
京都「被爆２世・３世の会」会報№７４   ２０１８年１２月２５日 

１ 

 

 

 

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

 

１２月２３日（日）被爆者をはげますつどい・クリスマス平和パーティー 

「２世・３世の会」参加者一同 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

京都「被爆２世・３世の会」の２０１８年 １年間お疲れ様でした！ ２ 

２０１９年１月から、被爆２世・３世の健康実態をもっと深く、もっと詳しく 

明らかにしていくアンケート活動にとりくみましょう ４ 

勝利宣言 政府と三菱重工がトルコへの原発輸出を断念しました！ 

     私たち民衆の勝ちです！  守田敏也 ６ 

原発賠償京都訴訟控訴審第１回弁論の報告  上野益徳さん ９ 

２０１８年被爆者をはげますクリスマス平和パーティーを開催 １２ 

会員から会員へ＠みなさんからのお便り紹介 １３ 

本・ＤＶＤ・映画・番組の紹介と交流 １５ 

SCRAPBOOK／ 「逃げざるを得なかった」と原告 原発事故避難者控訴審始まる（京都） １７ 

 日立の英国での原発計画「もう限界」 会見で中西会長（朝日） １７ 

 被爆者の証言集 再び光を 仏像修理士 再発行めざす（朝日） １８ 

 原爆症認定 東京高裁も支持 長崎で被爆の男性（中國） １８ 

 被爆死の南方特別留学生オマールさん 京都で広がる継承の輪 １９ 

編集後記    １９ 

２０１９年１月の行事カレンダー ２０ 



京都「被爆２世・３世の会」会報№７４   ２０１８年１２月２５日 

２ 

京都「被爆２世・３世の会」の２０１８年 

１年間お疲れ様でした！ 
 

１. この１年 

１月 原野宣弘さんの絵画作品展（しんらん交流館） 

 石田信己さんを偲ぶ会 

２月 アメリカ・トランプ政権「核態勢の見直し」表明 

 平昌冬季オリンピック 

３月 長崎・ハンフォードプロジェクト（宮本ゆきさん） 

 原発賠償京都訴訟判決言い渡し（京都地裁） 

４月 京都府知事選挙 

 ２０１８年度年次総会 

記念講演 高橋博子さん「アメリカ公文書から迫る原発と核兵器推進体制の闇 

：ＡＢＣＣと核開発」 

 朝鮮半島南北首脳会談 

５月 第３回被爆２世・３世交流と連帯のつどい（西本願寺聞法会館） 

６月 史上初の米朝首脳会談 

 サッカーワールドカップ・ロシア大会 

 大阪北部地震 

 ２０１８年国民平和大行進 

 「働き方改革」一括法案 強行採決 

７月 西日本豪雨 

 増田正昭さん個展 

８月 反核国際サマーキャンプ（南フランス・守田敏也さん） 

 ２０１８年原水爆禁止世界大会（広島） 

 「命の危険があるような」猛暑 

９月 台風２１号直撃・甚大な被害発生 

 オマール忌参列 

 北海道胆振東部大地震 

 沖縄知事選挙 玉城デ二ーさん圧勝 

１０月 石田信己さん一周忌 

１１月 ＣＯＰ２４（ポーランド） 

１２月 改定出入国管理法案、改悪水道法案 強行採決 

 トルコ、イギリスへの原発輸出断念を表明（三菱重工、日立） 

 自民党、臨時国会への改憲案提示できず 

 政府 辺野古の海への土砂投入強行 

 

２. この１年間にあらたに入会されたみなさん 

久保絹子さん 庄田政江さん 

原野朋弘さん 野間優子さん 

坂上 良さん 浦田沙緒音さん 

小林立雄さん 米重俊男さん 

片山健二さん  

現在会員は、２世５３人、３世１０人、その他３８人 合計１０１人 
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３. この１年間に紹介し継承した被爆の体験 

 尾畑正勝さん 平和のために核兵器廃絶を訴えてきた 

 丸岡文麿さん 原爆死を免れて 

 東 義隆さん 爆心地から１３キロ離れた里山で浴びた黒い雨 

 福留美智子さん 綾部と広島で、私の被爆体験と「ふりそでの少女」を語り継ぐ 

 米澤暉子さん 嵯峨の地に眠る父と母と妹と 

 小島義治さん 原爆で母を失い、戦争で父を奪われた孤児たち 

 安井富子さん 自然食・自然療法との出遭いに救われて 

 奥田継義さん 被爆した日、被爆者だと自覚した日、そして認められた日 

 古田傓啓（さかひろ）さん・ツタエさん（古田京子さんのご両親） 

 原爆によって奪われた父と母の幸福 

 塩井一雄さん（庄田政江さんのお父さん） 

 被爆者の父を持って － 広島から平和を 

 

４. ２０１９年度に向けて 

(１) １００人の会員の初志をつないでいく 

 多分野で多彩に活躍する１００人の会員のみなさんだが、京都「被爆２世・３世の会」会

員としての一つの共通軸を持って活動していくようにしよう。 

 その軸は、「被爆２世・３世の健康実態について もっと深く、もっと詳しくしていくた

めのアンケート」 

 放射線の遺伝的影響につていて解明を進めるには、従来の医学的・科学的常識や準拠枠を

取り払い、被爆二世の健康状態についての生の声を傾聴したうえでの、パラダイムシフト

が不可欠である。（森川聖詩さん『核なき未来へ』より） 

(２) 京都「被爆２世・３世の会」被爆体験の継承シリーズ（現在№７０まで）、及び被爆二世のノ

ーモア・ヒバクシャ訴訟傍聴記（現在№６８）シリーズの出版へのチャレンジ 

(３) 改憲を許さない！ 

(４) ２０１９年度の主なスケジュール 

 ２０１９年度総会 ４月２０日（土）１３時３０分～１６時３０分 ラボール京都 

 ２０１９年度「２世・３世交流と連帯のつどい」 

 １１月１６日（土）～１７日（日） 岡山市 

 

 

５. 当面のお知らせ 

(１) 会報新年号（№７５）において、会員のみなさんの新年のメッセージを交換しあいましょう。 

 新年のあいさつ、今年の抱負や計画・予定など、原稿をお寄せ下さい。 

 字数は自由。（枠を決められた方が書きやすいと言われる方は４００字以内で、どんなに

短くてもＯＫ） 

 原稿締め切りは１月１０日（木）までにご協力下さい。 

(２) 『核なき未来へ』の著者である森川聖詩さんを囲む会を行います。 

 １月２２日（火）１８：３０～  ラボール京都にて 

(３) １月の例会は１月２４日（木）１８：３０～（ラボール京都にて）です。 
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２０１９年１月から 

被爆２世・３世の健康実態について もっと深く、もっと詳しく 

明らかにしていくためのアンケート活動をとりくんできましょう！ 

 

１. 目的 

 被爆２世・３世の健康実態を、もっと深く、もっと詳しく明らかにしていくために、

あらためてアンケート活動を行おうと、例会で話し合ってきました。 

 その趣旨、目的は、次のページのよびかけ文（案）をご覧ください。 

 

２. とりくみ方 

(１） これまでとりくんできたアンケート、交流会での分科会での話し合いの内容を資料としてま

とめ、より多くの２世・３世のみなさんに提供します。 

 ２０１５年の京都「被爆２世・３世の会」独自の「被爆２世健康実態調査」 

 ２０１６年～２０１７年の日本被団協「全国被爆二世健康実態調査」 

 ２０１７年と２０１８年の「被爆２世・３世交流と連帯のつどい」分科会報告 

 その他 

(２） 資料に基づいて、もう一度自身の誕生時、幼少の頃から現在までの健康状態について見つめ

直し、より正確で詳細な回答を書いていただくとりくみを行います。 

 アンケート項目は別途提案します。 

 アンケート項目は関係する医師や専門家などのアドバイスもいただいて確定します。 

(３） アンケート協力を依頼する人々 

① 名簿に基づいた一律的なアンケート協力依頼方式はあらため、一人ひとりきちんと趣旨を

訴え、協力を得られる人たちを基本にしていきます。 

② 具体的には 

 京都「被爆２世・３世の会」の会員 

 会員とつながりのある被爆２世・３世 

 趣旨を訴え、協力を得られる被爆者 

 その他、広くアンケート活動への参加をよびかけ、協力をしていただける２世・３世 

 他地域の「２世・３世の会」にもよびかけます。 

(４） とりくみの期間 

 ２０１９年２月～５月 

(５） アンケート回収の目標 

① 目標は２００人 

② 参考 

 ２０１５年の「被爆２世健康実態調査」の回答者数 １０６人 

 現在の会員数 ２世５３人、３世１０人、その他３８人 合計１０１人の力で 

 従来の調査活動は２世だけが対象でしたが、今回は被爆３世の調査も重視し、３世か

らのアンケート回収も積極的にとりくみます。 

 

 

次ページは、これからとりくむアンケート活動の趣旨とよびかけのための文章（案）

です。参考にご覧下さい。 
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被爆２世・３世の健康実態について 

もっと深く、もっと詳しく明らかにしていくためのアンケート 

にご協力下さい 

２０１９年１月～４月 

京都「被爆２世・３世の会」 

 

はじめに 

京都「被爆２世・３世の会」は２０１２年１０月の創立以来、私たち被爆２世・３世の健康実態につ

いて問い続けてきました。悩んでいること、苦しんでいること、不安に思っていることはないのか。幼

い頃はどうだったか、今はどうなのか、と。２０１５年、京都「被爆２世・３世の会」独自に「被爆二

世健康実態調査」を行いました。２０１６年から２０１７年にかけては日本被団協の「全国被爆二世実

態調査」に参加しました。また、２０１７年と２０１８年には広島、岡山、京都の「２世・３世の会」

共同で「交流と連帯のつどい」を開催し、その分科会で被爆２世・３世の健康問題を話し合い、様々な

実情、実態を出し合ってきました。 

被爆２世・３世は誰もが健康上の問題を抱えているわけではありません。しかし、生まれた時や、そ

の後の半生において様々な健康上の問題を経験し、障害に見舞われてきた人が少なくないことも明らか

になっています。その実態は、幼い頃の過去の思い出から、今も続く重篤なものまで多岐にわたります。 

アンケート活動などを通じて特徴的だったことは、自分だけではないかと思っていた健康上の問題が

他の被爆２世にも共通してあることを初めて知ったり、他の２世・３世の状況を聞いて自分にも同じ症

状のあったことをあらためて思い出したり、気付いたり、再認識する事例がたくさんあったことでした。 

そこで今回、これまでのアンケートや話し合いで明らかにされた実例、内容をできる限り具体的に紹

介し、それを参考にしながら、被爆２世・３世一人ひとりがもう一度自分の健康状態の“これまでと今”

について見つめ直していくことを呼び掛けることにいたしました。これまでのとりくみの上に、もう一

度２世・３世の健康実態について深掘りし、より真実に近づいていこうというとりくみです。 

従来の同種の調査やアンケート活動は「２世」に限定されたものがほとんどでした。しかし、被爆に

よる世代を超えた健康影響は、２世だけでなく３世まで含めて見る必要があると考えています。そのた

め今回は「被爆３世」のみなさんにも呼び掛け、文字通り「被爆２世・３世」一体の健康実態調査アン

ケートとしてとりくむことにいたしました。 

被爆２世・３世に生じた健康問題の実態をより詳しく深く明らかにしていくことにより、放射線被ば

くの世代を超えた影響の真実に迫っていきたいと思います。そして放射線被ばくによる被害者の救済と

対策を求め、真の放射線防護の確立、核の脅威のない世界に向けて貢献していきたいと思います。 

 

以下に、京都「被爆２世・３世の会」の「被爆二世健康実態調査」（２０１５年）、日本被団協の「全

国被爆二世実態調査」（２０１６年～１７年）、京都・広島・岡山の「２世・３世の会」共同開催の「交

流と連帯のつどい」分科会での話し合い（２０１７年、２０１８年）の、各要旨を紹介します。 

やや長文の資料とはなりますが、一人ひとりの被爆２世・３世が自身の半生に真剣に向き合い、告白

するようにして語られてきた貴重な資料です。まず、お読みいただくことをお願いいたします。 

 

その上で、別紙の「被爆２世・３世 健康実態調査アンケート」にご協力いただくようお願いいたし

ます。質問項目の多くは、あなたの過去と今の健康状態についての記述方式です。できるだけ具体的に

詳述していただくことをお願いいたします。スペースが足りない場合には別紙への記入も含めてご協力

をお願いいたします。 
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【勝利宣言】 

政府と三菱重工がトルコへの原発輸出を断念しました！ 

わたしたち民衆の勝ちです！ 
守田敏也さんのブログ「明日に向けて」№１６２７（２０１８年１２月４日） 

 

●勝利宣言！ 

トルコへの原発輸出をくいとめたぞ～～！ 

みなさま。日本政府と三菱重工がトルコのシノッ

プへの原発輸出を断念しました！やったあ！私

たち民衆の大勝利です。ここに高らかに勝利宣言

を発します！ 

この勝利はなんといってもトルコのみなさんの

努力によってもたらされたものです。同時に世界

民衆の「危険な原発の建設・運転をやめよ」とい

う声の高まりこそがもたらしたものです。 

トルコのみなさんに心からの祝福と感謝を述べ

たいと思います。そして私たちは祝杯をあげまし

ょう！ 

建設予定地だったシノップの写真をご紹介しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

● 民衆運動の高まりが輸出・建設を阻んだ！ 

この事実は本日４日午前中に日経新聞が報じ、午

後になって東京新聞によって報じられました。今

後各社の報道が続くと思います。東京新聞の以下

では以下のように書かれています。 

「政府と三菱重工業が、共同で進めてきたトルコ

への原発輸出を

断念する方向で

検討に入ったこ

とが４日わかっ

た。関係筋が明

らかにした。建

設費が５兆円と

当初想定の２倍

にのぼる見込み

となり、安価な

建設を求めるト

ルコ側との交渉が難航しているためだ。 

安倍晋三政権は原発の海外輸出を成長戦略の柱

に掲げており、トルコへの輸出計画が頓挫すれば

戦略の見直しは避けられなくなる」 

断念の最大の理由は「建設費が５兆円と当初想定

の２倍にのぼる見込み」となったこと。採算がま

ったく合わなくなったことにありますが、理由は

安全対策のための建設費が高騰したこと。 

ではなぜ安全対策が強化されたかといえば、原発

の危険性に目覚めた私たち日本民衆をはじめ、世

界各地で民衆が起ちあがり、運転や建設の中止を

求める声を高めたからです。 

原発路線をひた走る各国政府は「安全対策」を強

化することで批判をかわそうとしたわけですが、

そのために莫大な費用がかかってしまい、それで

もう採算が合わなくなってしまったのです。 

だからこの勝利は私たち民衆がつかみとったも

のです！ 

 

● これでトルコと日本の友情が守られた！ 

このことでトルコと日本の信頼関係が守れたこ

とも強調したいです！ 

僕はこれまでトルコに４回招かれ、各地で講演さ

せていただきましたが、そのたびに感じたのはト

ルコの方たちの日本に寄せてくださっている篤

い信頼でした。 

トルコでは「エルトゥールル号遭難事件」が広く

知られています。オスマン帝国の軍艦が１８９０

年に日本に親善訪問した帰途に和歌山沖で海難

事故で沈没。近くの漁民たちが命がけで生存者を

救助し、日本海軍が彼らを祖国に送り届けたので

した。 

この話は映画にもなっています。予告編をご紹介

します。 

『海難 1890』 

https://www.youtube.com/watch?v=Iadt_c4pBwI 

こうしたことからも、また日本が原爆を落とされ

ながら平和国家として再建してきたことからも、

トルコの方たちの日本への信頼感はとても篤い日経新聞 20181204より 

https://www.youtube.com/watch?v=Iadt_c4pBwI
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ものがあります。 

だからトルコで奮闘している人々に招かれた僕

の役割は「日本の安倍首相は大嘘つきです。けし

て信用しないでください」と繰り返すことでした。 

そんな中でトルコの方たちが日本の原発を断固

拒否し、さまざまな行動を重ねてくれて中止にい

たったわけですが、僕はこれでかえってトルコか

らの日本への信頼が守れたとも思っています。 

原発が事故を起こし、トルコの人々を傷つけ、長

年に亘る友情も失ってしまう危険性が遠のいた

からです。 

僕は日本国の利害のために動いているわけでは

ありませんが、僕の方がよほど日本への信頼を守

り、日本人総体のためにもなる活動を重ねている

とも思います。 

 

 

 

はじめてトルコで

講 演 し た 翌 日

(2014 年 3 月)の新

聞記事。通訳して

くれているのはプ

ナールさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本からのアピー

ルをいつも丁寧に

大きく扱ってくれ

るトルコのマスコ

ミ 

 

 

 

 

 

● いろんな方たちが奮闘した！ 

ちなみにこうした活動に大きく貢献してくださ

った２人の日本の友を紹介しておきたいです。 

１人は丹下紘希さんです。丹下さんは「あなたを

心配する手紙」というトルコ語で語るビデオレタ

ーを作り、たくさんのトルコの方たちの胸を打ち

ました。 

あなたを心配する手紙 / Dir TANGE KOUKI NOddIN 

https://vimeo.com/92443743 

トルコ語でもし日本から輸出した原発が事故を起こ

したら「謝っても謝りきれない」と訴えた丹下さん 

もう１人は僕がトルコに通い出した時にイスタ

ンブールに在住で、僕の講演のたびにサポートを

してくれ、自らもシノップの集会などを取材して

伝えてきてくれた森山拓也さんです。 

彼がこの９月に行った写真展の記事をご紹介し

ます。 

「原発とたたかうトルコの人々」 同大院生、３

年かけ取材写真 ５９点「現地の声、伝えたい」 

北区で ／京都 

https://mainichi.jp/articles/20180912/ddl/k

26/040/357000c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日新聞の記事より 

僕は丹下さんとも森山さんともトルコを通じて

知り合いました。トルコが私たちの友情をももた

らしてくれました。 

これ以外にも今年トルコを訪問した大熊町議の

木幡ますみさんや、長年、アジアへの原発輸出を

止めるために奮闘されてきたノーニュークスア

ジアフォーラムの佐藤大介さんなど、日本側から

https://vimeo.com/92443743
https://mainichi.jp/articles/20180912/ddl/k26/040/357000c
https://mainichi.jp/articles/20180912/ddl/k26/040/357000c
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活躍された方はほかにもたくさんおられます。 

 

● プナールさんに心から感謝を伝えたい！ 

もちろん僕ら日本側の人々が担えたことはほん

の一部で、今回の勝利はなんといってもトルコの

方たちの努力でつかみとられたことを再度、強調

しておきたいです。 

たくさんの方の顔が浮かぶのですが、トルコと日

本のかけはしとなっての活躍ということでは、な

んといってもプナール・デミルジャンさんの活躍

に感謝を述べておきたいです。 

彼女は僕がはじめてトルコに招かれた 2014 年 3

月、通訳がいなくて困り、プロの通訳協会に頼ん

だ時に「私がボランティアで引き受けます」と彗

星のように現れてきてくれたのでした。 

しかもその時から原発に反対するアクティヴィ

ストとして行動し、僕がトルコに行くたびに行動

を共にしてくれたり、さまざまな運動に参加して

奮闘してきてくれました。 

国際会議にもたびたび参加し、日本にも数回にわ

たって来てくださいました。今年 9月に訪日して

くれたときの動画をご紹介します。 

20180925 UPLAN PinarDemircan「トルコの原発を

とりまく状況」  

https://www.youtube.com/watch?v=qaacGhnc6Zs 

こうしたプナールさんの奮闘のもと、トルコと日

本の民衆サイドのがっちりした団結が作られ、今

回の本当に嬉しい結果に結びつけられたことを

みなさんにご報告したいです。 

 

●残されたイギリス・アングルシー島への原発輸

出をとめよう！ 

原発輸出は安倍政権の「成長戦略の柱」ですが、

これまでベトナム・リトアニア・台湾で失敗しま

した。東芝も子会社の米ウェスチングハウスが経

営破綻し、海外での原発建設事業から完全に撤退

しました。 

トルコへの輸出計画が失敗に終わることで、あと

は日立製作所によるイギリス・アングルシー島の

計画だけが残りますが、これまた当初のコストを

大幅に上回っています。 

私たちがいま声を大きくすればこの計画も確実

に止められます！そして原発輸出路線を完全に

終わらせれば、日本の原子力政策を止める日も確

実に近づきます。 

だからこそ、今日はトルコでの勝利にみんなで祝

杯をあげ、明日からさらに歩みを強めましょう。

団結すれば核の灯は必ず止められます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イスタンブールの日本領事館の前でトルコ・日本核

合意の撤回を求めて行動するプナールさん 

ご存じのようにこのブログ投稿後の１２月１

６日、今度は日立製作所によるイギリス・ア

ングルー島への原発輸出を断念することが報

じられました。安倍政権による原発輸出政策

が完全に行き詰った状況です。 

詳しくは守田敏也さんのブログ「明日に向け

て」№１６３２（２０１８年１２月１９日）

をご参照下さい。 

https://www.youtube.com/watch?v=qaacGhnc6Zs
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●東電福島第一原発事故被災地から京都に避難しているみなさんが、国と東電の責任、避難の権利、

救済を求めて争っている原発賠償京都訴訟は今年３月１５日（木）京都地裁で一審判決がありました。

その後原告（被災者）、被告（国と東電）双方が控訴し、舞台は大阪高裁での闘いになっています。控

訴審の第１回弁論が１２月１４日（金）行われました。以下、原告団を支援する会事務局の上野さん

のレポートで控訴審の第一回の状況をお知らせします。 

 

 

２０１８年１２月１４日（金） 

原発賠償京都訴訟控訴審第１回弁論の報告 

２０１８年３月１５日 京都原告団を支援する会 上野益徳さん 

 

 

３月１４日（金）、大阪高裁で控訴審第１回期

日が開かれ、たくさんの方が傍聴に駆け付けてく

ださり、裁判所に対してこの裁判は社会的に注目

されているぞということを強く印象づけること

ができました。参加いただいた皆様、ありがとう

ございました。以下、報告です。 

今回は、西日本では初めての控訴審ということ

で、記者会見も行ない、私はそちらに同行したの

で、報告集会には終わりの方しか参加できません

でした。 

 

◆抽選までの状況 

傍聴券を求めて抽選番号リストバンドを受け

取った方は１２５名。京都地裁でも見慣れた方も

たくさん来ておられ、大変勇気づけられました。

遠くかながわ訴訟の村田原告団長、愛知岐阜訴訟

の伊藤原告団共同代表夫妻、関西訴訟からは森松

代表ほか多くの原告さん、ひょうご訴訟からも原

告さんが駆け付けてくれました。今回は記者席が

多く用意されたために一般傍聴席は７５席と少

なめで、約５０名が外れるという厳しい抽選とな

りました。 

大阪高裁では手荷物検査が始まっており、混雑

が予想されるため、当たった方には手荷物検査に

入ってもらい、原告の入廷行進は抽選に外れた方

が玄関前で待機し、拍手で迎えました。そのあと、

抽選に外れた方たちは道案内のスタッフの誘導

のもと、模擬法廷の会場（弁護士会館が取れず、

少し離れた貸会議室）へ移動しました。 

 

◆口頭弁論 

今回は初回ということで、原告を代表して共同

代表の福島さんの意見陳述が行われました。福島

さんは、５分という時間制限の中で原告一人ひと

りの思いを込めたという原稿を読み上げました。

原発事故を無かったものにしたいがために、避難

者を住宅から追い出し、小児甲状腺がんが多発し

ても放射能との因果関係を否定する政府の姿勢

を批判し、避難の正当性を訴えました。そして、

最後に立ちあがり、裁判官に向かって「私たちの

避難の権利を認めて下さい！最後に、私たち原告

一人ひとりの命と裁判官のみなさまの命と向き

合って判断してほしいと強く望みます」と訴えま

した。 

次に原告側代理人（高木弁護士と鈴木弁護士）

による「因果関係に関する控訴理由書」の告知（要

旨）が行なわれました。高木弁護士の部分の要点

は、◇原判決は公衆被ばく限度（年１ｍSv)を規

定した国内法を無視しており誤りである、◇ＩＣ

ＲＰは、低線量被ばくの影響について諸説あるこ

とを前提としてＬＮＴモデルを採用し、公衆被ば

く限度を年１ｍSVと勧告している、◇生活圏内に
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年１ｍSv を超える線量が測定された地域から避

難することは最も重要な社会規範である国内法

に照らしても 相当な行為である、◇原判決は全

文４８０頁のうち、土壌汚染についてわずか半頁

（１３行）しか触れておらず、土壌汚染を軽視し

ている。土壌汚染の軽視は内部被ばくを無視する

ことになる、◇内部被ばくの身体への影響は外部

被ばくよりも大きい、◇チェルノブイリで法では、

内部被ばく量と外部被ばく量を合算して住民の

総被ばく量を算出しており、その推計に土壌汚染

度が用いられている、というものでした。 

鈴木弁護士の部分の要点は、◇原判決は４万

Bq/ ㎡（放射線管理区域）という土壌汚染の意味

を理解していない、◇管理区域内に人は長時間居

てはならないというのが社会通念であり、管理区

域以上の汚染地域から避難するのは社会通念上

相当である、◇モニタリングポストと周辺汚染状

況にはかい離があり、子どもが地面に転がったり

座ったりすることを考えれば、地上１００ｃｍの

空間線量を基準とすることは不合理である、◇原

判決は、避難の時期を２０１２年４月１日までと

した理由の１つにその時期には子どもの避難者

数は減少傾向にあったとするが、京都府において

は４月１日以降も福島県内からの類兼受入避難

者数は確実に増加しており、理由にならない、と

いうものでした。 

次に井関弁護士による損害額認定に関する控

訴理由の告知（要旨）が行なわれました。その要

点は、◇避難指示を受けた者の慰謝料は月額１０

万円に対し、区域外避難者の慰謝料は月額に直す

と１２，５００円で低額にすぎる、◇自身の担当

原告は６世帯だが、そのうち４人が心身に深刻な

不調を来している（具体的な状況の紹介がありま

した）。それほど原発事故による被害は過酷なも

のである、◇交通事故で通院８ヶ月の慰謝料が１

００万円を超えるのと比較しても３０万円の慰

謝料は余りに低額である、◇原判決は、避難から

２年も経てば避難先での生活も安定するとした

が、避難は「一般的な移転」（転勤に伴う引っ越

しなど）とは違う、◇被告東電でさえ、避難先の

家賃を２０１８年３月まで補償しており、２年間

に限定する原判決は変更を免れない、◇原 判決

はコミュニティ侵害を固有の損害とは認めず、慰

謝料算定で考慮すれば足りるとしたが、低額の慰

謝料で考慮されたとは思えない、◇自然、人間関

係、文化など有形無形の権利利益を包含するコミ

ュニティが不可逆的に変容させられ、元には戻ら

なくなった。コミュニティは平穏生活権の基盤で

あり、何物にも代えがたい価値を持つ。コミュニ

ティ侵害について正面から認める判決を求める、

というものでした。 

今回は国側代理人もパワーポイントまで使って

プレゼンを行ないました。しかし、パワポは小さ

い字で何が書いてあるかまったく読めず、小さい

声で早口でしゃべったので、細かい点はほとんど

聞き取れませんでした。要約すると、安全性には

「相対的安全性」と「絶対的安全性」 があり、

原発の規制基準に求められていたのは「相対的安

全性」だった。地震本部の長期評価は「決定論」

に取り入れるほど根拠のあるものではなかった

ので、「確率論」で扱うことにしていた、という

ようなことを長々と述べていました。現実によっ

て破綻した「理論」を正しかったと言い張ってい

る印象で、そんな態度で再稼働を進めているのな

らまたぞろ事故を引き起こすぞ、怒鳴りつけたい

衝動にかられましたが、実際にどなりつけた人が

いたのでした。 

国側代理人の発言が終わったとたん、原告席の

一人が立ち上がり、被告側に向かって「責任逃れ

の言い訳じゃないか」、「また事故が起きるじゃな

いか」 

（正確な言葉は覚えていないのですが）という趣

旨の発言を始めたのです。しばらくして裁判長が

「ここはそういう場ではありません」と言い、田

辺弁護士が「後日反論します」とまとめ、閉廷と

なりましたが、この原告さんの発言はみんな抱い

ていた憤りを代弁したものだったと思います。 

 

◆閉廷後の記者会見 

閉廷したあと、記者会見と報告集会が平行して

開催されました。記者会見には原告の福島さん、

堀江さん（以上、共同代表）、川崎さん、鈴木さ

ん、高木さんの５名、弁護団の川中団長、田辺事

務局長の７名が参加し、私は写真撮影のために同

行しました。 

記者会見では、各原告から第１回期日を終わっ

ての感想や思いが語られました。その要点は次の

とおりでした。 

◆福島さん・・・今日は傍聴席が満杯になり感無
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量です。京都地裁では自分のことを中心に陳述し

たが、今日は原告一人ひとりの思いが詰まった内

容になっている。避難者が置かれている現状と事

故後何も変わっていないことを裁判官にわかっ

てもらいたいという思いで書いた。すべての原告

が笑顔になれる日まで闘いたい。負けられない。 

◆堀江さん・・・たくさんの方が傍聴に来てくれ

て、ありがたかった。子ども３人が原告になって

いるが、そのうち１人がすべて棄却された。娘も、

そして棄却された他の原告も控訴審で認められ

るように闘っていきたい。 

◆川崎さん・・・控訴したのは世の中が何も変わ

らないからだ。事故後、行政にも学校にも訴えた

が、「ここは茨城県だから」という回答しかなか

った。混乱期を過ぎても「安全、安心」の押しつ

けは変わっていない。チェルノブイリ法のように、

安全でないことを前提とした教育や行政のあり

方に変えていくためには国を動かすしかない。何

としても国を変えたい。 

◆高木さん・・・避難を決断するまでに子どもの

健康をはじめ、どれだけつらい思いをしたことか。

京都へ来て、外から福島を見た時に、「もう戻る

のは難しいな」と思った。どうしたら国を変えら

れるんだろうと考えた。私たちが国のあり方を変

えなければいけないと思っている。そのために司

法に訴えて、勝利をかちとりたい。 

◆鈴木さん・・・障がい者の自立生活支援をして

介護事業所の理事長をしていたため、自分が避難

するまでに２年半かかった。避難にあたっては福

祉、医療態勢、交通アクセス、住宅などいろいろ

不安があった。京都地裁判決は避難の期限を２０

１２年４月１日で切っているが、各人の事情を考

慮していない。その後、私は甲状腺がんを発症し

た。そういう被害を国は調べもしないことに憤っ

ている。裁判で決着をつけたいと思っている。 

そのあと川中弁護団長が次のように決意を語

りました。 

原告側の陳述はわかりやすく、争点が明確にな

ったのではないですか？それに対して国側は何

を言っているのかわからなかったが、今後きっち

り論破していきたい。この裁判は、原告はふるさ

とに帰りたいが帰れないという実態を裁判官に

わかってもらわないと勝てない。オリンピックの

競技が福島でも行なわれるということで、すべて

解決したかのようなキャンペーンが強まること

が予想されるので、それが裁判に影響しないよう

われわれも頑張っていきたい。 

 

記者会見が終わったあと、 両弁護士は進行協

議へ向かわれ、原告５名と私は報告集会会場へ向

かいました。会場に着くと１０５席は最前列の一

部を除いてほぼ満杯で、ちょうど関西訴訟原告の

人たちが連帯のあいさつをされるところでした。

そのあと記者会見から帰った原告５名がそれぞ

れあいさつをし、最後に先に報告集会に参加して

いた原告も含め原告全員が前に勢ぞろいして、集

会を終えました。 

 

◆報告集会の様子の報告（この項は平がまとめ

ました） 

 最初に３名の弁護士から今回の意見陳述の内

容と今後の方針について説明されました。 

●高木弁護士（因果関係・避難の相当性について） 

一審判決の３つの重大な問題点（１ｍＳｖが避

難の基準にされていないこと、土壌汚染の危険性

の無視、２０１２年４月１日以降の避難の相当性

の否定）について控訴審ではしっかりと主張して

いく。 

●白戸弁護士（損害論） 

一審判決の３つの問題点（慰謝料認定額の低さ、

損害認定が２年間で切られたこと、コミュニティ

侵害の否定）を重点に主張していく。損害論では

原発事故以降明らかにされている研究者の意見、

論文を積極的に生かしていく。 

●森田弁護士（責任論） 

控訴審における被告側の主張は大半が責任論

で占められている。しかし今日の国の陳述を聞い

て恐るるに足りないと確信した。 

責任論の中心争点は津波の予見性だが、国は

「長期評価」に対する評価を変えてきている。し

かし決定論的評価ではなく、確率論的評価で採り
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いれようとするもので、結局は責任を曖昧にしよ

うとするものに他ならない。 

地震・津波についての新しい証拠は少ないが、

最近重要な情報が明らかになっており、それらの

対応含めてやっていきたい。 

 次に、原告団の萩原共同代表、支援する会共同

代表の石田紀郎先生から挨拶があり、そして出席

原告一人ひとりから今日の感想とこれからの決

意が述べられました。 

 原告のみなさんの発言で共通していたこと

は・・・ 

 たくさんの支援のみなさんの応援と傍聴

参加に涙が出るほどの思いで感動した。 

 福島さんの意見陳述、原告弁護団の陳述は

とても分かりやすいもので、力強かった。 

 国の陳述は、声も文字も小さくて何を言っ

てるのかよく分からなかった。延々と自ら

の責任回避を繰り返す内容には、強い憤り

を感じた。 

全国から支援に駆けつけていただいたみなさ

んから激励と連帯のあいさつが述べられました。

参加いただいたのは、全国支援ネット、神奈川訴

訟団、愛知岐阜訴訟原告団、関西訴訟原告団、ひ

ょうご訴訟原告団のみなさんでした。 

報告集会の中では原告の川崎さんによる篠笛

（しのぶえ）演奏も披露されました。 

 

第２回期日は来年３月１３日（火）１１：００

開廷です。また、第３回期日は６月１３日（木）

１４：３０開廷と午後からに時間は変わります。

引き続き、ご支援のほどよろしくお願いします。 

 

 

 

２０１８年被爆者をはげますクリスマス平和パーティーが催されました！ 

１２月２３日（日）、今年も「２０１８年被爆者を

はげますクリスマス平和パーティー」がラボール京

都大ホールで催されました。被爆者、そのご家族、

そして２世・３世のみなさん含めて約１００人の参

加でした。この「つどい」は、京都生協、京教女性

部、市教組女性部、京都母親大会連絡会、新婦人京

都府本部、京都子どもを守る会、京都原水協、京都

退職教職員の会、京都うたごえ協議会のみなさんと、

そして６年前からは京都「被爆２世・３世の会」も加わって、被爆者のみなさんをねぎらい、励ますた

めに行っているもので、今年で５４回目を迎えます。 

被爆者のみなさんへのお見舞い金の贈呈、心のこもった手作りのモチーフ（ひざかけ）のプレゼント

が贈られ、歌声と民謡の演奏などで楽しいひと時を過ごしました。京都「被爆２世・３世の会」からは、

増田正昭さんによる８人の方の被爆者の肖像画を紹介し、会場で贈呈しました。 

毎年、この「つどい」に参加すること楽しみに一年間頑張って来られた被爆者も少なくありません。

そして、来年も必ずお会いしましょうね、と約束を交わす姿も毎年の情景でした。 
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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。

 

 

■母に負けぬよう全力で 

谷口公洋（城陽市） 

再任用最後の年度でしたが、１０月末で職を辞

し、来春の選挙に出ることを決意しました。多忙

でストレスの多い教職でここまで体力・気力を温

存できたのは様々な偶然が重なった結果です。こ

こまできたら郷里（鹿児島）で一人暮らしをして

いる母親（９１歳。長崎で爆心地から１．５㌔㍍

で被爆）に負けぬように、全力を尽くす決意です。 

 

■もっともっと学びたいと思います 

久保絹子（伏見区） 

会報１１月号に掲載された講演録「原爆症認定

訴訟から学ぶ」はとても勉強になりました。本当

に詳しくよく調べられていて、分かりやすくまと

められていて、いろいろびっくりすることばかり。

知らなかったことばかりで、読ませていただいて

良かったです。知れば知るほど怒りがわいてきま

す。もっともっと学ばなくては、自分は無知なん

だなー、と思い知ることばかりでした。 

被爆二世健診に行きました。まだ結果は届いて

いません。無料で受診できて、こんな制度になる

までは長年のみなさんの血のにじむような苦労

があったればこそ、と感謝しています。 

守田さんの「お便り」を読んで、鞍馬の方大変

だったんですね。昨年の夏、近くまで行きました。

私の住む近くの醍醐寺の山も２０００本の木が

倒れるなどの被害があり、京都全域の自然に被害

があって、まだまだ復旧には時間がかかりそうで

すね。 

本の紹介もありがとうございました。『この世

界の片隅で』と胎内被爆小頭児の本、是非読んで

みたいと思いました。若い頃、ベトナム戦争で枯

葉剤による被害の本を読んで衝撃を受けたこと

を思い出し、日本でこんなことがあったんだと初

めて知りました。 

醍醐の地域で去る１０月１４日、新婦人のフェ

スティバル＆アート展があり、戦争孤児の少年の

話の紙芝居『ぼくたちも温もりが欲しかった』を

見ました。伏見に戦争孤児院があったことは今年

になってテレビで知りましたが、本当に私たちに

は今まであまり知らされていなかった大きな事

実に衝撃を受けています。 

 

■世界の人々との信頼関係を守っているのは草

の根の私たち 

守田敏也（左京区） 

１２月５日（水）、今日も旧日本軍性奴隷問題

の水曜行動に参加しています。今日は多様な方が

参加してくださってにぎやかに行動しています。 

僕がチラシを配っていたら若い女性が立ち止

まり写真を撮り始めました。「日本の方ですか？」

と聞いたら「中国人です」との回答。すぐに中文

のパンフレットを渡しました。 

彼女、日本語も上手で「質問しても良いですか」

と聞いてくる。「もちろん」と答えると「この団

体はどこの国の方たちが参加しているのです

か？」と。 

「ほとんど日本人です！」と答えたら首をかしげ

る。・・・ 

それで「日本の行った侵略の中でこの問題も起き

ました。だから責任を感じてるんです」と語った

ら、まじまじと顔を見て、嬉しそうに「ありがと

うごます！」と語ってくれました。 

さらに話をしたら武漢大学の出身者でした。彼女

が「ぶかん」と発音するので「ウーハンですよね」

と言ったらまたパッと嬉しそうな顔になり、「中

国語をご存知ですか？」と。 

「ほんの少しですが」とお答えしました。ＮＨＫ

の初心者講座の半年分ぐらいなのですが、こんな

時、ちょっと役に立って嬉しいものです。 

しかしトルコの問題といい、この問題といい、世

界の人々と日本との信頼関係を守っているのは

よほど僕らの側です。 

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№７４   ２０１８年１２月２５日 

１４ 

特にいま、韓国の元徴用工の方たちが、虐待され

ながら働かされたのに給料も払われなかった。ひ

どい！補償を！と当たり前のことを語っている

のに、日本政府がひどい対応をしてますますこの

国のひどい姿を世界に見せてしまっている。 

いやそもそもたった今、外国人労働者に対して、

かつて徴用工の方たちに行ったことと同じ虐待、

人権侵害が行われているのです。 

こんな問題をただし、真に世界の人々が仲良くな

っていくためにも私たちは旧日本軍性奴隷問題

の本当の解決を求めてこの行動を続けます。 

みなさん。ぜひ共に歩んでください！ 

 

■来年も頑張っていきましょう！ 

加百智津子（岡山県総社市） 

一年の締めくくりの時季を迎えましたね。 

今年も本当にお世話になりました。おかげさま

で、会報や京都での第３回交流と連帯のつどいを

通じて、たくさんの良い経験、出会い、学びの機

会を得ることができました。京都の皆さまには改

めましてお礼申しあげます。 

会報の今号に掲載の平さんの講演記録「広島・

長崎の被爆者が闘っている 原爆症認定訴訟から

学ぶ」はとてもハイレベルな論文です。圧巻！

“まったくの素人の私にどこまでのことが話せ

るのか自信はありませんでしたが･･･“とお書き

になっていますが、確かに難解な内容ながら、し

っかりと伝わりました。これは是非岡山でなんら

かの機会を設け、お話しいただきたいと思います。

始まって１５年にも及ぶという原爆症認定訴訟。

基本姿勢を変えようとしない国に楔を打ち込み、

大転換をはかれる日を目指すためにも、私たち２

世・３世も科学的なこと、法律的なこと、政治と

どう関わっているかを、ロジックとして確立する

ことは大事ですね。 

前号に石角さんが紹介された『原爆 私たちは

何も知らなかった』を買い求めて読んでいます。

世界を支配したい国家の思惑や科学者の、研究成

果を求めるための過ちがどれほどの民を傷つけ、

命を奪ってきたことか。過去のことは現在、未来

のことでもあるのだと著書が教えてくれていま

す。 

それでは皆さま、来年も少し頑張っていきましょ

う！ 

 

■２０１８年をふりかえり２０１９年を誓う 

平 信行（南区） 

１２月２０日（金）、京都「被爆２世・３世の

会」恒例の忘年会をラボール京都近くの「亀楽」

で行いました。１５人の参加でした。こんな時だ

け参加というのは行きにくい、という人もいろい

ろありましたが、こんな時だからこそ参加して欲

しかったのです。 

この一年、家族の身にいろいろなことの起こった

人もありました。来年は四国は八十八ヶ所霊場巡

りのお遍路さんに挑戦したいという人もありま

した。「２世・３世の会」が本当に学習の場にな

っているので、来年はさらに充実させたいという

決意も披露されました。大きな変化の予測される

２０１９年に向けて、これまでの蓄積を出版物に

して世に問うていきたいとする計画も紹介され

ました。 

また来年は選挙の年、それに関わる話も盛り上

がりました。 

あ、それから、米重俊男さん（米重節男さんの

次男）がこの場で「２世・３世の会」に入会され

ました。
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■フェイクコメディ  青来有一 著 

紹介 平 信行（南区） 

これは小説です。舞台は長崎原爆資料館、時は２０１８年、すなわち今年、

初夏を迎えた５月。主人公は長崎原爆資料館の現職の館長です。 

ある朝、長崎原爆資料館館長は、キッシンジャーと名乗る黒縁の眼鏡を

かけた白人の老人の来訪を受けます。自分では面会の約束をした憶えがな

いのに、館内ネットワークでは「午前１０時にキッシンジャー氏と面談」

と記入されている、不思議な来訪です。館長と二人だけになると来訪者は

「私は、ヘンリー・アルフレッド・キッシンジャーだ」と自己紹介します。

アメリカ合衆国のニクソン、フォード政権時代の国務長官の名前です。館

長はもちろんまともに信じるわけではありませんが、キッシンジャー氏は

「今夜、第４５代アメリカ合衆国大統領、ドナルド・ジョン・トランプが

ここ（長崎原爆資料館館長）を見学する。大統領自らの希望だ。館長とし

て案内してほしい」と用件を切り出します。あまりにも荒唐無稽、ばかばか

しい話なので、館長はやんわりとお断りしようとしますが、キッシンジャー

氏は、そんな返答にはお構いなく、何故トランプ大統領が原爆資料館を訪問するのかその理由をまくし

たてます。 

かいつまんで言えば、間近に迫った米朝首脳会談の後、金正恩との間に問題が発生した場合、世界最

大の核兵器のボタンを握るトランプ大統領が、怒りにまかせて冷静な判断を失ったまま核のボタンに手

をかけるようなことになれば世界は破滅だ。核が使われることになれば世界はどうなるか、大統領にそ

の実際を認識しておいてもらわなければならない。そのための視察だというわけです。 

館長は、これは大仕掛けのドッキリテレビ番組か、本当は館長だけが知らされていない再現ドラマの

収録ではないかと疑い続けますが、それでも結局、キッシンジャー氏の描いた筋書き通りにことは運び

ます。その日の資料館閉館後の夜間、密かにトランプ大統領が―館長はあくまで役者の演じている大統

領だと思っているのですが－来訪するという事態を迎えます。 

何かのトリックだと疑いつつも館長は「大統領」に対して資料館の説明をしていくことになります。

トリックだと思っているのに館長の説明は徐々に熱を帯びていきます。最初は冷ややかな態度で説明を

聞いていた「大統領」も次第に熱心に耳を傾けるようになり、最後には被爆者の凄惨な姿を捉えた写真

の前で涙を流すまでになります。 

そして館長が、「間違いない、この男はホンモノのトランプ大統領だ」と確信する瞬間を迎えます。

といったようなストーリーで物語は展開していきますが・・・・ 

小説のタイトルは『フェイクコメディ』とはされてはいますが、登場するキッシンジャー氏の来歴や、

トランプ大統領の評価、核をめぐる世界の動向など、その一つひとつの表現は詳細で読み応えがありま

す。そして館長の案内する長崎原爆資料館紹介の記述も、本当の館長でないと書けないほど内容のある

ものだと思います。特に長崎の街や資料館の地下に眠る膨大な被爆者の魂の訴えは、読む者を圧倒する

ように感じました。 

尚、この小説は月刊誌『すばる』の２０１８年９月号に掲載されたものです。 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

『すばる』２０１８年９月号 

掲載 ９５０円（税込） 
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■農と土のある暮らしを次世代へ  菅野正寿・原田直樹 編著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

 放射能汚染の影響が、判然としない「福島の農業」の復興に活躍した農業

従事者と、その農業者に寄り添った研究者の論考である。ここには「現地」

に足を運び、農家のサポートに徹した学者の姿がある。原発事故による影響

が判明しない中で「農業」を再建することは、賛否両論があり、農業者に寄

り添う学者に非難の声が寄せられたらしいが、ここには「力強く農業を再建」

する農業者と、その当事者に寄り添う研究者の姿が描かれている。現地で、

放射能汚染の実態を知り、その対策を農業者と共に考える学者。東電・政府

に対する「抗議」が描かれてはいない。従来の「原発事故」に関する書物と

は、すこし色合いが違う。福島県の「真の復興」は、自らの生産と生活を再

建するだけでなく、故郷の復興も実現することである、という。農業は復興

できても、森林・里山の復興はまだまだ先であるという。ここには、「農地」

と「山林」での復興速度の違いが紹介されている。環境省の「義務付け」の

除染対策は殆ど効果がなく、福島の土壌を生かした農業者の「農業と里山を守

ってきてくれた先輩たちの思いをここで途絶えさせたくない」という信念こそが、復興を軌道に乗せ、

放射能汚染の貴重なデータを残していくきっかけになった、という。 

いま「科学者」に問われているのは、現地調査を行い、情報をすべて公開し、科学者が被害者に寄り

添いながら正確な論議をする姿勢ではないか。この姿勢は「原発事故」だけでなく、全ての「公害事件」

にも通じることではないか。 

 

 

■原発事故－新規制基準と住民避難を考える 京都自治体問題研究所原子力災害研究会 編 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

 市販されていない「書物」のため、入手困難かもしれませんが、

原子力規制委員会の「新規制基準」について鋭く分析されている

し、３・１１福島原発事故をめぐる政府・自治体の初期対応から

教訓を導き出している。原発そのものの危険性を洗い出している

のも当然のことである。「新潟柏崎原発」「浜岡原発」「若狭原発

群」の運動・問題点も紹介されている。各章が、それぞれ独立し

ているように編集されており、自分の関心のある・問題意識の強

いところから読んでも、誰にも充分理解できるように短く編集さ

れている。読んで「ますます」原発の危険性が浮き出てくる。廉

価であるのもありがたい。原発問題を語る時に、大いに参考にで

きる内容でもある。 

 

発行所：京都自治体問題研究所 

連絡先 （０７５）２４１－０７６１」 

   ＨＰ    http://www.kyoto-jichiken.jp/ 

コモンズ 

２３００円＋税 

京都自治体問題研究所 
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■「逃げざるを得なかった」と原告 原発事故避難者控訴審始まる 

東京電力福島第１原発事故で福島県や茨城県から京都府内に避難した住民 

らが国と東京電力に損害賠償を求めた訴訟の控訴審第１回口頭弁論が１４日、大阪 

高裁（石井寛明裁判長）で開かれた。原告共同代表の福島敦子さん（４６）が「私たちは自主的に避

難したのではなく、逃げざるを得なかった。国と東電は事故そのものの責任を認め、全ての国民の命

を守ってください」と意見陳述した。 

福島県南相馬市から木津川市に避難する福島さんは、避難は多くの葛藤の中で「苦渋の決断」だっ

たとし、「原発事故は収束していない。原告一人一人の命と向き合って判断してほしい」と訴えた。

国は「津波想定は客観的、合理的なもので否定される余地はない」と述べた。 

避難者らが全国各地で起こした集団訴訟の中で、京都訴訟の原告は、国の避難指示区域外からの自

主避難者が原告の９割を占める。今年３月の一審京都地裁は「各自がリスクを考慮して避難を決断し

ても社会通念上相当である場合はありうる」と判断。津波対策を怠った東電と規制権限を行使しなか

った国の責任を認め、１１０人に総額１億１千万円の支払いを命じた。 

原告側は賠償額や避難時から２年までに生じた被害のみを

賠償対象としている点などを不服として控訴。国と東電も控訴

した。 

 

東京電力福島第１原発事故で京都府内に避難した住民らの控訴審

を前に横断幕を手に大阪高裁に向かう原告団（大阪市北区・大阪高

裁前） 

（２０１８年１２月１４日 京都新聞） 

■日立の英国での原発計画「もう限界」 会見で中西会長 

日立製作所が英国で進める原発新設計画について、同社の中西宏明会長は１７日、「難しい状況。

もう限界だと思う」と述べ、いまの計画のままでの事業継続は困難との考えを示した。英政府に計画

の見直しを求めているが、日立は来年１月にも計画の事実上の断念を決める可能性がある。日本が官

民一体で進める原発輸出では、実現の可能性が残る唯一の計画になっていたが、暗礁に乗り上げた形

だ。 

中西氏は経団連会長としての会見で計画の現状を問われ、「民間の投資の対象には難しくなった」

と述べ、着工の条件とする出資金集めが滞っていることを認めた。東芝など原発メーカーが海外で巨

額損失を出す例が相次いだことが影響しているという。 

計画では、英西部のアングルシー島に原発２基を新設する。日立は、中西氏が社長だった２０１２

年に現地の原子力事業会社「ホライズン・ニュークリア・ 

パワー」を買収して参画。だが、世界的な原発の安全基準 

の強化を受け、総事業費は最大３兆円程度にふくらむ見通 

しになった。 

日立製作所の子会社、ホライズン・ニュークリア・パワー  

の原発建設予定地（手前）。奥にあるのは廃炉作業中の  

ウィルファ原発＝英西部アングルシー島  

（２０１８年１２月１７日 朝日新聞） 
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■被爆者の証言集 再び光を 仏像修理士 再発行めざす  被団協が全国初解散の奈良 

被爆者の高齢化が進み、地域の被爆者団体もなくなったとき、体験をどう継承していくか―。そん

な問題に直面した奈良市の仏像修理士の男性が、奈良県内で散逸した被爆者の手記などの資料を集

め、編み直している。本業と同様「いにしえにまなび未来に伝える」との思いに動かされた。 

入谷
いりたに

方
まさ

直
なお

さん（４５）は広島市生まれ。１歳で引っ越したが、母方の実家は広島にあり、街や被爆

者に思い入れがあった。 

大学で彫刻を専攻し、公益財団法人美術院の国宝修理所技師になった。２０１３年、広島市にある

国宝重要文化財の仏像を修理を担当し、台座の傾きを直したり、漆の剥落止めを施したりしていて「奈

良にいても広島のためにできることがある」と感じた。それが被爆資料と向き合うきっかけとなった。 

奈良県では０６年に県原爆被害者の会（わかくさの会）が日本原水爆被害者団体協議会（日本被団

協）所属の県組織では全国で初めて解散している。調べてみると、会は被爆証言集を８６、９０、９

５年に計３回出していたが、県内の図書館にさえそろっていなかった。 

ＮＰＯ「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」（東京）の資料保存活動も参考に、証言集

の再発行に取り組むことにした。承諾を得るため本人や遺族を訪ね、被爆者対象の健康診断がある病

院で声をかけたこともある。これまでに３冊の６４編中１２編について本人や家族の同意を得られ

た。 

被爆者の手記が書かれた会報や総会の議案書などを託されたこともあった。「小学生からもらった 

語り部の感想文の断片的な情報から、被爆状況が見えてくることもあ

る。どれも貴重な資料です」。被爆者の高齢化に伴い、被爆者団体の解

散は今後も続くとみられている。今年５月には解散を決めた栃木県原爆

被害者協議会の最期の総会を訪れ、資料の保存の大切さを訴えた。 

「継承する会」の代表理事で、広島で被爆した岩佐幹三さん（８９）

＝千葉県船橋市＝は「これからの継承の形として、こういう方の試みが

全国に広がってほしい」と期待する。 

今秋、「ならコープ」の多目的施設「コープふれあいセンター六条」

に、入谷さんが集めた資料を保管する「平和のライブラリー」ができた。

入谷さんは「継承の拠点ができた。地域の被爆者の声をその地域で守り

たい」と話している。 

証言集を手に、被爆者の資料収集への思いを語る入谷方直さん 

（２０１８年１２月１７日 朝日新聞） 

■原爆症認定 東京高裁も支持 長崎で被爆の男性 

長崎の爆心地から約４・２キロの地点で被爆した山本英典さん（８５）＝東京都杉並区＝が、慢性

心不全を原爆症と認定しなかった国の処分を不服として起こした訴訟の控訴審判決で、東京高裁は１

４日、原爆症と認めた一審東京地裁判決を支持、国の控訴を棄却した。 

２０１３年改正の国の認定方針では、疾病の種類ごとに被爆地と爆心地との距離などが一定の条件

に当てはまれば原爆症と認め、該当しない場合は被爆線量や既往歴を総合的に考慮して判断する。  

山本さんは条件から外れるが、高裁の垣内正裁判長は、被爆直後の行動や胃がんと大腸がんで原爆

症の認定を受けていることなどから「慢性心不全が放射線以外の原因によるものと疑わせる事情はな

い」と判断。認定申請を却下した国の処分は違法だと結論付けた。 

判決後に東京都内で記者会見した山本さんは「主張が認められて良かった。核兵器の被害がどれだ

けひどいことか、国が謝罪するまで闘い続ける」と話した。 

（２０１８年１２月１５日 中國新聞） 
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▼１２月１４日から始められ

た辺野古の海への土砂投入。テ

レビのニュースでその映像を見

て心を痛めた人は少なくないと思

います。沖縄県民、国民の民意を無視し、

違法・無法を重ねて行われる悪業であると同時に、

貴重な海の生物たち、サンゴや大浦湾の魚、ジュ

ゴンなどを平然と死滅させてしまう行為に、怒り

と悲しみのないまぜになった思いを深くしまし

た。▼ひるがえって私たち京都の地を見てみると、

北陸新幹線南進計画が進行中です。福井県敦賀か

ら京都を経て新大阪に至る計画ですが、福井から

京都のルートのほとんどは地下トンネルです。芦

生の森を含む京都丹波高原国定公園や北山の

山々の地下を掘り返し、大量のコンクリートを流

し込む大土木工事が脳裏に浮かびます。由良側の

源流も、芦生の原生林も、大規模な自然破壊、自

然体系への影響が生じるのではないか。京都市内

へも深刻な影響を及ぼす可能性があります。▼辺

野古新基地も、新幹線南進も、目的の正当性、必

要性はもはや完全に破綻しています。人々の安全

と暮らしのためにも、大規模自然破壊を許さない

運動を、２０１９年度も強めたいと思います。（平） 

■被爆死の南方特別留学生オマールさん 京都で広がる継承の輪 

墓の地元グループ結成へ 

広島で原爆に遭い、犠牲になった東南アジアからの「南方特別留学生」の一人で、現在のマレーシ

ア出身のサイド・オマールさんの墓が、亡くなった京都市にある寺に立つ。地元で足跡を学び、伝え

る動きが広がりつつある。 

１９４３年に来日したオマールさんは広島文理科大（現広島大）で学び、爆心地から約９００㍍に

あった「興南寮」で被爆。帰国を前に体調を崩し、途中下車した京都市で４５年９月に死去した。当

時１９歳だった。市営墓地を経て市職員らの努力でイスラム教式の墓石に作り替えられ、０１年に左

京区の圓光寺に移された。 

毎年の命日に関係者が集まってオマールさんをしのんできたが、墓を守る会は２００８年に解散。

当時を知る人は減った。同寺の大坪慶寛住職は「市民の誠意で建てられた墓を支え、平和を考える機

会にするには寺だけでは限界がある」と元小学校教諭、早川幸生さん（７０）に相談した。 

早川さんは寺に近い修学院小にいた１９９０年ころ、児童の地域学習で墓の存在を知り、広島の興

南寮跡を訪ねる修学旅行を始めた経緯がある。来年春をめどに市民有志の「供養する会」をつくろう

と仲間の元教員らに呼び掛け始めた。「広島でなくても、オマールさんの墓を通じて原爆を学べる。

『知る扉』が開かれたと考え、語り継ぐ活動を続けたい」と話す。 

広島修学旅行も再開 

こうした動きとは別に、現在の修学院小もオマールさんに再び着目している。一度は修学旅行先を

変えたものの、保護者や教員の希望を受けてことし、４年ぶりに広島を選んだ。オマールさんの墓を

訪れた後の１１月、６年生約１２０人が広島の興南寮跡で当時の留学生たちを知る被爆者の栗原明子

さん（９２）＝安佐北区＝から証言を聞いた。 

「子どもたちが核兵器はいけないと思うためには体感することが大切。オマールさんは京都と広島

をつなぐ身近な存在」と浦杉伸介校長。来年以降も修学旅行で広島を訪れたいという。 

（２０１８年１２月２４日 中國新聞） 
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２０１９年 行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

１ １ 火 元日 

 2 水  

 ３ 木  

 ４ 金 キンカン行動 

 ５ 土  

 ６ 日 新春６・９行動（１４時・清水寺） 

 ７ 月 七草 

 ８ 火  

 ９ 水 新春 6・９行動（１４時・清水寺） 

  １０ 木  

 １１ 金 キンカン行動 

 １２ 土 「ヒバクシャ署名をすすめる京都の会」新春街頭署名行動（１４時・祇園石段下） 

 １３ 日 都道府県対抗女子駅伝 

 １４ 月 成人の日 

 １５ 火  

 １６ 水  

 １７ 木 阪神淡路大震災発生の日（199５年） 

 １８ 金 キンカン行動 

 １９ 土 「安保法制」廃止をめざす１９日行動 

 ２０ 日 原発賠償近畿訴訟団第７回交流会（１３時３０分・兵庫県民会館 

 ２１ 月  

 ２２ 火 
京都原水爆被災者懇談会と京都府との懇談会（１０時・京都府） 

森川聖詩さんを囲む会（18 時３０分） 

 ２３ 水  

 ２４ 木 
京都原水爆被災者懇談会と京都市との懇談会（１４時・京都市） 

京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 ２５ 金 キンカン行動 

 ２６ 土  

 ２７ 日  

 ２８ 月  

 ２９ 火  

 ３０ 水  

 ３１ 木 大飯原発差止訴訟第２３回口頭弁論（１４時３０分・京都地裁） 

 


