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２０１７年度の「被爆二世健康診断」（京都府）が始まります 

みなさん受診しましょう！ 
「被爆二世健康診断」は厚生労働省の事業（予算を組み）で、 

各都道府県に委託して行われるとりくみです。 

京都府の場合は毎年、９月中に申込受付、１１月健診実施で行われています。 

今年も、 申込受付 ９月２９日（金）まで 

 実施期間 １１月１日（水）～１１月２８日（火）で行われます。 

昨年から、検査項目に多発性骨髄腫検査が加わりました。 

多発性骨髄腫は血液のがんで、一般のがん検診では行われない検査です。 

また、今後「被爆二世健診」の検査内容の充実化を求めていくためにも、健診

を受ける人が増えていくことが求められています。 

この機会に、是非多くのみなさんが受診するようにしましょう！ 

 

詳しいことは京都府のホームページ健康福祉部・健康対策課「被爆二世健診」

に掲載されています。 

初めての人は、下記の京都府の担当口に連絡して受診申込資料を取り寄せて下

さい。 

京都府健康福祉部健康対策課 疾病対策担当 

電話 ０７５－４１４－４７２５ 

Fax ０７５－４３１－３９７０ 

被爆二世健診と親（被爆者）の「被爆者健康手帳」番号 

▼「被爆二世健康診断」の受診申込書には被爆者である親の「被爆者健康手帳」番号を記入する欄

があります。つまり二世健診受診のためには親が被爆者健康手帳を持っている（持っていた）こと

が条件とされているのです。 

▼しかし、様々な事情から被爆者健康手帳の交付を受けなかった（受けられなかった）被爆者は少

なくありません。典型的な例は、「被爆者健康手帳」の制度が初めてできたのは１９５７年（昭和３

２年）であり、それ以前に亡くなった被爆者はそもそも手帳を手にすることもできなかったわけで

す。そのような事情から広島市や長崎市では同じ「被爆二世健診」でも親の被爆者健康手帳の番号

の記入は求められていません。 

▼何らかの事情で親が手帳の交付を受けていなかった人の場合でも、被爆二世には二世健診を受診

する権利があります。そのことをきちんと話して、受診できるようにすることが必要です。 

実際に、京都「被爆２世・３世の会」の会員のＳ・Ｙさんは、昨年、京都府の担当者に事情をき

ちんと話して、被爆二世健診を受診しています。 
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核兵器禁止条約を力に核廃絶運動の新しいステップへ 
原水爆禁止２０１７年世界大会参加者レポート 

 

 

原水爆禁止２０１７年世界大会-長崎日誌 
井坂博文さん（北区） 

 

８月７日（月）、

台風直撃前の京

都を新幹線で出

発して原水禁世

界長崎大会に。

博多からバスに

乗り換え世界大

会会場に到着。

直撃を免れた長

崎はひたすら暑

い（苦笑）。 

大会主催者を

代表して安斎育

郎さんが大会報告。いつも科学者らしい話をされ

るが、今回は禁止条約と被爆７２年を数学的に解

明された。 

「７２は２の３乗×３の２乗アキレス数とい

い数学的にパワフルだが、一つの数字の乗ではな

くパーフェクトでない。これは禁止条約にも言え

る。１２２カ国が賛成しパワフルだが、核保有国

とその傘下にある国が不参加でありパーフェク

トでない。それをしっかり認識して禁止条約の調

印国を広げ、廃絶をめざそう」と。なかなか含蓄

ある話だった。 

原水禁世界大会・長崎の開会総会会場には約６

千人が参加。 

楽しみにしていたのは中満泉国連軍縮担当上

級代表の発言。中満さんは、国連での核兵器禁止

条約交渉会議をリードしてきた。「この条約は核

兵器に依存する国々への警鐘」「核心は核兵器を

否定し、国際法として成文化したこと」とし、「国

連は核兵器ない世界という目標へ具体的な歩み

を進めるため、すべての国々や市民社会と協力し、

いっそう努力したい」と力をこめて訴えた。とて

も理知的な話し方をされたが、あとで聞いたら国

連で禁止条約が採択された瞬間には、席上でガッ

ツポーズをとられたそうだ。 

また、田上長崎市長が長崎の核兵器禁止団体と

一緒に壇上に上がり、「長崎からみなさんにエー

ルを送ります」とあいさつされた。京都の知事や

市長にも見習ってほしいものだ。 

開会総会は予定時間を超過するほど盛り上が

り、そのまま宿舎ホテルへ移動して京都代表団の

合流会へ。テーブルの料理は長崎名物の「しっぽ

く料理」の一部。美味でした。 

 

８日（火）、原水禁世界大会・長崎二日目は分

科会。 

私は昼から始まるフォーラム「政府とＮＧＯの

対話」に参加する計画にして、午前中は長崎の文

化探索に、グラバー邸と大浦天主堂を回った。長

崎は坂の街、と言われるように坂道が多い。従っ

て至るところにエスカレーターや動く歩道が設

置されていて助かった（苦笑）。 

昼は定番の長崎チャンポンを食して、いざフォ

ーラムの会場に。移動する手段は電車。１２０円

の値段で必要な乗り換えの際には乗り継ぎ券を

渡してくれる優しい電車だった。 

フォーラムは、核兵器禁止条約採択を受けてオ

ーストリア政府代表、フランス、アメリカのＮＧ
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Ｏ、日本原水協代

表がパネラーと

して登場。それぞ

れから禁止条約

の意義と各国で

の取り組みが紹

介され、各国の事

情と課題がよく

わかった。質問コ

ーナーでは、若い

世代を巻き込ん

でいく取り組み、

北朝鮮の核開発への対応、唯一の被爆国である日

本政府が条約にサインしないのはなぜか？など

出されてパネラーから的確な回答とキャッチボ

ールに聞き入った。 

改めて禁止条約が世界で歓迎され、核兵器廃絶

に向けて大きく動き出していることを実感した。 

 

９日、３日間の原水禁世界大会・長崎が閉幕、

閉会総会には７千人が参加したと発表された。 

台風直撃で開会総会に参加できなかった四国

の代表が加わり、会場は開会前から満員、満席。

気持ちだけでもと場内の写真を撮って、やむなく

スクリーンのある第二会場に移動。 

長崎の被爆者である松谷英子さんが被爆の瞬

間とその後の苦しみと言われなき差別、裁判闘争

の勝利をかちとる話をされた。最後に「私たち被

爆者に残された時間は多くない。核兵器のない世

界の実現を」「ノーモア・ヒバクシャ」と力強く

訴えた。 

何度聞いても被爆者の生の話はリアルだ。帰り

のバス車中での感想をだし合う中でも、「被爆者

の語り部を初めて聞いてショックだった。改めて

核兵器はなくすしかないと強く思った」と言う感

想が多く出された。 

禁止条約の批准を広げる運動、ヒバクシャ署名

の推進とともに、被爆の実相を広げることが、唯

一の被爆国である日本の原水禁運動である。また、

感想の中では「また機会があれば大会に参加した

い」「帰ったら職場や地域で報告会をします」と

いう声も多く出された。 

私も代表団の一員として、大会と参加者からが

んばる決意と勇気をいっぱいもらった。 

 

 

核兵器廃絶へ新たな一歩を実感 
米重節男さん（向日市） 

 

 原水爆禁止世界大会の長崎大会初日８月７日、

それも途中までの出席です。 

国連軍縮担当上級代表の中満泉さんの話を聞

くことができました。 

禁止条約が採択されたことと、これから会議に

欠席した国や条約に参加しないという国とどう

向き合うかなど、多くの課題も指摘されていまし

た。やはり国連の立場で、核兵器廃絶を見据えて

非常に考えられていることが伺えました。この話

は、何よりも通訳を介すことなく直接に日本語で
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話されたことは、私を含め日本の出席者にはわか

りやすかったと思います。 

 平和行進の時に自治体首長などから寄せても

らう「ペナント」が、会場内の二階席の前列手す

りと上段席の壁に吊るしてはりめぐらされてい

ました。これまでは余り詳しく見ることはしたこ

とがありませんでした。今回、これをよく見て回

りました。自治体首長でなく、議会議長や各団体

や労組の代表者、個人などさまざまな人が寄せた

ペナントがありました。下段の分だけですが、全

国から寄せられているのを見ると、京都での取り

組みが弱いように感じました。 

その会場内で岡山の加百さんと出会い、２世３

世交流会に出るかと聞かれましたが、残念ながら

広島に墓参りに行くので、すぐ帰ることを伝えま

した。また、ニューヨークで一緒に行動した広島

の大中さんにも出会い、平さんを通じて送っても

らったニューヨークでの写真のお礼を言いまし

た。 

 会場に行く途中の特急の車中は、原水協、原水

禁、連合など各団体が開く「長崎大会」への参加

者で混みあっていました。連合傘下の産別中央労

組の役員らしき集団は、浦上駅で下車しました。

長崎駅に降り立って、平和首長会議総会が開かれ

ることもわかりました。 

 核兵器禁止条約が採択されたことを受けての

大会は、一段と世の注目を集めており、そこにそ

れだけでも禁止条約の効果が出ていると感じま

した。核兵器廃絶に向けて新たな運動に踏み出し

たと実感しました。 

以上 

 

 

被爆二世も三世も“ヒバクシャ” 
平 信行さん（南区） 

 

２０１７年原水禁世界大会・長崎（８月７日～９日）に参加してきました。２日目の分科会は第５分

科会「被爆体験の継承・実相普及と援護連帯」に参加し発言もしてきました。但し、発言時間は５分間

と短く、発言したかったことの半分も話すことができませんでした。そこで、この誌上で“発言したか

ったこと”を紹介して、世界大会参加レポートに代えることにします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

核兵器禁止条約の採択を私たちも心から歓迎

しています。 

その禁止条約は前文で「核兵器の使用の被害者

（ヒバクシャ）及び核実験により影響をうける者

にもたらされる容認し難い苦しみと損害に留意

し」と述べています。また第６条第１項では「核

兵器の使用または実験により影響を受けた個人

への適切な援助の提供を行う」としています。そ

こで、ヒバクシャとは、核兵器の使用または実験

による被害者とは一体誰を指すのか、そのことも

具体的に考えてみる必要があると思います。 

私たちは被爆二世・三世も、ここでいうヒバク

シャ、核の使用・実験による被害者であると認識

しています。 

今日参考のために別紙の資料をお配りしまし

た。これは、今年５月２０日～２１日に行った「全

国被爆２世・３世の交流と連帯のつどい」（広島

市にて）の分科会で話し合った「被爆２世・３世

の健康問題」の発言録の一部です。被爆２世・３

世の身に起こっている健康問題が具体的にどの

ようなものであるのか、その一部を紹介すると 

 大腸腺腫と診断された被爆２世は医師から

「あなたの場合は生活習慣が原因ではない」

とはっきり言われ、その人の２人目の子ども

さん（３世）は血小板が少なくなる難病に罹

っていて怪我をすると血が止まらなくなっ
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ています。 

 ６０歳前になって突然甲状腺亢進症と診断

された人は、２人の子どもさん（３世）も決

して元気ではないと訴えています。 

 ５５歳の時肺がんの手術をされた２世もい

ます。この人は一度も喫煙の経験がなくどう

して肺がんになったのか分からない、母親の

被爆の影響かも知れないと言っています。 

 被爆２世である奥さんの代わりに分科会に

された方もありました。奥さんは様々な重篤

な病気を発症されている人です。その奥さん

の２人のお兄さんはいずれも心臓病で亡く

なっており、弟さんも白血病で亡くなってい

ます。 

 息子さん（３世）が大腸がんから多臓器がん

になって亡くなった人もいます。 

 ６０歳を過ぎてから、被爆者である父親とま

ったく同じ呼吸器系の病気を発症している

人もありました。 

被爆二世の健康実態についてはいろいろなと

ころでアンケート調査も行われていますが、いず

れの調査でも概ね５０％前後の人たちが病気の

経験をし、今も闘病中であると回答しています。

こうした数々の実例から、被爆者である親から世

代を超えた影響を受け、病気を発症している被爆

二世、三世は少なくないと実感しています。 

さらに、今現在生きている被爆二世・三世だけ

でなく、母親の胎内に生を得ながら正常な誕生さ

え許されなかった人たち、健康とはほど遠い状態

で短い生を終えなければならなかった人たち、こ

のような人たちの話を聞くことも決して少なく

ありません。このような二世・三世は本当はかな

り多いのではないか、実態が正しく超餌把握され

てこなかっただけではないのか、と思っています。 

放射線影響研究所（放影研）の調査結果を根拠

とする日本政府などの公式見解では「被爆二世に

被爆者の遺伝的影響はない＝より正確には被爆

者の子と非被爆者の子との間に有意な差は認め

られない」とされていますが、その調査結果や見

解には私たちは根本的な疑問を持っています。 

偶然ですけど、たまたま一昨日の夜（８月６日）

のＮＨＫスペシャルで「原爆死・ヒロシマ・７２

年目の真実」という番組が放映されました。その

中で、放影研や国は「爆心地から２．５キロ以遠

ではほとんど放射能の影響はなかった」としてい

るが、その２．５キロ以遠の場所でも放射能の急

性症状の発症で多数の死者が出ていることが明

らかになったと報じられていました。これは広島

市の行っている膨大な数の被爆者データの解析

結果に基づくものです。そうだとすると「被爆者

の子と非被爆者の子との間に有意な差は認めら

れない」とする見解の正当性が根本から揺らぐこ

とになってきます。 

私たちは、被爆二世・三世の人権を尊重し、被

爆の影響で健康障害を発症しているすべての二

世・三世の救済を求めていきます。そして同じよ

うな二世・三世が二度と生まれないような世界、

社会を作っていきます。私たち二世・三世は当事

者として運動を強めていきますが、幅広い人たち

の理解と共同と支援の中でこのとりくみを進め

ていきたいと考えています。 

以上 

 

 

核兵器禁止条約をパーフェクトに 
堀照美さん（上京区） 

 

全労連女性部から、「『核兵器なくそう女性のつ

どい２０１７1in 長崎』で、京教組女性部が取り

組んでいる清水寺６．９行動を報告してほしい」

と要請もあり、国連で核兵器禁止条約が採択され

第５分科会 
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た特別な原水禁世界大会に参加しました。 

 大会１日目の開会総会は６千人の参加者で熱

気にあふれていました。主催者挨拶で安斉育郎さ

んは「核兵器禁止条約は、パワフルだがパーフェ

クトではありません。パーフェクトにするために、

核保有国や日本などの同盟国を参加させようで

はありませんか。」と訴えられました。また、国

連軍縮問題担当上級代表の中満泉さんは「条約は

被爆者のみなさんの長年のとりくみが結実した

ものです。この条約の核心は核兵器を否定し、そ

れを国際法として成文化したした点にあります。

全ての国々が対話を促進して、共通の理想のため

に立ち上がりましょう」と発言されました。お二

人の言葉に、この条約を生かすのは私たちのこれ

からの運動だと確信が持てました。 

 ２日目の分科会は「非核平和の自治体づくり」

に参加しました。討論では、北海道で１７９の自

治体の内１３６の市町村長が、岡山で全ての首長

と議長が被爆者国際署名に応じたこと。静岡で今

年、自治体で非核自治体宣言１００％を達成でき

たこと。奈良県議会で、核兵器廃絶決議を全会一

致であげることができたこと、など、草の根の運

動から一歩一歩とりくまれてきた経験が報告さ

れました。みなさんの報告を聞いていて、清水寺

での６．９行動について知ってもらいたいという

思いが強くなり、京教組女性部でのとりくみを報

告しました。すると、中国、韓国、英語、日本語、

修学旅行生用のチラシがほしい、羽ばたく鶴の折

り方を教えてほしいと、びっくりするほどの反響

があり、４７年間続けてきた取組の大切さを再確

認しました。分科会では、日本政府に核兵器禁止

条約を批准させるためには、戦争する国づくりに

対して、住民の福祉を守る地方自治体の役割をは

たさせる住民運動が大切だと確認できました。 

 その日の夜に開かれた「核兵器なくそう女性の

つどい２０１７1in 長崎」は、７００人が参加し

ました。第１部では被爆した岩永千代子さんが

「黒い雨が降り、子どもたちはべたつく灰に指で

字や絵を描いて遊び、大人たちは貴重な肥料だと

田畑にまき、ごみや灰が浮く井戸や川の水を毎日

飲んでいた。１０日後、下痢、嘔吐、歯茎からの

出血などの症状が出て、白血病や癌でなくなる人

も。生存者も癌などの疾病に苦しんでいる。しか

し、国は被爆地を線引きして多くの人が被爆者と

認められず、「被爆体験者」に。５５９人の原告

団を結成し提訴。支援を」と、訴えられました。

また、女性平和基金（レイラ化粧品１本につき１

円の積立金）招待者からの発言では、自国の政府

に核兵器金条約批准を迫る運動と連帯が語られ

ました。 

第２部は会場からのスピーチタイムです。ドキ

ドキしながらステージに上がりました。清水寺で

４７年続けてきた６．９行動のこと、チラシを４

種類用意して訴えていること、署名をしてくださ

った方には羽ばたく鶴をわたして喜ばれている

こと、禁止条約が採択された後の７月９日の行動

では、そのことを知らせる横断幕に「サンセイ！」

との声が外国の方から上がったこと、核兵器のな

い世界実現までがんばることを訴えました。会場

からの大きな拍手に決意を新たにしました。 

 ３日目の閉会総会は、７千人（第２会場までい

っぱい）が参加しました。原爆が投下された１１

時２分に参加者全員で黙祷を捧げました。２１世

紀のピースメッセンジャーにという少年少女や

高校生の決意表明など、若い人たちの参加にこの

運動の未来を感じました。最後に「核兵器禁止条

約の調印開始日の９月２０日から、核兵器廃絶の

ための国際デー２６日までの１週間、草の根から

の多彩な行動を世界同時につなぐ「平和の波」を

湧き起こすこと」がもりこまれた国際会議宣言を

確認しました。 

 続けてきた京教組女性部の清水寺６・９行動の

とりくみに確信を持つことができ、核兵器禁止条

約を力に、前に進もうと決意させてくれる集会で

した。
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８月６日シカゴ大学キャンパスから 

広島・長崎の被爆者を忘れないための集会レポート 
長崎原爆忌の前日に 

宮本ゆきさん（シカゴ） 

 

アメリカ、シカゴからです。シカゴ大学は、マンハッタン計画の要ともなった、初の核連鎖反応の実験が

行われた場所でもあります。そのキャンパス内にはヘンリー・ムーアの彫像があり、その前で毎年、８月６

日に記念集会が行われます。シカゴ大学時代には時々参加する程度でしたが、今年はノーマ・フィールドさ

んと一緒にお話しをさせてもらいました。２世、３世の健康被害・不安について５分ですが紹介させてもら

いました。その概要が少し地域の新聞に掲載されましたので、お知らせいたします。 

 

Hyde Park Herald, August 7, 2017 

ハイド・パーク ヘラルド 

Gautama Metha 

 

Peace Activists Observe Hiroshima Anniversary at “Nuclear Energy” Sculpture 

平和活動家（ヘンリー・ムーアの）「核エネルギー」像前で広島忌に集う 

 

８月６日、日曜日はアメリカが日本の都市である広島に原爆を落としてから７２年目の記念日でした。 

 

この日は、原爆投下に浅からぬ因縁のあるハイド・パークコミュニティーにとっても特別な日です。

というのも、ここは、物理学者、エンリコ・フェルミ

が１９４２年の１２月２日に、シカゴ大学のスタッ

グ・フィールドフットボールスタジアムの外野席の真

下の地下に設置された実験室で核連鎖反応に成功した

場所でもあるからです。スタジアムは、その後西に移

され、跡地にはレーゲンシュタイン図書館が建てられ

ました。フェルミの実験が成功したこの場所を記念す

る為に、ヘンリー・ムーアが「核エネルギー」と題し

た、有名なしかし不気味な銅像が置かれています。こ

の場所は、ここ数年、ハイド・パークコミュニティーが、

広島と長崎の被爆者を忘れないために集まる場所となっ

ています。 

 

日曜日の午後、５０名近くが、平和活動家、研究者、宗教者からのスピーチ、詩の朗読、歌などを聞

くためにエリス・アベニューの歩道に今年も集まりました。多くは昔から核兵器と核エネルギーを排除

する非暴力運動に従事してきた人たちで、例えば、シカゴ大学の東アジア研究の名誉教授、ノーマ・フ

ィールドは核兵器と核エネルギーを区別するのは無意味である、と言いました。また、世界中の落胆せ

ざるを得ないニュース、世界の指導者たちが核兵器への投資や使用を示唆することからくる日々増大す

る恐怖を前にして、希望を持つことの難しさを語りました。 

シカゴ大学キャンパスのヘンリームーア彫刻「原子

力エネルギー」前で８月６日、広島の爆弾７２周年

記念行事で約５０人が集まった 
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シカゴ市の北に位置するエヴァンストン市にある瞑想のためのレイクサイド仏教協会で教えるジャ 

ック・ラウラーは「去年、世界中で起こった事件に、我々は怯え

ましたが、２１世紀は一体なにを２０世紀から学んだのか、甚だ

疑問だ」と発言しました。ラウラーは、図書館や大学キャンパス

の建物を指しながら、「これらの我々を囲んでいる建物には歴史の

本が詰まっており、それ自体が歴史でもある」と話し、初期仏教

の経典で、「愛の経典」としても知られる慈経から一説読み上げま

した。 

 

DePaul 大学宗教学部准教授の宮本ゆきは広島出身で、核戦争

の影響を彼女自身の経験を交えて話しました。 

 

「私の母は原爆が落とされた時、６歳でした。」 

 

彼女の母親は放射能が原因でその後亡くなりました。宮本は被

爆者—広島と長崎の犠牲者をさす日本語—が生涯抱える心労につ

いて 「いつ放射能障害がでるか分からないのです」と語りました。

宮本のように、被爆者の子孫も、医学的影響だけでなく、差別と

いう社会的影響を受けています。「親から＜異常な＞遺伝子を受け継いだ、と考えられている二世にと

って」結婚や妊娠 は難しくもあったのです。 

 

同じく DePaul 大学宗教学部の教授、チャールズ・ストレインは、「世界の終わりを暗示するこうし

た兵器の存在自体が、我々の民主主義にとって必要な道徳観を破壊するものだ」と話し、この日のスピ

ーカーに共通する憤慨と道義的な熱意をまとめました。 

 

本当はノーマさんが、素晴らしいスピーチをしてくださったのですが、多分に省かれてしまっていま

す。長崎の平和宣言同様、日本政府、アメリカ政府の欺瞞を突くものでした。 

 こちらでは、原爆の酷さが少し語られることはあっても、放射能障害については、まだまだ知られて

おらず、被爆「２世」「３世」という概念も浸透していません。とはいえ、アメリカの核実験の被ばく

者や核施設周辺の放射能漏れによるアメリカにおける被ばく者の数は膨大です。日本の被ばく者の方々、

２世、３世の方々のご協力を得ながら、国境を越えて連帯していけたら、と思っています。どうぞよろ

しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

シカゴ大学東アジア研究科名誉教授ノー

マ・フィールド氏 
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アメリカにおけるマーシャル島民：市民権も医療保障もない生活 
山根和代さん（右京区） 

 

アメリカはマーシャル諸島で核実験をし、多くの島民がアメリカに移住しました。本来アメリカは核

実験で病気になった島民の治療をする義務がありますが、市民権も医療保険もなく若くして亡くなって

いる島民が多いという状況が、下記の記事でわかります。 

 

「アメリカは１９４６年から１９５８年までマーシャル諸島で６７回核実験をしたが、島

民たちはオクラホマで亡くなっている」 

 

この記事は、７月１７日に N News で報道され

ている。これはアメリカで語られていない物語の

コンテストの入賞者によるものである。テリー・

モテイ氏（４１歳）はマーシャル諸島で育ったが、

現在はアメリカの中南部のオクラホマ州イーニ

ッド市に在住。マーシャル諸島の三分の一に当た

る約２万人が仕事、教育、医療を求めて最近アメ

リカに渡った。 

１９５０年代アメリカはマーシャル諸島で核

実験をし、島民は放射能にさらされた。１９８６

年マーシャル諸島がアメリカから独立した際に、

ビザなしでアメリカに住んで働くことが許可さ

れた。貧困からの脱出と良い医療制度を求めるた

めに２０００年から１０年間移住者は２倍以上

に増えた。テリーさんは２００７年にイーニッド

に着いたが、英語ができるためにそうでない人の

求職や運転免許取得の手伝いなどを援助してい

る。アメリカへの移住は許可されたが市民権がな

いため、住民の要求を政治に反映することができ

ない。１９８０年代と１９９０年代初め、マーシ

ャルの人々は公的医療制度のメディケイドがあ

り治療をしてもらえた。しかし１９９６年の社会

福祉改革法により、マーシャルの人々は、税金を

払っていても医療を受けることができなくなっ

た。そのため若くても糖尿病、腎臓病、心臓病な

どで亡くなる人が多い。 

イーニッド市には５１，０００人の住民がいる

が多くは白人で、マーシャルの人々は約３，００

０人住んでいる。テリーさんはマーシャルでは博

物館の学芸員として働いていたが、アメリカでは

図書館で仕事をした。現在はオクラホマ州の健康

保健課で通訳や顧問として働いている。医療保険

のないマーシャルの人々は、無料で医療活動をし

ているクリニックへ行くが、治療は不十分である。

アメリカの核実験の影響で病気になったマーシ

ャルの人々は、健康保険がないために病院へ行く

と支払うことができず、借金が増えるばかりであ

る。アメリカで生まれた子どもは、公的医療制度

のメディケイドがあり治療をしてもらえるが、そ

うでない子どもは治療を受けることができない。 

 １９５４年アメリカがビキニ環礁で水爆実験

をした際に多くの島民が被爆した。テネシーのあ

る研究者によると、実験の２－３日後にテネシー

州の家畜の甲状腺に異常に高いレベルの放射能

が検出されたという。放射線の島民への影響は深

刻で、火傷、胃壁の損傷、血球数減少、白血病、

乳がん、甲状腺がんの増加、流産、不妊、くらげ

のような奇形児の出産などがある。 

 核実験後マーシャル諸島で採れていた食べ物

は放射能に汚染され、アメリカから輸入した加工

品（砂糖の多いもの、缶詰の肉等）を食べるよう

になった。そのため糖尿病患者が増えていった。 

 ２０１５年テリーさんはマーシャルの人々の

医療保険と社会福祉向上のためにミクロネシア

連合を創設。翌年アメリカ議会に働きかけたが、

うまくいっていない。２００３年の議会の予算局

の分析では、マーシャルの人々への医療費は年間

２，０００万ドルかかるであろうが、それはアメ

リカがマーシャル諸島の米軍基地から発射した

ミサイル実験の費用２億４，４００万ドルの１２
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分の１以下である。 

 テリーさんは教会の牧師をしているため、多く

の島民の相談にのる。食費や家賃、医療費が払え

ない人々や、運転免許や就労許可の手続きが必要

な人々の援助をしている。彼自身病気の母親の医

療費を支払うことができず、悪夢にうなされるこ

とがある。 

 白人の多い地域でマーシャルの人々は孤立し、

地元で理解されていない。アメリカに住んでも良

いと言われて渡米しても、市民権も医療の補償も

なく、アメリカは約束を守っていないとマーシャ

ルの人々は批判している。（文責 山根和代） 

 

 

 

核実験で伝統的な食事ができなくな

り、アメリカの加工品を島民は食べ、 

糖尿病患者が急激に増えた。写真は、

コメ、パスタ、缶詰の肉の食事（野

菜や魚はない） 

 

 

 

 

 

記事について 

N News 

The U.S. Tested 67 Nuclear Bombs in Their Country. Now They’re Dying in Oklahoma. 

http://narrative.ly/how-years-of-ruthless-nuclear-testing-in-the-south-pacific-forged-americas-most-

impoverished-ethnic-group/ 

7.17.2017 

Story by Zoë Carpenter  

Photos by Sarah Craig 

 

 

 

 

オマール忌 
１９４３年から１９４４年にかけて、日本が侵略支配していた東南アジアの国々から「南方留学生」が日

本国内の各大学に留学していました。その数２０７人。多くは各国の王族や貴族の子弟で、実質日本に差し

出された人質のようなものだったと言われています。広島文理大学（当時）にも７人の「南方留学生」がい

て、１９４５年８月６日、彼らも原爆の惨禍に遭いました。留学生たちは自分たちも大きな怪我を負ったに

も関わらず広島市民を懸命に救援・救護したことが記録されています。 

戦争が終わり、広島文理大の留学生の一人だったサイド・オマー

ルさん（マレーシアの人）は帰国のため東京に向かう途中、急激に

体調を悪化させ、９月３日、京都の地で帰らぬ人となりました。広

島での原爆放射線による急性症状の発症でした。無念にも故国の地

を踏むことができなかったオマールさんは、京都の人々の手によっ

て左京区修学院の圓光寺（えんこうじ）内墓地に埋葬され、命日で

ある９月３日には毎年慰霊のための法要が営まれています。 

http://narrative.ly/author/zoe-carpenter/
http://narrative.ly/author/sarah-craig/
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原発賠償京都訴訟の報告 
原告団共同代表 萩原ゆきみさん・福島敦子さん 

 

８月１８日（金）はお盆明けの忙しい中そして、雨とその後の日照りの中、多くの支援してくださる

みなさまに支えられ、傍聴席満杯！で第３０回目の期日を終えることができました。本当に心より深く

感謝申し上げます！！ 

 

●法廷では、高木先生から損害賠償基準について、

原告側にある直接請求とＡＤＲ手続きについて

賠償することを明らかに拒んでいる、これに期待

できないが、国が損害賠償についての規定を原子

力損害賠償紛争審査会および原子力損害賠償紛

争解決センターにより補償すると規定している

のだから国は当然、自主避難と呼ばれる原告へも

補償するべきとのプレゼン、田辺先生から高橋意

見書が崎山先生の主張を批判しているが津田論

文を読まずに批判している点についてのプレゼ

ンが行われました。 

 

●進行協議の結果、結審と判決は予定通り、９月

２９日と３月２９日となりましたので、一安心で

す。 

 

●神奈川や福島県会津からもサポーターさんと

映画の安孫子監督が原告を励ましに来てくださ

り、期日報告会はだいぶ歩かなければならない所

でしたが、支援する会共同代表の橋本さんと、平

さんの応援スピーチから始まり、大阪の太田さん、

宗川先生、右京の小山田さん、神田さん、大飯差

止京都訴訟原告団吉田事務局長！たくさんのエ

ールをいただき、原告として 心強く、さらなる

一歩を踏み出す勇気となる時間でした。原告のた

めに朝早くからご飯を炊いて、美味しいパンを買

いに行き、ランチを作ってくれて大阪からお持ち

くださるお母さん！いつもありがとうございま

す！ 

 

●結審、判決に向けた原告の交通費のカンパにも

みなさまからのご理解と多額のご協力をいただ

きました。 

 

●川中弁護団長のゴールが見えてきた裁判の見

通し、群馬判決からの責任論のクリアと避難の相

当性をいかに最大限引き出すことができるか、慰

謝料についてのお話は、楽しく明解でした。「勝

つ仕組みはできている！これを引き続き裁判所

へ訴え続ける運動を展開できるか」、川中先生の

力説が印象的でした。 

 

●原告の本ができます！！「私たちの決断 あ 

の日を境に・・・」 

３０名を超える京都に避難した原告の今までと

これからのことを心を振り絞り文字にした手記

集です。今の原発がある日本でどう生きていくか

を考える道しるべになると思います。本日より予

約販売開始しました！ 

購入希望の方は、「原告手記集 ○冊希望」と

書き、一冊１，２００円で下の郵便振替口座まで

振り込みをお願いします！自転車操業の原告団

です！ 

口座番号：００９３０－０－１７２７９４ 

口座名称：原発賠償訴訟・京都原告団を支援

する会 

 

●午後は、午前中傍聴できなかったよ！という支

援者さんや、原告が集結！英語版と、中国語版の

署名用紙を活用し国際的な署名活動を展開！！

報告集会 
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約１７０筆ほどの善意を集めることができまし

た。署名のもらい方。コツがあるのですね！大阪

のあわじからも赤ちゃんを連れて支援に来てく

ださった女性もいます。感謝です。 

 

今日も一日。みなさまのおかげで充実しました。

ありがとうございました。 

次回はいよいよ結審日、９月２９日（金曜日）。

より良い判決の為、また溢れんばかりの応援をお

願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

●お申し込みは、お名前、ご住所、電話番号、Ｅ－mail アドレス、を記入の上、 

FAX 番号 075-６２２－９８７０へお送り下さい。 

●京都「被爆２世・３世の会」でも取り扱います。 
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■被爆者数 

区分 ２０１７年３月 前年差 

１号 直爆 １０２，３４６ －５，６２５ 

２号 入市 ３６，９６２ －２，８０９ 

３号 救護等 １８，１５８ －９５６ 

４号 胎内 ７，１５５ －６９ 

全国合計 １６４，６２１ －９，４５９ 

京都府 ９８６ －３４ 

 

■各種手当等受給者数 

 医療特別 特別手当 健康管理 介護手当 家族介護 

 手当  手当  手当 

全国合計 ８，１６９ １，８９０ １３７，１５５ １６，３３５ １６，４２４ 

京都府 ４４ １８ ７５２ １０９ ５３ 

 

■被爆者数の推移 

年度 被爆者数 前年差 

１９８０年 ３７２，２６４  

２００４年 ２７３，９１８  

２００５年 ２６６，５９８ －７，３２０ 

２００６年 ２５９，５５６ －７，０４２ 

２００７年 ２５１，８３４ －７，７２２ 

２００８年 ２４３，６９２ －８，１４２ 

２００９年 ２３５，５６９ －８，１２３ 

２０１０年 ２２７，５６５ －８，００４ 

２０１１年 ２１９，４１０ －８，１５５ 

２０１２年 ２１０，８３０ －８，５８０ 

２０１３年 ２０１，７７９ －９，０５１ 

２０１４年 １９２，７１９ －９，０６０ 

２０１５年 １８３，５１９ －９，２００ 

２０１６年 １７４，０８０ －９，４３９ 

２０１７年 １６４，６２１ －９，４５９ 

 

■都道府県別 
被爆者数 

 人数 

北海道 ３２１ 

青  森 ５２ 

岩  手 ２８ 

宮  城 １３７ 

秋  田 ２４ 

山  形 ２３ 

福  島 ６２ 

茨  城 ３６４ 

栃  木 １８８ 

群  馬 １２６ 

埼  玉 １，７９２ 

千  葉 ２，３３９ 

東  京 ５，４８７ 

神奈川 ４，０４７ 

新  潟 ９９ 

富  山 ５５ 

石  川 ８４ 

福  井 ６２ 

山  梨 ７７ 

長  野 １１７ 

岐  阜 ３７４ 

静  岡 ５６３ 

愛  知 ２，０４３ 

三  重 ３５８ 

滋  賀 ３３０ 

京  都 ９８６ 

大  阪 ５，３８２ 

兵  庫 ３，３８３ 

奈  良 ５８５ 

和歌山 ２１９ 

鳥  取 ２８３ 

島  根 １，０２６ 

岡  山 １，５１３ 

広  島 ２１，２８６ 

山  口 ２，８０９ 

徳  島 １５５ 

香  川 ３２６ 

愛  媛 ７１５ 

高  知 １５１ 

福  岡 ６，３９５ 

佐  賀 １，０００ 

長  崎 １２，１５７ 

熊  本 １，０６６ 

大  分 ５９２ 

 
宮  崎 ４３３ 

鹿児島 ６９８ 

沖  縄 １５６ 

広島市 ５３，３４０ 

長崎市 ３０，８１３ 

合  計 １６４，６２1

１ 
 

２０１７年３月末の 

被爆者データが公表されました 
 

 厚生労働省から平成２９年（２０１７年）３月末日現在の被爆者関連資料

が公表されました。 

 全国の被爆者数（正確には被爆者健康手帳所持者数）は昨年より９，４５

９人減少して１６４，６２１人となり、１７万人を下回りました。昭和３

２年（１９５７年）に被爆者手帳の制度が始まって以来最少の人数となり

ました。 

被爆者数の最も多かったのは昭和５５年（１９８０年）の３７２，２６４

人ですが、その後減り続け、年々減少幅が大きくなってきています。 

 京都府の手帳所持者数は９８６人となり、昨年より３４人の減少で、

千人を下回りました。 

 全国の被爆者の平均年齢は８１．４１歳、昨年より０．５５歳の上昇とな

りました。高齢化が一層進行しています。 

 医療特別手当の支給される認定被爆者数は全国合計で８，１６９人です。

昨年より３４２人減少し、依然として被爆者数の５％にも満たない（４．

９６％）厳しい状況が続いています。 

 京都府の認定被爆者数は４４人で昨年より３人少なくなっています。 

 介護手当・家族介護手当の受給者は全国合計で３２，７５９人（平成２８

年度受給延件数）、昨年より微増しています。京都府は１６２件で昨年よ

り減少です。介護手当・家族介護手

当の受給は都道府県によって大きな

差があり、今後十分に検討していく

必要があります。 
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寄稿―自己紹介に代えて 

これからを、京都「被爆２世・３世の会」と共に 

古田京子さん（八幡市）

 

初めまして。新しく入会させていただいた古田京子です。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 母は広島東練兵場に学徒動員されていた時に被爆しました。１

３歳でした。４０歳超えたあたりから脊髄に腫瘍が繰り返しでき

る難病で、何度も入退院し、車いすでの生活となり、７２歳で亡

くなりました。一昨年１３回忌が終わりました。 

 父は親族を探すために８月７日に広島市に入り、一週間を過ご

しました。１９歳の時でした。私の知っている父は、定年退職後、

病気がちでしたが平成１８年に原爆症認定申請書を提出し、認定

を受けることができました。その父も８年前に亡くなっています。 

 父は戦後、京都で就職し、母は結婚を機に、だれも知っている

人のいない京都に来ました。私は京都で生まれ、大阪や京都で学生生活を送り、今は京都府八幡市で生

活しております。 

 母はよく、まだ幼かった私に「広島のことは人に言うたらいけん。おかしな目で見られるけえ」と言

っていました。その時は、意味も分からず聞いていましたが、そのことの意味は、ずっと後になって、

少しずつ自分自身に迫ってくる問題となりました。 

 広島には、今でも両親の弟妹や私のいとこたちがおります。私の四人の子どもたちは、就職や結婚で

順番に家を出て（今年の４月に最後まで残っていた末娘が無事結婚しました。相手は大阪の方ですが、

転勤で今は広島市に住んでいます。）改めて、この後をどのように生きていこうかなどを、つらつら考

え、かねてから関心のあった２世・３世の会に連絡を取らせていただきました。皆様の活動のご様子を

配信されてくるメールや会報で知らせていただき、なんとなく背筋が伸びる気持ちです。 

 ８月６日に広島の従妹と平和公園内の広島国際会議場で行われた「青少年平和・文化イベント ヒロ

シマの心を世界に」を見に行きました。若い世代が、自分たちの感覚で頑張っている姿に元気をもらえ

ました。 

 今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

 
 

 

 

 

 

■広島県被団協との懇談でも「２世・３世の会」

が話題に 

井上哲士さん（左京区） 

原水禁大会・長崎への参加のみなさん、ご苦労

様です。私も広島に続き長崎も行く予定でしたが、

ＰＫＯ日報問題の閉会中国会審査が入り、長崎に

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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は行けなくなりました。 

ちょうど今朝、東京に向かうときに京都駅で京

都の代表団の皆さんとお会いできました。 

広島で広島県被団協の皆さんと懇談したさい

も二世・三世の会が大事だと話題になり、京都の

平さんが呼びかけて交流が広がっていると広島

の方が発言されていました。私からも、この会報

で紹介されている被爆体験掘り起しについてお

話ししました。 

台風の影響はどうですか。無事開催されますよ

うに。 

 

■父の同級生と一緒に追悼式に参列 

奥田美智子さん（左京区） 

米重さんが住所を調べて下さって、昨年再会す

ることができた、父の同級生の片島三朗先生と、

今年は、追悼式に並んで出席することができまし

た。 

７２年前の８月６

日、同じ教室で被爆

し、重傷を負いなが

らの生き残り組です。 

片島先生も今年

で９０歳になられ

ますが、「来年も８

月６日にお会いし

ましょう」と言って、

別れを惜しみなが

ら手を振って見送

りました。 

 

８月６日広島にて 

■長岡京市でも「平和の鐘つき」 

石角敏明さん（長岡京市） 

長岡京でも、「平和の鐘つき」がありました。

例年お世話になっており、「勝龍寺」の先代の住

職が昨年亡くなられ、今年は新しい住職にお世話

になりました。 

鐘つきが終わったあと、講話をされたのですが、

冒頭に「国連で核兵器禁止条約が、可決されて大

変よかった、ただ日本がこの条約を調印しなかっ

たのは、大変残念であった」と話され、参加者一

同ビックリするやら、励まされました。大変意義

深い「鐘つき会」でした 

 

 

■親子で原水禁世界大会国際会議に出席 

鳥羽洋子さん（茨木市） 

広島では、４日、５日の原水禁大会国際会議に

母と参加しました。第一分科会に参加しましたが、

そこで、静岡の被爆二世・磯部典子さんの報告を

聞きました。頑張って活動されているようで、平

さんにいつも会報を送ってもらっていますとお

っしゃっていました。今回は特に発言はしません

でしたが、数年前に母が報告したことを覚えてく
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ださっていた方々から声をかけていただいたり、

母が被爆者であることを知ったインド代表の

方々と一緒に写真を撮ったりしました。また、フ

ランスから今年は３人が来られていましたので、

母の証言の仏訳冊子をお渡ししてきました。 

母の疲れが心配でしたが、６日は娘と三人で式典

と世界大会広島デー集会に参加し、予定していた

全行程を無事終えることができました。 

 

■「笑福亭晃瓶のほっかほっかラジオ」（ＫＢＳ

京都）に出演 

平 信行さん（南区） 

８月９日（水）の早朝、７時１５分から京都の

ＫＢＳラジオの「笑福亭晃瓶のほっかほっかラジ

オ」という番組に電話で出演しました。(生放送) 

パーソナリティーの笑福亭晃瓶さんがその日の

テーマに沿って関係ある人にいろいろと電話イ

ンタビューする番組です。この日は長崎の原爆の

日にあわせて「核兵器廃絶国際署名活動について」

がテーマで、京都「被爆２世・３世の会」の私に

声がかけられていました。この日は長崎の原水禁

大会参加中でしたので、宿泊先のホテルからスマ

ホでインタビューに答えることになりました。 

「被爆２世・３世の会」の活動のこと、核兵器

禁止条約のこと、ヒバクシャ国際署名のことなど

を１３分程度語りました。核兵器禁止条約に日本

政府が背を向けていることを、笑福亭晃瓶さんは

よく知っていて、「とんでもないことだ」、「被爆

国こそ率先して世界によびかけなければならな

いのに」などと、率直にコメントされていて、私

の方が少々ビックリするほどでした。でもそれが

普通の人の当たり前の感覚で、みんなそうなんだ

と、あらためて実感しました。 

 

 

 

 

 
 

 

■カウンターの向こうの８月６日  冨恵洋次郎〔著〕 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

内容は、皆さんご存知の通り「バーテンダー」が始めた「被爆証言」の

場の話というか、著者の「思い・メッセージ」が込められている。被爆者

の証言も登場はするが、ここには著者が「生きていくことは素晴らしい」

というメッセージが込められている。被爆証言を誰に聞いてほしい？とい

われ「自殺願望者」と答える。そして「被爆２世・３世」はスーパーヒー

ローである、なぜなら「被爆一世」があの惨状を生き延びたから、我々は

誕生したのだから、生きることの素晴らしさを伝えなければいけない、と

主張する。この証言活動を起こしたきっかけが「中沢啓二さん」との出会

いであったという話、高校野球監督の「迫田監督」の証言等数多くのエピ

ソードが紹介されているが、内容は「被爆」の悲惨さを証言したものでは

ない。「戦後」をどのように生き抜き、人生を送ってきたかを紹介する人

生ドラマである。そして「被爆体験」を語る多くの皆さんが、語り始めた

のは「ある程度年をとってから」そして我々は「被爆者」の話を直接聞け

る最後の世代である、我々が果たすべき役割が主張されている。ここに登場する被爆者の証言には「原

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

光文社 

１４００円（税別） 



京都「被爆２世・３世の会」会報№５８   ２０１７年８月２５日 

１８ 

爆投下をしたアメリカ」への恨み・憎しみは無い。そして水を与えてくれた人へ「ありがとう」という

最後の言葉。人間の強さと生きることの素晴らしさが、行間にあふれている。 

 

■原爆死の真実  ＮＨＫスペシャル取材班〔著〕 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

「たかが○○、されど○○」というけれど、２枚のあの写真から「原爆・

核兵器」の恐ろしさが、被爆者の口から語られる。ＮＨＫスペシャル「きの

こ雲の下で何が起きていたのか」の、書籍版だが、活字になることで、訴え

る衝撃は激しい。 

「毒ガス・科学兵器等」は「人道に反する兵器」として条約等で使用の禁

止が実現したが「核兵器は非人道兵器である」という国際的な合意は出来上

がっていない。しかし「被爆者」は証言し訴える。放射能が人体に与える影

響が、何十年もあるいは何世代にも渡る。被爆による「熱傷」は、単なる「火

傷」ではなく、強力な熱風により「被爆者に人間が感じる痛みのなかで、最

大の痛み」で「核兵器は放射能が怖いというイメージだったが、熱線の被害

が一番多く、こういうことが本当に行われたことが、信じられないぐらいシ

ョック」という火傷治療専門医者の話。被爆７２年経っても、未だ未だ解明

されていない「被爆の実態」が語られる。あの２枚の写真からは、色々な事

が見えてくる。「なぜ御幸橋」だったのか？どんな「治療が」行われたの？そこで「どんな事が起こっ

たのか」？当事者が重い口を開いて語っている。原爆で亡くなった世代で、一番多いのが「１２歳・１

３歳」、そしてその世代の人々が「被爆の真実」を話されている。ここに登場される人物は、限られて

いるが、その背後には「話せない被爆者」が沢山いることを忘れてはいけない。 

 

■水力発電が日本を救う  竹村公太郎〔著〕 

紹介 平 信行さん（南区） 

著者は元国土交通省の河川局長。氏のキャリアと知見に基づいた、私た

ちにとっては目から鱗の提言だ。 

新しいダムなど作る必要はなく、法改正による既存の巨大多目的ダムの

有効活用、砂防ダムの発電機能化、水源過疎地の活性化にもつながる小水

力発電開発等々で、現在の日本の水力発電量９００億ｋｗｈは２．４倍の

２２００億ｋｗｈにまで拡大でき、発電構成比を２０％にまで高めること

ができる。日本列島にある豊富な水資源は無償、ダムの耐用年数は１００

年も２００年以上も持つ。再生可能エネルギーは太陽光や風力、地熱だけ

ではない。発想の転換から既存施設の有効活用で水力発電の拡大を考える

視点が素晴らしい。 

さらに、過疎化で悩み、森林の荒廃で苦しんでいる現在の水源地域の実

態に思いを寄せ、小水力発電の開発がこの水源地域を蘇らせていく展望に、

共鳴するところは大きい。 

本を読んで、衝動的に、ふるさとの大規模多目的ダム・土師ダムに足を運び、ひと時湖面を眺めた。 

岩波書店 

２０００円（税別） 

東洋経済 

１４００円（税別） 
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■国土の３割、核のごみ処分場に「好ましい特性」 経産省 

原発の使用済み燃料から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）を地下深くに 

埋める最終処分場の選定に向け、経済産業省は２８日、処分に向いた特徴を持つ 

可能性がある場所を示した全国地図「科学的特性マップ」を公表した。火山や活断層、 

炭田などがなく、船による輸送もしやすいといった条件を満たす「好ましい」地域は、国土の３割に

上った。経産省は今後、処分場に関心がある自治体が現れれば、詳しい調査への協力を申し入れる方

針だ。 

最終処分場は、使用済み燃料を溶かしてガラスと混ぜた固化体を３００メートルより深い地下に埋

める「地層処分」をする。ガラスや容器が数万年で溶けても、放射能が地表に影響しないレベルに下

がる１０万年は閉じ込められるよう、地下水や地盤の変化などの影響が少ない場所を探す。 

 地図は、これまでに公表されていた活断層や火山、地盤などの情報をベースに、日本全国を４色に

色分けした。火山から１５キロ以内や活断層の近くなど、地下の安定性の観点から好ましくないと推

定される地域をオレンジ色、地下に石油や天然ガス、石炭などがあって将来採掘される可能性がある

地域を銀色にしている。これらの「好ましくない」地域以外のところを、「好ましい特性が確認でき

る可能性が相対的に高い」として緑色に塗った。緑色の地域のうち、海岸線から２０キロ以内は「輸

送面でも好ましい」として、さらに濃い緑色に強調した。 

 面積の割合では、オレンジ色と銀色を合わせた「好ましくない」地域と、緑色、濃い緑色の地域が

ほぼ３分の１ずつだった。濃い緑色がある自治体は、全国の自治体の半数以上の約９００に上り、東

京や神奈川、愛知、大阪など大都市圏も含む。経産省は「未知の断層も含め、実際の選定では個別に

地質調査していくことになる」とした。 

 経産省は今秋から、全国で説明会を開くとともに、濃い緑色の地域の自治体を重点に、処分場のリ

スクや必要性について対話活動を続ける。２０年ほどかけて候補地を絞り込む方針だ。ただ、事故を

起こした東京電力福島第一原発がある福島県と、処分場を造らないことを歴代政権と確認している青

森県の自治体には、協力を働きかけないとしている。 

 処分場の選定をめぐっては、原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）が２００２年から自治体を公募。

０７年に高知県東洋町が調査に応募したが、住民の反対で取り下げた。その後、応募する自治体は現

れず、国は１５年に方針を改定。地図を示した上で、国から調査を申し入れることにしていた。 

（２０１７年７月２８日 朝日新聞） 

Scrap 
book 

■慶尚南道陜川に韓国初の原爆資料館がオープン 

1945年 8月、日本で被爆した韓国人被害者の資料展示 
原爆被害者はみな高齢のため関連資料収集と整理が至急 

韓国ではじめての原爆被害者資料館が「韓国の広島」と呼ばれる慶尚南道陜川(ハプチョン)にオー

プンした。１９４５年８月６日、広島で原爆が爆発してからちょうど７２年ぶりのことだ。 

 韓国原爆被害者協会陜川支部は６日午前１１時、慶尚南道陜川郡陜川邑の陜川原爆被害者福祉会館

の慰霊閣で原爆犠牲者慰霊祭を行った。支部はこれに先立ち、午前１０時３０分、福祉会館の入り口

に建てた陜川原爆資料館の開館式も行った。 

資料館は地上２階建てで、慶尚南道費３億ウォン(約２９７０万円)、陜川郡費３億ウォンと宝くじ

基金１５億ウォン（１億４９００万円)など計２１億ウォン(約２億円)をかけた。 
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１階には展示室と韓国原爆被害者協会陜川支部の事務室、２階には資料室と韓国原爆被害者協会の

事務室が配置された。 

 展示室は、原爆の背景・被害・理解など大きく三つに分かれている。展示室の案内によると、１９

４５年８月６日の広島と８月９日の長崎で原爆が爆発した時、死亡者は広島２０万人、長崎８万人な

ど２８万人に上る。このうち韓国人死亡者は広島３万５０００人、長崎１万５０００人など５万人で、

全体の犠牲者の２０％に近い。彼らの出身地は慶尚南道陜川が最も多い。陜川出身の強制徴用者の大

半が広島に連れて行かれたからだ。このため、陜川は「韓国の広島」と呼ばれる。 

 韓国原爆被害者協会陜川支部は、当時原爆に被爆したが幸い一命を取り留めた人々と、解放以降に

生まれた彼らの子どもなど約３００人から、直接経験した被害状況を自筆の陳術書で集め一部を展示

している。原爆被害者たちはみな高齢であるため、中には資料館の開館を準備している間に自分が経

験した苦痛を遺言のように残して亡くなった人も多い。 

 シム・ジンテ韓国原爆被害者協会陜川支部長は「原爆被害者たちはみんな大変に苦労して暮らした

上に、死んだ後は遺品を燃やす韓国の伝統文化のために、原爆被害者に関する資料が非常に貧弱なの

が実情だ。被害者はみな高齢なので、もっと時間が経つ前に関連資料を急いで収集しなければならず、

これまで収集された資料は専門家らを動員して体系的にまとめ電算化しなければならない。韓国政府

のより積極的な関心と支援を切実に求める」と話した。 

陜川/文・写真 チェ・サンウォン

記者 

（２０１７年８月６日 ｔｈｅｈ

ａｎｋｙｏｒｅｈ）「ハンギョレ新

聞」 

 

 

１９４５年８月６日広島で原爆によって

被爆したが幸い一命を取りとめた原爆被

害者たちが陝川原爆資料館を訪問し、原

爆投下直後灰になった広島市街地の写真

を見つめている//ハンギョレ新聞社 

■被爆体験、ＨＰで紹介 「２世・３世の会」が聞き取り 

京都の被爆者の体験を後世に伝えていこうと、京都「被爆２世・３世の会」が被爆者の証言を聞き

取り、ホームページで紹介する活動を進めている。広島への原爆投下から６日で７２年。被爆者が高

齢化する中、その子や孫が体験をつなぐために地道な活動を続ける。 

 「窓の外を強烈な白い光がバァーっと光って、サァーっと通り過ぎました。『何だろう？』と思っ

て窓に近づいた瞬間、私は爆風で吹き飛ばされ、壁の下敷きになって、動けなくなってしまったんで

す」 

 同会ホームページの「私の被爆体験」のページで体験などを紹介している５８人のひとりで、１７

歳の時に爆心地から約１キロの広島市雑魚場町（現・国泰寺町）の建物内で被爆した松浦悦枝さん（８

９）＝北区＝は、原爆投下の瞬間を、こう表している。 
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▼「今年の夏は暑かった」と毎

年のように言っているような

気はしますが、今年は本当に暑

かった。特に大気が水蒸気に覆われ

て湿度が高く、晴れ渡った日の少ないのが今年の

特徴だったように思います。そのぶん体への影響

もきつい。高齢となられた被爆者のみなさんの体

調が心配です。心から残暑お見舞い申し上げます。 

▼原水爆禁止世界大会・長崎に今年は参加しまし

た。７，０００人の参加で会場は溢れましたが、

初めて参加した人、２０代・３０代の若い人たち

が圧倒的に多かったのがとても印象的でした。私

の参加した第５分科会では、長崎の被爆者のお話

に加えて、アメリカ核実験によるマーシャル諸島

の被害者、イギリス核実験によるオーストラリア

先住民アボリジニの被害者、広島で被爆した韓国

の被爆者等海外からの報告、発言も相次ぎました。

今の学校教育ではおそらく教えられることのな

い、若い人にとって初めて聞く衝撃の真実ばかり

だったのではないかと思いました。 

この体験が、秋からのより本格的な核廃絶をめ

ざす、草の根からの運動にしっかりつながってい

くことを願いました。(平) 

 

 当時働いていた国民学校の出張でたまたま爆心地近くにいたこと、真っ黒い煙が天まで届いて「フ

ァーファー」と動いているのが見えたこと、海草のようなボロ布を付けた人たちが両手を前に伸ばし

てよろりよろりと歩いていたこと――。松浦さんへの２回にわたる聞き取りは１万４千字近い文章に

まとめられている。 

 同会は２０１３年から府内の被爆者らの聞き取りを始め、当初はその証言を会報に掲載していた。

昨年１０月にホームページを開設し、これまで聞き取ってきた被爆者の証言や会員の親が残した手記

などを誰でも読めるように公表した。 

 証言は原爆投下直後の描写にとどまらず、被爆者であることを隠しての結婚や、自身や子どもへの

差別、原爆症に認定されるまでの苦労など、被爆がその後の人生へ与えた影響についても語られてい

る。 

 聞き取りを続ける同会世話人代表の平信行さん（６６）は「これまで口を開かなかった人が今にな 

って語りたいと思うこともある。私たちの活動がこうした人たち

の証言を世に残すきっかけになっている」と力を込める。 

 松浦さんも「体験を継承しなければいけない時代、記録に残す

ことはとても大切。それを語ることは私たちにしかできない」と、

こうした語りが文字に残る意義を感じている。 

（２０１７年８月７日 朝日新聞） 

 

広島での被爆体験を京都「被爆２世・３世の会」に語った松浦悦枝さん。「被

爆者が少なくなる中、記録に残すことは大切」と話す＝北区 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

９ １ 金 
２０１７年「被爆二世健診」申込受付開始              キンカン行動 

関東大震災（１９２３年）、第二次世界大戦勃発（１９３９年） 

 2 土  

 ３ 日 オマール忌・法要（１３時３０分・圓光寺） 

 ４ 月  

 ５ 火  

 ６ 水 ６・９行動 

 ７ 木  

 ８ 金 国際識字デー                           キンカン行動 

 ９ 土 
「ヒバクシャ国際署名」を広げる講演会（１４時・中小企業会館） 

6・９行動 

 １０ 日  

 １１ 月 アメリカ同時多発テロ（２００１年） 

  １２ 火  

 １３ 水  

 １４ 木 ノーモア・ヒバクシャ訴訟（１１時・大阪地裁第７民事部） 

 １５ 金 ノーモア・ヒバクシャ訴訟（１５時・大阪地裁第２民事部）      キンカン行動 

 １６ 土  

 １７ 日  

 １８ 月 
敬老の日 

満州事変（柳条湖事件）（１９３１年） 

 １９ 火 「安全保障関連法」強行成立の日（２０１５年） 

 ２０ 水 国際平和の波行動（ヒバクシャ署名）（１５時・三条河原町） 

 ２１ 木 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラポール京都） 

 ２２ 金 キンカン行動 

 ２３ 土 
秋分の日 

久保山愛吉さん（第五福竜丸乗組員）死去（1954年） 

 ２４ 日  

 ２５ 月  

 ２６ 火 核兵器廃絶国際デー（ヒバクシャ署名）（１５時・京都タワービル前） 

 ２７ 水  

 ２８ 木  

 ２９ 金 

原発賠償京都訴訟第３１回・最終弁論（１０時３０分・京都地裁） 

原発賠償京都訴訟勝利のための決起集会とレセプション（１４時・キャンパスプラザ） 

２０１７年「被爆二世健診」申込受付締め切り                        キンカン行動 

 ３０ 土 東海村臨界被曝事故（１９９９年） 

 


