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１部 年次総会議案の討論と決定 １３：３０～１４：３０ 

 ２０１８年度の活動のまとめ、２０１９年度の活動方針を話し合い、決めていきます。 

 会員のみなさんの思いを出し合い、交流も深めましょう。 

 総会の議案は別途お送りします。 

 会員のみなさんの総会ご出欠のご連絡をお願いいたします。 

２部 記念講演 １４：３０～１６：３０ 

●記念講演 森川 聖詩さん（神奈川県原爆被災者の会二世支部副支部長） 

「核なき未来へ 被爆二世からのメッセージ」 

 森川聖詩さんは２０１８年１２月、著書『核なき未来へ・被爆二世からのメッセージ』を著

わされた方です。被爆二世として生を受け、健康障害をはじめ様々な体験をされ、１９７０

年代に全国で最も早い時期に被爆二世運動を手掛けられました。また核兵器廃絶から原発反

対、再生可能エネルギー推進へと幅広く活動されてきた人です。 

 自身の半生と活動の経験に基づいて、被爆２世・３世運動の今後とあり方、及び核なき世界

を願うすべての人々に貴重な提言をされています。しっかりと学ぶ機会にしたいと思います。 

 

★京都「被爆２世・３世の会」の総会・記念講演は誰でも参加できるオープン企画です。 

会員外のみなさんにも広くお知らせ、ご案内下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年度年次総会のお知らせ 

■日  時 ２０１９年４月２０日（土） １３：３０～１６：３０ 

■会  場 ラボール京都４階第一会議室 （中京区四条御前） 

２０１９年度年会費お支払いのお願い 

京都「被爆２世・３世の会」の会計年度は４月１日～３月３１日です。 

２０１９年度会費のお支払いをお願いします。年会費は２，０００円です。 

 振込でお支払いいただく場合は以下にお願いします。 

ゆうちょ銀行 記号０１０７０－６ 番号４７８７０  

加入者名 京都原水爆被災者懇談会 

通信欄に「２世・３世の会」会費とご記入下さい。 

 ４月２０日年次総会の場でも受領いたします。 

 複数年のお支払いもしていただけます。 

 年会費とは別に活動援助金（カンパ）のご協力もお願いしています。 



京都「被爆２世・３世の会」会報№７６   ２０１９年 ２月２５日 

３ 

声 明 

核廃絶を求める世界の声に背き、新たな核軍拡競争に向かうアメリカ・トランプ政権、

ロシア・プーチン政権のＩＮＦ全廃条約からの離脱・履行停止表明に強く抗議しま

す。 

日本政府も含む世界のすべての国々が今こそ核兵器禁止条約に加入し、核のな

い世界の実現に立ち向かう事ことを訴えます。 

２０１９年２月７日 

京都原水爆被災者懇談会 

京都「被爆２世・３世の会」 

 

アメリカ・トランプ政権が２月１日中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約からの離脱を発表しました。そ

れに対抗してロシアのプーチン政権も２月２日、同条約の履行停止を表明しました。１９８７年に締結

されたＩＮＦ全廃条約は、米ソ（当時）両国が全ての中距離ミサイルの廃棄を掲げて初めて合意したも

のでした。世界の人々の願う核兵器廃絶にはまだほど遠いものの、実際にこの３０年間で両国が廃棄し

た核ミサイルは２，６９２発、発射場所は１４９箇所に及び、核軍拡競争への歯止めと核軍縮への一定

の役割を果たしていました。 

 

今回の両国の条約離脱表明は、新たな核軍拡競争を招き、人類を再び核の脅威に覆われた世界に陥れ

ていく蛮行とも言うべき行為です。アメリカ・トランプ政権は昨年２月２日に「新しい核態勢の見直し」

（ＮＰＲ）を発表し、多様な核兵器開発と核攻撃の選択肢を拡大する政策を明らかにしていました。ロ

シア・プーチン政権もそれに対抗して新たな戦略核システムの導入を発表していました。新たな核軍拡

は歴史上経験したことのない極めて重大で深刻な事態になることを憂慮します。人類の命をもてあそび

世界を消滅の危機に晒す両政権に強く抗議します。 

 

ＩＮＦ全廃条約の破綻という新しい核の脅威に直面する事態に対して、今こそ全世界の国々が核兵器

禁止条約に加入し、核を拒否する国々の断固とした姿勢と結束で、米ロ両国を含む核兵器と核抑止力に

固執する勢力・国々を圧倒的に包囲し、追いつめていくことが大事になっています。一昨年採択された

国連の核兵器禁止条約は現在署名国が７０ヶ国、批准した国が２１ヶ国となっています。批准が５０ヶ

国に至れば、核兵器は全面的に禁止される国際法となります。私たちは核兵器禁止条約に圧倒的な数の

国々が加入することを強く訴え、一日も早く発効されることを願います。 

 

核兵器禁止条約に背を向け、「段階的に核軍縮を進めていく」「核保有国と非保有国との間の橋渡し役

を果たす」としてきた日本の安倍政権の姿勢がまったくの妄言であり、その態度がいかに無責任で無力

なものであるかが今回のＩＮＦ全廃条約を巡る事態の下で白日のもとに晒されました。核兵器のもたら

す破壊的、非人道的結末の実際を最もよく知る、知っていなければならないはずの国の政府として、日

本こそが卒先して核兵器禁止条約に加入し、世界の国々に条約加入を呼びかけなければならないと、私

たちは繰り返し訴えてきました。今日の事態において、あらためて日本政府が核兵器禁止条約を批准す

るよう強く求め、訴えます。 

 

核による脅威、核による危機のない世界を実現するために私たちも全力を尽くします。 
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米ＩＮＦ全廃条約離脱によりヨーロッパそして世界が危機に 

 

米国の中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約履行停止および離脱によって新たな軍拡競争への懸念が広ま

っており、核兵器禁止条約のような多国間で拘束力のある真の解決策の重要性が一層明確になりました。

ロシアと米国が全世界を危険に晒す中、すべての国々が立ち上がり核兵器禁止条約に加入することが緊

急の課題です。 

ＩＣＡＮ事務局長のベアトリス・フィン氏は次のように述べています。「トランプ大統領は第二次冷

戦の引き金を引いてしまいました。今度こそ世界はどうなるか分かりません。ヨーロッパの指導者らと

ＮＡＴＯ同盟国は、ＩＮＦ条約の破棄は安全保障上の脅威であることを明確にし、核兵器禁止条約に加

わることで、ヨーロッパから全ての核兵器をなくすよう取り組まなければなりません。」 

<ＩＮＦ条約の重要性> 

ＩＮＦ全廃条約は、米国とソ連が１９８７年に結んだ条約で、全ての中距離ミサイル（射程 500～5,500

キロ）の廃棄を掲げた初めての合意でした。条約ができてから３０年余りの間で、米国はそのミサイル

８４６発と発射場所３２箇所、ソ連は１，８４６発と１１７箇所を廃棄しました。 

<履行停止、その後は> 

先日の声明で、米国はロシアが開発してきたミサイルが条約に反していると主張し、条約の履行停止

を宣言しました。米国がこれを取り消さない限り、ＩＮＦ条約は８月２日に効力を失ってしまいます。

ロシアは正式にはその日まで条約に拘束されますが、米国が条約に反するミサイルを開発すれば、ロシ

アもそうするだろうと警告しました。両国はここ数年、新しい核兵器競争への明らかな関心を示し、核

兵器の近代化に数百万ドルを費やしています。 

<軍拡競争を食い止める核兵器禁止条約> 

核兵器保有国が核の保有数を増やし、近代化に着手しようとする一方で、核兵器への反発は世界的で

高まっています。これまでに７０カ国が核兵器禁止条約に署名し、２１カ国が批准しました。また、全

世界の１，２００人以上にのぼる国会議員が条約への支持を表明しており、広島と長崎、トロンハイム

（ノルウェー）の各市もつい先日、条約に加入するよう政府に要請しました。 

核兵器禁止条約は批准国が５０に達すれば、核兵器を全面的に禁止する国際法となります。人類の正

義のために、責任ある指導者たちは核兵器の存在を許してはならないことを明確に示し、ＩＮＦ条約の

破綻に対処しなければなりません。つまり、核兵器禁止条約への加入は絶対なのです。 

出典：ＩＣＡＮウェブサイト まとめ訳：田中美穂 ２０１９年２月４日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核兵器禁止条約発効めざして ICAN レポート 

https://www.facebook.com/hashtag/核兵器禁止条約?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC9ASplYQNboWv2NGTCluSC35TSPcIJV_2n-Wj9ccoE1lnkPab0Vhg-4T9lxQZPDcLmIbO6_1AGUZztulOQApmKZ8k-2IG_EoEtYVQL1dYOCD71E7lODq6kFyNZs2K8XXub9C3nD0zi3RKmnm4JrZBhKSobWpYqyct04pScZtD7OtgYXrwH3LNMEM1AAAgEa8FoSffhx5vPTZFvTC_6NSVKzAcqfh7zQaBOpt-LRokI-CM36Hx6RGnDhx3RAAVcyXtXxZzABvqDsumPB5u6KwR1ZmpEvjp421uj2N_J4XUYzZipiLDWaFZS1nVvpj1FncE9-2UUILShB8vDp4PAvfZDaA&__tn__=%2ANK-R
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バーバラ・リー議員、核兵器禁止条約を支持するＩＣＡＮの誓約に署名 
 

核兵器禁止条約に賛同を表明した核保有国政府はまだありません。 

しかし、核超大国の米国の議会内からも、同条約を支持する「ＩＣＡＮの議員誓約」に署名する議員

が生まれています。 

 

２０１８年１２月２１日、アメリカ合衆国カリフォルニア州選出のバーバラ・リー下院議員は、「Ｉ

ＣＡＮの議員誓約」に署名し、議会内で５番目となる同誓約への署名者になりました。これによりリー

議員は世界３０か国に約１０００人いる、核兵器禁止条約を支持する米議員団の一員になりました。こ

の「議員誓約」には他にも、エレノア・ホームズ・ノートン（メリーランド州）、ベティ・マコラム（ミ

ネソタ州）、キース・エリソン（ミネソタ州）、ジム・マクガバン（マサチューセッツ州）議員らも同様

に署名しています。 

核兵器禁止条約は、２０１７年７月２２日に国連加盟国１２２カ国の同意を得て採択され、国際法の

下で世界初の包括的な核兵器禁止条項が明記されています。これまでに６９カ国が署名、１９カ国が批

准しています。この条約は５０カ国が批准してはじめて発効されます（これは２０２０年までには達成

される見込みです）。「議員誓約」に署名したリー議員は核兵器廃絶を強く主張し、これから米政府によ

る核兵器禁止条約の批准に向けて尽力することになります。 

この２０年間、リー議員は民主党内でも一貫した革新派でした。銃規制、ＬＧＢＴＱや女性の権利、

ヘルスケア、住宅に教育と、様々な分野で力強く声を発してきた方です。 

またリー議員は２００１年アフガニスタンでの軍事力の承認に唯一反対票を投じており、それ以来反

戦運動の象徴となっています。昨年１２月には、党内の政策運営委員会の共同代表に選ばれ、下院にお

いて党の政策と議題の形成において重要な存在となるでしょう。「ＩＣＡＮの議員誓約」の新たな署名

者として、核兵器禁止条約を支持する声を米議会のトップに届けることになります。 

  今後も、リー議員のように「ＩＣＡＮの議員誓約」に署名する議員が増えることを願うばかりです。

核兵器は世界の人道的脅威であり、核廃絶は世界の最重要事項です。米国の議員は核兵器廃絶の必要性

を考慮し、核兵器禁止条約の施行に向けて真剣に取り組むべきです。私たちはまた、速やかに、かつ漸

進的な措置（Back from the Brink キャンペーンなど）を支援する議会のリーダーが必要となるでしょう。 

 出典：Nuclearban.us プレスリリース（２０１９年１月４日付） まとめ訳：郭拓人 

 

２０１９年１月３１日現在 核兵器子禁止条約批准国 ２１ヶ国 
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書評『核なき未来へ 被爆二世からのメッセージ』森川聖詩著－1 
 

守田敏也（左京区） 

「明日に向けて」１６５１（２０１９年２月１日）より 

 

● 被爆 2世の問題に切り込んで 

昨年末に、画期

的な書が上梓さ

れました。表題に

掲げた『核なき未

来へ』です。神奈

川県在住の森川

聖詩さんが書か

れました。 

どこが画期的

なのかというと、

被爆二世である

森川さんが、ご自

身の経験を踏ま

え、「被爆二世の

問題」を主題として扱っていることです。被爆二

世の問題とは大きく言えば、被爆二世のそれぞれ

の実存のすべてに関わることでとても広い内容

を含むと思います。あるいは何が「被爆二世の問

題」なのかで一つの論議が起ちあがるかもしれま

せん。 

その点を踏まえた上でご紹介したいのは、この

書で森川さんが問うているのは、放射線被曝によ

る遺伝的影響を被爆者や二世、関係者がいかに捉

えてきたのかという点です。それはまた差別とい

かに向き合うのかということにも深くつながる

問題です。森川さんはご自身の体験や近しい二世

の友人などの経験から、はっきりと「遺伝的影響

はある」という立場に身をおいています。 

 僕は京都「被爆 2世 3世の会」に参加していま

すが、私たちの会も、はっきりと「ある」という

立場にあります。とくにこの間、独自に被爆二世

の健康調査のためのアンケートを行ってきてそ

の確信を深めてきました。森川さんはこの問題に

ついて、１９６０年代末ごろに被爆二世の白血病

死が相次いだことなどを契機に、被爆二世に対す

る医療保障や援護措置を求める社会的機運が高

まったことがあったことも指摘されています。し

かし国は全面的に影響を否定し、１９７８年に突

如として「来年度(１９７９年)から被爆二世健診

を実施する」と発表し、目的を以下のように説明

しました。 

「放射線影響研究所のこれまでの調査研究で、

被爆二世に放射線の遺伝的影響は認められてい

ない。しかしながら、健康に不安を感じている被

爆二世も存在することから、健診を行うことで遺

伝的影響がないことを明らかにして不安を解消

すること」と。 

 

● 遺伝的影響に対する国の姿勢 

この国の姿勢には以下のような判断があった

と、森川さんは指摘します。 

「１、被爆二世・三世等被爆者の子孫への影響を

認めて、諸々の保障、援護措置をすることになる

と、多額の予算が必要となる。 

２、核放射線の遺伝的影響を認めると、国民の反

核意識を再び高揚させることに及ぶおそれがあ

り、核兵器・原発開発のためには不都合な状況に

つながりかねない。 

３、国は一貫して「遺伝的影響は認められない」

との主張を繰り返す。だが実際のところすでに何

らかの有意差を示すデータについては把握して

いると推測される。（具体的な根拠となるデータ

は一切公表していない）」 

国はこうして「遺伝的影響は認められない」と

語り続けているのですが、問題はそれが被爆者運

動の中にも入り込んでしまったことだと森川さ

んは指摘されています。「（この主張を）国が長年

押し通してきた歴史のなかで、被爆者の援護や核

廃絶を求めて活動する人びとや当の被爆二世た

ちまでもが、この確固たる科学的な根拠に乏しい

恣意的な主張をそのまま信じていないにしても、

抗うことへの無言の圧力を感じてきた。そのうち

金縛りにあったように、次第にそのことに正面か

ら触れることを避けるようになっていった」。 

「遺伝的影響の有無についてはいうに及ばず、
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１９７０年代のような被爆二世の健康状態や病

状についての具体的なコメントも、今日において

は、さらにいっそうタブー視されるようになって

きた。それは被爆二世たちから発せられるもので

あっても、同様である。大半の被爆二世が、その

ことを予め察知し、また自らに降りかかるかもし

れない偏見と差別を恐れて、口を閉ざしている。

それが、現実なのである」。 

 

● 壁を越えるために自らの経験を赤裸々に叙

述 

この大きな壁を越えるために森川さんはこの

書で、自らの身体の上に起こってきたことを赤

裸々に書かれています。「私の半生から」との小

見出しに続く、幾つかの例をご紹介します。 

「母からは、私が生まれたときの体重は二七〇

〇グラムで、幼少のころは、よく原因不明の発熱

で何度も死線をさまよった、と聞いている」。 

「(小学生のとき) 夏の思い出といえば、暑さ

でいつも体調をくずし、お腹をこわして下痢をし、

ぐったりして、昼間は何もすることができず、ひ

たすら横になって休んでいたこと、ただそれだけ

である」 

「その他の季節も、私は物心ついたころから、

常に何かしらの体の不調を感じていた。日々感じ

るたとえようのない体のだるさ、脱力感と疲れや

すさが我が身を襲っていた。そのことを、自分の

精神力が弱く根気がないからだと自責して、自ら

を叱咤することも多かったが、自分ではどうにも

ならなかった。風邪をひくと必ずといってよいほ

どこじれて、急性気管支炎を併発し、高熱とひど

い咳や痰をともなう症状にいつも悩まされた」。 

「外で歩いたり、走ったりなどしていて、階段

を踏み外したり、距離感の目測を誤り、つまずい

て転んでケガをすることが多かった。後から振り

返ると、その主な原因は、私が「交代制外斜視」

だったことにあるようである」。 

「ケガをすると、少々のかすり傷のようなもの

であっても、傷口がなかなか治らず化膿して、白

い膿みがたまり、炎症を起こすことが多く、その

たびに病院にかよっていた」。 

 

● 核と人類が共存できないことを訴えぬく 

森川さんは、あくまでもこれらは己の身に起こ

ったことで、どこまでが他の被爆二世に共通する

かは分からないと書かれていますが、しかし私た

ちが行ったアンケートでもこれと似た体験がた

くさん綴られています。 

この本を読んだある会員の方は「森川さんの話

の多くは自分の身にも起こってきたことだ。とく

に私も傷口がなかなか治らず化膿してとても辛

かったことが何度もあった。そのときのトラウマ

が蘇ってきて暫く本を読み進められなかった」と

も語られました。 

私たちは今後、さらに調査を継続し、再度のア

ンケートでこうした体験について多くの二世三

世に問いかけ、世代を越えて起こってきたことを

よりはっきりとさせていきたいと思いますが、お

そらくたくさんのことが共有されるに違いない

と思います。 

もちろん森川さんがここで目指されているこ

とは、遺伝的影響をはっきりさせることにとどま

るものではありません。だからこそ核と人類が共

存できないことをはっきりさせたいとこう述べ

ています。 

「私は、被爆二世のひとり、核被害の生き証人

として、核の被害は、核兵器であろうと「核発電」

(原子力発電)であろうと、世代を超えて苦しみを

与え続ける恐ろし

いものであり、こ

の地球上から葬り

去らなければ人類

の生存はあり得な

いことを、あらゆ

る場面、あらゆる

分野、あらゆる方

法を通じて、命あ

る限り訴え続ける

つもりである」。 

みなさま。どう

か本書を手に取ら

れてください！ 

続く 

『核なき未来へ――被爆二世からのメッセージ』 

現代書館 ３０００円＋税

１月２２日京都「被爆２世・３世
の会」森川さんを囲む会での森川
さん 
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「低線量被ばく」安全論と小型核兵器開発 
平 信行(南区) 

 

 

■公開シンポジウムにて 

２０１９年２月３日（日）、同志社大学烏丸キ

ャンパスを会場にして公開シンポジウム「放射線

防護基準と放射線生物学－その歴史と現状を考

える～放射能汚染地域で暮らすリスクと避難の

権利を考える～」が開催されました。一言でいえ

ば、核エネルギーに固執する勢力が「低線量被ば

く安全論」を押し広げようとしている現状に対し

て、どう立ち向かっていくかを考えるシンポジウ

ムだったように思います。シンポジウムは各専門

分野の４人の講演者が報告と問題提起を行い、そ

れに基づいてフロア参加者も含めて意見交換す

る企画でした。 

４人の講演者の一人が弁護士の井戸謙一さん

でした。２００６年、金沢地裁の裁判官であった

当時、志賀原発の運転を差し止める判決を行い、

退官後は弁護士として活躍中の人です。その井戸

弁護士が「原発事故被災者の権利を守るための司

法での闘い」と題した短い講演をされました。そ

の講演の中で話された次の一節が私に強いイン

パクトを与えました。 

「被ばく安全神話は、低線量被ばくのリスクの

軽視（１００ミリシーベルト安全論）、内部被ば

くのリスクの軽視を本質的内容とするものです

が、これは、原発事故が起こっても大した被害は

生じないとして原発稼働を正当化するのみなら

ず、核兵器は非人道的な兵器ではないとして、核

兵器の使用や小型核兵器の開発に向けても道筋

を付けるものです。」 

原発事故被害の問題を中心テーマに話し合う

シンポジウムにおいて核兵器の問題にまで言及

する発言のあったことに驚きました。それも原発

事故被害者の救済と人権問題に主に携わられて

きた法曹関係者からの問題提起ということにも。 

 

■アメリカの小型核兵器開発 

井戸弁護士の発言は、“原発と核兵器とはそも

そも一体のものとして考える必要がある”などと

いう一般的な問題提起ではなく、私たちが直面す

る極めて具体的な問題への提起だと受け止めま

した。何故か。昨年２月２日、アメリカ・トラン

プ大統領は「核態勢の見直し」（ＮＰＲ）政策を

発表しました。内容は５項目に及びますが、その

一つは核弾頭の小型化です。さらにもう一つは通

常兵器による攻撃を受けた場合でも核を使って

反撃することを検討する、というものでした。よ

り使い易い核兵器を開発し、核兵器の使用制限も

緩和する（ハードルを下げよう）ということです。

核戦争に近づく危険性を厭わない姿勢を露骨に

示すものでした。そして実際今年の１月３０日に

は、アメリカ・エネルギー省国家核安全保障局は

爆発力の小さい新型核弾頭の製造を開始したと

公表しているのです。 

 

■限定された広島・長崎の放射能被害 

広島・長崎に投下された原爆は、爆風と熱戦と

放射能によって街を破壊し人々を無差別に殺傷

しました。爆心地から４㌔も５㌔も越えて広範な

範囲に被害の及んだことは言うまでもありませ

ん。しかしこの内の放射能については、例えば広

島の場合、人体に影響を与えたのは２．５㌔の範

囲までであると、国の見解は示してきました。２．

５㌔地点の被ばく放射線量は２０㍉シーベルト

とされています。ある時期まではもっと狭く２．

０㌔の範囲まで（放射線量は１００㍉シーベルト

まで）とされていました。広島でも長崎でも放射

線はもっと遠くまで届いているのですが、人体に

影響を及ぼす範囲は２．０㌔や２．５㌔まで、そ

れ以遠の線量は極めて微量でほとんど影響はな

かった、言葉を変えれば「安全だ」というのが公

式見解とされてきたのです。 

さらに言えば、１００㍉シーベルト、２０㍉シ

ーベルトと言われる放射線量はあくまで原爆投

下直後の１分間に発せられた初期放射線の外部

被ばくだけに限定したものです。人体に被害を与

えたのはそれだけでなく、残留放射線の影響もあ

り、より深刻なのは内部被ばくの影響ですが、そ

れらはいずれも僅かなもので人体への影響はほ
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とんどないとされ、切り捨てられてきたのです。 

 

■「低線量被ばく安全論」とセットになった核開

発 

こうした考え方の上に、もっと小型の、破壊・

殺傷能力のもっと小さい核兵器が開発され、本当

に実戦で使われるようなことになったらどうな

るか。爆風や熱戦は別にして、発生する放射能は

１００㍉シーベルト以下だから（或いは２０㍉シ

ーベルト以下だから）、すなわち低線量だから影

響はない、少ない、安全だ、したがって非人道的

ではないという虚構の「科学」が展開されること

になるのでしょう。と言うより、井戸弁護士の言

われるように、「科学」を装った虚構の論理を前

提に、虚構の「科学」とセットで小型核兵器は開

発されるのだと思います。 

押し広げられようとしている「低線量被ばく安

全論」とアメリカ「核態勢の見直し」（ＮＰＲ）

の核兵器小型化計画はしっかりと符合している

ことを認識する必要があります。 

神奈川原爆被災者の会二世支部の森川聖詩さ

んは著書『核なき未来へ―被爆二世からのメッセ

ージ』の中で「日本の原発の歴史と日本の核武装」

について述べています。その中で、原発は、核兵

器製造、少なくとも核兵器保有潜在能力を得るた

めに存在している歴史と実態を詳述しています。

そして日本は現状では原子力基本法や非核三原

則によって核保有できないことになっているが、

憲法上の解釈では核保有も違法ではないとの立

場を歴代の自民党政権は積み重ねていることを

示して、その危険性を指摘しています。 

日本が非核三原則を投げ捨てるとか、核保有に

走るとかの事態は、国際的関係からもただちには

考えにくいことかもしれませんが、しかし日米安

保体制の強化、日本の安保法制の具体化の中で、

例えば米軍の核持ち込み、在日米軍基地内への核

配備など、アメリカの核態勢の変化に日本がなし

崩し的に追随していく可能性は充分ありうるこ

とのように思います。そのような時、「低線量被

ばく（１００ミリシーベルト）安全論」が核態勢

の変化を合理化する根拠として喧伝されるのだ

と思います。私たちは今まで以上に強い警戒心を

持ち、事態を注意深く見ていく必要があります。 

 

■被爆の実態が虚構の「科学」を打破する 

「低線量被ばく（１００ミリシーベルト）安全

論」が虚構の「科学」であることは、広島・長崎

の被ばくの実態が明らかにしてきました。２．５

㌔を越えた遠距離被爆者が、入市被爆者が、救護

被爆者が、さらには爆心地から数十㌔離れた地域

で黒い雨を浴びた人たちが、無数に、放射能被ば

く特有の急性症状を発症し、近距離被爆者と同じ

症状で亡くなり、同じ晩発性障害に苦しんできま

した。リアルな実態が原爆症認定訴訟、ノーモ

ア・ヒバクシャ訴訟の場で明らかにされてきまし

た。今広島地裁で闘われている“黒い雨訴訟”で

も同様です。 

「被ばく安全神話」＝「低線量被ばく（１００

ミリシーベルト）安全論」を許さず、打ち破って

いくためには原爆症認定訴訟等で明らかにされ

ている事実がもっともっと広められ、多くの人々

の共通認識になっていく必要があります。私たち

が進めている被爆体験の継承や、語り部などの活

動においてもそういう意識からのとりくみをも

っと強めていく必要があります。 

井戸弁護士が核兵器問題に言及して発言され

たように、森川さんが核兵器廃絶と原発ゼロと核

被害者救済の運動を一体化して進める必要性を

訴えているように、「低線量被ばく安全論」を打

破していくとりくみを、核なき政界を願うすべて

の人々の共通課題とし、同じ座標軸において活動

していく必要があるとあらためて思います。そし

て、「低線量被ばく安全論」だけでなく、「放射能

の世代を越えた影響はない・認められていない」

論に対しても同様の姿勢、とりくみが必要なので

はないかと。 

 

井戸弁護士の同期で、同じように裁判官を務め

退官後は弁護士となられ方がありました。この方

は被爆二世で、６５歳の若さでがんによって亡く

なられたそうです。生前から親の被爆のことを、

放射能の世代を越えた影響の可能性を大変心配

されていたそうです。シンポジウムの場で井戸弁

護士はこのことを紹介され、被爆２世・３世の私

たちに頑張ってほしいとエールを送っていただ

きました。 
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安保法制違憲訴訟・京都第７回口頭弁論（２０１８月１２月１８日） 

毛利 崇弁護士の意見陳述 
「安保法制違憲訴訟・京都 世話人会ニュースから」 

 

 

本件訴訟はこれまでなされた憲法９条関係の

違憲訴訟とは明白に異なっている点があるとい

うことをまず申し上げたい。どういうことかとい

いますと、本安保法案可決の時点で、参考人はじ

め憲法学者の９割以上が違憲という見解を明ら

かにしまました。また法曹の一員として日本国憲

法の実践の一翼を担う弁護士やその弁護士が加

盟している日弁連、また全国の各都道府県弁護士

会がこぞって違憲という見解を表明したこと、通

常はその影響力の大きさゆえに特定の法律につ

いての見解を表明することのない元最高裁判所

の判事らが本法案については異例にも違憲の見

解を明らかにしたこと。同様に元内閣法制局長官

らが本法案について違憲との見解を述べていた。

それは先例のないことだと原告らは考えていま

す。すなわち本法案は国会における議決の時点で

あらゆる憲法の専門家の目から見て違憲の法案

であるということが明白であったということで

す。そしてそれは法案が可決され、具体的に法律

になった以降も変わることはありません。 

かって裁判所は国会の議決行為は国会が明白

に違憲無効な法案をあえて可決するといった極

めて異例の事態でなければ違法となることはな

いというふうに判示をしました。今回はまさにこ

の極めて異例の事態が起こったという、先例の枠

に収まりきらない訴訟であるという事をまず理

解をいただきたいと思います。 

ではなぜ憲法の専門家が安保法案、安保法制を

違憲というふうに断じたのでしょうか。それは安

保法が、日本が国家として行う武力行使や武器使

用について、これまでは自己防衛という原則を持

っていたわけですけれども、これをかなぐり捨て

て、他者防衛のためであっても武力行使や武器使

用を認めるとした点に、極めて顕著な違憲性を見

出したからに他なりません。安保法制が解禁した

のは大きくいうと次の３点です。 

１つ目は日本が直接攻撃されていなくても同

盟国が攻撃をされれば、武力行使できる場合を認

めた、いわゆる集団的自衛権を認めた、集団的自

衛権の行使の解禁。 

２つ目は海外で活動する自衛隊が、直接攻撃を

受けた場合の自己防衛のためではなく、全く異な

る場所に存在する人間を守る、いわゆる他者防衛

をするための武器使用を解禁したこと。 

３つ目は日本に直接的な影響を及ぼす日本の

周辺事態に限らず、世界のどこで起こった事態で

あっても、自衛隊が出動して後方支援という名の

武力行使を解禁したことです。 

いずれにしても日本に対する直接的な攻撃や

影響がなくても自衛隊が武力を行使できる、武器

を使用できるという点で共通していると言える

と思います。 

 

言うまでもなく憲法９条をはじめとする日本

国憲法の掲げる平和主義は過去の日本の戦争に

よって多くの方々がいのちをおとし、日本のみな

らずさまざまな国の国土が焼土と化したと言う

事実を痛切に反省して、二度とこのような事態が

起こらないようにするために、日本国民が世界に

向かって宣言した原理、原則であります。そのた

め日本国憲法が制定された直後においては、いわ

ゆる個別的自衛権の行使も日本国憲法は禁じて

いるという見解を政府はとっており、その後も安

保法制法が可決成立するまでは、日本は決して自

ら先んじて武力行使や武器使用は行わない、仮に

武力行使の必要が生じたとしても、それが日本国

民の基本的人権が根底から覆されるような事態

において、必要最低限の範囲において行使がなさ

れるという原則を貫いてきたのです。 

 

安保法制法案が審議される中で、安倍首相は集

法廷後の報告集会 
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団的自衛権の行使が可能となる「国民生活が根底

から覆される事態」の一例として、他国における

武力紛争の影響で、石油が日本に入ってこないと

いう事態をあげました。しかし、先の大戦、日中

戦争や太平洋戦争において、日本が海外に進出し

ていった理由は何だったでしょうか。満州事変を

はじめとする日本の大陸進出についての政府の

言い分は、「満州は日本の生命線」だったのでは

ないでしょうか。南洋諸島を日本が次々と侵略し

た口実は独自の石油資源を確保することが口実

だったのではないでしょうか。市民生活を守るた

めということを口実にした海外における武力行

使を認めていけば結局侵略戦争が起こる。このよ

うな歴史的事実に基づいて、日本の平和主義、憲

法９条は定められたはずです。 

そして、その後の憲法９条の見解の変遷におい

てもこの点は譲ることのない原則とされてきた

わけです。憲法９条をどのように解釈しても日本

国民に対する直接の攻撃がないにもかかわらず、

日本が国家として、武力行使や武器使用を行うと

いうことを合憲と考えることは決してできない

と考えます。これが通常の言語感覚を有した方の

憲法９条の解釈論であると原告は主張したいと

思います。 

 

そして、日本国憲法が掲げる平和主義を根底か

ら覆し、日本が他者防衛のために海外で武力行使、

武器使用を行う法律を国会で可決したことは主

権者である原告らの権利を侵害しています。この

点についてかつて裁判所は国の政策について国

家賠償請求訴訟が起こった際に自らの見解とは

異なる政策を国が採用したことに対する嫌悪感

に基づいて賠償請求が認められることはない、と

いう趣旨の判断をしてきました。しかし安保法制

法ができことによって、原告らが精神的損害を被

ったのは単なる嫌悪感に止まるものではありま

せん。 

日本国憲法の範囲内で、国会がどのような法律

を作るのか、内閣がどのような政策を実施するの

か、これについて見解の相違がある。そのことで

嫌悪感を抱く。これが賠償請求の対象にならない

ということは理屈としては理解できます。しかし

今回の法律は日本国憲法という、日本国民が全世

界に対して、そして自分たちの政権に対して、宣

言をしている日本国憲法に明白に違反する法律

が作られたわけですから、単なる嫌悪感の問題で

はありません。 

憲法の前文において、「日本国民は、・・・平和

を愛する諸国民の公正と信義に信頼してわれら

の安全と生存を保持しようと決意した。われらは

平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上か

ら永遠に除去しようと努めてゐる国際社会にお

いて名誉ある地位を占めたいと思ふ。」というよ

うに明確に宣言をしています。すなわち原告らを

含む主権者たる日本国民は、全世界に対して、自

分たちが主権者として、その行く末を決定する日

本と言う国家は、平和を維持するために、戦争そ

の他の武力行使を行わない、と宣言することで、

日本国民としての名誉を築こうとしたのであり

ます。この名誉ある地位は日本国民一人一人、原

告らを含む日本国民一人一人のアイデンティテ

ィともいうべきものであり、主権者たる原告らの

人格を形成する基礎とも言えるものです。 

 

そして国民主権、平和主義、基本的人権の尊重

という日本国憲法の三大原理の１つでる平和主

義を連力者によって破壊された際に、主権者たる

国民が受ける精神的苦痛は、単なる反対する政策

が実施されたという嫌悪感に止まるものではな

く、日本国民としての誇りや名誉を破壊されたと

いうべきであります。そしてこの誇りや名誉が、

日本国民が国民の総意として、憲法で宣言したも

のであり、単なる個人的主義主張とは異なるとい

うことは言うまでもありません。 

もし権力者が主権者たる国民の総意を変更し

たいと言うのであれば、それは主権者たる国民の

意見を聞くべきであって、具体的には憲法改正手

続きを経なければならないことです。しかし、安

保法制はそのような手続きを経ることなく平和

主義を破壊しました。この点において国民の憲法

改正権が侵害されたことも明らかと言うべきで

あります。 

裁判所におかれましては安保法制が明白に違

憲の法律であること、国会や内閣が明白に違憲で

ある内容の立法や閣議決定をあえて行ったとい

う異常な事態を直視していただき、これまでの憲

法判断にとらわれることなく、正面から安保法制

の違憲性、原告らの侵害された具体的権利性につ

いてご判断をいただきたいと言うふうに思いま

す。以上です。 

 

 ■次回 第８回 口頭弁論 

３月１８日（月）１５時 京都地裁１０１号 
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広島市・幟町小学校の平和資料室を訪問 

あらためて父母の被爆を想う 
古田京子（八幡市） 

 

広島平和公園にある「原爆の子の像」のモデルとなった佐々木禎子さんの母校である広島市立幟町小

学校に昨年オープンした「平和資料室」に行ってきました。 

幟町小学校には、従妹の娘が昨年度まで通学しており、従妹も資料室開設には奔走したとのこと。地

域の方のご努力で、１教室のスペースでしたが、とても中身の濃いものでした。 

幟町小学校の様子（戦争前の時代～原爆～その後）がわかるものもあり、その場に暮らしていた人々

の息吹が感じられました。原爆投下前の世帯地図など、従妹の祖父母の家が記載されていたりして、命

のつながりに改めて思いをはせました。 

私が行った日が偶然にも、佐々木禎子さんのご学友

の方が、原爆投下時のこと、原爆の子の像の建立のこ

と、偵子さんのことなど、体験をお話しされる日と重

なっておりました。特に印象に残ったのが、「原爆を受

けたことで縁遠くなった知り合いがたくさんいる」「原

爆を受けたことは外では言うたらあかんと言われてき

た」という言葉でした。私の亡くなった母も、繰り返

し「原爆のことは人に言うたらあかん」と言っており

ました。私が大学の時にも、友人が「親が被爆してい

る人とは結婚はしたくないなあ」といったのを思い出します。（その友人は私が被爆２世であることは

知らなかったのですが、だから本音がでたのでしょうね。）福島原発の事故による様々な風評を聞くた

びに、あらたなしんどさを抱え込んだ人たちのこと思い、心が痛みます。 

私の亡くなった両親は広島出身で、広島にはたくさんの親戚がいますが、母は２５年の闘病の末１５

年前に亡くなっており、父も９年前に亡くなりました。母の闘病期間が長かったこともあり、広島に遊

びに行ける状態でもなく、京都の地でずっと暮らしていました。そのため、私の４人の子どもたちにと

っては、広島は遠い町です。子どもたちは祖父母から被爆体験を聞くこともなく、私もあえて話すこと

もありませんでした。私の中に母の言葉「被爆のことは言うたらいけん」があったのも否めません。 

子どもたちがみな結婚したのを機に、「被爆２世・３世の会」に入り、昨年、父母の被爆体験をまと

め、会報に掲載させていただきました。その原稿をそれぞれ子どもたちに送りました。子どもたちにし

っかり伝えたのはそれが初めてです。 

今回の見学は、２年前から夫の転勤で広島在住になっている末娘と孫娘（この２月で１歳）と一緒に

行きました。孫娘もぐずることなく、１時間ほどでしたが、娘もしっかり見学し、室長さんのお話を聞

いていました。 

いろいろなお話を聞けたことがよかったです。

それ以上に、娘と孫と一緒に平和資料室に行けた

ことが私にとってはとても嬉しいことでした。平

和な世界が続いてほしいと願います。 

（２０１９年２月９日） 

 

写真は右から案内していただいた岡部さん、私の従妹、

私、私の娘親子 
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被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（６９） 

郷地医師、内部被ばくの実態と脅威を徹底して証言 

ＩＮＦ条約破綻の事態に対して 

核兵器禁止条約を基本に核なき世界の実現をめざしていこう！ 

２０１９年２月６日（水） 

 

２０１９年最初となるノーモア・ヒバクシャ近

畿訴訟が２月１日（金）行われた。前年は１０月

３１日（水）の第７民事部原告本人尋問と医師証

人尋問及び第２民事部弁論が最終だったので３

ヶ月ぶりの法廷となった。今回は第２民事部（三

輪方大裁判長）で法廷は１００７号。傍聴席は３

５席程度と大きくはないが、午後１時３０分の開

廷とともに傍聴席はすべて支援の人々で埋めら

れた 

第２民事部で係争中の原告は７人。その内の二

人、Ｙ・Ｉさん（男性、神戸市）とＹ・Ｍさん（男

性、神戸市）についての医師証人尋問がこの日の

法廷だった。証言台に立たれるのは東神戸診療所

所長の郷地秀夫医師。郷地先生一人で二人の原告

の証言をされる。実は原告のＹ・ＩさんもＹ・Ｍ

さんも既にこの世になく、お二人とも判決を聞く

ことなく他界されている。二人ともご家族が承継

されての裁判が続けてこられた。 

Ｙ・Ｉさんは４歳の時長崎の爆心地から４．４

㌔で被爆、原爆投下の翌日と翌々日にかけて市街

地へも入り入市被爆を重ねた。２００８年、６７

歳の時に前立腺がんを発症。５年後の２０１３年、

７２歳の時には大腸がん、肝臓がん、胆管がんも

見つかり多重がんに苦しめられてきた。最初の前

立腺がんの時原爆症認定申請したが却下され、６

年後あらためて大腸がん、胆管がんで認定申請し

たがそれも却下された。Ｙ・Ｉさんは「原爆のた

めにどれだけ辛く苦しい人生を強いられてきた

か。そのことをどうしても明らかにしておきたい」

と、その一心で２０１４年１２月提訴された。し

かし提訴した後に容態が急速に悪化、２０１５年

４月には入院先の病床で本人尋問が行われなけ

ればならないほどの状態だった。その２ヶ月後の

６月１日、７４歳で苦難の生涯を閉じられている。 

もう一人のＹ・Ｍさんも７歳の時、同じ長崎で

爆心地から４．０㌔の距離で被爆し、８月１０日

と１２日に爆心地を縦断踏破して入市被爆もし

た。Ｙ・Ｍさんは７４歳の時に食道がんを発症、

入退院を繰り返しながら治療を続けてきた。食道

以外の様々な箇所への転移も確認されている。２

０１３年、食道がんで認定申請したが却下され、

Ｙ・Ｉさんと同じ２０１４年に提訴に踏み切った。

提訴後Ｙ・Ｍさんも急速に体調を悪化させ、２０

１５年３月７日帰らぬ人となられた。享年７６歳。

半年後の２０１５年９月１１日の法廷では、裁判

を承継された奥さんがご本人の意見をまとめら

れ、代理人弁護士によって陳述されている。 

 

厚生労働省が２０１３年１２月１６日に定め

た新しい審査方針では、二人の申請疾病である固

形がんは直接被爆の場合爆心地からの距離３．５

㌔以内を積極的認定範囲としている。しかし、入

市被爆の場合は１００時間以内に爆心地から２．

０㌔以内への入市が認定範囲であるから、二人と

もその条件には合致するはずだ。それなのにどう

して却下されるのか。２０１５年当時の報告集会

では、国は被爆の事実認定そのものを、入市した

日時、経路等を認めていない。そのことが争点に

なっているとの説明だった。Ｙ・Ｍさんに至って

は国は要医療性にも欠けると主張しているよう

だった。 

入市被爆の事実認定も争点になっている、そう

した事情、背景もあって、この日の郷地先生の証

人尋問は、原子爆弾による内部被ばくの危険性に

最大の重点が置かれた。たとえ直接被爆の距離が

３．５㌔を越える範囲であっても内部被ばくによ

って被爆者がどれほど深刻な打撃を受けてきた

か徹底して明らかにする、そのことを基本にした

証言、証明であった。 

主尋問は、Ｙ・Ｉさんを担当した杉野直子弁護
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士とＹ・Ｍさん担当の崔信義弁護士によって行わ

れた。尋問は、初期放射線と残留放射線の違い、

外部被ばくと内部被ばくについての基本的な説

明から始まり、残留放射性物質が人の体内に取り

込まれ、沈着し、長期に渡って体内で放射線を出

し続けていく機序、そしてそのことの重大な危険

性についての説明へと続いていった。実際に確認

されている事例として、広島の被爆者で確認され

た鎌田七男医師の研究論文、長崎大学の七條和子

氏や高辻俊宏氏らの研究グループの論文が示さ

れた。傍聴席にも「長崎大学・七條和子氏論文よ

り」と題した資料が配られた。傍聴者である私た

ちにも郷地先生の証言がよく理解できるように

との配慮だ。以前の法廷で同じ郷地先生の証言を

聞いた時、まるで放射線についての授業を受けて

いるようだと傍聴記に書いたことがある。尋問の

進行に伴って今回もそのような雰囲気になって

いった。 

鎌田論文や七條論文で何より先ず重要なこと

は、被爆後５０年、６０年経った時点でも被爆者

の体内に、しかも既に亡くなっている被爆者の組

織に放射性物質が沈着し、そこからα線が出続け

ていることを具体的に証明していることだ。α線

はγ線β線と比較してその危険性は極めて高い。

原爆の放射性降下物の濃度が最も高かったのは

爆心地から３～４㌔㍍の距離であったことも鎌

田論文で示されている。 

七條先生らの論文は１０年以上の研究を集大

成されたもので、７人の近距離被爆者の体内に沈

着した放射性物質とそこから出るα線を確認さ

れたものだ。郷地先生は論文から３つの重要な点

を説明された。①爆心地付近でも大量の放射性降

下物があり被爆者の体内に取り込まれていた事

実、②７人の近距離被爆者の臓器から大量のプル

トニウム２３９の沈着が確認されたこと、③プル

トニウム２３９の沈着は主要臓器だけでなく全

身の臓器から確認されていること。 

Ｙ・ＩさんとＹ・Ｍさんが直接被爆した爆心地

からの距離４㌔㍍の地点でも降下物による被爆

は相当に高かった。さらにその後の爆心地付近へ

の入市によって高線量の内部被ばくもしている

ことが証言された。爆心地から遠くなれば被ばく

は低線量になっていくという概念はあくまで初

期放射線の外部被ばくに限定したものだ。内部被

ばくの場合その影響は極めて大きく被ばく線量

は相当に高いと言わなければならない。そしてそ

の内部被ばくの具体的線量を客観的に測る技術

は、私たちはまだ持ち得ていない。 

プルトニウム２３９の臓器沈着については、Ｉ

ＣＲＰ（国際放射線防護委員会）の示している知

見との相違も説明された。ＩＣＲＰの報告は実験

動物によるもので、七條論文は実際の被爆者の臓

器から報告されたもの。ＩＣＲＰの研究は、比較

的大きな粒子で、純粋プルトニウムで、１０００

度以下の温度で生成されたものを使用しての結

果。七條論文で示されている被爆者に沈着したプ

ルトニウムは微小な粒子で血管内に容易に入り

込んで全身に流れたもので、プルトニウム以外の

多くの金属類も混じり合い、数千度の原爆によっ

て焼かれたものだから壊れにくく長期の沈着量

も多くなる。したがって、ＩＣＲＰのプルトニウ

ム吸入実験と被爆者の実際の被ばく形態とは根

本的に異なることを認識しなければならない、と

詳細な説明が行われた。 

このような証言が重ねられていった上で、Ｙ・

ＩさんとＹ・Ｍさんそれぞれ個別に、被爆時の行

動による被爆の状況について、急性症状について、

晩年の病気発症の状況と治療の経緯などについ

て、郷地先生からの評価が加えられていった。 

 

１０分の休憩をはさんで被告国側による反対

尋問に移ったが、尋問は相変わらず本質を外した

ものや、これまで何度も質問されてきたことの繰

り返しと思われるような内容だった。ひどいのは、

「この裁判の証人になった理由は何ですか？」な

どと言うもので、郷地先生は「国のやり方があま

りにもひどいので、何とか被爆者が認定されるよ

うにしたいからだ」と、極めて当たり前の答えを、

きっちりと返された。また、「あなたは兵庫県の

核戦争防止医師の会の会員ですね」とか「福島の

子ども脱被ばく裁判で意見書を書いていますね」

などの質問もあった。それに対する回答が仮に最

終意見陳述書に書かれるとすれば、一体どのよう

な脈絡でどんなふうに書くつもりなのだろうか、

と疑問に思ったりもする。 

個別的にはＹ・Ｍさんの喫煙歴、飲酒歴、食生



京都「被爆２世・３世の会」会報№７６   ２０１９年 ２月２５日 

１５ 

活についてこだわった質問が続けられた。食道が

ん発症についての他原因を印象付けようとする

様子だった。これについては原告側代理人の再尋

問の中で、健康的な飲酒習慣の範囲だったこと、

２０年間も喫煙してきている事実が示されて打

ち返された。 

最後に左倍席の裁判官から、内部被ばくの経路

について、Ｙ・Ｍさんの飲酒状況について質問が

なされた。内部被ばくの経路についてもう少し教

えて欲しい、飲酒は大きな問題ではないことの事

情を説明しておいて欲しい、といった質問の仕方

で、今日の郷地先生の証言をもう一度丁寧にしっ

かりと確認しておきたいような印象だった。 

午後１時３０分に開始された証人尋問は４時

３０分にすべて終了した。証言台の郷地先生は３

時間に及ぶ尋問を終始立ちっ放しで応じられた。 

 

法廷終了後、大阪弁護士会館に会場を移して報

告集会が行われた。 

証言台に立たれた郷地先生にとって今日の証

言の原告はお二人とも自ら診療もされてきた人

だ。それだけに二人への思いを胸に焼き付けなが

らの話になったとその心情が吐露された。また、

裁判所にも、傍聴している人たちにも、内容がよ

く理解できるように、できるだけ分かりやすく証

言するよう心がけたことなども語られた。そして

証言の中で詳しく述べられた鎌田医師、七條先生

らの研究と論文が発表されてきた経緯と、今その

研究が立ち至っている現状についての紹介もさ

れた。ノーモア・ヒバクシャ訴訟のみならず、放

射線被ばくの問題に挑んでいるすべての人たち

に共通して関わる、重要な状況報告ではないかと

思いながら聞くことになった。 

主尋問を担当された崔弁護士、杉野弁護士から

も感想と思いが述べられた。二人とも郷地先生と

は何度も何度も打ち合わせを重ねて、十全な準備

の上に今日の法廷を迎えられた様子が紹介され

た。私たちの側は内部被ばくを重要な争点として

いるが、国側は内部被ばくは徹底し避けようとし、

あくまで放射線被ばくの机上の疫学データだけ

に拘る姿勢だ。しかし被爆者の健康障害は具体的

に生じており、それを出発点に内部被ばくが原因

であることをいかに裁判所に理解してもらうか、

そこに注力してきたことが説明された。喫煙や飲

酒は止めれば時間とともにリスクは減る。しかし

内部被ばくの影響は生涯消えることなく反対に

時間とともにリスクは高くなる。七條論文でプル

トニウム２３９が確認されていることについて、

国側はもはや何の反論もできないでいることを

実感している。こうした感想意見も特に印象に残

った。 

この日はいつもと違っていろいろな人たちが

傍聴に参加していて、それぞれから感想も述べら

れた。原発賠償京都訴訟の原告団代表として闘っ

ている萩原さんから、自身が原発事故で被災し京

都へ避難してきたこと、訴訟は控訴審の段階で闘

っていること、ノーモア・ヒバクシャ訴訟の闘い

が私たちの励みにもなり、勉強にもなり、勇気と

元気をもらっていることなどが発言された。郷地

先生と同じ東神戸診療所の松浦看護師長さんか

らは今日の尋問で、医療に携わる者として診療記

録の大切さ、患者さんとのコミュニケーション含

めた記録の大切さを強く思ったとの感想だった。

傍聴に参加された司法修習生の青年からは、必死

で訴えようとしている人、闘っている人たちの思

いを肌で感じることができた。このことを多くの

人たちに知ってもらいたいと感想を述べられた。 

ノーモア・ヒバクシャ東京訴訟は昨年末の１２

月１４日、最後の原告であった山本英典原告団長

に対して東京高裁の勝訴判決が言い渡された。国

はこの判決に対して上告することができず１２

月２８日勝訴判決は確定した。東京訴訟はこれで

３２人の原告全員が勝訴を勝ち取って終結する

ことになった。 

近畿訴訟も残る原告は第２民事部が７人、第７

民事部が４人だ。第２民事部はこの日の医師尋問

で２人の原告が後は最終意見陳述、結審の日を待

つことになり、他の３人も最終意見陳述、結審の

日の確定を待っている。２月２０日には原告Ｏ・

Ｈさん（男性、大阪市）の医師尋問が予定されて

おり、それが終わると残された原告はＮ・Ｋさん

（女性、神戸市）一人となる。第７民事部は２人

の判決言い渡しが２月２８日に迫っていて、他の

２人は近々の２月８日（金）に最終意見陳述・結

審が予定されている。ノーモア・ヒバクシャ近畿

訴訟も本当に大詰めを迎え、この２０１９年が重
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要な年になっている。 

最後は、藤原精吾弁護団長からの“今年を、流

れを変える１年にしていこう”との呼びかけで報

告集会を終了した。 

 

２月１日（金）、アメリカ・トランプ政権が中

距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約からの離脱を発表

し、それに対抗して２月２日（土）にはロシアの

プーチン政権も同条約の履行停止を表明した。１

９８７年締結のＩＮＦ全廃条約は世界が願う核

兵器廃絶にはほど遠いものの、それでもこの３０

年間で両国は２，６９２発の核ミサイルと１４９

箇所の発射場所を廃棄しており、核軍拡競争への

歯止めと核軍縮への一定の役割を果たしていた。 

ＩＮＦ全廃条約の破綻は新たな核軍拡競争を

招き、人類を再び核の脅威に覆われた世界に陥れ

ていく可能性が高い。トランプ政権は昨年２月２

日に「新しい核態勢の見直し」（ＮＰＲ）を発表

して多様な核兵器開発と核攻撃の選択肢拡大を

表明していた。ロシア・プーチン政権も対抗して

新たな戦略核システムの導入を発表していた。こ

うしたことを考えると新たな核軍拡は歴史上経

験したことのない極めて重大で深刻な事態を招

くことになる。アメリカ・トランプ政権とロシア

のプーチン政権に対して強い抗議の声をあげて

いかなければならない。 

新しい核の脅威に直面する事態に対して、今こ

そ全世界の国々が核兵器禁止条約に加入し、断固

とした姿勢と結束で、核に固執する勢力・国々を

包囲、追いつめていかなければならない時だと思

う。核兵器禁止条約を批准した国は現在２１ヶ国。

５０ヶ国に至れば、核兵器は全面的に禁止される

国際法となって執行されていく。そのことを願い、

圧倒的な数の国々が加入することを強く訴えた

い。 

核兵器禁止条約に背を向け、「段階的に核軍縮

を進めていく」とか「核保有国と非保有国との間

の橋渡し役を果たす」などとした日本の安倍政権

の姿勢はまったくの妄言で、いかに無責任で無力

なものであるかを今回のＩＭＦ全廃条約を巡る

事態は明らかにした。日本こそ卒先して核兵器禁

止条約に加入し、世界の国々に条約加入を呼びか

けなければならないと私たちは繰り返し訴えて

きたが、今日の事態においてあらためてそのこと

を強く求めていく必要がある。 

核の力に依拠しようとする者は、必ず核の残虐

性・非人道性を覆い隠し、核の影響をできるだけ

小さく軽く見せようとする。それに抗して私たち

は核エネルギーが人々に何をもたらすか、その真

実を徹底して明らかにしていく。それは、被爆者

の救済をはかるためであるとともに、核の脅威か

ら解き放たれる世界、社会を実現していくためで

もある。 

そのことを銘記して２０１９年を頑張ってい

きたい。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

２０１９年 ２月 ８日（金）１４：００  ８０６号法廷 地裁第７民事部 最終弁論・結審 

２０１９年 ２月２０日（水）１３：３０ １００７号法廷 地裁第２民事部 医師、本人尋問 

２０１９年 ２月２８日（木）１３：１０ ８０６号法廷 地裁第７民事部 ２人判決言い渡し 

２０１９年 ５月１５日（水）１１：００ １００７号法廷 地裁第２民事部 弁論 

 

 

 

 

 

報告集会の様子 
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「平和でこそ商売繁盛」のためにも 
米重俊男（北区） 

 

はじめまして、２０１８年１２月に入会をさせてもらいました米重俊男です。私は１９８４年生まれ

で父方の祖母が被爆者の被爆３世です。生まれも育ちも京都で、広島へは子どもの頃から帰省でよく訪

れていた関係で広島への思い入れはありますが、自分自身が被爆３世との意識は殆どありませんでした。 

大学での専攻が社会学だった事と元々の興味関心との関係で、軍事関連に関しての意識と知識はある

程度ありました。 

一方で、被爆者関係や核兵器廃絶運動に関しては前職との関係もあって比較的近い所には居ましたが、

特に声が掛かることも誘われることもありませんでしたので、あまり積極的に関わる機会はありません

でした。ただ、前職の時にＮＰＴ２０１０年再検討会議に合わせて国連を訪れる機会がありました。そ

こで新たな国際社会の核兵器廃絶に向けた運動を直接見ることができ、核兵器廃絶への新たなうねりを

感じ取れた事は、それまでに自分が意識していた事とはまた違った視点で物事を考えられる様になった

と思います。 

現在の仕事は、京商連経理センターという民主

商工会の中の小・零細法人会員の記帳実務を行う

仕事をしています。 

民商のモットーは「平和でこそ商売繁盛」です。

これは過去の戦争で大企業が大儲けする一方、個

人事業主や小・零細法人が真っ先に犠牲となった

ことからの教訓です。また、原発事故でも同じで

す。ましてや核兵器との共生などできるはずもあ

りません。 

民商のモットーが示す社会を目指すためにも、

これを機会に色々と関わっていければと考えて

いますので今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入会員 ・ 自己紹介 

２０１９年 

バイバイ原発 
３．１０ 
きょうと 

２０１９.３.１０（日） 
円山公園音楽堂 

13：30～（１３：００開場） 

つくろう！原発ゼロ法 
山崎誠（原発ゼロの会世話人・衆議院議員） 

政党からの決意表明 

めざそう！原発のない社会 
安楽知子（４０年廃炉訴訟市民の会） 

原発賠償京都訴訟・原告団 

合唱  群青 
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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。

 

■アメリカ環境保護局の低線量被ばくを容認す

る危険な体制 

宮本ゆき（シカゴ） 

ＩＮＦ全廃条約からの離脱に抗議する声明、あ

りがとうございます。本当に憂えます。 

もう一つ、日本のニュースとアメリカのメジャ

ーなメディアであまり取り上げられていないと

思えたので、ニュースを共有させてください。つ

い先日、トランプ政権は、ＥＰＡ（環境保護局）

の放射線諮問委員会の委員長にブラント・アルシ

ュ（Brant Ulsh）と言う科学者を任命しました。Ｅ

ＰＡは「一応」これまで、低線量であっても被ば

くに閾値はなく、がんの危険性があると言う立場

を取ってきましたが、アルシュはこの規制につい

て「古い科学情報であり、費用がかかる必要のな

い除染を放射能を扱う施設に強要するものであ

る」と言っています。 

環境保護局の去年の報告は「ユー・カーブ」（the 

U curve）と呼ばれる特殊な科学モデルを特に考

慮していますが、このモデルは、エドワード・キ

ャラブレィズと言う毒物学者が推薦するもので

す。彼は、放射線や、そのほかの有害物質に晒さ

れることは、低量ならば実際健康に良い（actually 

be healthy at low doses）とする理論の率先した提唱

者でもあるのです。 

アメリカも多くの原発が操業停止しており、核

開発の縮小を反映して核施設の解体（ハンフォー

ド）が進んでいます。今でも、除染の費用が全く

足りていないので、低線量被曝を容認することで、

作業員と周りの地域の汚染を過小評価しないこ

とにはやっていけない、と言う意図が見える大変

な人事だと危惧しています。また、こうしたアメ

リカの流れが日本にも適用されかねないという

懸念もあり、共有させていただきました。 

長々と失礼しました。先週は南極より気温が下

がったと言われたシカゴでしたが、今週は寒さも

緩みホッとしているところです。皆様もインフル

エンザなど流行っているようですから、どうぞご

健康に留意されてください。これからもよろしく

お願いします。 

 

■「わたしの個人情報を守って！市民の会」のス

タート 

井坂博文（北区） 

２月２日（土）、弁護士会館で「わたしの個人

情報を守って！市民の会」のスタート集会が開か

れ、加藤議員、山根議員と参加した。私から安倍

首相の国会答弁にある、自衛隊募集業務における

自治体への圧力と９条に自衛隊を書き込む狙い

が今回の背景にあること、市議会委員会での利用

停止請求権に対する論戦と京都地方協力本部か

らのシール提供を求める依頼文書の内容を紹介

した。 

会場からは、該当する子どもを持つ親御さんか

ら、怒りとともに子どもとのリアルやりとり、市

役所窓口での納得できない対応についても報告

された。さらに、元自衛隊員の男性から自衛隊の

実態についての発言は説得力があった。 

 

■１１人目の被爆者の肖像画 

増田正昭（下京区） 

１月２９日（火）、原水協の事務所で、１１人

目となる被爆者の肖像画のデッサンを行いまし

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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た。今回も、２時間ほど被爆体験の話しを聴きな

がらデッサンしました。事前に病歴など書いてい

ただき、被爆後 いろいろな病気悩み生きてこら

れこと、２時間では、語りきれない 内容でおど

ろかされました・・・。今、こどもさんの病気こ

とが心配で、「私のせいか？」など、今一番の悩

みですと語って・・・などなどたくさん語ってい

ただきありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この被爆者の方の紹介を簡単にします。 

Ｍ・Ｈさん７８歳 

５歳の時 広島で被爆、家の下敷きのとなり骨

折。広島では手術できないのですぐに大阪に避難

しました。広島に戻ることは危険なので、大きく

なるまで戻ることがでませんでした。被爆体験は、

子どもだったので記録がうる覚えだったので、広

島に帰るたびに親戚の人などに話を聞き、思い出

して語りべとて伝えている活動もしています。 

 

■綾部での安定ヨウ素剤自主配布会 

守田敏也（左京区） 

２月１６日（土）、京都府綾部市で安定ヨウ素剤

自主配布会が行われ、に参加してきました。「ヨ

ウ素剤を配ってよ＠あやべ」の主催です。代表の

塚崎圭さん、メンバーの中島ゆう子さんが挨拶や

説明をされ、僕も挨拶させていただきました。京

都協立病院院長の玉木千里先生ら医師２名、看護

師さん数名が参加して下さっています。会場いっ

ぱいに参加者が集まっています。 

配布会は午前午後開催です。ちなみにこの配布

会、いくつかのお店も出店されています。これは

他の会場では見なかったもの。香りの良いコーヒ

ーと美味しいスイーツ、パンなどが出されていて

ほっこりします。そのうちの一つのタイ料理の

FonDin さんはスタッフのランチに美味しいタイ

カレーも出してくださいました。温かくて美味し

かった！ありがたかったです。 

なお京都市からは「ウチら困ってんねん＠京都」

からの１０人の他新婦人岩倉班１人、また京都

「被爆２世３世の会」の長岡市、向日市在住の方

も参加されました。ぜひとも京都市と近隣の市で

の自主配布会も行いたいですし、この動きを全国

に広めたいです。「よし！やろう！」という方、

ぜひご連絡下さい。 
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■ＮＯ ＮＵＫＥＳ  ビキニの海は忘れない Ｎｅｖｅｒ Ｆｏｒｇｅｔ Ｂｉｋｉｎｉ Ａｔｏｌｌ Ｎｕｃｌｅａｒ Ｔｅｓｔｓ 

 発行人 岡村啓佐 

紹介 平 信行（南区） 

私たち京都「被爆２世・３世の会」は２０１６年、映画『放

射線を浴びたＸ年後２』の公開を機会に、映画に出演された川

口美砂さんを招いて年次総会記念トークを行いました。この時

初めて、会としてビキニ水爆実験被害の真相に触れることにな

りました。ビキニの被害は第五福竜丸だけではなかった。１９

５４年だけでのべ９９２隻のマグロ漁船が被災し、被害に遭っ

た漁船員は推定２万人近くにのぼります。しかし、日米両政府

は被害を第五福竜丸だけに限定し、被害の真相を封印、隠ぺい

し続けてきました。そのため多くの漁船員が原因不明のまま健

康を損ない、命を失ってきました。ビキニの海で何があったか

も正確に知らされず、健康診断も行われず、核被災はなかったことにして闇に葬られ、漁船員は棄民の

扱いを受けてきたのです。 

マグロ漁の中心地の一つであった高知県を中心にして、ビキニ水爆実験被害の真相究明と漁船員救済

のとりくみが長年にわたって続けられてきました。努力の結果、２０１４年、それまで厚生労働省内で

長く隠され続けていた被災調査資料が開示されました。これを重要な資料として２０１６年、４５人の

元漁船員と遺族が日本政府の責任を問う国家賠償訴訟を高知地裁に提訴しました。昨年２０１８年判決

が言い渡されました。残念ながら賠償請求は認められませんでしたが、裁判長は被ばくの事実を認定し、

漁船員救済の必要性を示しました。裁判は今高松高裁に控訴されて闘い続けられています。 

本書は写真集です。国家賠償訴訟の原告のみなさんと、被災の事実を証言されるみなさん、５０人が

被害を告発し、真正面から私たちに訴える写真集です。本人は既に他界され遺族が原告になられている

人は遺影や船員手帳を抱いた姿で撮影されています。写真と共に、短い証言が綴られています。漁船員

になった経緯、水爆実験のあった太平洋の漁場で何を体験したのか、日本の漁港に帰ってきた時どのよ

うな扱いを受けたのか、そしてその後に発生した健康障害と苦難の人生。これまで明らかにされていな

かったビキニの水爆実験による被爆体験の証言です。それは、核実験を行いそれをひた隠しにしてきた

者への怒りの告発でもあります。簡潔なメッセージが鋭く突き刺さってきます。 

登場する５０人の内、半数近くの２２人が既に故人です。打ち捨てられてきた時間の長さ、遺族の悲

しみと怒りを思わざるを得ません。発症した病名も具体的に示されています。がんがいくつもの臓器に

わたって発症している人が多く、心筋梗塞など循環器系疾患も目立ちます。そしてそれらがかなり若い

頃から発症しているのが特徴的です。もう一つ、５０人の内１０人までが若くして（早い人は２０代か

ら）歯が全部抜けてしまったという症例も重大だと思いました。 

一人の遺族（長男）のメッセージに目が釘付けになりました。「がんで亡くなったのは父だけじゃな

い。父がビキニから帰ってから生まれた弟（昭和３２年生）は、私が中学１年の時に４歳で亡くなった。

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

NO NUKES（核はいらない）プロジェクト 

２０００円＋税 
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その時の症状が、白血病で亡くなった若い漁船員と同じだったので、父の被災と関係があったのではと

今も思っている」と書かれていたからです。 

ビキニ水爆実験は第五福竜丸だけではない、そして、ビキニ核被災事件はまだ終わっていない。その

ことを世界中の人々に伝えていく、そして被災した人たちを急いで救済していく、さらにＮＯ ＮＵＫ

ＥＳ、核のない世界を実現していく、そのために貴重な写真集だと思います。 

この写真集は全文、全頁が日本語と英語の併記で表現されています。水爆実験当事国のアメリカ国民

をはじめ、世界の人々に核実験の被害事実の実相を伝えなければという発行人の強い思いからです。と

ても重要な発想と挑戦であり、私たちも学ばなければと思います。そして翻訳と編集に、京都「被爆２

世・３世の会」会員の山根和代さんも携わられていることを紹介します。 

 

■核実験地に住む－カザフスタン・セミパラチンスクの現在   アルケル・スルタノヴァ 著 

紹介 石角俊明（長岡京市） 

広島、そして「一橋大学」に留学した経歴を持つ著者が、「ヒロシマ・ナ

ガサキの被爆者のように世界に広く知られ、核開発に反抗するグローバルな

歴史の一部に」（著者の言葉）なってほしいという願いをかけて書かれた本

である。「カザフスタン」という国は、旧ソ連崩壊時、世界第４位の核兵器

保有国であったが、核兵器を完全に放棄し「中央アジア非核兵器地帯条約」

を調印した国である。しかし、世界有数のウラン産出国であるために「原発」

を強力に押し進めている面もある。ここでは核の実験場にされ、核爆発によ

って「被ばく」をさせられた住民をインタビューし、放射能汚染の恐ろしさ

を告発している。旧ソ連が行った「核実験の内容・回数」も調査されている。 

これだけの「資料」と「現地の人の声」が発表できるということは、「核

兵器禁止運動」の高まりの成果でもあるのでしょうか。被ばく者本人の「健

康被害」そして「子・孫への影響の不安」が赤裸々に語られている。文章は

短いですが、その内容は「恐ろしい」、というか「悲しく」なる。放射能被

ばくの恐ろしさを告発されているが、国の東西を問わず、時の政府・軍が「被害」を隠すために行うこ

とは同じである、という動きも書かれている。 

住民運動に関しては、「核実験場閉鎖要求」の運動、アメリカ「ネバダ」と結んだ運動等、少ししか

紹介されていないが、世界で「核兵器禁止運動」が広がりつつあるのを知ることができる。これも「一

つの被ばく体験記」である。 

 

■再生可能エネルギーと地域再生   諸富 徹 編・著 

紹介 石角俊明（長岡京市） 

「再生可能エネルギーと地域再生」（諸富 徹 編著）「日本評論社」 

皆さんは「シュタットベルケ」という言葉をご存知でしょうか。市民・公共団体で再生可能エネルギ

ーをつくり、地域創生を生み出す運動を指す。森川さんの著書にも、少し触れられているが（氏の幅広

い活動には頭が下がる）日本国内で既に実践されているが、ここでは日本だけでなく「ドイツ」「アメ

リカ」での取り組みが紹介されている。 

人口減少・地方衰退が危惧されているが、実践している地域では「雇用」を生み出し、人口減に歯止

めをかけている。我々の足元「京都」でも戦前「疎水の水力発電」で市電を走らせる、という事業を行

花伝社 

２０００円＋税 
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っている。地域が生み出したエネルギーの「収益」が、域外に流出せず、地

域に取り込まれるからである。著者は、先ず「配電事業」公営化し、「発電事

業」も公営化すべきと主張する。アメリカの例を出しながら、「配電」「発電」

事業を、公営化、すれば、「環境汚染」問題の解決も進む、という。 

また、公共団体の「収支」も改善する、という。「脱原発・反原発」の後、

「安定電源」をどう確保するのか、と問われることが多いが、ここには一つ

の「解答」が書かれている。これで全てが解決するとは思っていないし、今

後も研究を進める必要がある、と著者も述べている。「地方再生」のためには、

「地方分権」をもっと推し進める必要があり、「法律」も改正する必要がある。

道のりは、遠いかもしれないが、今後研究が深められる必要がある「理論・

取り組みの一つ」であると思う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■禎子さん題材 アニメ完成 パキスタンのミナラさん  
米映画祭で１位 

共同制作 広島のＮＰＯ喜び 

パキスタンの画家ファウジア・ミナラさん（５６）と、広島市中区のＮＰＯ法人ＡＮＴ―Ｈｉｒｏ

ｓｈｉｍａが佐々木禎子さんをテーマに制作したアニメーション「アマイとサダコの祈り」の英語版

が、米国の国際映画祭アニメ部門で１位となった。 

約８分。アマイという鳥が子どもたちを乗せ、世界を旅する。鶴を折り続けて白血病で亡くなった

禎子さんや広島の復興を紹介。アフガニスタン難民をモデルにした少女も登場し、最後に「勇気とは

闘うことではなく平和な未来のために働くこと」と呼び掛ける。 

ＡＮＴ理事長の渡部朋子さん（６５）は２００５年にパキスタンを訪れ、ミナラさんと知り合った。

翌年に共同で作った絵本を基に、日本ＹＭＣＡ同盟の支援を受けてアニメが完成した。 

昨年１２月、米国の「マイヒーロー国際映画祭」から１位の通知を受けた。「サダコの物語に新た

な息吹を吹き込み、若い人たちが平和のために努力するよう促している」と評価された。渡部さんは 

「つらい思いをしている子どもたちを勇気づけること

ができたらうれしい」と喜ぶ。 

日本語のほかパキスタンで使われるウルドゥー語、ア

フガニスタンのダリー語やパシュトゥー語にも翻訳す

る。ミナラさんは「サダコを通して希望や再生力、強さ

を感じてほしい」と期待する。 

（２０１９年２月４日 中國新聞） 

完成した映画を見て映画祭１位を喜ぶ渡部さん 

Scrap 
book 

■自衛官募集 自治体は協力必須？ 個人情報守る「奇策」も 

 自衛官募集のための住民名簿の提出をめぐって、市町村が苦慮している。安倍晋三首相は、協力し

ない自治体が６割もあると批判するが、そもそも「提出」の法的根拠はあいまいだ。個人情報保護か、  

自衛隊への協力か。双方をにらんだ「奇策」をひねりだす自治体も出てきた。 

日本評論社 

２8００円＋税 
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編集後記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼原発再稼働推進と原発事故

被災者切り捨てのために「低

線量被ばく安全論」がふりまか

れています。再稼働阻止、被災者

救済はそれとの闘いです。ノーモア・ヒ

バクシャ訴訟（原爆症認定訴訟）の焦点は「内部

被ばくなんか大したことない」論との闘いでした。

そしてもう一つの放射能安全論は「放射能被ばく

は世代を越えて影響しない」論です。これに対し

て私たちは事実に基づいて検証し、立ち向かおう

としています。森川聖詩さんの著書『核なき未来

へ』はその証です。２月３日の公開シンポでの井

戸弁護士の同期の方（２世）の話、ビキニ国賠訴

訟の原告の一人が写真集『ＮＯ ＮＵＫＥＳ』の

中で綴られた２世の早世のこと等々と、２世、３

世に関わる話はたまたまではないように思えま

す。今年の総会では森川聖詩さんを迎えて記念講

演をお願いしています。そして、あらためて被爆

２世・３世の実態に迫るアンケート活動をとりく

んでいきましょう。（平） 

自衛隊は、１８歳と２２歳の住民の氏名や住所、生年月日、性別が書かれた名簿提出を市町村に求

めている。これにどう対応するか。 

 京都市は２０１９年度の対象者約２万８千人分を「宛名シール」の形で提供する。自衛隊京都地方

協力本部が買ったシールに、住所と氏名を市が印刷。年齢と性別を分けて渡す。自衛隊がシールをそ

のままダイレクトメールに貼る想定だ。「これなら自衛隊の手元に個人情報が残らない」と市は言う。

シールを複製しないことや第三者に提供しないことなどを定めた覚書を京都地本と交わす予定だ。 

 京都市はこれまで、住民基本台帳を閲覧させることで対応してきた。地本の職員は区役所などで丸

２日ほどかけて、対象者の情報を書き写してきた。 

 市が対応を見直すことにしたのは昨年５月。初めて防衛大臣名で名簿提出の要請があったからだ。 

 有識者らによる個人情報に関する審議会では、一部の委員から「個人情報の扱いは慎重であるべき

だ。閲覧させることと、自治体が自ら提供することは違う」と意見も出たが、「シール式」が承認さ

れた。 

 防衛省の昨年度の集計では、全１７４１市区町村のうち対象者の名簿を自衛隊側に提出したのは６

３２自治体（３６％）。電子媒体で提供しているのは、うち１４自治体、シール式が４自治体あると

いう。 

提出、義務ではない 

 一方、９３１自治体（５３％）は名簿を提供せず、住民基本台帳の閲覧で対応している。政治的な

思惑というより、法律や条例の解釈を積み重ねた結果だ。市町村が持つ個人情報の取り扱いは「市町

村ごとに条例などに沿って対応するのが原則」（総務省）だ。 
 そもそも防衛省は、名簿要求の根拠を「資料の提出を求めることができる」と定めた自衛隊法施行

令１２０条にあると説明する一方で、これは「義務ではない」とも認めている。 

 そこをあえて提供しようとすれば、「市の個人情報保護条例に抵触する」と解説するのは福岡市だ。

市条例は、法令等の「定め」があれば個人情報を提供できるとしている。だが同施行令は具体性に欠

けて「定め」と言えないという。 

 横浜市の場合、住民基本台帳法１１条を挙げる。国は住基台帳の閲覧を市町村長に請求できるとい

う決まりだ。「しかし『閲覧』が名簿の提供までを認めているとは読めない」 

 甲南大学法科大学院の園田寿教授（情報問題）は、自衛隊法施行令が指す「資料」とは、各市町村

の人口や男女別人口などの統計的な資料だとする。「名簿の提供を求めるのは、住民基本台帳法で認

められている『閲覧』の拡大解釈で、違法の疑いがある」という。 

 防衛省人材育成課は「各市町村がそれぞれの事情に基づいて判断していると認識しているが、引き

続き、丁寧に説明し、協力を求めていきたい」としている。 （２０１９年２月１４日 朝日新聞） 
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20１９年 行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

３ １ 金 
２０１９年３・１ビキニデー（焼津市） 

キンカン行動 

 2 土 3・２春の憲法大学習会（１４時・龍大深草２２号館Ｂ１０１） 

 ３ 日 ３・1 朝鮮独立運動１００周年京都のつどい（１３時３０分・京都アスニ―） 

 ４ 月  

 ５ 火  

 ６ 水 ６・９行動 

 ７ 木  

 ８ 金 国際女性デー（国連）                        キンカン行動 

 

 

 

 

９ 土 
３・１１メモリアルキャンドルｉｎむかいじま２０１９ 

（１８時・京都文教マイタウン向島）                  ６・９行動 

 １０ 日 
バイバイ原発３・１０きょうと（１３時３０分・円山音楽堂） 

東京大空襲（１９４５年）、ＡＢＣＣ設置（１９４７年） 

 １１ 月 東日本大震災・東電福島第一原発事故発生（２０１１年） 

 １２ 火  

 １３ 水 
原発賠償京都訴訟控訴審第２回弁論（１１時・大阪高裁） 

大阪大空襲（１９４５年） 

 １４ 木  

 １５ 金 キンカン行動 

 １６ 土  

 １７ 日  

 １８ 月 安保法制違憲訴訟京都第８回口頭弁論（１５時・京都地裁） 

 １９ 火 安保法制の廃止をめざす集会とデモ（１７時・市役所前） 

（  ２０ 水  

  ２１ 木 春分の日 

 ２２ 金 キンカン行動 

 ２３ 土  

 ２４ 日 老朽原発うごかすな高浜全国集会（１４時・福井県高浜町） 

  ２５ 月  

 ２６ 火  

 ２７ 水  

 ２８ 木 アメリカ・スリーマイル島原発事故発生（１９７９年） 

 ２９ 金 
統一地方選挙（前半）告示日 

キンカン行動 

 ３０ 土  

 ３１ 日 教育基本法交付（１９４７年） 

 


