過酷な状況下でのテストができないこと、原

発は「１回」でも事故を起こせば、大変な被害を発生させる等、「安全とは」「安全性とは」という問題

をわかりやすくお話いただきました。 

そして大事なのは「安全側の哲学、安全側の考

え方の原則として、人の命を勝手にかけてはいけ

ない、リスクを背負わせてはいけない」「安全対策

とは」①危険を確認したら運用を止めること、②

安全が確認できるまでは運用しないこと、と指摘

され、これからは原発は絶対に動かしてはいけな

いし、原発にかかる費用で「廃炉」や自然再生エ

ネルギーを推進することが未来社会の利益につな

がる、日本はやろうと決め、あの膨大な原子力予

算をほかの技術へ回せばあっという間にできる、

と訴えら、講演を終わられました。 

感想文からも、「規制委員会は基本を学んでい

ない。これが国民をだます手段であることがよく

わかった」という厳しい意見から「難しい話を分

かり易くお話頂いて感謝」・「『原発の安全・危険』

について、安全学のものの考え方の基本の哲学的

なことを教えていただいと思います」と高評価を

いただいた感想が寄せられました。 

 

※講演用に作成された「多量のパワーポイント」用

資料あります。必要な方連絡頂ければ差し上げます。 

 

 

 

 

被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（５７） 

控訴審・大阪高裁Ｃグループ第１３民事部は来春１月１６日に判決言い渡し 

核兵器禁止条約とヒバクシャ国際署名と共に核廃絶運動をさらに！ 

２０１７年７月１９日（水） 

 

日中の気温が３５度前後にも上る連日の猛暑

の中、７月１３日（木）・１４日（金）と２日連

続のノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟の弁論が行わ

れた。 

７月１３日は６人の一審原告の控訴審で大阪

高裁第１３民事部（高橋譲裁判長）の係属。今回

は最終弁論、結審の日であり、前回までに最終弁

論では画像などを駆使したパワーポイントによ

る意見陳述を行い、被爆の実相をより分かりやす

くビジュアルに訴えることになっていた。いつも

とは違う新しい試みに私たちも期待をして２０

２号大法廷の傍聴席に着いた。 

ところが裁判長の口からは画像を使った今回

の最終意見陳述は許さない旨の表明が行われ、意

外にも事態は思うようにはいかなくなっている

ことを私たちは初めて知った。愛須勝也弁護団事
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務局長が立って今回の裁判所の判断は遺憾であ

ると強い口調で意見を述べた。裁判所の判断は、

６人の原告個々の放射線起因性が争点であって、

原爆被害の全体像、被爆の一般的実相を今さら解

明する陳述は不要ということらしい。そうではな

く原爆が人々の体にどのような影響をもたらし

たのか、その実相をより詳しく理解して初めて放

射線起因性も正しく理解できるはずであり、各論

の事実認定のためにも総論の理解を深めておく

ことは不可欠だと愛須弁護士は主張した。 

そしてその上で、しかし今回のことを不服とし

て予定されていた結審を先に延ばすことは原告

のみなさんにとって望ましいことではないので

裁判所の判断はやむを得ず受け入れるが、最終意

見陳述で主張したかったことの趣旨は重く受け

取られるようにと訴えられた。 

結局この日は６人の原告の一人原野宣弘さん

（故人）について担当の稲垣眞咲弁護士が意見陳

述をし、口頭ではこれが最後の陳述ということに

なった。 

原野さんは２００８年（平成２０年）に心筋梗

塞について原爆症認定申請し、却下処分を受けて

２０１１年（平成２３年）に提訴した。一審で棄

却判決となり控訴していたが、控訴審判決を聞く

ことなく昨年１１月闘病の末帰らぬ人となられ

た。原野さんは生後１０ヵ月の時長崎で被爆した。

父親は爆心地のごく近くで犠牲となり、その父を

探しに母親に背負われて長崎の街を 1週間ほども

歩き回った。心筋梗塞は１９９７年(平成９年)、

５３歳の時の発症だ。 

原野さんは、生後１０ヵ月での被爆だから被爆

時の状況について本人に直接の記憶はない。この

ためお姉さんに当時のことを思い出してもらい、

脱毛のあったことなどを証言した。しかし姉の話

は曖昧だとか、母親の書いた被爆者手帳交付申請

書に脱毛の記載がないなどとして、原判決は当時

の状況証言が信用できないとした。８０歳を超え

た姉に６６年も昔のことを詳細に思い出すよう

求めるのには無理がある。また被爆者手帳交付申

請時の記載が必ずしも厳密なものでなかったこ

とは既に幾多の例で明らかになっている。これら

をもって当時の症状を否定すべきではないと稲

垣弁護士は主張した。 

原野さんの申請疾病の心筋梗塞については、訴

訟の途中から突然、原発性アルドステロン症とい

う病気が原因であると国の方から持ち出され、原

判決も同様の判断をしたことが明らかにされた。

事実は原野さん自身このような病名を告げられ

たことは一度もなく、２００８年(平成２０年)の

ステント手術に至るまでそのような病気の可能

性を想定させるような状況はまったくなかった。

ないからこそ心臓の手術も行われたと考えるの

が合理的であり、心筋梗塞は放射線に起因するも

のと認められるべきだと主張された。 

原野さんはリハビリも兼ねて絵を描き、多くの

作品を遺してきたことも紹介された。判決結果を

聞くことなく生涯を閉じなければならなかった

ことは、本人はもちろん無念な思いでいっぱいだ

ったはずだが、奥さんや息子さんも残念な気持ち

を強く抱いている。裁判所は不合理な病名などに

よって原爆の影響を否定したりせず、また、原野

さんのように判決を待たずして亡くなってしま

う原告が出ないよう、迅速、公正な審理をするよ

う訴えて稲垣弁護士の陳述は終えられた。静かだ

が、一語一語噛み締めるような、法廷にしみいる

ような最終意見陳述だった。 

この後裁判長が弁論の終結を宣言し、判決言い

渡しを来春２０１８年１月１６日(火)午前１１

時から行うと告げて閉廷となった。 

報告集会では愛須弁護士から今日の法廷でパ

ワーポイントを使った意見陳述ができなくなっ

た経緯について状況説明された。最後の意見陳述

書は最終的に７月１０日に提出された。期日の直

前になって左陪席裁判官からパワーポイントを

使っての陳述は認められないとの連絡があった。

「最終準備書面と準備されたパワーポイントの

内容が異なるから」というのが語られた理由のよ

うだった。弁護団は緊急に連絡を取り合って対策

を検討された。結審が先に延びることになっても、

裁判官忌避も辞さない、そういう事態の覚悟も含
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めて検討されたようだ。それでも原告のみなさん

の実情 ― 体調を悪くされている人、原野さん

のように他界された人などのことを思うとこれ

以上先に裁判を先に延ばすことは難しいと苦渋

の決断をし、今日の法廷を迎えることになった。 

パワーポイントの陳述は時間にして２０分ほ

どのもののようだが、裁判官も一応は見た上での

判断なので、弁護団が何を訴えたかったのかは届

いているはずだ。そのことにせめてもの期待はし

たいということになった。 

国の最終準備書面では、ノーモア・ヒバクシャ

訴訟とは別に争われていた最近の東京の判決、被

爆者敗訴の判決も引用して陳述されているよう

だ。相変わらずの姑息なやり方が行われているこ

とも報告された。 

尚、今回の控訴審結審に際しては、公正な判決

を求める署名が２０００筆以上集められ、翌日の

７月１４日に提出されている。 

傍聴記の前号№５６(２０１７年６月１８日

付)では、「次回の法廷と報告集会には核兵器禁止

条約採択というビッグニュースが届いているこ

とを期待しよう」と書いたが、その通りとなった。

７月７日未明、１２２ヵ国の圧倒的多数で禁止条

約は採択され、核兵器廃絶に向けた歴史の歯車が

大きく回転した。報告集会では何人もの参加者か

らこのことを力にしてさらにがんばっていこう

と決意が明らかにされた。 

そうした出来事のあった直後の法廷であった

だけに、被爆の実相をより深くより詳しく明らか

にしていく意見陳述の機会が奪われたことは残

念でならず、世界の人々が国連の場で迎えた歓喜

とのギャップの大きさを感じないではおれなか

った。核兵器禁止条約は何よりも核兵器の持つ非

人道性こそを訴え、そのことを最大の立脚点とし

た条約だ。そして核兵器の非人道性を実際の体験

に基づいて告発し示してきたのが広島・長崎の原

爆被爆であった。７０年以上に及ぶ被爆者の訴え

に世界は学び、応えて、今遂に核兵器禁止条約は

誕生した。ノーモア・ヒバクシャ訴訟は、核の非

人間性を問い質す、その罪を問う場だ。核兵器禁

止条約採択という人類の切り開いた歴史の一歩

の意味を、裁判に関わる者すべてが、原告である

被爆者も、代理人弁護士も、裁判官も、支援の傍

聴者も、被告の国の関係者でさえも、共に認め合

う機会とするべきだった。あらためて被爆の実相

を深く詳しく理解していくことは、そのためにと

ても重要ことだったはずだ。ノーモア・ヒバクシ

ャ訴訟はこれからも続く。次の機会にはこのこと

が是非実現するよう強く望みたい。 

 

翌７月１４日(金)は大阪地裁第７民事部（山田

明裁判長）の弁論が行われた。第７民事部は５人

の原告だが、その内の宮本義光さん（７９歳、大

阪市在住）だけは分離して先行審理され、今回が

結審となる予定だった。しかし原告側の最終準備

書面において宮本さんの総論部分に相当する意

見が述べられたところ、国は宮本さんの審理にお

いてこれは主張されてこなかったところだから

これから反論の準備をしたいと、この日になって

言い始めた。総論はすでに他の場面でも主張尽く

されてきていることだし、宮本さんの審理でも敢

えて省略して進めてきたのが実際だから、内容的

に新しい主張ではなく、今になって反論の準備を

主張するのは正当ではないと、宮本さん担当の小

瀧悦子弁護士は食い下がった。国側の結審引き延

ばしの嫌がらせとしか思えない行為だ。しかし裁

判長も一方的に国の申し出を遮ることはできず、

結局、結審を次回期日の９月１４日（木）に先延

ばしすることにし、国側代理人に対してはくれぐ

れも期限までに反論を提出するよう釘を刺して、

このことは落着させることになった。 

それでもこの日に備えて準備されてきた宮本

さんの最終意見陳述は述べられることになった。

宮本さんは証言台に立ち、一語一語に思いを込め

てゆっくりと陳述されていった。宮本さんの原告

本人尋問は今年３月１４日に行われたが、その時

に証言された被爆の体験、その後の闘病人生をよ

り要約する形で述べられたのが今日の内容だっ

た。その中で、「あのおそろしさは、体験したも

んにしかわかりません。これからの人には、あん

な思いは、してほしくはありません」の訴えは、
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裁判所に対してだけでなく、私たちも含めて法廷

にいるすべての者に投げかけられたもののよう

であった。陳述は、「やっと裁判もこの日を迎え

ました。裁判所には、被爆者の人生によりそって

いただき、判決をお願いいたします」で締めくく

られた。本当は今日が結審になるはずだったのに、

２ヶ月先延ばしされることになった無情さを印

象付けることになった。 

 ７月１３日（木）の報告集会の際に述べられた

一人の被爆者の核兵器禁止条約採択についての

感想が印象深い。被爆者の人生は苦しかったこと、

辛かったことばかりが山ほどで、良かったことな

ど一つもない。でも核兵器禁止条約が採択されて、

一番大きな力になったのは、先輩の被爆者のみな

さんが苦しさ、辛さを乗り越えて語ってきたから

ではないかと思った。自分たちと同じ思いを誰に

もさせたくないと語ってきた。そして多くの人々

から支えていただいた。その結果が禁止条約採択

に結実したのだと。それを考えると、自分が被爆

者であることが誇らしい気持ちにもなった。こん

な時代を迎えることができるとは思ってもいな

かった。これからさらに核兵器の完全廃絶に向け

て次の段階に向かっていきたい。特に日本政府が

条約に署名し、批准するようにもっと頑張ってい

きたい。 

これは報告集会に参加していた人たち全員が

共通して持った思いだと思う。 

核兵器禁止条約を力にして、「ヒバクシャの訴

える核兵器廃絶国際署名」の運動を推進力にして、

ノーモア・ヒバクシャ訴訟の運動と勝利も重要な

一翼を担ってそこに参加し、核被害者の完全救済

とすべての核兵器が完全に廃絶される日をめざ

していきたい。 

 

今後の裁判日程 

９月１４日（木） １１時 地裁 第２民事部 

１１月１７日（金） １１時 地裁 第７民事部 

１１月２０日（月） １５時 地裁 第２民事部 

１月１６日（火） １１時 高裁 第 13民事部 

 

 

 

 

歌に託した父の被爆の体験 

小野道子さん（上京区） 

 

今も広島で健在にしている私の父は、昭和４年生まれで今年米寿を迎えました。 

中学３年の夏に被爆し、その時母を亡くしています。 

父は原爆投下当時の体験を短歌に託して、原爆の悲惨さを訴え、多くのみなさんに伝えようと

してきました。 

今年６月には京都で開催された平安書道展に６首の歌を詠み表して出品いたしました。より多

くのみなさんにご覧いただきたいと思い、京都「被爆２世・３世の会」のみなさんにご協力い

ただいて、この会報に掲載させていただく次第です。 

作品とそれを解説した当時の状況・情景とをお読みいただきますようお願いいたします。 

7月 13日（木）裁判後の報告集会 
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青山念海≪原爆六首≫ 
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■今年も３世代一緒に平和記念式典に参列 

鳥羽洋子さん（茨木市） 

 呉市に住んでいて９５歳になる母の姉（私の伯

母）と会うことも兼ねて、今年も８月は母と一緒

に広島に行く予定です。私は原水禁大会の国際会

議（広島市）にも参加しようと思っています。８

月６日は、私の娘も来て３世代一緒に広島市の平

和記念式典に参列します。 

私の高校の授業では今年も、生徒たちに８月６

日～９日前後の新聞記事や特集番組などを見て

自分なりに感じたレポートを提出するよう、宿題

を出しました。 

 

■「広島追悼平和祈念館」に私の父も登録 

奥田美智子さん（左京区） 

前回石角さんが紹介されていたのと同じよう

に、私も、広島の「追悼平和祈念館」に父親の写

真と被爆者手帳に書かれていた文章を添えて申

請しました。先週登録が完了した旨連絡があり、

とても嬉しくなっているところです。それから、

私の知らなかった父の被爆体験の文章も見つか

ったそうで、それも今度送っていただくことにな

っています。これも嬉しい知らせです。 

８月は４日に広島にいる２世友だちと会い、５

日は本川小学校の慰霊祭に参加し、６日は父の母

校である広島大学の慰霊祭に参列します。長崎に

も行きたかったのですが、体力的に無理だと思い

断念しました。 

■「元東芝技師が語る原発の恐ろしさ講演会」

が成功 

石角敏明さん（長岡京市） 

６月２５日の後藤政志さんの講演会はたくさ

んの参加で成功しました。とても参考になるプレ

ゼンデータ（パワーポイント）ももらっています。

希望される方には提供しますので連絡して下さ

い。 

８月６日は長岡京市で“平和のための鐘つき”

を行います。それから長岡京市の年金者組合が

「平和のための京都の戦争展」を見学することに

なり、その引率もするようにと言われています。 

 

■原水禁世界大会－長崎に参加してきます 

井坂博文さん（南区） 

今年は８月７日からの原水禁世界大会－長崎

に参加してきます。核兵器禁止条約を現実に作っ

た国々、そこの代表者たちも来るので、大いに勉

強したいと思います。禁止条約ができて関心はあ

り、話題にもなっていますが、それがなかなか大

会参加には結びついていないようです。これから

いろんな人たちに声をかけて一緒に参加するよ

う呼びかけていきます。 

８月１０日～１２日、広島県世羅町の実家に帰

郷の予定。今年はゆっくりします。 

 

■市民放射能測定所の新しいリーフレット 

菊池 洋さん（南区） 

京都・市民放射能測定所の新しいリーフレット

ができました。水曜日、土・日曜日がオープン日

です。是非一度見学してみて下さい。再販出版さ

れた岩波ブックレット『３．１１後の子どもと健

康』が大変興味深い内容です。お勧めです。 

８月は福島の子どもたちの保養キャンパス受

け入れに忙しく活動します。 

 

■飲む内視鏡・カプセルカメラ 

隅田百合子さん（左京区） 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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市民検診の受診から大腸の精密検査が必要と

言われて、飲むカプセルカメラで検査しました。

費用は高くつくけどとにかく痛いのは避けたか

ったのです。その結果１２㍉の大腸ポリープが見

つかって、摘出しました。幸いにも良性でしたの

でホッとしています。 

手術をした時、病院の同室の患者さんたちのい

ろんな様子も伺いました。がんなんて縁のないも

のと思っていましたが、急に身近なものに感じる

ことになり、とてもいい経験になりました。 

健康はありがたいものだとつくづく感じてい

ます。今回のことで私も何か人のためになること

をしなければと思い、今から頑張ろうと思ってい

ます。 

 

■リハビリ兼ねた鮎釣り 

石田信己さん（左京区） 

この１１年間３つのがんと共存してきました。

大手術もし、今も毎月診察のための通院中です。

カメラやＣＴ検査はいつものことです。細胞は平

均して３カ月に１回ごとに再生すると言われて

いて、したがって厳密にいうとがん細胞も３ヶ月

に１回は検査しないと正確なチェックにはなら

ないことになります。 

抗がん剤のせいで副作用があります。それを乗

り切るためにリハビリを兼ねて夏場はせっせと

鮎釣りに行くことにしています。今年の夏も１０

回は行くことが目標です。 

 

■故郷の「２世・３世の会」 

平 信行さん（南区） 

私の故郷広島県北広島町（旧千代田町）にある

「被爆二世協議会」の方と連絡がとれて、６月３

０日に総会があることを教えてもらい、参加させ

ていただきました。総会は１７人の参加でしたが、

会員は１００人以上いるとのことで、さすがに広

島県だなと実感しました。 

これからは京都の会報も定期的にお届けして、

できるだけ交流が深まるようにしていきたいと

思っています。 

 

■連日のニューヨーク行動参加報告 

米重節男さん（向日市） 

６月に参加したニューヨーク行動について、い

ろんな団体から要請を受けて報告をしています。

第二中央病院、京都生協、８月には戦争展、右京

原水協、亀岡建労、伏見区の青年ピースカフェ

等々連日です。 

８月６日は乙訓地域の８つのお寺で平和の鐘

をつくとりくみをします。 

原水禁世界大会・長崎に国連の中満泉軍縮担当

上級代表が来られるので、その話を聞くために８

月７日だけ長崎に行こうかと思っています。 

 

 

 

 

 

 
 

 

■新潟知事選挙では、どうして大逆転が起こったのか  横田 一〔著〕 

■崩れた原発 「経済神話」  新潟日報社原発問題特別取材班〔著〕 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

 

 「新潟県知事選」の結果を、驚きを持って聞いたが、我々が意識していない・見えていないところで

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
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確実に「地殻変動」が起こっていることが、感じられる内容である。泉田前

知事への個人攻撃もひどいが、「原発事故の避難計画」が、如何にいい加減で

あり、住民の安全確保が後回しになっていた、という事が勝因の大きな一つ

であったことがわかる。「バス」で避難というが、そのバスの運転手の手配は

「何ら」手が打てていない。「被曝」地域に「バスを運転して入れ」と誰が指

示をするのか？責任はだれがとるのか？何一つ決まっていない。そして「屋

内退避」についても問題点を指摘する「３０キロ圏内は屋内退避、しかし熊

本地震は後から本震が来て多くの方が屋内で亡くなっている」。アメリカでは、

原発の近くの住民が安全に逃げられる対策をとらない限り、「原発建設は認め

られなくなった」、という。日本もこういうことを見習うべきである。「連合」

の支持を受けなかったことも、争点を明確にし、勝利した要因である、とい

う。著者は「新潟県知事選」だけでなく、他の事例をあげて「原発」問題を

めぐる「地殻変動」を取り上げている。“米山流原発選挙”が日本の進むべき道をさし示した、と言っ

ても過言ではないのではないか。 

 

新潟県知事選で「泉田前知事」不出馬の原因を作った（？）「新潟日報社」

の取材本である。「原発は必要か」という視点から、原発に関する率直な疑問・

問題を正面から取り上げている。原発の「安全神話」は、福島原発事故で信

頼を無くしたが、「地域活性化のために原発は必要・再稼働を早急に」という

「経済神話」は本当なのか？を４０年間のデータに基づいて、冷静に検証さ

れている。そして「原発」をめぐる、今までもそして今でも、語られる疑問・

意見を検証している。「原発をやめて、自然エネルギーだけで大丈夫か」「原

子力発電は廉価ではないのか」「小資源国家日本にとって原子力発電は必要な

のでは？」、これらの疑問に、外国の例もあげながら、答えていく。あまりに

明確な記事に不安も解消される。そして「原発再稼働」に固執する政府・電

力会社の姿勢には、不安というより「怒り」を感じる。「原発再稼働」を認

めて自治体に対しては「交付金」を増やし、他の原発立地の首長に再稼働へ

の同意を促すという姿勢。「原発の安全優先」より「コスト削減」を掲げる経営陣、原発をめぐる疑問

について「わかりやすく、丁寧」に書かれており、従来の「反原発」の書とは違った内容ではあるが、

「原発はやっぱりいらない」という思いが伝わる一冊であった。 

 

■原子力災害対策ハンドブック（兵庫県篠山市） 

紹介 守田敏也さん（左京区） 

 

平成 28年 4月から翌年の平成 29年 5月までの間、5回に渡り

篠山市原子力災害対策検討委員会の中で議論が重ねられ、原子

力災害対策ハンドブック『原子力災害にたくましく備えよう』

が完成しました。 

篠山市では、市内の全ての世帯に配布されています。 

ぜひお読みいただき、もしもの原子力災害に備え、ご活用を。 

 

七つ森書館 

１９４４円（税込） 

明石書店 

２０００円（税別） 
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■原発事故時のヨウ素剤事前配布、重要性学ぶ 京都・舞鶴で講演会 

原発事故時に甲状腺の被ばくを抑える安定ヨウ素剤について学ぶ講演会がこの 

ほど、京都府舞鶴市浜の市総合文化会館であった。兵庫県篠山市の原子力災害対 

策検討委員でジャーナリストの守田敏也さん（５７）が、全市民にヨウ素剤の事前配 

布をしている篠山市の例を紹介し、事前配布の重要性を説いた。 

 舞鶴市で希望者へのヨウ素剤の事前配布を求めて活動する市民グループのメンバーでつくる「まい

づる地域防災研究会」が企画。市内外から約１２０人が来場した。 

 守田さんは、事前配布によって、市民が最適のタイミングで服用できるだけでなく、「自治体職員

の被ばくや業務を少なくできる」と指摘した。 

 篠山市では住民説明会を繰り返し開き、

配布後のアンケート（約２千人回答）では

紛失は３件で、誤飲はなかったことを説

明。「大事なのは事前の学習。ただヨウ素

剤を配るのではなく、合わせて防災の意識

を高めることが重要だ」と強調した。 

(２０１７年７月１１日 京都新聞) 

 

安定ヨウ素剤の事前配布の重要性を話す

守田さん（舞鶴市浜・市総合文化会館） 

 

 

 

Scrap 
book 

■被爆者団体 活動二極化 本社調査 １０８団体回答 

中国新聞社は、各都道府県と、中国地方５県の各地域にある被爆者団体に活動状況などを尋ねるア

ンケートをし、計１０８団体から回答を得た。組織の行方を巡り、５９団体（５４・６％）が被爆２

世たちを加えての存続に意欲を持つ一方で、２７団体（２５・０％）は会員の被爆者がいなくなれば

なくなるとの見通しを示し、二極化が進む現状がうかがえた。 

将来、組織をどう維持するかという問いに「２世や遺族を団体に加えて存続させる」と答えたのは

道県２３団体と地域３６団体。「会員の被爆者がいなくなれば解散・消滅させる」は都府県９団体と

地域１８団体だった。「別の組織に活動を引き継ぐ」は計７団体、別組織との統合など「その他」は

計１４団体あった。 

アンケートは３年連続。被爆７０年だった２０１５年に比べ、被爆者がいなくなれば解散・消滅す

るとした団体の割合は約１１ポイント減り、２世たちによる存続を見込む団体は約１５ポイント増え

た。この間、活動に行き詰まった団体が次々に解散し、アンケート対象から外れた点も影響している

とみられる。 

団体の内外に２世組織が「ある」と答えたのは４４団体。また「ない」とした６３団体のうち、３

５％に当たる２２団体は「つくる計画がある」としており、２世の組織化が進みそうだ。 

半面、２世組織がなく、設立の予定もない４１団体のうち８割の３３団体が「願っても担い手がい

ない」と回答。主に人口が少ない山間部や島の団体が世代交代の難しさに直面している。 
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▼核兵器禁止条約が遂に採

択されました。国連加盟国

の６３％にのぼる１２２の

国々の意志です。その１２２の

国とは具体的にはどこなのか。後日新

聞紙上でも紹介されました。中心は既に６０年代

から形成され始めていた非核兵器地帯条約を締

結してきた国々、６つの地域です。これらの国々

の多くは戦後まで「先進国」と言われる国々に植

民地支配されてきた国、帝国主義による圧政の下

隷従を強いられてきた国々です。今やこれらの

国々が人道主義とは何かを謳い上げ、国の大小を

問わずすべてが対等平等に取り扱われるべきこ

とを実際の政治で示しています。本当の“文明”

とはこういうことを指すのではないでしょうか。

今、本当の“文明国”が核に依存する後進国、後

進軍事大国、後進経済大国に、人類の進むべき道

を教え示している。核兵器禁止条約交渉会議とは

そういう姿だったと思います。 

私たちの国も生まれ変わらなければ。（平） 

 

中国地方の地域団体では１６年以降、府中市原爆被害者の会や因島地区原爆被害者友の会（尾道市）

など少なくとも７団体が解散や統合で活動を終えた。都道府県組織ではその間の解散は確認できなか

ったが福島と群馬が担当者の病気などで今回は回答できなかった。被爆者健康手帳を持つ全国の被爆

者（海外在住を含む）は３月末で１６万４６２１人。平均年齢８１・４１歳。 

国連で７日に制定された核兵器禁止条約については１０１団体が「意味がある」と評価。交渉に不 

参加だった日本政府に条約加盟を求める意見も１０３団体

に上った。 

≪調査の方法≫６月にアンケート用紙を持参や郵送で配布。

返信が届いた後、電話でも担当者から聞き取った。全国調査

では、日本被団協を構成する都道府県組織のうち４０団体

と、オブザーバー参加の広島県被団協（佐久間邦彦理事長）、

県単位での活動がない山形県の「つるおか被爆者の会」（鶴

岡市）を合わせた計４２団体が回答。中国地方は各県組織が

把握する支部や地域の会など６６団体が協力した。２０１５

年の回答は計１２１団体、１６年は計１１５団体だった。 

（２０１７年７月２３日 中國新聞） 

ビナードさん 共作絵本朗読 原爆ドームを擬人化 筆の里工房 

熊野町の筆の里工房で２３日、米国出身の詩人アーサー・ビナードさん（５０）＝広島市＝が、絵

本作家スズキコージさん（６９）＝神戸市＝と共作の絵本「ドームがたり」を朗読しながら講演した。

開催中の「スズキコージ ズキンドーム展」（中国新聞社など主催）の関連イベント。「ドームがたり」

は原爆ドーム（広島市中区）を擬人化した新作。ビナードさんは「広島に来てピカドンという言葉を

知り、上から目線の米国とは違う市民の視点に気付いた。立ち位置によってものごとの本質が見抜け

る」などと話した。原爆投下の瞬間を描いたスズキさんの絵には町並みが下塗りされているなど、議

論しながら制作した苦労も紹介した。 

藤井波恵さん（６３）＝江田島市＝と是恒真澄さん（６０）＝呉市＝は「絵本読み聞かせの参考に

なる」と聞き入っていた。 

（２０１７年７月２４日 中國新聞） 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

８ １ 火 「平和のための京都の戦争展」開始→８月６日まで（立命館国際平和ミュージアム） 

 2 水  

 ３ 木 原水禁世界大会国際会議→８月５日まで（広島市） 

 ４ 金           キンカン行動 

 ５ 土 
原水禁世界大会・広島→８月６日まで（広島市） 

映画「父と暮らせば」１週間限定上映→８月１１日（京都シネマ） 

 ６ 日 
広島原爆記念日                           ６・９行動 

原爆犠牲者・世界の戦争犠牲者を追悼する平和の集い（８時・檀王法林寺本堂） 

 
 ７ 月 原水禁世界大会・長崎→８月９日まで（長崎市） 

 ８ 火  

 ９ 水 長崎原爆記念日                           ６・９行動 

 １０ 木  

 １１ 金 山の日                              キンカン行動 

 １２ 土 映画「この世界の片隅に」１週間限定上映→８月１８日（京都シネマ） 

 １３ 日  

 １４ 月  

 １５ 火 「終戦」記念日 

 １６ 水 京都五山送り火 

 １７ 木  

 １８ 金 原発賠償京都訴訟第３０回期日（１０時３０分・京都地裁）      キンカン行動 

 １９ 土 日本母親大会→８月２０日（盛岡市）          戦争法廃止をめざす行動日 

 ２０ 日  

 ２１ 月  

 ２２ 火  

 ２３ 水 
シベリアデー（スターリンがシベリヤ強制抑留秘密命令を発した日） 

「シベリアからの帰還証言」上映会（１４時・ひとまと交流館） 

 ２４ 木 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラポール京都） 

 ２５ 金 キンカン行動 

 ２６ 土  

 ２７ 日  

 ２８ 月  

 ２９ 火  

 ３０ 水  

 ３１ 木  

 


