
京都「被爆２世・３世の会」会報№５９   ２０１７年９月２５日 

１ 
 

 

 

 

Kyoto Association of 2nd & 3rd Generation Hibakusha（Atomic Bomb Survivors）

９月３日 サイド・オマールさんの墓前にて（左京区・圓光寺） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
別 
冊 

京都「被爆２世・３世の会」会報 
京都市中京区壬生仙念町３０-２ 

ラボール京都４階 
京都原水爆被災者懇談会気付 

ＴＥＬ075-811-3203 
ＦＡＸ075-811-3213 

ＨＰ http://aogiri2-3.jp 

北朝鮮（ＤＰＲＫ）の核実験強行に強く抗議します ２ 

私たちの健康問題を考えていくために 日本被団協「被爆二世調査」抜粋報告 ３ 

サイド・オマールさんを訪ねて １２ 

被爆二世のノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟傍聴記 №５８ １５ 

会員から会員へ＠みなさんからのお便り紹介 １８ 

本・ＤＶＤ・映画・番組の紹介と交流 ２０ 

SCRAPBOOK／  ヒバクシャ署名へ対応割れる 京都府内の首長（京都） ２５ 

  原発事故・国の責任認めず 避難者訴訟・千葉判決（時事） ２６ 

 核兵器禁止条約 前進 ５１ヶ国署名見通し 国連式典（毎日） ２６ 

 国 遺伝的影響に否定見解 広島地裁 被爆２世援護訴訟（中國） ２７ 

編集後記  ２７ 

１０月の行事カレンダー ２８ 

被爆体験の継承（５８）  ７１年の歳月を経て夫の霊に手を合わせた日   姜 静子さん 



京都「被爆２世・３世の会」会報№５９   ２０１７年９月２５日 

２ 

北朝鮮(ＤＰＲＫ)の核実験強行に強く抗議します 

 

２０１７年９月６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 

 

 

９月３日、北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国 Democratic People's Republic of 

Korea(ＤＰＲＫ))は６回目となる核実験を強行しました。二度と核兵器による犠牲者・

被害者を生み出してはならないと訴えてきた被爆者と被爆二世・三世の願いを踏みにじり、

世界と地域の平和と安全を根底から脅かすこの暴挙に私たちは怒りを込めて強く抗議しま

す。 

 

核兵器は国境を越えて人々の生存そのものを脅かし、地球環境と人間社会の今と将来に

重大な影響を及ぼし、破滅的な結果をもたらします。このため世界の人々、国々は、核兵

器は人道上許されないもの、国際法に反する兵器であると断定し、７月７日、国連の核兵

器禁止条約を採択したばかりです。間もなく９月２０日から調印開始となるまでに至って

おり、核実験はこの国際世論、国際社会への重大な挑戦です。 

 

北朝鮮(DPRK)に対して、核実験も、ミサイル発射も直ちに停止するよう強く求めます。 

また、アメリカ、北朝鮮(ＤＰＲＫ)含むすべての関係諸国が軍事演習を含むいっさい

の挑発行為を停止し、米朝両国の直接的対話と、平和的解決に向けて最大限注力するよう

求めます。 

日本政府には、「対話のための対話は意味がない」として軍事と経済的圧力だけに依りか

かった姿勢を改め、日本国憲法、国連憲章、この間の安保理決議にそった話し合い解決の

努力、米朝直接対話を働きかけるよう求めます。 

 

世界は核兵器の全面禁止に向けて大きな動きを始めています。そのための最大の努力は

東アジアの地域でこそ求められています。北朝鮮(ＤＰＲＫ)はもとより、アメリカ、中

国、ロシアの核保有国、核の傘に依存する日本と韓国の、すべての当事国が、核抑止力依

存から核兵器の禁止・廃絶へ、大きく方向転換していくことを、合わせて、被爆者と被爆

二世・三世は強く求めます。 

以上 
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私たちの健康問題を考えていくきっかけに、参考に！ 

日本被団協「全国被爆二世実態調査」から 抜粋報告 

 

 

２０１６年１０月から２０１７年３月にかけて日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）によ

る「全国被爆二世実態調査」が行われました。京都「被爆２世・３世の会」もこの調査に参加し、

「会」を通じて６６人の方の回答協力を得ました。全国で集約された調査結果は現在集計、解析中

で、後日結果が報告される予定です。 

 京都「被爆２世・３世の会」では当面、京都の回答者のみなさんの中から自由記入欄に記載のあ

った回答だけを抽出し、みなさんに紹介し、私たちの活動の参考に供するようにしたいと考えまし

た。 

 特に私たちの健康問題、状態について記入された具体的な記述は貴重なものです。しっかりと読

み込み、私たち一人ひとりの健康状況と重ね合わせながら、これからのとりくみの参考にしていき

たいと思います。 

以下、具体的回答を紹介いたします。（原則として記入された文言をそのまま転記いたしました） 

 

 

問４、被爆二世として不安や悩みを感じていることがあれば具体的にお聞かせください。 

 どのような影響があるのか分からない。 

 血液検査などで異常があった時 

 病弱です。風邪をひきやすく、風邪薬は必要品。 

 今現在の病気の原因が被爆に由来しているのか否か、どこかの機関で調査してもらいたいと思

っております。 

 原因不明、府立病院で診てもらい（特発性）血小板減少性紫斑病と言われました。１０年前頃

から血小板２万●前後でも血は止まり、紫斑なしとなり、経過観察で現在は血液検査を続けて

います。 

 自分に直接的に今は感じませんが、伯母の重複がんの発症等を見ると遺伝的に全くゼロである

とは思えなく不安。 

 いつがんになるかという不安。母のがん再発の不安。子どもたちは大丈夫か・・・・。 

 生後から中学生まで虚弱で貧血がひどく、小学４年生頃学校の２階に上がる最後の階段が上が

れなかった。今は貧血はないけれど、体は弱く病院とは縁が切れません。現在５０歳代だが、

今後またあの思いをするのかとても心配です。 

 父が被爆していることにより自分にも影響が多少でもあるのだろうか等々。 

 数年前、父は胃がんの手術で胃の３分の２を切除し、以後定期的に検査をしていますが、残っ

ている胃の裏側に他の内臓と接して腫瘍があります。しかし「良性だと思うが悪性に変わって

も手術しにくい位置」とのこと。今後が不安。伯父も胃がんの手術後、脳腫瘍を発症し死亡し

ているので。 

 自分自身はあまり感じないが、（差別や偏見の）心ない言葉でいやな思いをされる人がいるの

だろうなと思う。 

 親の被爆が子、孫の代に及ぼす健康面、医学面での影響。 

 一度被爆二世の娘に「被爆二世健診」を受けてみないかと言い、娘は受診しましたが、冷淡で

不愉快な思いをしたので二度と受診しないと言っています。 
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 とにかく健康問題に尽きます。 

 被爆をしていない母親に比べると体調のすぐれないことを多く感じる。（父親が被爆） 

 

問７．現在に至るまでの健康状態をお聞きします。 

乳児期（０～２歳） 

 入院治療した 中耳（内耳）の出術 

 貧血や心臓弁膜症等、かなり虚弱体質だったが、高校時代のスポーツで体質が改善されたと思

う。 

 児童期まで通じて貧血がひどく通院していた。医師に「知能が遅れるかも」と言われていた。 

 生まれた時足の親指が親指の形ではなく人差し指の形をしていた。つまり奇形でした。原因は

不明です。 

 よく風邪をひいて熱を出していたと母から聞いている。 

幼児期（３～５歳） 

 はしか、風疹、水ぼうそう等の感染症。 

 幼児期から青年期にかけて怪我をしたら血が止まりにくかった。鼻血が出やすかった。 

 ぜんそく 

児童期（６～１２歳） 

 低色素系貧血、肝炎 

 風邪にかかりやすく、その度に学校を休みがちで弱い子ども時代でした。 

 自分の記憶では疲れやすく運動が苦手でした。小学校高学年の頃貧血（赤血球と白血球のバラ

ンスが悪く）で赤十字病院で貧血の薬を服用して学校を中長期休んでいました。 

 起立性失調障害。 

 主に風邪による発熱やアレルギー 

 できものがよくできる、傷が倦みやすい、目イボがひんぱんにできる。 

 腎盂炎 

 疲れやすく鼻血が出て貧血状態 

青年期（１３～１９歳） 

 低色素系貧血 

 原因不明の頭痛やアレルギー 

 疲れやすく坂など休みながらの生活でした。（家が高台にあったため） 

 貧血、ジスキネジア 

成年期（２０～６４歳） 

 ３８歳時点で腎不全と診断され、毎週３回の透析加療が必要となり今に至ります。（１０年経

過中） 

 （特発性）血小板減少性紫斑病 

 糖尿病 

 ２１歳で結婚し３人の子どもに恵まれましたが、３人共産後の肥立ちが悪く回復に時間がかか

りました。 

 頭痛、めまい、てんかん 

 うつ病のため病院に通院。 

 ５６歳の時脳溢血で倒れた。 

 乳がんの手術。 

 ２０代中頃まで頭痛に悩まされた。 
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 不整脈、心臓弁膜症。 

 くも膜下出血、悪性リンパ腫 

 無呼吸症候群 

 花粉症、ヘルペス、紫外線アレルギー 

 尿結石、糖尿病 

 下垂体機能不全による中枢性尿崩症と無月経 

 大腸がん、大腸ポリープ 

 成年期～成熟期通じて高血圧、痛風、白内障 

 足のむくみ、関節リウマチ 

成熟期（６５歳以上） 

 糖尿病 

 卵巣に腫瘍ができ３年前手術を受けました。現在６７歳になりますが高血圧の薬を２０年前か

ら飲み、糖尿病は薬は飲んでいませんが病院からの食事療法の始動を受け３ヶ月に一度の検査

をしています。他の方よりやはり疲れやすいです。 

 前立腺がん、橋本病 

 

自分の子どもたち（被爆三世）の健康状態について気になること 

 肌が弱い。 

 免疫が下がり気味だったりすると影響があるのでは？と思います。 

 お陰さまで３人の子どもたちも５人の孫たちも元気に暮らせていただいており嬉しいです。 

 頭痛やめまい等、自律神経に関わることの問題は私にもあり、母から受け継がれたものだと思

う。 

 私の長男も鼻血が出て止まりにくかった。 

 心臓、不整脈。 

 アレルギーで食べられない物が多い。 

 わく分からないことが不安です。 

 アレルギー体質 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８．病気で亡くなられた身近な被爆二世がいる人で、その原因が親の被爆と関係あると思う場合

のその理由 

 母親の姉の息子が１６歳で発病し１７歳で他界。白血病で死亡したので親の被爆と関係してい

ると確信している。 

 伯父と同じがんで亡くなった。 

 心臓病のため１歳で亡くなったが、その先天性の変異に被爆がどの程度関係しているのかは分

コメント 

◆問４、問７では私たちの実際の健康状態、これまでに発症してきた病気などについて回答されま

した。限られた回答数ですからこれだけで直ちに被爆二世の健康実態を評価することはできません

が、その他の機会も通じて、実際の健康障害、発症した病気の実例を積み上げていくことが必要で

す。５月の全国被爆２・３世交流会でも同様の趣旨から分科会を持ち、たくさんの実例を出し合い

ました。（既報） 

◆問７の最後には自分たちの子ども（被爆三世）の健康状態についても質問されましたが、回答数

があまりにも少数に止まりました。別途あらためて調査する必要があるテーマだと思います。 
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からない。 

 

 

 

 

 

 

 

問９．「被爆２世・３世の会」に入って良かったことはどのようなこと 

 戦争体験がない、兄弟はまったく関心がない、放射能の影響もよく分からない・・・・「被爆

二世」というのに長い間居心地の悪さを感じていたが、会に入って同じ立場の人に出会え、気

が楽になった。 

 いろんな情報を提供していただいています。 

 同じ立場の方と親しくなる機会を得た。懐かしい広島弁が聞けるのが楽しみ。 

 幅広い人の意見、体験を聞くことによって、色々な知識が身に付きます。また自分の健康問題

についても問題意識を共有でき、今後の生活に役立つのではと思っています。 

 今まで知らなかった被爆時の様子をより具体的に知ることができる。 

 「二世と自覚している人は少ないこと」「親の被爆を生前は知らなかったというが多くあるこ

と」など、二世と被爆者の置かれている状況を知った。 

 全く知らなかった人たちと知り合えて、被爆について話し合えること。 

 同じ２世の方と交流し意見交換、情報交換できること 

 核兵器はいらないことをより強く思うようになった。 

 

「被爆２世・３世の会」で活動していての課題や困っていること 

 親の介護や他の活動がベースにあり、なかなか時間がとれず申し訳ない。 

 会員が高齢化しつつある。 

 ２世としてのカミングアウトするかどうか、する意味、意義 

 仕事をもっていると活動に制限があります。 

 

 

 

 

 

問１１．被爆二世としての（国や自治体への）要望があれば具体的にお聞かせください。 

 被爆二世・三世・・・という莫大な人数を対象にした要求運動に理解が得られるのかどうかよ

く分からないが（特に医療費助成など）、これらの要求が福島の原発事故の被害者の方たちに

反映され、役に立つとしたら意味があると思う。 

 親と同様に医療機関の費用補助をして欲しい。 

 日本は被爆国です。隣国の核保有が許せない！（北朝鮮、韓国？） 

 これまで特別に考えをまとめて他人に話すことを想定していないので、まともに書ける言葉は

みつかりませんが、被爆者の母か祖母、そしてその親族に聞き育ってきた環境の立場で言える

話は少ししかありませんし、おこがましく他人様に話せる立場でもありませんので少し控えた

いと思っております。 

コメント 

◆問８は、「母親の胎内に宿されながら正常な誕生さえ許されなかった、また健康とはほど遠い状態

で短い生涯を終えなければならなかった被爆２世はたくさんいるのではないか」、その真実に近づこ

うという問題意識に深く関わる質問でした。ここも回答数が少なくこれだけでは評価し難く、別途

の調査が必要だと思われます。 

コメント 

◆問９は、私たちの京都「被爆２世・３世の会」そのものについての質問であり、みなさんの回答

でした。いつもよく話していることではないかと思います。 
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 健康診断をもっと通り一篇ではなくもっと詳しくして欲しい。がん健診など。 

 入市被爆した祖母は１０１歳になり認知症で当時のことは何も覚えていません。母は被爆した

時２歳で何も記憶にありません。ただ被爆者手帳を母が持っている事実だけが、私が被爆２世

だと証明しています。幸い健康状態も良く、子どもも元気なのでこのまま何もなく成長してほ

しいと願っていますが、もし子どもの将来、何か大きな病気になったら、と思うと不安です。

そういう思いがいつも消えない。どうすればいいか分からないです。 

 今の健康状態の調査をこの先ずっと続けていってもらい、データを作成していき、科学的な観

点から真の情報を後世の方に発表してもらいたいです。 

 自治体により「二世健康診断」の内容に差があるのは納得できない。全国同一内容の健康診断

を要求したい。 

 情報過多で不安を煽る必要はありませんが、必要な情報であると思われることをお知らせ下さ

れば嬉しく思います。 

 今の被爆二世健診は血液、尿、レントゲンのみ。心電図やすべてのがん検診をして欲しい。 

 がん検診。 

 被爆二世の現状をもっと国が調査するべきだと思う。 

 がんが最も心配。被害の症状は数々あるので医療の助成を望みたい。 

 医療費の助成と被爆二世の健康手帳を実現すること。心の不安がやわらぐと思うし、非戦、非

核が伝えていけることになると思う。 

 がんなどになっても医療現場では被爆との関連性をまったく考慮されない。父も１．２㌔の所

で直接被爆したのですが直腸がんで亡くなった時、医者に被爆のことを話したが「関係ない！」

と一笑に付されました。そういうことがあちこちで起こっていると思われます。 

 国は被爆者の話をよく聞いて国の責任でこんなことが起こったことを明確にすること。 

その上で、被爆者やその後の世代への対策をとること。 

 一世の方が高齢化に伴い語り部としてしんどくなっている中で、聞き取りを含めて記録として

残すこと 

 被爆７０年となり、被爆された方々も様々なご苦労をされてお過ごしだったのだと存じます。

今私はお陰さまで元気にしておりますが、どんな被害が私にあるのかは分からないことが不安

になることもあります。どうかこのような思いを持つ方がこれ以上増えることのないよう、平

和な国でありますことを願います。戦争という不幸な時代がないようにと望みます。 

 職員の対応が悪い。もっと被爆者の家族のことを真摯に考えて愛想良くしてほしい。あいさつ

ぐらいするのは常識だと思う。 

 医療費の助成対象の拡大。被爆二世から三世、四世と拡大することが必要。 

 二世としてもう６８歳になります。もう３０年以上前に府か市の二世の検診を２年ほど受診し

ましたが、その後は何の知らせもない。 

生活習慣病と被爆と関係あるのか、もっと府や市からきめ細かい調査をと願っていましたが、

この歳になってはもう遅いでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

コメント 

◆問１１の国や自治体に実現してほしい質問は選択肢から回答するようになっていて、それに加え

てさらに考えていることがあれば自由記入するようになっていました。自由記入でもより充実した

健康診断（がん検診など）と医療費の支援を求める意見が圧倒的でした。 

◆その中で、被爆二世の要求運動が原発事故被災者に役立つものになるようにとの記入があり、と

ても重要な意見だと思います。 
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問１２．原爆被害に対する国家補償実現、核兵器廃絶の被爆者運動についてどのように考えます

か？ 

 「再び被爆者を作らない」という立場で長年運動されてきたことが、国際社会を動かし、国連

での核兵器禁止条約の交渉開始を実現させたと思う。ヒバクシャ国際署名の力は本当に大きい

と思うので、引き続き頑張って集めたい。 

 自分自身は健康に問題もなく暮らすことができているが、母は若い頃から健康に問題があり苦

しんできたと思う。二世でも同様の問題があるのであれば、何らかの支援策が講じられること

が望ましい。 

 大変よいことと思う。 

 日本政府には被爆国としての歴史を踏まえて今後に生かしてもらえればと思う次第ですので、

今現在「補償」などは考えておりません。 

 語り継いでいくことの大切さ。子どもたちへの平和教育の拡充を！と思います。 

 核兵器廃絶は世界を挙げて取り組んでいかなければならないと思いますが、現実は非常に難し

い状況だと思っています。地道に訴え続けて、次の世代にもその精神を根付かせる必要はある

と思います。その一方で間違った核の知識（例えば原発等）は誤解を生じさせるので、科学的

知見に基づいた正しい使い方を教えるべきで、全てを“ＮＯ！”と否定するのはどうかと思い

ます。 

 大変素晴らしい活動だと思います。国連でも「核兵器廃絶をめざす条約」の取り組みが開始さ

れ始めましたが、今までの被爆者の運動が大きな影響を与えていると思います。それにしても

日本政府の姿勢には怒りを覚えます。今後も活躍されることを期待しております。 

 私の父はもう亡くなりましたが生存中は国家補償と医療費免除で安心できてありがたかった

と申していました。母からの話では父が被爆して２年後に結婚しましたが、父の体調が悪く働

くことができず生活が大変だったそうです。その後も白血球の増多性で生活を支えながら病院

に通い、治療を受け頑張っていたと言っていました。認定が遅くなり補償が受けられた時は本

当に嬉しかったと話してくれていました。 

国家も大変な時ですが、被爆された方に補償の継続をお願いいたします。 

 原発をなくし、核のない世界を作ることには賛成です。 

母が差別を受け、辛い人生を送ってきたことを思うと、もう二度と同じ思いをする人を作って

欲しくない。福島の人たちの苦しみは他人事ではない。 

 被爆者運動についてはすばらしい活動だと思う。 

 広島、長崎だけでなく、今は福島も加えて被爆者運動をした方がと思う。原発を持つエリアの

住民も被爆者予備軍になり得るので、その辺りの声を大きくして運動したい。 

 原爆によって亡くなられた方々、後遺症に苦しまれている方々のことを思うと、「こんなこと

は二度と起こってはならない」と強く感じる。 

起こったことについて国民に対する補償は必須であると同時に、核兵器廃絶運動は日本が唯一

の被爆国として継続すべきと考える。ただ原爆使用されたこと関して日本が侵略戦争したこと

に対する制止のため、ということも忘れてはならないし、「廃絶」を訴えると同時に戦争行為

そのものをなくそうという思いを訴えていくことが大事だと考えます。 

 是非実現してほしい。非戦、非核を生きている限り伝えていきたいと思っている。私の母親の

思いでもあるから。母親は絶対に戦争してはいけないと強く言っていた。 

 少なからず親の被爆の影響を受けて不安を抱えている我々が、再び被爆者を作らない、そして

核兵器を廃絶させるために、もっと団結して運動していくことが望ましいと思う。 

 ２世の会に入って、被爆者が積み重ねてきた運動とその「成果」を詳しく知りました。今まで
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労働運動や社会活動で核兵器禁止をスローガン的に言ってはいたものの、本当の意味での自分

自身の要求としてこの運動を大切に感じます。生き残った被爆者の被爆後の人生の多大な苦難

をあらためて知り、２世として引き継いで要求実現へ向けてとりくみたいと自覚してきました。 

 被爆者本人（父親）である私は、年齢のせいもあるかもしれませんが、核兵器の廃絶など現在

の世界情勢では実現はまったく不可能でしょう。核に対しては核で対抗するしかないので

は・・・・。世界のどこかで広島の原爆ぐらいをもう一度体験してみて、愚かな人間は何かを

気付くかも。 

被団協の代表が大統領と抱き合って涙を流してよろこんでいる姿を見たとき私は笑止の極み

だと思いました。虚偽と空虚を感じました。被爆の苦しみと悲しみと憎しみを忘れた団体の行

為と思いますし、誠の平和を思う心でしょうか。疑問に思います。 

被爆、本当の被爆者は大変に複雑な心境なのです。それを理解して下さい。京都に永年暮らし

てきて京都人は原爆はもちろん、空爆でたくさんの人が死んだ現場を知りません。弁論大会で

原爆の話をして馬鹿にされました。評価も一言もありませんでした。当時も今も変わりはない

でしょう。 

 大賛成。初めて被爆者がよびかけた「ヒバクシャ国際署名」を成功させたい。 

 戦争には反対だが、抑止力として必要性はあると思う。 

 とても難しいことに思います。原子力発電所など平和利用とされていますが、必ずリスクもあ

ると思います。被爆された方々の声がどうぞ長く継承されますように！！と思っております。 

 原爆被害への国家補償は考えない。戦争そのものに原因がある。ただ原爆による健康被害は一

生続き、また子・孫にまで影響があるかもしれないことを考えると医療面での支援は必要不可

欠だ。核兵器廃絶を唱えるのはいい。全世界からなくなれば万々歳だ。ただ日本自体が米国の

核兵器に守られている（張り子の虎？）ことを考えると矛盾がある。また核兵器以外の他の兵

器ならいいというわけでもなかろう。要するに戦争という手段しか争いの解決の方法を考えら

れないという人類の思考能力が問題。今は国家間の争いだけでなく、民族・宗教間の争いもあ

る。いずれにせよお互いの不信感を緩和していく方法を人類が模索していくべきだ。核兵器

云々だけの問題ではない。地球上生きている人々が、お互いの生活・思考様式の違いを認め合

い、一人ひとりのいのち・生き方を尊重すること、その方向にこそ力を、そして資金を注ぐべ

きだと思うがいかがだろうか。 

 再び被爆者を作らない。世界各地で繰り広げられている戦争。宗教なんて自他の幸福を願うも

のなのに。被爆も、戦争も反対のスローガンで。 

 現在ある核兵器を使わせないことを強く願う。一番被害に遭うのはどこの国も一般人である。 

 唯一の被爆国家であり、この経験を無駄にしてはいけないと考えます。兵器以前に、平和のた

めと言うより、人間の力で扱いきれない原子力を、核と言うエネルギーを簡単に取り扱う判断

をしてはいけない。人間のおごりが、兵器やエネルギー対策のなれのはてに及んでくる人間へ

の影響は絶対想像を超えた、予想もできない不幸へと導くと考えます。よって核兵器のみなら

ず、原子力すべてを廃絶する必要があると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

コメント 

◆問１２は、日本被団協を中心とする日本の被爆者運動が歩んできた歴史についてどのように思う

かという質問でした。被爆者運動の歴史についてある程度正確な理解をしていなければ回答するの

が難しかったのではないかと思いますが、それでもかなりの人が率直な思いを書き込まれました。 

◆「核抑止論」について、核エネルギーの原発利用について、回答者の間に結構幅があるようにも

感じました。 



京都「被爆２世・３世の会」会報№５９   ２０１７年９月２５日 

１０ 

１３．被爆二世として考えていること、感じていること。日本被団協や都道府県被団協に対する要

望や意見があればご記入ください。 

 母は原爆投下３日後に入市し被爆した由。その折の惨状は何度も聞かされ、人類が犯すべから

ざる所業と思っている。２年前にも広島・長崎の原爆忌記念館を訪れたが、人類が二度とこの

おろかな核爆弾の利用がないよう、世界にアピールを続けていって欲しい。 

 いつも活動ご苦労様です。私どもは情報提供していただく身ですので、お世話になっています。

二世として思うことは、この体験から病気になったのではないか？という疑問に対しての答え

が欲しいということだけです。 

 被爆者（母、祖母）、２世（私、弟）共に現在健康です。体の健康について不安はありますが、

心の問題も大きいと思います。要望ではありませんが、２世・３世としての活動には被爆者の

方とは違う課題があると感じています。 

 私自身が被爆二世であるということで、戦争は決して過去のものだとは思えません。核の誤っ

た使い方は断固として反対ですが、エネルギーとして使用する件にはもう少し柔軟な姿勢が必

要なのでは？と思います。確かにあの原発事故は起こしてはいけませんでしたが、エネルギー

の安定、地球温暖化をストップさせるにはまだまだ必要だと思います。このような原爆による

高放射線量による細胞レベルに傷がつき病になるのとは少し違う様に感じます。過剰に反応す

るのではなく、正しい知識を次世代にきちんと説明した上での、原爆による被爆の話等を継承

していける活動にすべきだと思います。 

 被爆者の方々が高齢となり、被爆体験を語る人が少なくなっていき不安を感じます。私も父親

が亡くなってから「もっと聞いておけばよかった」「ああしておけばよかった」と今になって

後悔しております。「語り継ぐ活動」「ご自分の被爆体験を語る活動」をお願いしたい。「被爆

者であることが分かれば差別を受ける」という心配も分かりますが、このような差別をなくす

運動も被団協を中心に（既にやっておられるでしょうが）、より積極的に行いたい。 

 日頃の活動に対し感謝申し上げます。何もお手伝いできず申し訳ありません。現在私にできる

ことは戦争の恐ろしさと原爆の恐ろしさを孫たちに伝えることだと思っています。ありがとう

ございました。 

 被爆者の両親が高齢で亡くなっていく中、被爆二世も高齢化していくので、日本としてももっ

と二世に関心をもって欲しいと思う。 

 みんなが平和で安心して暮らせる世界になって欲しいです。戦争がなければ核兵器はいりませ

ん。原発もできるだけ早くなくして欲しいです。歳をとり、あちこちにはでかけられませんが、

近々でそんな運動に参加しています。福島の避難者の方々にもっと保障をして欲しい。 

① 医療費の助成や健康診断など都道府県によって違いがあるのは不公平であり、すべて同一にす

べきだと思います。 

② 被爆二世への手帳の交付（希望者だけでなく全員に）。今後も健康調査を継続していただきた

いです。 

③ 小・中学校での被爆体験談の語り等、年一回でも国が義務化してほしい。忘れられることのな

いよう、広島・長崎の原爆資料館訪問でもよい。私が小学生の時には修学旅行で訪問するのが

普通だった。 

 日本の政治がきな臭くなってきています。原発や戦争に対して強く反対のメッセージを発信す

る必要があると感じています。 

 被団協など原水禁運動が分裂していることは運動にとってマイナスと思う。歴史的にいろいろ

あったと思うが分裂していてはダメだと思う。これは原水禁運動が団体主義で個人の参加がし

にくい。反原発運動のように個人参加型でないと運動はさらに縮小していくと考える。 
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被爆者が高齢化し、被爆体験の継承は難しくなっていく。三世、四世へと継承していくことが

重要だが、風化することも時代の変化であると考える。 

 亡くなった父が大変お世話になり、深く感謝しております。 

 被爆地からも遠く、なかなか二世としての立場が分かりにくいです。平和な国を、戦争のない

世の中を強く望みます。 

 数年前まで自分が「被爆二世」であることについてはほとんど関心がなかった。しかし大震災・

福島原発事故が発生、事故直後、政府が原発汚染と健康について「直ちに健康に問題はない」

と繰り返し発表する中、「被爆二世」である自分の健康にも関心を持った。ネットで調べ東京

都では「被爆二世」の登録制度があることを知り、都の出先機関に出向いて登録した。広島・

長崎の被爆者の実態、原発事故の避難者、事故後の経過を見るにつけ、「被爆二世」としての

自分の健康に不安が募る。 

以前から思っていたことだが、政府は「核問題」を語るとき、決まってすぐに「唯一の被爆

国」と言う。まるで何かの宣伝文句のように口からスラスラ出てくる。ではその「唯一の被爆

国」の実態はどうだろうか。外には「唯一の被爆国」を売り物に使い、内では普段は「触らぬ

神に祟りなし」とばかり知らないフリ。まるで「被爆者やその家族」を道具か何かのように出

したり引っこめたり。自分たちの都合だけで「唯一の被爆国」を利用するなと言いたい。 

福島原発事故、こちらはまだ生々しい現実がそのまま進行中。政府は極力実態に触れようと

せず、安全、安心としか言わない。専門家は健康被害について統計学的な観点から説明するが、

一人でも原発汚染により健康被害が出ればその人にとっては１００％の被害だ。その一人を救

うのが政治家だろうに、今の政治屋には政治家としての矜持がない。 

本気で被爆・被曝問題にとりくまない政治屋たち。ある時は声高に叫び、ある時には口に蓋

をし、すべて自分たちの都合次第。人の生死も取引材料の一つでしかないのだろう。所詮政治

屋とはこんなものだろうと何の期待もしないが、「被爆者・被爆二世」「原発事故被曝者・避難

者」を軽い口調で利用するのだけはやめて欲しいものだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

付記―「被爆二世の会」に関心がある ９人 
 

今回の「被爆二世実態調査は問９で、「被爆二世

の会の活動に関心はあるかどうか」と訊ねました。

その中で「現在は関わっていないが、関わってみ

たい」という選択肢に○をつけ、住所・氏名・連

絡先まで明記して回答された方が９人ありました。

とりくみがやや遅くなりましたが、お一人お一人

に声をかけて京都「被爆２世・３世の会」の輪の

中にお誘いしていきたいと思います。 

以上 

コメント 

◆問１３は最後の総括的な質問です。自由記入の回答者はそう多くはない中、ここまでしっかりと

書き込まれたみなさんには、まず感謝の気持ちが起こります。そして、「２世・３世の会」の会員以

外にもたくさんの二世の人たちがいて、様々なことを考えられていることを実感します。こうした

人たちとの意見交換、コミュニケーションをもっと深められるようにしていきたいものだと思いま

す。 
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サイド・オマールさんを訪ねて 
 

 

■８月１７日 榊原恵美子さん(尼崎市) 

いつも大変貴重な情報を有り難うございます。 

さて、本日は南方特別留学生の被爆体験を綴った

資料『南方留学生と原子爆弾被爆』という、１９

９０年に広島大学の校内誌に掲載された寄稿文

をご紹介させて頂きます。 

資料には、被爆しながらも懸命に救護活動にあた

る留学生らの姿が綴られており、日本人として、

簡単に「感動した」とは言えない、申し訳ないよ

うな、複雑な気持ちになりました。 

原爆投下から４５年の年に掲載された記録です。 

 

■８月１９日 平 信行さん(南区) 

ご存知の方も多いかと思いますが、京都の被爆者

のみなさんと広島大学南方特別留学生との間に

はいろいろな関係があります。 

榊原さんからご提供いただいた資料の中に登場

する当時の留学生担当主任・永原敏夫教授は、４

年前まで京都原水爆被災者懇談会の世話人代表

をされていた永原誠先生（２０１３年５月２３日

永眠）のお父様でした。 

永原誠先生の遺作『消えた広島』にも原爆死され

た時のお父様の状況が描かれ、発見されたベルト

バックルは今立命館大学国際平和ミュージアム

に展示されています。 

留学生の一人サイド・オマ

ールさんは京都で亡くな

られ、修学院の円光寺とい

うお寺に埋葬されていま

す。 

京都の被爆者のみなさん

やオマールさんと縁のあ

る人たちによって命日で

ある毎年９月３日、“オマ

ールさんの慰霊祭”が行わ

れていました。 

それから更に、留学生のみなさんが住んでいた興

南寮の元寮母さんという方の息子さんが向日市

に住んでおられたということもあり、未だ実現し

ていませんが、詳細なお話を聞かせていただきた

いと思っていました。 

広島市に設置されている興南寮跡の碑を訪ねた

こともあります。 

そのようなこともあって大変興味深く読ませて

いただきました。 

また大変参考になりました。 

オマールさんの命日である９月３日が近づいて

きました。 

近年“オマールさんの慰霊祭”がどのようにされ

ているのか分からないのですが、一度円光寺さん

を訪問して、とりあえずは現状がどうなっている

かだけは確かめておきたいと思っています。 

 

■８月２１日 平 信行さん 

例会でも、このメーリングリストでも話題になっ

ています南方特別留学生だったサイド・オマール

さんの件についてお知らせです。 

今日、オマールさんのお墓のある修学院の圓光寺

（えんこうじ）さんを訪問してみました。私も初

めてです。 

オマールさんのお墓にお参りした後、かって行わ

れていたと聞く「慰霊祭」が今どうなっているか

とお寺の方に聞いてみると、今も続けられている

とのことでした。 

オマール忌として、毎年オマールさんの命日（９

月３日）に法要が営まれているとのことです。 

興南寮跡の碑(広島市中区) 
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主催は圓光寺さんで、今年も９月３日（日）午後

１時３０分から催されます。 

広島大学からも参列されるとのことでした。 

以下、提案です。 

私たち、京都「被爆２世・３世の会」の会員、京

都原水爆被災者懇談会のみなさんで、従来から縁

のある方、関心のある方、都合のつけられる方は

一緒に参列してはどうかと思います。 

圓光寺さんは臨済宗南禅寺派のお寺で、境内も見

応えのある庭園でした。 

場所は詩仙堂のすぐ近くです。 

 

■８月２７日 石田信己さん(左京区) 

東南アジア現代史で気になることがあり（カンボ

ジア）、「入門 東南アジア近現代史」（講談社現

代新書 2410）を読み返していたところ、マレーシ

アの被爆戦没者・オマールさんに関わる記述がこ

の著作の二章のＰ９６～９７に「南方特別留学生

制度」について簡単にふれていましたので、その

ページをＰＤＦで紹介いたします。なお、ネット

上でもウィキペディアにて詳細に情報提供され

ています。 

 

■８月２７日 山根和代さん(右京区) 

いろいろと情報をありがとうございます。 

昨日（８月２６日）の深夜マレーシアから帰国し

ました。 

アジア太平洋平和研究学会大会が８月２３～２

５日に開催されましたが、その大会で Universiti  

Sains Islam Malaysia という大学の Tan Sri 

Dzulkifu Abdul Razak 教授が、「平和は私から始

まる－被爆者からの教訓」と題して講演されまし

た。 

彼の父親は広島で爆心地から１．５㌔で被爆され

たそうです。 

講演の後、被爆二世・三世の会について少しお話

する機会がありました。 

名刺を渡しておきましたら、今後メールを出しま

すとのことでした。 

マレーシアに日本が侵略し多くの人々が殺され、

Taipin というところの平和公園や墓地へ行く機

会がありました。 

今後平和博物館を創りたいとのことで、世界の平

和博物館の歴史について話をしてきました。 

墓地はキリスト教徒、イスラム教徒など宗教別に

分かれていました。しかしキリスト教徒、イスラ

ム教徒、ヒンズー教徒など様々な宗教の人々が共

存している姿に感銘を受けました。 

マレー人、中国系、インド系など様々な人々がマ

レーシア人として生きていて、子どもたちは同じ

学校へ行っているそうです。 

先ずはマレーシアの被爆二世の方についてお知

らせです。 

 

■８月２８日 平 信行さん 

山根様、お疲れ様でした。 

貴重な情報発信ありがとうございます。 

お会いになったラザク教授（日本語ではそのよう

に書かれています）は、かっての南方特別留学生

のご遺族ですね。 

私たちの会報№５４（今年の４月号）の Scrapbook

の記事で、「皇太子さま マレーシア訪問 元留

学生遺族と面会へ」の中で紹介されています。 

マレーシアから広島文理大学に留学していたの

は３人とありますから、きっとラザク教授のお父

さんとオマールさんとは親友だったのだろうと

思います。 

９月３日に行われるオマールさんの法要の様子

などもお伝えしてはどうかと思います。 

 

■８月２８日 山根和代さん 

平さま、ラザク教授についてご連絡をありがとう

ございました。 

オマールさんの法要についてメールを出してみ

ます。 

アジア太平洋平和研究学会大会を組織された方

もオマールさんと言いますが、以前広島市立大学

で客員教授をされていた方です。 

それでラザク教授は国際平和研究学会会員では

ないのですが、特別に招待されたのではないかと

思います。 

会議の参加者全員でペナンのジョージタウンに

あるモスクを訪問しました。 

そこの代表者の方がそのモスクの近くで父親が

日本軍に殺されたと話されました。 

モスクの説明の後で個人的に日本人としてお詫
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びをしたところ、「前を向いて進みましょう」と

言われました。 

彼の寛大な態度に胸を打たれました。 

 

■８月２８日 平 信行さん 

みなさん、南方特別留学生やオマールさんのこと

について情報発信ありがとうございます。 

そして山根さんのモスクの代表者との交感につ

いて、胸打つお話しありがとうございます。 

日本軍の東南アジア侵攻、シンガポールやマレー

シアでの住民虐殺は歴史の事実ですが、その虐殺

行為をしたのが第５師団・第１１連隊、広島の部

隊であったことはあまり語られていないことだ

と思います。 

被害の街・ヒロシマは世界に発信されていますが、

侵略戦争の拠点であり、海外での虐殺行為の先頭

に立ってきた部隊の街・加害の廣島は、あまりと

いうかほとんど語られることはありません。 

広島市など行政も加害の歴史についてはまった

く何もしていないのではないでしょうか。 

私たちは加害の事実についても、あらためてしっ

かりと向き合っていきたいと思います。 

 

■８月２８日 山根和代さん 

平さま、貴重なご指摘をありがとうございました。 

日本の平和博物館で公立のものは、１９９０年以

降右翼の攻撃の下で日本の侵略に関する展示を

しなくなっています。 

今回は川崎平和館の暉峻さん（研究者）もいっし

ょでしたので、タイピンでの歓迎会のスピーチで

少しお話をしていただきました。 

日本の加害の展示をすると、右翼から強い圧力が

あるという話です。 

言論の自由がなくなりつつある中で、頑張ってい

る姿がマレーシアの方々に少し伝わったのでは

ないかと思いました。 

政治家の外交だけでなく、草の根の交流が大切で

はないかと考えさせられました。 

 

■８月２８日 榊原恵美子さん 

皆様、日本の加害行為を見つめる必要性、海外の

方々と交流するたびに、それを痛感しておりまし

た。その意味でも故・沼田鈴子さんの活動に興味

をひかれております。 

山根様、マレーシアでのご報告を有り難うござい

ました。モスクでのエピソードは外国人留学生支

援事業に携わる者として、胸に迫るものがありま

した。 

また、ラザク氏につきまして、８月１７日に添付

送信させて頂きました「南方特別留学生と原子爆

弾被爆（川上英之）」の２貢目の写真（右端に）

に写っているのがラザク氏と思われます。 

石田様、大変貴重な情報を有り難うございました。

「入門 東南アジア近現代史」、ぜひ読んでみる

ことに致します。 

 

■９月３日 平 信行さん 

今日９月３日は、京都の地で亡くなったマレーシ

アからの「南方特別留学生」サイド・オマールさ

んの７２回目の命日でした。 

午後１時３０分から左京区一乗寺の圓光寺にて

「オマール忌」法要が営まれました。 

かっては毎年「オマールさんの慰霊祭」が行われ

ていましたが一時中断、現在の大坪慶寛住職にな

られた６年前から「オマール忌」法要があらため

て催されるようになり、続けられているものです。 

今日の全体の参列者は約３０人。遠くはオマール

さんの留学先だった現広島大学からも。 

京都原水爆被災者懇談会と京都「被爆２世・３世

の会」からは９人のメンバーが参列してオマール

さんの死を悼み、追悼しました。 

本堂で法要が行われ、読経に合わせて参列者全員

が焼香。 

その後で埋葬されている墓地に移り、イスラム教

風にオマールさんのお墓を囲んでこちらも全員

で献花しました。 
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長く「オマール忌」に携わられてきた元修学院小

学校教諭の早川幸生さんから「南方特別留学生」

やオマールさんのこと、この法要の経緯と意義に

ついて説明がなされました。 

京都原水爆被災者懇談会の参列も長く中断して

いました。京都「被爆２世・３世の会」は今回が

初めての参列です。京都における大切なとりくみ

であることをもう一度胸に刻み込んで、次年度以

降もとりくみへの参加と参列を継続していきた

いと思います。 

 

■９月３日 榊原恵美子さん 

本日はお疲れ様でした。 

平さんのお声掛けのおかげで、本日はオマールさ

んに祈りを捧げることができました。 

ほんの少し前ですが、自分の勤め先の歴史を辿る

内に、勤め先の前身団体（国際学友会）が南方特

別留学生受け入れに関わっていたことを知り、被

爆した留学生のためにできることはないか、と考

えておりました。そんな時に「オマール忌」に参

加させていただくことができ、被爆国の国民とし

て、ほんの少し務めを果たせたような気がいたし

ました。 

本日の慰霊式で伺ったことは、勤務先の学校の留

学生らに伝えたいと思います。 

当時の留学生政策は軍事国家としての国策の下、

支配を 目的として展開された、と認識しており

ますが、本来は平和の礎として展開されるべきも

のと私は考えております。 

 
 
 

 
被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（５８） 

第７民事部の宮本義光さんの判決も年明け１月２３日と決定！ 

ノーモア・ヒバクシャ訴訟は核兵器廃絶運動と一体となって勝利をめざす！ 

２０１７年９月２０日（水） 

 
９月１４日（木）と１５日（金）の２日続きで、

７月１４日（金）以来２ヶ月ぶりとなるノーモ

ア・ヒバクシャ近畿訴訟の期日を迎えた。９月１

４日（木）は大阪地裁第７民事部（山田明裁判長）。

第７民事部は５人の原告だが、その一人宮本義光

さん（７８歳、大阪市在住）の裁判が先行して進

められ、前回が結審となる予定だった。ところが

国側の引き延ばし策とも思える申し出によって

今回まで先延ばしにされてきた。やっと迎えた最

終意見陳述。今回は宮本さん担当の小瀧悦子弁護

士によって、パワーポイントを使ったプレゼンテ

ーションが行われた。 

画像、映像を駆使した意見陳述はかっての集団

訴訟では積極的に用いられたと聞くが、最近はそ

ういう機会がほとんどなく、私がノーモア・ヒバ

クシャ近畿訴訟の傍聴記を担当するようになっ

てから初めてではないかと思う。あらためてこう

したものの活用が必要であると検討され準備さ

れていた。ところが、国側がこうした手法に強く

難色を示しているらしく、裁判所も国の主張に配

慮してか、容易には認められなくなっていた。７

月１３日（木）の高裁第１３民事部・控訴審の最

終意見陳述ではパワーポイントによるプレゼン

テーションが相当な力を入れて準備されていた

にも関わらず、直前になって認められないことに

なり、関係してきた人たちはみんな悔しい思いを

し、期待していた私たちも少なからず落胆した。 

それが今回の第７民事部ではやっと認められ

たようだ。小瀧弁護士は「宮本さんの被爆状況に

ついて」と題したパワーポイント画像に基づいて

陳述していった。宮本さんの被爆状況自体は既に

これまでの意見陳述や本人尋問でも明らかにさ

れてきたことだが、やはりあらためて画像を使っ

ての、視覚に訴えての説明には説得力を増すもの
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がある。長崎原爆のキノコ雲、被爆地や爆心地を

示す地図、宮本さんの被爆した稲佐町の学校や発

電所の破壊状況、稲佐町から爆心まで何も遮るも

ののない遠景、お母さんの実家の浦上の被災情景

や破壊された天主堂の姿、そして数日間を過ごし

た防空壕跡まで、十数枚の写真、資料がスクリー

ンに映し出されていった。 

宮本さんは爆心地から１．８㌔被爆なので直接

被爆も激しいものだが、加えて稲佐町から浦上ま

で爆心地を通っての入市歩行、被災者とともに過

ごした防空壕での１０日間、飲料用に井戸水を使

用したことなど内部被ばくも深刻なものだった

はず。そうしたことも最後に訴えられて最終意見

陳述は終えられた。 

裁判長が弁論の終結を宣言し、宮本さんの裁判

はやっと結審を迎えることになった。判決は来春

年明けの１月２３日（火）午後１時１０分からと

示された。 

宮本さんはこの日もご夫妻で出廷。裁判後の報

告集会にも参加された。宮本さん自身、今日の法

廷で当時の写真を初めて目にすることになり、当

時のことを思い出しながら感慨をもって見られ

たようだ。７２年前のことを脳裏に浮かべ、「原

爆はどうしようもないもんだ」「どうしてもああ

いうもんはやめさせなければいかん」「そのため

にこれからも一生懸命やっていきたい」と、あら

ためて思いを語られた。 

 

翌日の９月１５日は大阪地裁第２民事部（三輪

方大裁判長）の期日。第２民事部は今年４月から

裁判所体制が変わり、前回６月１５日は裁判の更

新手続き陳述が行われたところだ。新しい裁判長

になって今回が実質最初の弁論ということにな

るが、今回は代表して中森俊久弁護士によって陳

述が行われた。中森弁護士は終始準備書面を読み

上げる形で陳述したが、本当はこの陳述もパワー

ポイントのプレゼンテーションで行うことを前

提に準備されたものらしい。ところが前日の第７

民事部とは異なって第２民事部の今回はパワー

ポイントのプレゼンテーションが認められず、や

むなく口頭での陳述となった。陳述は準備書面の

要旨について行うようにとの話になっていたよ

うだが、中森弁護士はかまわず全文を丁寧に読み

上げ、２０分近くを使っての陳述となった。この

ため、口頭陳述の中でパワーポイントの写真番号、

写真の説明もすべて読み上げられることになり、

傍聴席の私たちは、読み上げられる写真のあれこ

れをいろいろとイメージしながら聞くことにな

った。 

準備書面の内容は、被告国の、ＤＳ０２を基準

にした初期放射線の被爆線量数値のみに依拠し

た主張が、いかに誤っているかを総括的、総論的

に明らかにしたものだった。新しい裁判長に対し

て原爆被爆の実態を正確に理解してもらうため

に、一からの説明として準備されたもののようだ。

それもすべて具体的な事実、事象を簡潔に紹介し

ながらの陳述であり、画像の提示はないながらも、

とても分かりやすいものであった。 

陳述は、広島と長崎の原爆投下、被害の概況か

ら始まり、原子爆弾の被害が熱線によるもの、爆

風によるもの、そして放射線によるものとそれぞ

れの状況説明が続く。そして放射線被害は初期放

射線と言われるものだけでなく、残留放射線及び

放射性降下物、内部被曝による影響もあると説明

される。特に内部被曝はより深刻であるにも関わ

らず過小評価されてきたことが強調され、残留放

射線や内部被による障害の証明として３つの具

体的事例がより詳しく挙げられた。一つは原爆投

下から１３日も後に救護活動に入って被爆した

三次（みよし）高等女学校の生徒たちの障害例。

これはドキュメンタリー映画『おりづる』でも採

り上げられた実例だ。二つ目は二人の兵士の写真

に基づいた説明で、被爆後数週間も経ってから突

然発症して死に至った実例が示された。そしても

う一つは、被爆後１０年も経て白血病を発症し、

若い命を奪われることになった佐々木禎子さん

の実例が象徴的な原爆被害として説明された。 

被爆者は今もいつ発症するかもしれない健康

への不安を抱いて生きている。偏見と差別によっ

て家族や社会との絆を断たれた人たちも少なく

ない。原爆被害の多方面への影響の深刻さは想像

を絶するものであり、国が主張するような初期放

射線量だけで被爆の被害を捉えることなどでき

るものではないことを訴えて、陳述は締めくくら

れた。 
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報告集会では、この間の画像・映像を使ったパ

ワーポイントなどの意見陳述についての裁判長

とのやりとりについて状況説明がなされた。いず

れにしても何かのルールや規則で制限されてい

るわけではなく、これからも画像・映像を使った

陳述は積極的に主張し求めていくことが必要だ

ということになった。京都で私が関わっている大

飯原発運転差止訴訟や、原発賠償京都訴訟などで

は今でもパワーポイントを活用した意見陳述が

当たり前のように行われている。 

第２民事部の次回期日は１１月２０日（月）と

決まっていたが、さらに次々回期日も年明け１月

２２日（月）と進行協議で決められた。第２民事

部は国家賠償を求めている淡路登美子さん含め

て７人の原告だが、その内の一人Ｍ・Ｙさん（８

９歳）がこの間他界された。これで第２民事部の

原告７人の内３人までが故人となられた。訃報を

聞くたびに裁判の早期進行の必要性を痛感する。

第２民事部でも審理の早くできる原告は切り離

して先行させていくことが話し合われたようで、

次々回１月の期日は午後２時から５時までと設

定された。Ｍ・Ｙさん本人に代わるご遺族に対す

る本人尋問の可能性もあるとのことだ。 

 

９月１５日（金）は早朝からまた北朝鮮による

ミサイル発射のニュースが騒がしい状況を作り

だした。北朝鮮の核実験やミサイル発射による挑

発行為は許されることではなく、直ちに止めるよ

う強く抗議をしなければならないが、しかし、こ

のことをもってアメリカによる軍事的威嚇や、日

本の軍備拡大が正当化されるようなことがあっ

てはならない。７月７日は国連で核兵器禁止条約

が採択された。条約はいよいよ９月２０日から調

印開始される。核兵器禁止条約への調印、批准に

よって核兵器の削減、廃絶への大きな一歩を踏み

出し、その行動と合わせて北朝鮮の核武装や軍事

的挑発を批判、交渉による平和的解決を進めてい

くのが、被爆者も含めて平和を求める世界の人々

の願いだ。 

報告集会では、大阪の被爆者のみなさんによる、

大阪での「ヒバクシャの訴える核兵器廃絶署名」

を進める連絡会結成に向けたご苦労が報告され

た。禁止条約調印開始の９月２０日に焦点を合わ

せて記者会見も予定されている。「この署名運動

は被爆者が先頭に立たなければどうしようもな

い。被爆者として最後の落とし前をつける決意で

とりくみたい」と決意が披露された。大阪の連絡

会にはノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟弁護団も構

成団体として参加されるとのことだ。また、愛須

勝也弁護団事務局長からは、被爆者の代表を国連

に派遣するためのカンパ活動のとりくみなども

紹介された。 

核兵器禁止条約の圧倒的多数の国々による批

准と効力発効、この条約と「ヒバクシャの訴える

核兵器廃絶署名」を力に核兵器の廃絶をめざすこ

と、その大きな運動を背景に東アジアの平和と安

定、非核の地域化をめざしていく必要がある。何

より、被爆国日本が核兵器禁止条約に調印し批准

する、それができる政府をめざさなければならな

い。ノーモア・ヒバクシャ訴訟は、被爆者の完全

救済と共に、核兵器廃絶に向けた運動の一翼も担

って、一体のものとして、必ず勝利をめざしてい

こうと、報告集会で確認された。 

近畿訴訟は、来年１月１６日が控訴審の判決

（原告６人）、１月２３日が地裁第７民事部の宮

本義光さんの判決と決まった。その他の法廷、原

告も順次審理が進行することになる。この秋から

来年に向けての山場をみんなの力で頑張ってい

きたい。 

 

 この傍聴記を仕上げる直前になって臨時国会

冒頭解散のニュースが飛び込んできた。森友問題

にも加計疑惑にも蓋をしたまま、何の大義もない

最悪の党利党略解散だ。その不当な解散、最悪の

権利の濫用であること自体を多くの人々に訴え

ていかなければならない。しかし、実際に解散さ

報告集会 
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れてしまうのであれば、これを安倍内閣終焉の絶

項の機会にしていく必要がある。憲法９条を堅持

し、被爆者を含む高齢者と社会的支援を必要とす

る人々に寄り添う政府と政治を実現していかな

ければならない。そして何より、核兵器禁止条約

に調印し、世界に向けて核廃絶を発信していく日

本政府となるような、その展望を作り出すチャン

スとしていきたい。 

 次回のノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟は１１月

だが、その時には大きな政治変革の生まれている

中で期日を迎えるようにしていこう。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

２０１７年１１月１７日（金）１１：００  ８０６号法廷 地裁第 ７民事部 弁論 

２０１７年１１月２０日（月）１５：００ １００７号法廷 地裁第 ２民事部 弁論 

２０１８年 １月１６日（火）１１：００  ２０２大法廷 高裁第１３民事部 判決 

２０１８年 １月２２日（月）１４：００ １００７号法廷 地裁第 ２民事部 弁論・尋問 

２０１８年 １月２３日（火）１３：１０  ８０６号法廷 地裁第 ７民事部 宮本判決 

２０１８年 １月２５日（木）１１：００  ８０６号法廷 地裁第 ７民事部 弁論 

 
 
 
 

 
 

 

 

他地域の２世・３世の方からいただいたお便りも紹介いたします。 

 

■満月まつり in京都 ２０１７ 

矢ヶ崎響さん（北区） 

こんにちは 

報告が遅くなりましたが、５月末に無事出産し、ちょうど３か月を過ぎたところです。 

のんびりと育児ライフを楽しんでいる所です。 

会議にも参加できず、いろいろご迷惑をかけている中恐縮ですが、

今年も満月祭りを企画しました。 

メールチラシもできましたので、拡散にご協力いただけると嬉し

いです。 

いろいろとイベントが重なっていますが、よかったらお越しくだ

さい。 

よろしくお願いします。 

○○ 満月まつり in京都 ２０１７ ○○○ 

森のざわめき 

ジュゴンの無言 

人民の声は 海を渡れ 

〇○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

◎日時： １０月７日（土） １４時から１８時 

◎場所： 京大 YMCA会館（東一条鞠小路東北角） 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 

 



京都「被爆２世・３世の会」会報№５９   ２０１７年９月２５日 

１９ 

■なかなか例会に出席できなくて 

井坂博文さん（北区） 

議会出張で京都を留守にしてまして、会報の８

月号を先ほど拝見しました。相変わらず内容は重

厚でほんとにお疲れ様でした。私の大会報告も載

せていただいてありがとうございました。 

今回の例会に出席できなくて残念でした。次回

の例会も重なった用事がありまして欠席です。 

 

■核兵器大国にこそ核の放棄を求める！ 

谷口公洋さん（城陽市） 

核実験への抗議声明とても重要な問題提起だ

と思いながら読んでいます。今回の提案に同意し、

以下に少し自分の意見も加えます。 

核実験への抗議声明は当然の事です。しかし、

根本原因は核兵器をあり余るほど持ちながら、他

国に対して「お前は持つな」と強弁する核兵器大

国やそれに従属する日本政府の態度にあります。 

核兵器を自ら放棄して「だからお前も持つな」

という態度こそ、世界の全ての民衆の共感と同意

を得られ、国際的な強力な運動と行動が可能にな

るはずです。 

国連で画期的な条約が実現する中で、今回の問

題は弁証法的にとらえる材料でもあります。 

『北朝鮮（ＤＰＲＫ）』は当然の事、核兵器大

国や日本政府を批判しつつ、上記のような視点も

必要ではないかと思っています。 

 

■「ヒロシマの火」～The Flame of Hiroshima 

山根和代さん（右京区） 

本岡さんのニュース映像を見て、とても感動し

ました。 

原爆の火で思い出しましたが、山口勇子さんの

「ヒロシマの火」という本に感動し、彼女の許可

を得て、英訳をしました。 

The Flame of Hiroshima という題で冊子にして、

原水禁世界大会国際会議で海外の代表者に手渡

したことがあります。 

ワープロを使う時代だったので、フロッピーデ

ィスクにデータはあるはずですが、それをどうパ

ソコンで取り出せるのかわからないのでファイ

ルを添付することができません。 

そのまま眠らせておくのももったいないよう

な気がしています。アメリカ在住の方が、使える

かもしれませんね。本岡さんの活動と共に、英訳

をした「ヒロシマの火」の物語を英文で二世の会

のホームページで紹介させていただいても良い

ような気がし始めています。 

 

■岡山でも核実験に抗議宣伝 

加百智津子さん（岡山「被爆２世・３世の会」） 

北朝鮮の核実験に対する抗議声明をお送りい

ただきましてありがとうございました。共感です。 

岡山でも街頭宣伝をしました。また、岡山「被

爆２世・３世の会」は北朝鮮へ抗議文をメール送

信しました。 

その日は新聞各社、ＮＨＫを除くテレビ局が取

材に来、夕方のニュースでは各局で報道、翌日は

新聞に記事が掲載されました。私などの顔や名前

が出るので、知り合いやご近所さんたちは、「自

分の暮らしからは遠いことという印象を持ちが

ちだけど、身近な人が行動しているのをみると、

自分とも無関係ではないと思える」と言ってくだ

さいます。 

 

■横浜の新市庁舎に被爆樹木の提案 

門川恵美子さん 

（神奈川県原爆被災者の会２世支部） 

声明文 ありがとうございました。機敏な意志

統一で明快な声明、すごいなあと思います。 

先日新入会の京都出身の女性が、京都の会報（転

送分）を読み、さっそくＨＰも見て「頑張ってい

るんですね。すごい！」と感激していました。 

さて昨日は横浜市長の国際署名をもらいに（４

度目？）行きましたが、市長選に勝ったおごりか、

国の動向を見てという姿勢を崩しません。対応し

た国際局の職員も難しいです。でも新市庁舎を建

てる際には被爆樹木を植栽にと言ったら、表情が

緩みました。平和首長会議には出席初めてしたん

ですね。政治的態度を迫ると難しいところも、平

和のバラとかなんとか具体的なものには聞く耳

があるのかもしれません。 

私の頭の中には新市庁舎の玄関横に、ピースガ

ーデンがあり、それぞれに由来の看板があって、

そこに屋根付きの平和証言スペースがあり、週に

１度は誰かが語り部に・・・と妄想が広がります。 
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■核大国ニッポン  堤未果〔著〕 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

最近発行された書籍ですが、内容は７～８年前に書かれた、でも内容は決し

て古くはありません。むしろ国連で「核兵器禁止条約」が採択された今だから、

読む価値があるのかもしれない。「題名」には「ニッポン」が出てくるが、日

本人の登場は、殆どありません。しかし、各場面々々の背景に「被爆者」「広

島・長崎」がある。世界各国に存在するヒバクシャ。「放射能汚染」の場所は

人それぞれ違うが、思いは共通している。そして「広島・長崎の被爆者」に思

いをはせる。また「日本に対する期待」もまた大きい。ここには日本のマスコ

ミにはほとんど登場しない「核」をめぐる問題、外国の実情が取り上げられて

いる。例えば「アメリカの被爆者（兵士）の治療はどうなっているの？」「ア

メリカから見た原爆投下、教科書でどう触れられている？」等、日本国外の「核

問題」が書かれている。どうして「ヒバクシャ」が置かれる立場は、こんなに

似かよってくるのか、と寂しくというか悲しくなってしまう。日本から眺めて

いてはわからない・見えてこないことが取り上げられている。著者には「禁止条約」採択後の、世界の

「核兵器・原発」をめぐる動きを再度レポートして頂きたい、という期待感を持たせる内容でした。 

 

■海の放射線に立ち向かった日本人  奥秋聡〔著〕 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

太平洋上での水爆実験による日本のマグロ漁船の「ヒバク」問題につ

いては「放射能を浴びたＸ年後１・２」でクローズアップされ、注目を

あびたが、この実験の影響を調査した科学者の奮闘はあまり知られてい

ないのでは。ここには放射線・生物などの科学者がチームを組み、水爆

実験の影響を調査する姿を「俊鶻丸」という調査船の動きと共に紹介さ

れている。十分な器具が無い中で、自分で部品を買い集め組み立てる科

学者・どこでマグロを釣るかを決める科学者、前例がない中で「海水に

対する放射の影響は？」と奮闘する姿が浮かび上がる。そして「第５福

竜丸」の船員がうけた「言われなきパッシング」も記されている。この

調査に参加した気象学者たちは、学会として「原子兵器を含めたすべて

の大量殺害兵器の実験、製造、使用の即時禁止と原子力の国際的管理お

よび平和利用に努力すること」という声明を１９５４年５月に発表して

いる。まだこのころの日本には、多くの良心的な科学者が存在していた。

当時としては、大きな問題として考えられていなかった「海の放射能汚染」を、科学的に捉え警鐘

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

小学館新書 

820 円（税別） 

旬報社 

１４００円（税別） 
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を鳴らした日本人科学者達がいた。「フクシマ」の事故も「個人的に」調査をし、その影響を発表

してきた科学者がいたことも紹介されているが、国として科学的調査を行ってこなかったことを、

この調査に関わった科学者は警鐘を鳴らす。 

 

■神の火を制御せよ 原爆をつくった人々  パール・バック〔著〕小林政子〔訳〕 

紹介 平 信行さん（南区） 

アメリカ在住の会員・宮本ゆきさんの「シカゴからのレポート」で、１

９４２年に人類初の核連鎖反応に成功したシカゴ大学実験室の記事が紹介

されていた。これを見て、１０年近くも前に読んだパール・バックの長編

『神の火を制御せよ～原爆をつくった人々』を思い出し、あらためて読ん

でみることにした。原題は『Ｃｏｍｍａｎｄ ｔｈｅ Ｍｏｒｎｉｎｇ』、

直訳は「暁を制す」となるらしい。原書は１９５９年の出版だが、この日

本語訳『神の火を制御せよ』（丸田浩監修、小林政子訳）の初版は２００７

年で、この４８年間一度も日本語訳出版されてこなかったことが不思議と

されている作品。 

物語は、第二次世界大戦、アジア・太平洋戦争を背景に、アメリカの原

子爆弾開発、「マンハッタン計画」の始動から広島・長崎への原爆投下まで

の５年間のストーリーで、そこに関わる科学者たちの、「科学」への思い、

戦争に翻弄される姿、虐殺兵器の開発に携わることの葛藤を通じて描かれていく。 

長編の小説ではあるがほとんど史実に基づいた物語とされ、登場人物もモデルとなった実在の人物が

「解説」で具体的に紹介されている。唯一ジェーン・アールという女性科学者だけが架空の登場人物だ

が、それはパール・バックその人の化身のようで、パール・バックがもし当事者として渦中にあったら

どう苦闘し、どう行動したかを描いたとされている。 

第１章の「大統領の決断」は１９４１年１２月の日本による真珠湾攻撃まで。原爆開発の動機はナチ

スドイツの原爆開発計画に対する脅威だが、パール・ハーバーがアメリカの第二次大戦参戦を決断させ、

原爆開発に着手する後押しになったとされる。第２章の「真珠湾攻撃の翌朝」は１９４２年１２月２日

のシカゴ大学スタッグ・フィールド観覧席下の地下で世界初の核分裂連鎖反応に成功した日まで。自動

制御できる核分裂連鎖反応炉の開発が決定的に重要な意味を持ち、この成功で人間は核エネルギーを自

らのものとし、核エネルギーの供給を可能とした。その中心を担ったのは宮本さんの「シカゴレポート」

にもあるエンリコ・フェルミで、作品にも実名で登場する。本書のタイトル『神の火を制御せよ』はこ

こから採られたのではないかと思う。第３章の「カウントゼロ」は１９４５年７月１６日、人類初の核

実験と成功の日まで。舞台はニューメキシコ州の砂漠の上。そして最後の第４章『原子爆弾投下』へと

続く。 

“戦争”の時代、アメリカ社会には情報がどのようにもたらされ、アメリカの人々がそれをどう受け

止め、考え、行動しようとしたか。原子爆弾の開発のみならず、それを使用するまでに至ってしまった

背景や経緯、一般市民、科学者たちの胸にあったものが、生き生きと描かれ、作品を読む者に伝わり、

私たちの認識と視野を広げる。真珠湾攻撃だけでなく、フィリピンのパターン死の行進や南京大虐殺も

アメリカの人々に大きな衝撃を与え原爆開発を促すことになった。一方で日本人とアメリカ人の市民レ

ベルの友好、友情も存在し、それを引き裂く日本人収容施設の実態なども描かれる。１９４５年５月の

ドイツの無条件降伏によって原子爆弾はもはや必要ないものとなったはずだが、「マンハッタン計画」

は中止されることなく続行され、目的を戦後の対ソ戦略のために変更されて広島・長崎の投下に至る。 

径書房 

２３００円（税別） 
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パール・バックは史実を忠実に追いながら、アメリカはどうあるべきだったか、科学者はどうふるま

うべきだったかを、物語の展開を通じて訴えたのだと思う。広島・長崎への原爆投下計画に反対する科

学者の署名運動は実際にあったらしく、作品でも最終場面で登場する。主要な登場人物の一人ジェー

ン・アールは「マンハッタン計画」を去った後、物理学の研究から生物の「光合成」の研究に転身する

が、それは核エネルギーから自然エネルギーへの新しい道の必要性を暗示しているのではないかと「解

説」は述べている。１９５９年当時の作品だから如何に先駆的見識だったかということになる。 

２０１７年核兵器禁止条約が採択され、人類は核兵器の禁止、廃絶に向けて、核エネルギーからの決

別に向かって大きな一歩を踏み出そうとしている。核兵器が、核エネルギーが人類と地球環境を破滅さ

せてしまうことを、私たちは体験的に知っており、そのことがこの歩みの最大のエネルギーとなってき

た。一方で、依然として「核抑止力」を信奉し、その「力」にすがりつくことを手放さない国々、人々

が存在し、それを許容する社会のあることを見なければならない。核廃絶のためには、核を許さない社

会が形成され、核抑止力論が克服されていく必要がある。そのためには、どうして、どのようにして原

子爆弾がつくられてきたのかを知ることには重要な意味がある。本書『神の火を制御せよ～原爆をつく

った人々』はお薦めしたい作品だ。 

 

■私たちの決断 あの日を境に・・・・  原発賠償京都訴訟原告団〔編〕 

紹介 平 信行さん（南区） 

福島第一原発事故被災地から京都に避難した人々は、国と東電の責任を認

めさせ、原発事故原因の究明を求め、避難の権利を認めさせ、被災者救済の

恒久的対策を求めて原発賠償京都訴訟を闘っています。この５８世帯１７５

人の原告のみなさんの中から３２人の方の体験手記が一冊の法『私たちの決

断・あの日を境に』にまとめられ発行されました。 

 幸せな暮らしが破壊された悲しみ、経ち難い望郷の念、子どもの健康不安、

大人の健康障害、福島と京都の二重生活の困難さ等々を乗り越えて行動する

人たちの姿です。 

妥協しない、屈しない、人として当たり前に生きる姿勢を崩さない、強い

意志に私たちも励まされます。それは、当面の裁判に勝利するだけでなく、

私たちの暮らす国と社会のあるべき姿にもつながるものだと思います。 

一人の執筆者の手記の一部を紹介します。心からの叫びです。 

私たち避難者は、子どもの健康を考え避難しました。自分の不安な気持ちを抑えきれず怖さに耐えき

れず、避難しました。 

町の人が次々にいなくなってしまって、やむなく非難しました。 

愛する家族と離れ離れになりますが避難しました。 

友だちにさよならも言わずに避難しました。 

頑張ってきた仕事をやめて避難しました。 

避難したくても、ガソリンが手に入らずに避難できませんでした。 

部員で一丸となって目指していた全国大会の夢が断たれても避難しました。 

国や自治体の指示を待ち屋内退避していたら、思っていたよりもとても遠くに避難させられ、病気に

なりました。 

避難中に知り合いのおばあさんが亡くなりました。 

避難先でなかなか仕事が見つからず、ふるさとへ戻ることにしました。 

耕文社 

１２００円（税別） 
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ちくま新書 

８６０円（税別） 

子どもが避難先の生活に馴染めず除染の進まないふるさとへ戻ることにしました。 

避難先で家賃が支払えずに、身も心もぼろぼろのまま戻ることにしました。 

避難することを今も理解されず、深い溝をお互いの間に残したまま、避難しました。 

避難したくても、家族に言えない女子学生がいました。 

たくさんの人に読んでいただきたいと思います。私も原告のみなさんを支援する会の共同代表の一人

としてメッセージを寄稿しています。 

 

■フランス現代史 隠された記憶  宮川裕章〔著〕 

紹介 石田信己さん（左京区） 

すっかり秋めいて来た９月中旬、韓国の友人を介して招待状が届いた（別項

参照）。韓国・広州市にある「ナヌムの家」・安信権所長名の「遺品記念館及び

追悼館オープン記念式」参席依頼通知であった。 

 折しも発刊されたばかりの「フランス現代史」を読み始め、３分の１ほどを

読み終えた時、ページは第二部「第二次世界大戦」の冒頭・第四章「ユダヤ人

移送の十字架～背負い続ける罪」の項、パリ北郊にあったナチス・ドイツ占領

下にあってヴィシー政権がユダヤ人を収容し鉄路にてポーランドのアウシュヴ

ィッツ強制収容所に送り込んだドランシー収容所の記録の記述にさしかかって

いた。このパリ北郊の収容所からアウシュヴィッツ強制収容所に送られ奇跡的

に生還した一人、今でもドランシー収容所跡で自らの苛酷な体験を語るペルコ

ヴェール氏のインタビュー、「当時、大多数のドイツ人がナチスに目をつぶり

、追従したことは認めなければなりません。それでもドイツ国民への怒りはありません」フランス人に

対しても同じと語り憎悪が残るのは「フランスのナチ、つまり対独協力者だけです」と言う。理不尽に

性奴隷にされたハルモニたちがかっての宗主国「日本帝国主義」の現在を訪れその悲壮な体験を語る文

脈に一致するのである。 

 第六章「悲劇からの出発」冒頭の村民６４２名の「虐殺の村」、今日に至って廃墟のまま保存されて

いる「オラドゥール村」、村長にもなった当時４歳であったレイモン・フリュジェ氏は語る、「被害者

の側から働きかけた方が和解は進む」「彼ら（ドイツ人）が強い罪悪感を持っていることが伝わってき

ました。ドイツ人が事実を認めれば………」「ドイツ側に求めたのは謝罪ではなく事実を認めること」

と。この虐殺を行ったナチス親衛隊には独仏国境地帯のアルザス地方（当時はドイツ領～歴史的係争地

）の出身者が含まれていたと言う。この虐殺事件を戦後裁いた法廷には被告２１名のうち１４名がこの

地方出身者、文字通り「豆殻で豆を煎る」というおぞましい殺戮だったのである。 

 翻って、戦後、東京裁判を除く７カ国で行われたＢ・Ｃ戦犯の裁判で裁かれた被告は約５７００名、

東京裁判は２８名である。死刑執行は前者９３４名，後者の東京裁判は７名であった。当時は日本人と

された植民地下の朝鮮人が２３名、台湾人が２１名の死刑であったとされる（岩波新書「ＢＣ級戦犯裁

判」参照）。「豆殻で豆を煎る」ことを行ったのは如何なる構造なのか、今日的課題として捉え克服が

問われている。訴追を逃れた岸信介、辻政信の二人は少なくとも断じて忘れてはならない戦争犯罪者と

思う。「豆殻で豆を煎る」ことを行った相対立的に位置する、かつ典型的戦犯張本人たちであるからで

ある。ハルモニたちが「豆殻と豆」とともに性奴隷理不尽を強制されていたことはこの構造と繋がり、

切り離せない不条理であろう。 

 第八章「ドゴール・フランス・アルジェリア」の「見捨てられた人々」ではアルジェリア独立後も両

国間で翻弄され続けた「アルキ」と呼ばれるアルジェリア出身のフランス側の補充兵についてその後を
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記録する。その一人は語る、「私は補償金など要らない。傷つけられた名誉を回復してほしいだけです

。最後の最後までフランスのために戦い、捨てられた私たちの気持ちを世の中に分かってほしい。アル

キを見捨てたのはドゴールの失策であり、戦争犯罪です」。この告発は映画「ジャッカルの日」の背景

であり、ハルモニたちの告発に通底するものである。 

 蛇足的になるが日仏の交流にもふれられている項がある。章は前後するが第二章「長崎のフランス兵

」の項、第一次世界大戦を前にした清朝内乱、乱義和団の乱で負傷したフランス兵は長崎と広島に運ば

れ手当を受け、死亡者は広島では比治山陸軍墓地に、長崎では坂本国際墓地に埋葬されていると言う。

当時の同盟国間のこととは言え、この二都市が軍事要塞都市であったが故、後に人類最初の被爆地とな

ったことを歴史のアイロニーなどとおよそ論ずることはできない。 

 わが国近代化の負の遺産、そのひとつ一つを追求、記憶、克服、和解することを願い、この一冊を読

書の秋に推薦する。  
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■ヒバクシャ署名へ対応割れる 京都府内の首長 

核兵器の廃絶を求める「ヒバクシャ国際署名」の活動が京都府内でも広がる中、 

府内の自治体首長の対応が分かれている。山田啓二府知事と９市町村長が署名した 

一方で、核兵器廃絶の趣旨には賛同するものの「政治利用される恐れがある」などとして二の足を踏

む首長も多い。府内で、広く市民の署名を集めている団体は「首長が署名すれば、より大きな核廃絶

へのメッセージになる」と協力を求めている。 

 ヒバクシャ国際署名は、全国の被爆者らでつくる「日本原水爆被害者団体協議会」（日本被団協）

が中心となり、海外の団体と協力して昨年から進めている。「被爆者は核兵器を廃絶する条約を結ぶ

ことをすべての国に求める」趣旨で、２０２０年までに世界で数億筆を集める目標を掲げており、毎

年秋の国連総会に提出する。京都でも７月に発足した「ヒバクシャ国際署名京都の会」が署名活動を

始め、これまでに府内で約８万５千筆を集めた。 

 京都新聞が府内自治体に首長の署名状況を尋ねたところ、選択肢から回答しなかった舞鶴市を除く

府と府内２５市町村の首長のうち、署名したのは山田知事と門川大作京都市長、山崎善也綾部市長、

桂川孝裕亀岡市長、安田守向日市長、西村典夫笠置町長、手仲圓容南山城村長、寺尾豊爾京丹波町長、

吉本秀樹伊根町長、山添藤真与謝野町長。 

 署名した理由は「被爆者が訴える核兵器廃絶に賛同する」（桂川亀岡市長）、「核のない真の恒久平

和の実現を強く訴える責務がある」（寺尾京丹波町長）などだった。 

 一方、宇治、宮津、八幡、京丹後、南丹、井手の６市町長は「署名する予定はない」と答えた。「内

容にかかわらず市長個人の署名は断っている」（山本正宇治市長）、「考え方には賛同するが、特定の

取り組みへの具体的な協力は控えている」（佐々木稔納南丹市長）と理由を説明する。 

 他の１０市町長は「検討中」という。ほとんどの首長が、核廃絶を目指す署名の趣旨には賛意を示

す一方で、堀忠雄和束町長のように「（署名が）政治的に利用されないか慎重になっている」との声

もあった。 

 日本被団協が署名欄に、日本政府が参加を見送った核兵器禁止条約への締結を求めていることに注

目する首長もいる。「検討中」と回答した首長の一人は「署名すれば政府の方針を批判しているよう

に映る。共産党支持者の多い団体が署名活動に加わっていることも気になる」と漏らす。 

 日本政府が条約に参加しなかったことには、多くの首長が「コメントする立場にない」と答えた一

方、「政府が参加しなかったことは残念」（山崎綾部市長）、「核廃絶を訴える好機を逃した」（安田向 

日市長）と指摘する首長もいた。 

 ヒバクシャ国際署名京都の会事務局の小杉功

さん（６４）は「政治事情や参加団体がどうこう

ではなく、被爆者の核廃絶への思いをくみ取って

ほしい。署名を大きな力にして世界を動かした

い」としており、今後、首長への働き掛けを強め

ていくという。 

（２０１７年９月３日 京都新聞） 

 

核兵器の廃絶を求めて「ヒバクシャ国際署名」協力を街

頭で呼び掛けるメンバーら（京都市右京区） 
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■原発事故、国の責任認めず＝前橋地裁と判断分かれる－避難者訴訟判決・千葉地裁 

東京電力福島第１原発事故で、福島県から千葉県に避難した１８世帯４５人が、国と東電に慰謝料

など約２８億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が２２日、千葉地裁であった。阪本勝裁判長は「国は

大津波を予見できたが、事故を回避できなかった可能性がある」と述べ、国への請求を退けた。一方、

東電に対しては、４２人に約３億７６００万円の賠償を命じた。 

 全国に約３０ある同種訴訟で２件目の判決。１件目の前橋地裁判決は国の責任を認めており、判断

が分かれた形だ。１０月１０日には原告数が約３８００人と最も多い福島地裁で判決が予定されてお

り、判断が注目される。 

 大津波を予見できたかが最大の争点だった。阪本裁判長は、政府機関が２００２年に公表した津波

の長期評価に基づき、「遅くとも０６年までに敷地の高さを超える津波を予見できた」と述べた。 

しかし、非常用電源の高台設置などの対策を採ったとしても、時間的制約や津波被害の大きさから、

事故を回避できなかった可能性があると指摘。「規制権限を行使しなかったことが著しく合理性を欠

くとは認められない」と判断した。 

東電に対しても、大津波を予見できたと認定したが、「対策を完全に放置したとまでは評価できな

い」と言及。慰謝料を増額するような重大な過失があったとは言えないと述べた。その上で、過失の

有無にかかわらず事業者が賠償責任を負うことを定めた原子力損害賠償法に基づき、請求の一部を認

めた。 

原告側は事故で生活基盤を失ったなどとして、１人

２０００万円の「ふるさと喪失慰謝料」を求めていた。

判決は「事故と因果関係のある精神的損害として対象

にすべきだ」とし、一部の支払いを命じた。建物や家

財道具など個別の損害も認めた。 

３月の前橋地裁判決は、「国は津波を予見でき、非

常用電源の高台設置などで事故は防げた」と判断。国

と東電の責任を認め、原告の約半数に当たる６２人に

総額３８５５万円を支払うよう命じた。 

（２０１７年９月２２日 時事通信） 

■核兵器禁止条約 前進 ５１ヶ国条約署名見通し 国連式典 

核兵器の使用などを史上初めて禁止する核兵器禁止条約の署名式が２０日、ニューヨークの国連本

部で開かれ、国連関係者によると、４２カ国が署名した。初日だけでブラジルや南アフリカなど非核

保有国５１カ国の代表が署名する見通しで、条約は発効に向けて大きな一歩を踏み出す。  

 今年７月に１２２カ国が賛成し採択された禁止条約は、署名後に国内手続きを経て批准した国が５

０カ国に達した日から、９０日後に発効する。国連のグテレス事務総長は式典で「核兵器なき世界と

いう目標に向けた重要な一歩」と発言。一方で核保有国が反対する現状も踏まえ、「核兵器廃絶に向

けた厳しい道を歩み続けなければ」と訴えた。また「広島と長崎の被爆者の証言が交渉会議に力を与

えた」と述べ、被爆者をたたえた。  

式典には、田上富久・長崎市長や、朝長万左男・日赤長崎原爆病院名誉院長、日本原水爆被害者団 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2017092200761&g=soc
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▼かっての南方特別留学生

のサイド・オマールさんの

墓参、いつかはなんとかしな

ければと漠然とした思いだけを

持っていました。それが、この夏、榊

原さんから広島大学広報誌の貴重な記事が寄せ

られ、山根さんからマレーシア訪問に伴う情報が

レポートされ、お二人に背中を押されるようにし

て圓光寺さんを訪問。オマール忌のことを確かめ

て、「２世・３世の会」として初めて参加するこ

とになりました。メーリングリストでやりとりし

た内容を１２ページからの「サイド・オマールさ

んを訪ねて」に再現しました。お読みください。 

▼来月１０月２０日は京都「被爆２世・３世の会」

の結成５周年の日です。結成時に参加された２

世・３世会員は３７人、賛助会員（当時）は３５

人でした。今、「２世・３世」の会員は５５人、

その他の会員は３９人になります。活動の広がり

に応じて新規入会者も増え、特にホームページ開

設以降はこれまで接点のなかった人たちとネッ

トを通じての触れ合いが広がっています。慌ただ

しくしていて、節目の５周年だと言うのに催しも

のは何もできませんが、しっかりと５年間活動を

続け、蓄積してきたことだけは、みなさん、頭の

隅にでも置いておいて下さいね。（平） 

 

体協議会（日本被団協）の田中熙巳代表委員らが出席。田上市長は「大きな前進の日。無駄にしては

いけない」と話した。被爆者運動を先導した谷口稜曄（すみてる）さんと元長崎大学長の土山秀夫さ

んの遺影も式典会場に持ち込まれた。  

 核兵器禁止条約は核兵器の使用や使用の威嚇、貯蔵、開発な

どを幅広く禁止。広島、長崎の被爆者や核実験被害者の「受け

入れがたい苦しみに留意する」との文言も盛りこまれている。  

 米国やロシアなど核保有国は条約制定に向けた交渉会議す

らボイコットした。米国の「核の傘」に依存する同盟国の日本

や韓国、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国の多くも同様だ。  

（２０１７年９月２１日 毎日新聞） 

■国 遺伝的影響に否定見解 広島地裁 被爆２世援護訴訟 

国が被爆２世への援護を怠っているのは幸福追求権などを保障した憲法に反するとして、広島や山口

など５県の被爆２世２２人が１人当たり１０万円の慰謝料を求めた訴訟の口頭弁論が２２日、広島地

裁であった。国側は、親の被爆による遺伝的な影響は認められていないと主張した。 

国側は準備書面で「被爆２世への影響は科学的に認められていない。親と同様の健康診断の義務が

国にあるとはいえない」などとした。原告側はこれまでの主張で、日本遺伝学会の見解や各種の研究

で、発がんリスクの増加などの遺伝的影響の可能性があると指摘している。 

この日は、広島市や廿日市市の５０～６０代の被爆２世４人が６月に追加提訴した訴訟の第１回口

頭弁論もあり、父が入市被爆した原告の農業森田修さん（６７）＝柳井市＝が意見陳述。「幼少から

病弱で、５年前からがんや胆のう炎を相次いで発症した。親の被爆の影響があると思う。何らかの救

済措置を」と訴えた。（２０１７年８月２３日 中國新聞） 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

１０ １ 日 国際婦人年京都集会（１３時３０分・ウィングス京都） 

 2 月  

 ３ 火  

 ４ 水  

 ５ 木  

 ６ 金 
ノーベル平和賞発表日                        ６・９行動 

キンカン行動 

 ７ 土 満月まつりｉｎ京都２０１７（１４時・京大ＹＭＣＡ会館） 

 ８ 日  

 ９ 月 体育の日                              ６・９行動 

6・９行動 
 １０ 火 

総選挙公示 

生業訴訟判決（福島地裁） 

 １１ 水 日本被団協全国都道府県代表者会議 

 １２ 木 日本被団協全国都道府県代表者会議・全国被爆二世交流会 

 １３ 金 日本被団協中央行動                        キンカン行動 

 １４ 土  

 １５ 日 大飯原発動かすな！関電包囲全国集会（１３時・大阪市・関電本店前） 

 １６ 月 
安保法制違憲訴訟第３回期日 

世界食糧デー 

 １７ 火 貧困撲滅のための国際デー 

 １８ 水 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 １９ 木 「安保法制廃止を訴える」１９日行動 

 ２０ 金 京都「被爆２世・３世の会」結成記念日（２０１２年）                 キンカン行動 

 ２１ 土 国際反戦デー 

 ２２ 日 

総選挙投票日 

時代まつり 

「原発の電気は高くつく」講演会（１３時３０分・パタゴニア京都） 

 ２３ 月  

 ２４ 火 国連軍縮週間 国際連合発足（１９４５年） 

 ２５ 水  

 ２６ 木  

 ２７ 金 キンカン行動 

 ２８ 土 尹 東柱の詩碑除幕式（１１時・宇治市志津川仙郷谷地先） 

 ２９ 日  

 ３０ 月  

 ３１ 火  

 


