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５月１７日（金）～１９日（日）、京都市内御

池地下街ゼスト・寺町広場を会場にして「ヒバク

シャと話すＫｙｏｔｏ原爆展」が開催されました。

京都原水爆被災者懇談会の主催でしたが、京都

「被爆２世・３世の会」も参加する「ヒバクシャ

国際署名を大きく広げる京都の会：３３団体」が

協賛し、京都生協や生活協同組合コープ自然派京

都など幅広いみなさんの共同によるとりくみで

した。 

７年前、清水寺の経堂で原爆写真パネル展を開

催した経験がありますが、今回はそれに加えて、

広島市立基町高校生の原爆の絵（複製）の展示、

「ヒバクシャと出会うカフェ」の開催、原爆関連

映像の上映、折り鶴（鳩）コーナーの設置なども

行われ、より多彩な内容の原爆展となりました。 

３日間の来場者数は約８００人、会場でサイン

された「ヒバクシャ国際署名」は１７３筆、募金

も１２，４８２円寄せられました。 

「ヒバクシャと出会うカフェ」は５月１８日

（土）と１９日（日）と２日間開催し、それぞれ

⒉グループ、３グループに分かれて懇談しました。

参加した被爆者がそれぞれ体験を語り、参加者が

それにつての質問をしながら理解を深めていく

とりくみです。参加者の中には京都府立大や京都

大学の生協関係の学生の人たちもあり、「初めて

被爆者の人の話を聞いた」などの感想が述べられ

ていました。大勢の人の前で話すのは苦手だが、

グループの中で質問に答えながら話すのはとて

もいい経験になったという被爆者の声もありま

した。 

会場のスクリーンでは、アニメ作品『つるにの

って』、『ヒロシマの記憶・幻の原爆フイルムで歩

く広島』、『ヒロシマの証言・被爆者は語る』が期

間中上映され、熱心に視聴されていました。 

核兵器禁止条約の発効めざして各国の批准が

進められ、来年２０２０年のＮＰＴ条約再検討会

議の成功が目指されている今、京都市民に向けて

核廃絶の必要性を力強くアピールする機会とな

りました。 

ヒバクシャと話す 
Kyoto 原爆展 

に８００人！ 
５月１７日(金)～１９日(日) 

ゼスト・寺町広場 
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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（７２） 

近畿訴訟最後の原告Ｎ・Ｋさんの本人尋問と医師証人尋問 

入市の事実認定は被爆者の証言にこそ基づいて判断されなければならない！ 

２０１９年４月３０日（火） 

 

２０１９年４月２６日（金）、大阪地裁第２民

事部（三輪方大裁判長）において、ノーモア・ヒ

バクシャ近畿訴訟最後の原告となるＮ・Ｋさん

（女性・７８歳・神戸市）の本人尋問と医師証人

尋問が行われた。Ｎ・Ｋさんは提訴してから原告

本人としての意見陳述をする機会がなかった。し

たがって今日の尋問が初めての法廷であり、しか

もいきなり証言台に立って国の代理人や裁判官

からの直接の質問に答えなければならない尋問

となった。おそらくＮ・Ｋさんにとって生まれて

初めての体験だろう。その緊張感はどれほどのも

のかと心中を察せざるをを得ない。そんなＮ・Ｋ

さんを励まし支えようと傍聴席はご家族や支援

の人々でいっぱいになった。Ｎ・Ｋさんも少しは

心強かったのではないかと思う。 

主尋問は、本人尋問も証人尋問も担当の吉江仁

子弁護士によって進められた。最初がＮ・Ｋさん

の本人尋問。Ｎ・Ｋさんは昭和１５年（１９４０

年）９月２２日生まれ、原爆投下の時は４歳と１

０ヶ月だった。自宅は長崎市の南部平山町だった

が、たまたまこの日は母親に連れられて母親の

妹・叔母さんの家のある長崎市八坂町に来ており、

そこで閃光を浴びた。叔母さんの家は爆心地から

３．６㌔㍍、屋外の裏庭のような所にいて被爆し

た。被爆した時のＮ・Ｋさん本人の記憶はほとん

どなく、薄っすらとしたものでしかない。目の前

がぱあーっと光ったこと、いろいろなものが吹き

飛んだこと、額に怪我をしたことだけが今でも脳

裏に残されていることだ。 

Ｎ・Ｋさんは翌日の８月１０日、１１日、２度

にわたって、母親に連れられて三菱兵器に勤めて

いた叔父さんを探すため爆心地付近まで入市し

ている。経路は市内路面電車の線路に沿って歩い

た。また原爆投下直後の２～３日は八坂町の叔母

さんの家の防空壕で夜を過ごした。この後、ひど

い下痢にも見舞われている。 

Ｎ・Ｋさんはその後神戸に移り住み、昭和４９

年（１９７４年）、３４歳の時に被爆者健康手帳

の交付を受けた。それまでは差別されることを恐

れて被爆は秘密にしてきていたが、その頃から病

気ばかりするようになっていて、それを心配した

母親のすすめで手帳はとることにした。幼い時の

本人の記憶が乏しいため、手帳申請に必要な被爆

状況の記述はほとんど母親が書いてくれた。実は

自分の詳しい被爆状況を知ったのは、この時母親

から聞かされた話が初めてだった。 

Ｎ・Ｋさんは数々の病気に見舞われ、健康とは

ほど遠い人生を送ってきた。昭和３５年（１９６

０年）２０歳の頃から貧血で造血剤を処方され、

２７歳の頃にはひどいめまい、吐き気も加わり、

３３歳の時に声帯ポリープで手術、６９歳で大腸

ポリープ摘出手術、甲状腺機能低下症の診断も受

けた。そして平成２４年（２０１２年）、７２歳

の時に右乳がんを発症して腫瘍摘出手術、３年後

に再発し、この乳がんを原爆症認定疾病として申

請している。その後、左右の白内障手術も行った。 

こうした母親から聞かされてきた被爆した時

の状況、病歴の一つひとつが、吉江弁護士の質問

に答える形で確認されていった。主尋問はさらに、

Ｎ・Ｋさんとほとんど一緒に被爆した家族のこと

にも及び、それはＮ・Ｋさんの被爆状況がどれほ

ど深刻なものであったかをより一層明らかにす

るものであった。一緒に入市した父親は昭和３３

年（１９５８年）に肝臓がんで、母親は平成元年

（１９８９年）膀胱がんで亡くなっている。母親

の胎内で被爆した弟は昭和２１年（１９４６年）

に白血病ではないかと思われる症状で生後間も

なく死去、さらには兄も昭和３９年（１９６４年）

血液のがんと言われる骨髄異形成症候群で亡く

している。どれも放射線の影響と深く関係する病

気ばかりで、しかも若くして命を失っていった家

族たち。原爆による犠牲以外のなにものでもない。
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Ｎ・Ｋさんの健康障害、乳がんの発症も原爆以外

には原因は考えられない、そのことを強く印象付

けて主尋問は終わった。 

反対尋問は、もっぱら８月１０日、１１日の

Ｎ・Ｋさんの入市の事実を否定しようとするとこ

ろに焦点を当てて行われた。この日Ｎ・Ｋさんは

本当は八坂町の叔母さんの家に預けられたまま

になっていたのではないか、等々だ。しかし、ど

のように質問してみても７４年前の５歳にも満

たなかったＮ・Ｋさんの記憶が蘇ることはあり得

ない。７４年前だけではない。手帳申請時のこと

だってももう４５年も昔のことだ。細かいことは

覚えていないのが当たり前で、その記憶をほじく

り出そうとするような反対尋問にはそもそも無

理があり、聞いていて辟易とする。準備書面にお

いて、国が入市の事実を否定している論拠につい

てはすでに原告側から詳細な反論が加えられて

いるはずで、論争は書面だけで十分なのではない

かなどと思いつつ尋問を聴いていた。 

言葉は優しいが質問を繰り出してくる国側の

男性代理人は大柄な人だ。それを見上げるように

して、背を丸くした小柄なＮ・Ｋさんが懸命に答

えていく。「母親が『おまえを連れて（爆心地ま

で）行ったからひどい被爆をさせることになって

しまった』と話してくれたのだから間違いありま

せん」、「幼い私を一人置いてきぼりにして出かけ

ていくようなことはありませんでした」と、母親

から聞かされてきたことに確信をもって答えつ

つ、記憶のないことにははっはきりと「分かりま

せん」「憶えておりません」と言い切っていった。

３０分を少し超えて主尋問は終了。証言台から原

告席に帰るＮ・Ｋさんに、傍聴席から「お疲れ様

でした」、「ご苦労様でした」の声がそっとかけら

れた。 

休憩をとることもなく、引き続いて医師証人尋

問となった。今回の証人は東神戸診療所所長の郷

地秀夫先生。今年２月１日の第２民事部の証人尋

問に引き続いての証言台だ。郷地先生はＮ・Ｋさ

んの診察もされており、原爆症認定申請のアドバ

イスも行われ、医師意見書作成も中心的に担って

こられた。郷地先生はこれまで２０００人ほどの

被爆者の診療に当たり、３００人くらいの認定申

請の援助をされている。その経験に基づいて、

Ｎ・Ｋさんの認定申請についてはまず二つのこと

を強調された。一つは、Ｎ・Ｋさんの直爆距離は

３．６㌔、国の定める積極的認定基準の３．５㌔

にわずか１００㍍足りないだけだが、審査方針の

「総合的に判断」をすれば十分認定は可能という

こと。もう一つは、過去の原爆症認定訴訟で同じ

ような距離の被爆で甲状腺機能低下症が認めら

れた例があり、行政が真摯に司法判断に従えば当

然認定されてしかるべき事例だという意見だ。 

Ｎ・Ｋさんの被爆状況については、２月１日の

日の証人尋問と同様、原爆投下時もその後の入市

においても大量のチリや埃を吸い込んでおり、そ

のための内部被ばくの危険性、重大性が特に強調

された。体内に沈着したアルファ線が今もＮ・Ｋ

さんの体内を被ばくし続けているという証言は、

前回同様今回も重い響きを持って伝わってくる。 

本人尋問のところで触れたＮ・Ｋさんの既往歴

について、そのいずれもが被爆者に多くみられる

病気で、放射線被ばくと深く関係していることが、

一つひとつの疾病について丁寧に説明されてい

った。申請疾病である乳がんに止まらず、Ｎ・Ｋ

さんのそれ以前のいずれの既往歴も原爆症認定

申請が可能なほどの病気であると説明された。同

様に、Ｎ・Ｋさんの家族、父、母、弟、兄たちが

発症し亡くなっていった病気についても放射線

被ばくとの深い関係が証言されていった。この他、

Ｎ・Ｋさんの申請疾病である乳がんは白血病と並

んで放射線に起因する過剰相対リスクが最も高

いがんであることが調査報告されていること、

Ｎ・Ｋさんは現在も二つの医療機関で経過観察中

であることなどが証言された。 

Ｎ・Ｋさんの主な争点は８月１０日、１１日入

市しているかどうかの事実認定であるためか、郷

地先生への反対尋問はそれほどしつこいもので

はなく、そのためいつもは反対尋問を何倍にもし

て切り返す郷地先生の証言も今回は抑えたもの

になったように思う。ただ、Ｎ・Ｋさんの爆心地

付近への入市をめぐるやりとりの中であった「原

爆投下直後の大変な時、これからさらに何が起こ

るかも分からない不安な時、親は子どもを他に預

けて行動することなどできず、いつも一緒に連れ

ていなくてはならなかったはずだ」の証言がとて

も説得力のあるものだった。 
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今回、本人尋問でも、証人尋問でも裁判官から

の質問は一切なかった。もはや質問するまでもな

くよく理解されているということなのかどうか、

すこし気にかかるところだった。 

Ｎ・Ｋさんの審理については１０月１１日（金）

を最終弁論の日とすることが確認されてこの日

の法廷は終了した。 

閉廷後、いつものように大阪弁護士会館に会場

を移して報告集会が行われた。Ｎ・Ｋさんも二人

の娘さんに囲まれて参加され、今日の感想とお礼

の言葉を述べられた。最近はご飯も碌にのどを通

らず４㌔も痩せたとのお話が決して大袈裟には

聞こえなかった。本当にお疲れ様と申し上げたい。

二人の娘さんからもそれぞれお礼が述べられ挨

拶された。戦後７０年以上も経って被爆者がどう

して裁判までしなければならないのか、腹立たし

く思いながら傍聴席で聴いていた。今日は本当に

貴重な体験をすることができた。これからも母親

と共に諦めずに頑張っていきたい。 

証言された郷地先生からは、被爆状況の事実認

定が争われていること自体を批判された。被爆者

援護法の精神は被爆者を救済するためのもので

あり、そうであれば被爆者の立場に立って、被爆

者の言っていることを信頼し、それを前提に判断

していかなければならない。判断基準が被爆者の

請求棄却、切り捨てのための線引きであっては決

してならない、と。Ｎ・Ｋさんの裁判はそのこと

が本当に問われている裁判だと思う。 

Ｎ・Ｋさん、郷地先生、吉江弁護士に報告集会

参加全員からあらためて拍手が贈られ、今日一日

のご奮闘を労った。 

報告集会の最後に、藤原精吾弁護団長から全国

の状況なども含めた要旨以下の報告と説明が行

われ、もうひといき頑張っていこうとの訴えが行

われた。 

４月１６日（火）、ノーモア・ヒバクシャ長崎

訴訟の一人の原告の福岡高裁控訴審判決があり

不当にも敗訴判決だった。申請疾病は白内障で争

点は要医療性。原告は最高裁に上告し最後まで闘

う。最高裁では今、２０１８年の広島高裁判決（勝

訴判決）と同年の名古屋高裁判決（勝訴判決）を

不服とする国・厚生労働省が上告受理申立を行っ

ており、争点はいずれも要医療性だ。ここに福岡

高裁の件も加わることになり、要医療性を争点に

した判断の異なる３つの案件が最高裁にかかる

ことになる。最高裁は「被爆者の要医療性とは何

か」について判断を下さざるを得ない状況となり、

私たちは全国の運動の総力で要医療性の正しい

判断を勝ち取っていかなければならない。今、全

国で提起されている最高裁宛署名を緊急に積極

的にとりくんでいこう。 

４月１４日（日）には全国弁護団会議が開催さ

れ、裁判で争わなくてもいい原爆症認定制度を勝

ち取っていくための方針について話し合われた。

大まかな内容は、①今も継続中のノーモア・ヒバ

クシャ訴訟を勝ち切り（司法判断）、行政がそれ

に従うようにしていく、②制度改定のために厚労

大臣との協議・交渉を再度申し入れていく（行政

への働きかけ）、③制度の抜本的改定のために国

会議員にも働きかけていく（立法対応）、だ。こ

の一年を最大の勝負どころとしてとりくんでい

くことになる。特に近畿訴訟はこれから迎える判

決が苑田朔爾さんの控訴審含めて５つあり、特別

重要な位置にある。 

合わせて来月５月には来年のＮＰＴ再検討会

議に向けた準備会も開催される。私たちは直接の

被爆者援護だけでなく、核兵器廃絶という人類的

な課題の一翼も担って奮闘してきた。このことに

ついても、もうひと踏ん張り頑張っていこう。 

来月５月１５日（水）には第２民事部の３名の

原告の最終意見陳述が行われる。同じく５月２３

日（木）には第７民事部の２人の原告の判決言い

渡しが迫っている。７月２４日（水）は第２民事

部の別の原告３名の最終意見陳述が決まってい

る。そして今回、第２民事部のＮ・Ｋさんの最終

意見陳述も１０月１１日と決まった。ノーモア・

ヒバクシャ近畿訴訟の第一審で残された原告９

人全員の判決言い渡しが２０１９年度内に行わ

れる見通しがたった。 

文字通りの全員勝訴めざして６月１５日（土）

には「ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・全面勝利

をめざすつどい」が開催される。「つどい」の成

功をめざしつつ、この一年、本当に全員が勝利で

きるよう頑張っていきたい。そのことをみんなで

確認してこの日の報告集会を散会した。 
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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（７３） 

大阪地裁第７民事部判決 慢性腎不全の放射線起因性を認定！ 

判決を力に審査基準の見直し、認定制度改定の実現をめざしていこう！ 

２０１９年５月２６日（日） 

 

２０１９年５月２３日（木）、大阪地裁第７民

事部（松永栄治裁判長）においてノーモア・ヒバ

クシャ近畿訴訟の二人の原告への判決言い渡し

が行われた。原告はＷ・Ｈさん（男性・７５歳・

京都府木津川市）とＴ・Ｉさん（男性・７５歳・

京都府城陽市）。Ｗ・Ｈさんの申請疾患は慢性腎

不全（ＩｇＡ腎症）、Ｔ・Ｉさんの申請疾病は糖

尿病と慢性肝炎で、慢性腎不全も糖尿病もいずれ

も厚労省の定める積極的認定疾病の範囲になっ

ておらず、それだけ難しい裁判として闘われてき

た。 

正午過ぎ、いつものように裁判所前の西天満若

松浜公園に集合して判決前集会を行った後、原告、

弁護団、支援の人々全員の行進で裁判所に入り、

８０６号法廷に向かった。 

原告のＴ・Ｉさんは提訴以来６年間、自分の裁

判だけでなく、ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟の

ほぼすべての期日に毎回参加して、他の原告のみ

なさんも励まし続けてきた人だ。今日も法廷内の

原告席に座って開廷を待った。Ｗ・厳しい体調を

おして裁判を続けてきた人で、判決のこの日も出

廷は叶わず、自宅で結果を待つことになった。 

午後１時１０分開廷。ただちに松永裁判長から

判決の主文が読み上げられた。まずＷ・Ｈさんに

ついて、「厚労省の却下処分を取り消す」の言葉

がはっきりと聞き取れた。瞬間「よしっ！」と手

に力が入る。しかし、Ｔ・Ｉさんについては「却

下処分を取り消す」とも「請求を棄却する」とも

はっきりとしたことは聞き取れず、傍聴席からは

結果がよく分からないまま裁判官は退席してし

まった。どうもＴ・Ｉさんは駄目だったようだ。

そんな様子を弁護団席の雰囲気から感じつつ退

廷することになった。裁判所前の旗出しは「勝訴」。

二人とも勝訴なら「完全勝訴」となるはずだった。

一人は勝つことができたが、もう一人は駄目だっ

た。複雑な思いを持ちつつ、報告集会の行われる

北浜ビジネス会館に足を運んだ。 

報告集会は、弁護団による判決内容の分析作業

を待って、午後２時から始められた。弁護団によ

る判決内容の説明は愛須勝也弁護団事務局長に

よって、要旨以下のような内容で行われた。 

 

ノーモア・ヒバクシャ訴訟も、裁判の進行に連

れてより難しい事件が残されてくる。今回の判決

もこれまでの中で一番難しい事件だったのでは

ないか。実際に提訴以来５年以上の年月を要して

やっと今日の判決を迎えることができた。 

Ｗ・Ｈさんの慢性腎不全もＴ・Ｉさんの糖尿病

も厚労省の定める積極的認定疾病の対象外だ。

Ｔ・Ｉさんのもう一つの申請疾病である慢性肝炎

の方は対象疾病だが、国はＴ・Ｉさんがその病気

に罹患しているのかどうかを争ってきた。したが

って、原告が訴えてきた病気そのものについて、

裁判所が放射線起因性をどのように判断するの

か、真正面から問われた裁判だった。全国の原爆

症認定訴訟の歴史の中でも慢性腎不全も糖尿病

も勝訴判決を得た例はそれぞれ２例ずつしかな

い。そういう意味でも大変厳しい事件だったと思

う。 

そうした中で今回裁判所がＷ・Ｈさんの慢性腎

不全について放射線起因性を認めたことは非常

に高く評価される。 

近畿における原爆症認定訴訟は大阪地裁第２

民事部と第７民事部に係属され、これまで主に第
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７民事部で判決が続いてきた。その第７民事部で

は原爆症に関する判断がある程度蓄積されてい

るので、今回の判決もかなり緻密に書かれたもの

だった。 

Ｗ・Ｈさんの慢性腎不全について、国はまずＩ

ｇＡ腎症ではなく糖尿病症腎症ではないかと争

ってきた。これに対して判決は、いろいろなデー

タ、カルテ、医学的知見を総合的に検討した上で

ＩｇＡ腎症であると断定した。とても詳細な医学

的分析が行われていて国側の主張は全面的に排

斥され、私たちの主張が認められた。 

その上で慢性腎不全（ＩｇＡ腎症）の放射線起

因性についての判断が下された。放射線の被ばく

線量と慢性腎不全や腎機能障害との関係を調査

研究された二つの論文が積極的な論拠として採

用され、判決は“慢性腎不全と原爆放射線との間

には低線量被ばくの場合も含め、一般的な関連性

があると認めるのが相当である”と結論付けた。 

国側は判決の論拠にされた二つの論文につい

ていろいろと難癖をつけ、慢性腎不全と放射線と

の関係についても否定する主張を繰り返してい

た。判決はそれら国の主張一つひとつを敢えて俎

上に載せ、その上ですべてを丁寧に且つ徹底して

論破し、最後はバッサリと切り捨てている。 

非常に大きな意味を持つ判決だ。原爆症の積極

的認定疾病の対象とされてこなかった慢性腎不

全についても放射線起因性を認めなければなら

ないとしたのだから、個別の一事例判決などとい

って片付けられるものではない。全国の裁判にも

生かされていくものだし、何より審査基準そのも

のを見直していく、変えていく大きな論拠、力と

なっていく。 

一方Ｔ・Ｉさんの糖尿病については以下のよう

に判決された。糖尿病と原爆放射線被ばくとの関

連性は一般的には消極に解されるが、特定の遺伝

子を有している場合のみ肯定する余地がある。し

かし原告のＴ・Ｉさんはその特定遺伝子を有しな

いので放射線起因性は認められない。またＴ・Ｉ

さんの肝機能障害についてはその原因は軽度の

脂肪肝であるとして、こちらも放射線起因性が否

定された。Ｔ・Ｉさんにとっても私たち全体にと

っても到底認められる判決ではなく、控訴して闘

い続けていくことになる。 

報告を聞く限りにおいて、Ｗ・Ｈさんの慢性腎

不全の放射線起因性を認める論拠の緻密さと比

較して、Ｔ・Ｉさんの申請疾病の起因性を否定す

る展開はあまりにもバランスを欠く内容なので

はないかと思わざるを得なかった。 

 

報告集会では敗訴となったＴ・Ｉさんから無念

の思いを抱きながらもこれからについての決意

と挨拶が述べられた。「申請から１０年、提訴か

ら６年かかった。応援いただいた弁護団のみなさ

ん、支援のみなさんにまずお礼を申し上げたい。

私の病気は原爆によるものだと固く信じている。

ただそれを証明するのは非常に難しいことだと

感じた。判決には納得できない、理解できないと

ころが多々ある。弁護士の先生とも相談しながら

控訴について考えていきたい。これからもより一

層のご支援をお願いします。」 

緊急に作成された原告団・弁護団・支援ネット

ワーク連名の声明が提案され、全員で確認した。

Ｗ・Ｈさんにはお祝いの、Ｔ・Ｉさんには労いと

これからの激励を込めた花束が贈呈され、合わせ

て参加者全員からの拍手が贈られた。 

報告集会は最後に愛須弁護士によって以下の

ようにまとめられた。 

２００９年の８・６合意から１０年目の節目を

迎える今、認定制度をなんとか変えていくための

力となる判決を期待し、医学的にも一番難しい事

件に臨んだ今日だった。Ｗ・Ｈさんへの判決は現

行の認定審査基準の誤りをハッキリと指摘する

ものだった。判決を突きつけられた厚労省は基準

の見直しを考えなければならない。そのために、

Ｗ・Ｈさんの判決をまず確定し、認定基準をどの

ように見直していくのか、そちらに議論の方向を

向けていかなければならない。 

ノーモア・ヒバクシャ訴訟を提訴できる被爆者、

原告も少なくなってきた。このままでは「被爆者

もいずれは諦めるだろう」という厚労省の狙い通

りになってしまう。８・６合意から１０周年を迎

えるこの機会に、もう一度合意の本旨を思い出さ

せていく必要がある。今日の判決はそのための重

要な力となり、機会となる。 

全国の訴訟は少なくなっているが近畿はまだ
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９人の原告が闘い続けている。今年、来年に向け

て判決が続いていくこともあってこれから近畿

の闘いが焦点になってくる。みなさんの力を結集

し、最後の全面解決に向けて一気に力を尽くして

いこう。高齢化によって多くの被爆者が救済も受

けられずに涙を飲んでいる。裁判を闘える人は救

われるが、裁判できない人は泣き寝入りしなけれ

ばならないのが現状だ。そういう人たちを救うた

めに、原爆症認定制度を変えていくために、使命

感をもって闘いっていきたい。原爆症認定訴訟は

近畿から始まったが、最後も近畿において頑張っ

ていこう。 

この日の大阪裁判所は他の重要な裁判もいく

つか重なっていて、閉廷後の記者会見も時間の調

整をはかりながら行われている様子だった。いつ

もは会見を終えた弁護団が報告集会に駆け付け

て、一緒に今後の闘いに向けて決意を固め合うと

ころだが、今回は会見が始められる頃の時間には

報告集会を終えざるをえなくなってしまった。そ

のためやや手薄になった弁護団の報告集会参加

だったが、それでもこれから引き続いて頑張って

いこうと、参加者全員であらためて誓い合って散

会した。 

 

第７民事部判決の１週間前、５月１５日（水）

には第２民事部（三輪方大裁判長）において３人

の原告の最終意見陳述が行われた。３人の原告は

高橋一有さん（７７歳、兵庫県三木市）、淡路登

美子さん（７５歳、大阪府河内長野市）、Ｍ・Ｙ

さん（故人、滋賀県米原市）。高橋さんは原爆症

認定そのものの判決をこれから迎えることにな

るが、淡路さんとＭ・Ｙさんはすでに自庁取り消

しによって原爆症認定は受けており、国家賠償請

求を求めての陳述だ。 

この日はまず高橋さんが法廷に立って最後の

意見陳述を行った。原爆投下時の状況、母親に連

れられて長崎の街を歩き回った体験、幼い頃から

襲われ続けてきた幾多の病気のことなどを簡潔

にまとめて語られた。高橋さんは最初の意見陳述

や本人尋問の時にも述べていたことだが、原告に

なるには大変な悩みと葛藤があった。それを乗り

越えて提訴するに至ったのは、自分たちが名乗り

出て話さなかったら原爆のことはなかったこと

にされてしまう、という強い思いからだった。裁

判すると決めてから初めて被爆者であることを

娘さんたちに打ち明けられた。そのことももう一

度最終意見陳述でも述べ、裁判官には被爆者の苦

しみをきちんと受け止めて欲しいと訴えられた。 

高橋さんの陳述の後、愛須勝也弁護団事務局長

から総括的な最終意見陳述が述べられた。愛須弁

護士の陳述は、２００９年の８・６合意の重要な

意味とそれを踏みにじってきた国の態度、二度に

渡って改訂されてきた国の「新しい審査の方針」

が積み上げられてきた司法判断とは真っ向から

対立するものであること等を厳しく指摘するも

のだった。そして、原爆症認定申請の却下処分を

受けた多くの被爆者は、経済的な問題だけでなく

肉体的にも精神的にも耐えがたい苦痛を被って

きたのであり、却下処分の取り消しだけで原告ら

の被害が補填されるものではないことが強調さ

れた。司法判断を無視し、いつまでも従来通りの

主張に固執する国の姿勢は法治主義国家の根本

を否定するものだと断罪し、国に抜本的な対策を

促すためにも、国家賠償責任を命じることを強く

期待するとして陳述は締め括られた。 

陳述を終えて、裁判長が弁論の終結を宣言し、

判決を１１月２２日（金）午後１時１０分から言

い渡すと告げられた。半年以上先、やや先になっ

てしまった感はぬぐえないが、裁判長が口にした

「判決は一生懸命考えたい」の一言が印象に残っ

た。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

2019年  6月 15日（土）14：00 大商連会館 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟全面勝利めざすつどい 

2019年  7月 24日（水）14：00  1007号 地裁第 2民事部 Y・M、O・H、Y・Iさん最終意見陳述 

2019年  7月 25日（木）10：30  高裁 82号 高裁第 2民事部 苑田朔爾さん控訴審弁論 

2019年 10月 11日（水） 11：00  1007号 地裁第 2民事部 N・Kさん最終意見陳述 

2019年 11月 22日（水） 13：10  1007号 地裁第 2民事部 高橋、淡路、Ⅿ・Ｙさん判決 
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核兵器禁止条約発効めざして ICAN レポート 

ワシントンＤＣ、ＩＣＡＮシティ・アピールに賛同 

ワシントンＤＣがＩＣＡＮシティ・アピールに賛同し、オーストラリアのキャンベラとノルウェーの

オスロに次いで、核兵器禁止条約への支持を表明する首都となりました。２０１９年３月５日、ＤＣ評

議会は満場一致で、「核戦争阻止を連邦政府に迫る評議会決議２０１９（ＰＲ２３－００８１）」を可決

しました。 

この決議は、「核兵器の先制不使用の徹底、核攻撃を開始する大統領権限の廃止、保有するすべての

兵器を最新型に入れ替える計画の取り止め、そして核兵器廃絶のために核保有国間での検証可能な合意

形成に向けて積極的に取り組むこと」を求めています。 

「もう何十年もの間、核戦争という概念は過去の産物のように思われてきましたが、今になってイン

ドとパキスタンの対立が核戦争に繋がるかもしれないという懸念が高まっています。また、米国と北朝

鮮も緊張状態にあります」と決議案を提出した David Grosso議員は話します。「しかし最も不安なのは、

現米国大統領が自らの裁量に基づいて核兵器を発射させる権限を持っているという現実です。ごくわず

かな核兵器が使用されるだけで、世界規模の気候変動や飢饉に見舞われてしまいます」 

創価学会インターナショナルＵＳＡは、キリスト連合教会（ＵＣＣ）と MaryKnoll Office for Global 

Concernsとともに、決議案通過に大きく貢献しました。決議は、“Back from the Brink（崖っぷちから

引き返せ）”という全米で広がっている草の根運動によって実現しました。このイニシアチブの後押し

もあり、核兵器廃絶国際キャンペーン（ＩＣＡＮ）は、核兵器禁止条約発効に向けて今世界的に支持を

増やしている「シティー・アピール」を昨年開始しました。 

出典：ＩＣＡＮウェブサイト March 18, 2019 

まとめ訳：田中美穂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核兵器禁止条約支持の決議案、米連邦議会で提出 

４月１１日木曜、米国下院のジム・マクガバン議員とアール・ブルメナウアー議員は「核兵器禁止条

約の目標と条項を受け入れる」(H.RES 302)と題する歴史的な決議案を提出しました。これは、核兵器

禁止条約 を支持し、核軍縮を国家安全保障政策の中心的焦点とすることを政府に求める決議案です。

米国の長年にわたる核政策とは全く対照的なこの決議案は、条約のために地元政治レベルで意識を高め、

https://www.facebook.com/hashtag/核兵器禁止条約?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAwZsm3s-nbQ8UWYcw4dciGmOoiMXnUG79tYEdDukknTRcsTfF-SBPf0nrocRiScgobVqy3cMwFpPjx3XkfJd3rbKoZWggxrSWLk4rHq2yxfm-oxpSedY-xGuBcvr0k9QZKsihu4nZoyYyRX1ZDer1B08oECDPBlYwF9sM5o7jmQysxZWiWKYbIWQ2w-i4RNKZ0OXRfdHi3xUCYqghaJCzXRjjOn1YTv_AtYkZxchi6n8m05HXf1TBsbBjXNWyWGR_g3COS7097RV3XS0DaC_UtimjhXfdRUa_OiBUDj9TDaAAdxFRRM0O_CFrGwn58t2el_2cfCGeAY6tjmf6KVc7wCg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/核兵器禁止条約?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA2ra1ZdrksRaVZ1z6MVvtbSZgXE7YPgoHrRKLTcMWFi7-Rj8GMC_9iBjIA85mhetPLxPF_eFlCvZEz7q7kDY8-uiDJJ2wyp4l1agubsXweRxWSo41P-U2rvz5w9o_LPfXtpEJkIebKQIF-HR0qSlWVEC-MxO5wWYmEvFMwMcvNgt7hU42BhRJZlwBelfL_AF6Q8kq2Kwl8TJKH9oFZXFsvw70Y3InJQH0natNhEoAIBwSDYSOFK-hlOBRMBmA8puw9EmoFxRBpacN4ju-ij-2OjqktgeTjnm6o3M96PpsIDg0ElOhp2hufitjk3VnLveH5d6-DbWvrhn0NzYhkVgM9Eg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/核兵器禁止条約?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA2ra1ZdrksRaVZ1z6MVvtbSZgXE7YPgoHrRKLTcMWFi7-Rj8GMC_9iBjIA85mhetPLxPF_eFlCvZEz7q7kDY8-uiDJJ2wyp4l1agubsXweRxWSo41P-U2rvz5w9o_LPfXtpEJkIebKQIF-HR0qSlWVEC-MxO5wWYmEvFMwMcvNgt7hU42BhRJZlwBelfL_AF6Q8kq2Kwl8TJKH9oFZXFsvw70Y3InJQH0natNhEoAIBwSDYSOFK-hlOBRMBmA8puw9EmoFxRBpacN4ju-ij-2OjqktgeTjnm6o3M96PpsIDg0ElOhp2hufitjk3VnLveH5d6-DbWvrhn0NzYhkVgM9Eg&__tn__=%2ANK-R
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支持を広げようとしてきた草の根運動の盛り上がりに後押しされ、現実のものとなりました。 

プレスリリースの中で、マクガバン議員は、この決議案に至った背景を説明しています。「米国、ま

た世界中どこの国においても、核兵器を持たなければならない理由などどこにも見当たりません。私た

ちは前世紀から平和に向かって確かな歩みを進めてきましたが、それでもまだ核兵器は私たちを暗く危

険な過去から離してはくれません。本来ならば米国民のために使われるべき何十億ドルもの費用が、人

類を脅かす核兵器の維持に費やされています。私たちはこの状況に終止符を打たなければなりません。

さもないと、私たちが終わってしまうのです」 

ＩＣＡＮ事務局長のベアトリス・フィン氏は、次のように語りました。「今回の決議案は、核兵器禁

止条約が核保有国における国家安全保障の議論にも影響力を及ぼし始めた証です。条約発効が近づくに

つれて、この影響力はますます大きくなるでしょう」「ＩＣＡＮは、すべての米国下院議員に核兵器禁

止条約への国会議員誓約(Parliamentary Pledge)への署名を促し、すでに署名している世界中の議員ら

とともに自国政府の条約加入に向けて尽力するよう呼びかけていきます」 

現在７０の政府が署名、２３ヶ国が批准している核兵器禁止条約は、５０ヶ国の批准を得ると発効し、

正式な国際法となります。 

出典：ＩＣＡＮウェブサイト  April 15, 2019 

まとめ訳：田中 美穂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島の被爆者 
切明千枝子さんの 

被爆証言を聴く会 
６月２４日（月）午前１０時～１２時 
ひと・まち交流館京都 ２階の和室Ａ・Ｂ 
資料代 ５００円 
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母の面影と被爆者を重ね合わせて 

宇多滋樹さん（奈良市市在住） 

 

あらたに入会しました宇多滋樹です。わたしが

貴会に入った動機を申し上げます。わたしは被爆

者ではありません。ただ、１９４５年８月７日の

早朝に、救護隊で広島入りしたおじいさんから話

を聞いて、２０年前の１９９９年に『豚の神さま』

と題して出版したことがあります。この沖縄出身

のおじいさんの名は渡慶次恒徳（とけい・こうと

く）と申します。おじいさんは出版を待っていた

かのように３か月後に８４歳で亡くなりました。 

いま、広島平和記念資料館の東館地下で、彼が

疊大のキャンバスに「被爆直後の広島の惨状」を

描いた油絵３枚が、予定では来年３月１日まで展示されています。折りあればご覧になってください。 

１９４５年８月７，８，９日に渡慶次さんが見た廃墟になった広島を、わたしは取材当時に想像上で

も追体験しようと、夏日に同じ道筋をたどりました。横川駅南から橋を渡って寺町の墓地をめぐり、土

橋あたりから東へ、原爆ドームと商工会館の前にたたずみ、紙屋町の福屋デパートから北の逓信病院ま

で、渡慶次さんが思い起こしては目が冴え、眠れない夜を過ごしながら描いた絵を思い起こしながら歩

きました。 

一昨年２０１７年の暮れ、９７歳で亡くなった母親を供養するために、彼女が生きた足跡を追って文

章を書きはじめました。１９３７年１９歳の時に恋仲になった男性と結婚の約束をしたけれど、彼は６

年後の１９４３年５月２９日のアッツ島全滅で戦死しました。彼の実家は広島市中区鶴見町にありまし

た。わたしは再び広島に足をむけることになりました。彼の姉さん一家が住んでいた実家は、爆心地か

ら１５００メートルの竹屋国民学校すぐ東隣にあったはずです。７５年後の今、当時疎開していて生き

残ったとしても、子どもか孫の代になっていることでしょう。鶴見町界隈を行けど進めど、とうとう見

つけることはできませんでした。 

取材途中で切明千枝子さんといわれる被爆者の方とお会いしました。鶴見町からそう遠くはない比治

山橋で被爆された体験を、生の声で聞かせていただき、母親の面影と重ね合わせることができました。 

切明さんが語る被爆証言の集いは、６月２４日（月）午前１０時から正午まで、京都の「ひと・まち

交流館」において、貴会の主催で開いていただきます。 

わたしが貴会に入会させていただいた、少し長すぎた自己紹介文です。 

 

 

 

 

 

 
 

新入会員 ・ 自己紹介 
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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。 

 

 

■父の原爆体験記をもとに語り部 

国広博子（高松市） 

親の(被爆者の)会を手伝うようになり３年に

なりますが、それ自体どうなっていくのだろうと

不安に思う時があります。そのような中、先日２

回目の語り部をしました。高齢になった父の代わ

りに、父が１０年前に書いた「広島原爆体験記」

をもとに、３０分程にまとめました。後で感想を

いただいたのですが、１回目より反応がよく、背

中を押されるような力強い言葉もいただき、語り

継ぐことの大切さを実感しました。 

そして二世として生まれた私のするべき方向

が見えたような気がしました。 

いろいろ悩み、考えることもありますが、親と

過ごせる時間を大切にしながら、親の会の活動を

一つひとつこなせていけたらなと、思っています。 

 

■切明千枝子さんの被爆証言を聞く会成功を 

宇多滋樹(奈良市) 

このたびは、わたしが急きょお願いしました「切

明千枝子さんの被爆証言を聞く会」を、いろいろ

お世話いただきまして、心から感謝いたします。

わたしが戦争の実相を考え進める上で、ヒロシマ

の問題は取り組まねばならない深くて大きな問

題です。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

■亡き両親に伝えたい私たち被爆二世３きょう

だい 

加百智津子（岡山県総社市） 

神奈川県座間市に住む弟が神奈川県被団協を

通して、被爆二世の医療費援助を受けられるよう

になったので、座間市の平和行進記事を目にし、

“恩返し”（？）のつもりで、初めて平和行進な

るものに参加したそうです。高齢になられた被爆

者の方が大半で少し痛々しい気がしたようです

が、いろいろな話が聞けてよかったと喜んでいま

した。 

神奈川県被爆二世の会の情報を弟に提供した

ことで、弟は医療費の負担が減り、また、平和行

進にも参加するというところまで繋がりました。

すごいことだと思います。被爆⒉世の私たちきょ

うだい３人が、こんな形で関わっていることを亡

き両親に胸を張って伝えたい思いです。 

 

■会報№７８(４月号)の感想と私の地域の町か

どサロンのこと 

久保絹子(伏見区) 

会報№７８(４月号)を読んで、「核兵器禁止条

約発効めざして・ＩＣＡＮレポート」、２３ヶ国

の批准国が地図に示されていたので分かり易か

ったです。核保有国はまったく批准していないこ

とが一目で分かりました。 

「スクラップブック」の「核廃絶賛否、スマホ

確認・議員ウォッチ、国会議員の回答表示」はと

ても良いことだと思いました。「福島第一原発事

故の避難者、「桃山東」退去」に怒りを感じます。

国と東電の責任放棄に憤りを覚えます。今の政治

は国民を守れないと思いました。国民が安心して

暮らせる政治に変えなければ。参議院選挙で安倍

政治を終わらせるようみんなで手をつなぎたい

です。 

私の住む地域の町かどサロン 

高齢化が進む私の住む地域で町かどサロンが

できて、３年前から私と夫も参加しています。月

一回の昼食会、週一回のお茶飲み会、軽い体操、

トランプ、手芸、マージャン、将棋とか、おしゃ

べり、唄ったりと好きなことをして楽しみます。

すぐに時間が過ぎ、もっと遊びたい、帰っても一

人だから帰りたくないという人も。７０歳～９０

歳代の１５～１６人にボランティアスタッフが

５～６人。定着し、少しずつ増え、好評で週一回

が週三回に増え、また週一回は買い物送迎車でＣ

ＯＯＰへ。これも喜ばれています。お互いに仲良

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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くなり、助け合い、お互いを気遣いながら居心地

よい場所となっています。 

この町かどサロンの主催は近くの老人施設で

ある周和園で運営されており、スタッフは周和園

職員ボランティアスタッフのみなさん。私もボラ

ンティアスタッフに加えてもらって体操担当し

ています。私の生きがいになっています。お互い

自分のできることで料理、お菓子作り、手芸など

いろいろ自主的に行い、スタッフは積極的に特技

を生かして参加しています。参加者も遊び道具を

作ってきたり、参加日のカレンダー作って皆に配

ったりと、それぞれ気付いたこと、役に立つこと

を考えてやってもらえて良い関係ができていま

す。 

また地域の二つの公園では２～３年前から朝

のラジオ体操が町内会の呼びかけて始まり、継続

しています。 

以上のことは国の政策でもあるのです。介護保

険を使う人が増えないように地域力を高めると

いうことでしょうね。でも住民にとっていい面も

ある。住民同士のコミュニティがよくなり、元気

で長生きしていくための応援になっているのは

確かです。 

 

■エイズキャンドルパレード 

井坂博文（北区） 

毎年この時期に開かれ、今年で２７回目を迎え

る「エイズキャンドルパレード」。ＨＩＶに感染

し、エイズを発症した人たちの人権を守り、差別

や偏見をなくし、ともに生きていくことをめざし

て運動を進めています。この数年都合がつかず参

加できていなかったので久しぶりの参加となり

ました。玉本市会議員や友人のみっちゃんや妻と

キャンドルをかざしながら河原町通りを歩きな

ました。 

実行委員会のみなさんが事前にパレードコー

スを回り、お店に協力依頼をしてレッドリボンを

店の前に掲示していただいています。日頃は何気

なく歩いている河原町通りの店が輝いて見えま

した。 

 

■里親会会長も頑張ります。 

増田正昭(下京区) 

５月１９日の京都市里親会定期総会で、会長に

選出されました。大変な大役務められることが心

配ですが、やり甲斐もあり、里親の普及に役立つ

一助のため頑張って行きます。 

体のことありますが、気をつけてマイペースで進

めていきます。皆さんご協力、ご鞭撻 よろしく

お願います。 

 

■出逢いの場となった原爆展 

平 信行（南区） 

５月１７日～１９日の原爆展は市民に核廃絶

をアピールする機会でしたが、被爆者や２世・３

世の新しい出逢いの場にもなりました。たまたま

通りかかった方から「私も被爆３世です」と名乗

り出られる方がありました。被爆者の方でこのよ

うな企画に初めて参加される方もあり、早速被爆

体験の証言聞きとりも約束していただきました。

京都での企画を知って三重県伊賀市から出向い

て来られた方たちもありました。その他にも様々

な出逢いがありました。被爆者のつながり、被爆

２世・３世のつながり、核廃絶に向けて一緒に頑

張っていく人たちのつながりが広がる機会にも

なりました。 
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■福島のお母さん、いま、希望は見えますか?  棚橋明子 著 

紹介 石角俊明（長岡京市） 

彼女の「前著」を読まれた方は、お分かりだと思いますが、著者は「福

島のお母さん」と正面から向き合うことで、彼女たちの本音を聞き出し

ている。ここには飾り気のない「母親として」「女性として」の本音が語

られている。話を聞かれたのが、２０１８年夏頃であり、あれから７年

半が経過したが、生活を取り巻く状況は、改善されず厳しくなっている

のがよくわかる。でもその中から「希望」「光」を見つけ、前向きに進む

姿はすごい、と思うが、「お母さん」の生の声が「本」という形でしか「世」

に出ない、発信されない、というのはどう考えればよいのでしょうか？

「福島県健康調査」の不十分さ・問題点は複数のお母さんが指摘をされ

ているが、政府・県はこのデータを基に施策を推し進めている。ここに

は「被災者に寄り添う」という姿勢は皆無である。「原子力緊急事態宣言」

は発令されたまま―この事実も多くの人は忘れているのではないか―で

「年間被ばく線量限度は、１ミリシーベルトから２０ミリシーベルトに引

き上がられ、帰還が強制される。「なぜ、福島だけ」っていう声、政府・県は「どのように聞き、どう

理解するのでしょうか？」 

まだまだ「原発事故」は収束していないし、「廃炉作業」の進行だけが注目されるのも間違っていま

す、と声を挙げ続けよう、と思わせる話です。 

 

■この海/山/空はだれのもの―米軍が駐留するということ  琉球新報社編集局 編著 

紹介 石角俊明（長岡京市） 

４月中旬、沖縄県が海外の米軍基地の法的地位についての調査報告が、短

く報じられていて、関心がある方はご覧になったと思う。しかし、記事は具

体的な違い等は殆ど書かれていなかった。本書は、「日本」における「米軍」

の法的地位は「特別」というか「異常」という言葉がぴったり、と理解でき

るような「事例」が取り上げられている。主に「イタリア」「ドイツ」の米

軍基地について、米国との間の条約、というか取り決めを紹介している。こ

の両国に共通しているのは、「あくまで主権は自国にあり、米軍は自国の法

律に従うべきである」という姿勢である。例えば「米軍基地に立ち入る」こ

とができるのは、政府だけでなく「地元自治体」もできる。しかし、日本は

「オスプレイ墜落事故」の現場の例を挙げるまでもなく、「現場周辺」には

警察も含め、誰も立ち入ることはできない。飛行訓練についても、日本特に

沖縄では、時間・場所も含めて「米軍の好き勝手」だが、イタリアでは、通

常月曜から金曜、午前７時から午後１１時迄で、「昼寝の慣習に配慮」し、午後１時から３時半まで“自

粛”をするという。このような「違い」は、イタリア・ドイツとの比較だけではない。「フィリピン」「英

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

彩流社 1800 円（税別） 

高文研 1700 円（税別） 
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国」そして「ハワイ」でも「米軍の思いのまま好き勝手」なことは出来ないことを紹介する。「飛行訓

練」「基地の環境問題」等、米軍基地を巡る課題・問題がイタリア・ドイツの姿勢が紹介されている。

読み進めれば進むほど、日本と米軍の関係が 

極めて異常である、と理解できるが、「本土」のマスコミは殆ど取り上げない。今後は、「全国知事会」

さえ「改正」を要求し「日米地位協定」についても、突っ込んだ取材・報道を期待したい。 

 

■みな、やっとの思いで坂をのぼる  水俣患者相談のいま   永野三智  著 

紹介 平 信行（南区） 

不知火海を見下ろす丘の上に水俣病センター相思社があります。水俣

病のことを伝え、患者・地域の人々に寄り添い、地域づくりのために活

動している、水俣の人々にとっての拠り所だと思います。２００８年か

ら相思社の職員となって水俣病患者相談の窓口を担当してきたのが永野

三智さんです。彼女は水俣の生まれですが、幼い頃水俣病の「取り返し

のつかない苦い思い出」をつくり、水俣から逃げ、全国と世界の国々を

旅し、ボロボロになりながらも人の温かさに守られていることを知り、

そして水俣に逃げ帰ってきた人です。 

水俣病事件は今も続いています。国は「水俣病患者認定の判断条件」

なるものを出していますが、実態は患者を救済するための条件ではなく、

認定申請を却下するための条件になっています。例えば生年月日、チッ

ソが排水を止めた１９６９年以降は患者発生はないとか、患者が居住し

ていた地域の限定とか、感覚障害だけでは認めない症状認定基準とか。

しかし、実際はこのような条件をはるかに越えて多くの人々が今も発症し、苦しんでいます。熊本県や

水俣だけではありません。胎内や幼い頃から水銀汚染された環境で育った人々が全国に移り住んでいて、

同じ苦しみの下にあります。 

多くの未認定患者が存在し、行政交渉や裁判に訴えて運動は続けられています。「この齢になって体

に異常が出てきて水俣病ではないかと思うようになった」、「隠して隠して生きてきた人がやはり水俣病

だと認定してほしいと願うようになった」と、潜在的認定患者は後を絶ちません。苦悩を乗り越え、差

別を乗り越え、家族と社会との軋轢・葛藤を乗り越えて、「みな、やっとの思いで坂をのぼり」、水俣病

センター相思社の患者相談室をめざしているのです。 

本書は、著者の永野さんが水俣病の相談に応じてきてたくさんの人々から教えられたこと、感じたこ

と、思ったこと、訴えたいこと、そしてそれを通じて水俣の歴史と今の現実とを彼女の言葉で綴ったも

のです。患者相談業務の記録、自身の日記などに基づいて書かれたものですが、彼女が相談に応じる一

人ひとりの水俣の人、全国にいる水俣出身の人の、生きている人間の苦悩、葛藤が水俣訛りで語られて

います。私たち読者の眼前にその人たちはいるように。 

「水俣病と認められたい。でも認められたくない」、「隠れ隠され続けてきた人たちの存在」、「私も兄

弟もみんなが水俣病だと、娘には言わないで下さい」、「患者を差別し、無視してきた人たちもまた患者

となる」、「“もういいです”と言うのを県も国も待っている」、「母ちゃんはきつかったでしょうね。そ

がん話はせんですよ」、「今はどう？出身地言える？」、「水俣病かどうか知りたい。それだけで良い」・・・

これは本文中の小見出しの一部です。これらを読むだけで水俣病というものの凄まじさ、差別の深刻

さ・残酷さ、チッソや国や県などの犯してきた罪の大きさが窺い知れます。 

私は、広島・長崎の被爆者のことも、そして私たち被爆２世・３世のことも、そして本書にも登場す

ころから 1800 円（税別） 
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■原発賠償京都訴訟・控訴審第３回期日 
６月１３日（木）１４時３０分開廷 

大阪高裁・本庁舎２０１号法廷（予定） 

 
■原発賠償京都訴訟を支援する会総会 
＆第４回学習講演会 
６月３０日（日）１３時３０分開会 

京都弁護士会館地下大ホール 

講演：「東電刑事訴訟は何を明らかにしたか？」 

講師：添田孝史さん（サイエンスライター） 

る原発事故被災者のことも重ね合わせながらこの本を読み進めることになりました。自らには何の責任

もない、何も知らされないまま国家や企業の横暴によって襲われた被害。差別の醸成、被害者の分断、

自らを被害者だとは名乗れない多くの人々の存在、因果関係を曖昧にする論理と御用学者の登場、認定

のために被害者側に立証を課せようようとする態度等々です。そして全編を通じて、相思社のような被

害者に寄り添い、被害者が拠り所とするようなセンターが必要なのだと思いを深くしました。私たち「被

爆２世・３世の会」の在り方、とりくみ方も、相思社の姿勢に学びつつ考えていきたいと思います。 

 

■映画  『主戦場』      監督・脚本 ミキ・デザキ 

紹介 井坂博文（北区） 

某日の夕方、妻から「今晩空いてる？」と連絡が入り、急遽京都シネマで上映中の映画「主戦場」を

観に行きました。告知されていた時からぜひ観たいと思っていましたが、「主戦場」というタイトルの

意味合いはよくわかっていなかったのが、よくわかりました。 

映画パンフには「ようこそ、「慰安婦問題」論争の渦中へ」、「ひっくり返るのは歴史か、それともあ

なたの常識か」と書かれています。 

慰安婦たちは「性奴隷」だったのか、売春婦だったのか？「強制連行」は本当にあったのか？あっせ

んした業者の責任なのか？なぜ元慰安婦たちの証言はブレるのか？

そして日本政府の謝罪と法的責任は・・・・？ 

このテーマを投げかけながら、おなじみの櫻井よしこ氏、杉田水

脈衆院議員はじめとする歴史修正主義者や否定論者たちと政治学者

の中野晃一氏、歴史学者の吉見義明、「女たちの戦争と平和資料館」

の渡辺美奈氏などのへの取材をもとにした映像を、速いテンポで論

争させていきます。 

「うん、うん」とうなずいたり、「それは違うだろう」と口の中で

呟きながら、あっという間に２時間がたちました。 

お互いの論争・バトルがグラウンドであり、観ている観客が勝敗

を決める主役です。それが「主戦場」なのです。 

頭に浮かんでくるこの問題に関心を持っているあの人にもこの人

にも、そしてぜひ多くの人に見てほしい映画です。 
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■文科省の放射線副読本を回収 
野洲市教委、記述を問題視 

文部科学省が全国の小中学校と高校に配布した昨年１０月改定の「放射線 

副読本」を、滋賀県野洲市教育委員会が回収していることが２５日、分かっ 

た。東京電力福島第一原発事故の被災者への配慮がなされておらず、放射線が安全との印象を受ける

記述が多いと判断したという。 

副読本は小学生、中高生向けの２種類ある。放射線がＸ線撮影に使われていることや、放射線の

性質と人体への影響などを説明。福島第一原発事故と復興のあゆみを取り上げている。「（福島第一

原発）事故で放出された放射性物質の量はチェルノブイリ原発事故の約７分の１で、福島県が実施し

た検査結果によれば、全員が健康に影響を及ぼす数値ではなかった」などの記載もある。 

３月の市議会の一般質問で、「人工と自然界の放射性物質を同列のように扱い、（放射性物質が）

安全であると印象を操作しようとしている」などと指摘を受け、市教委が副読本の内容を精査。放射

線の安全性を強調するような印象を受ける記述が多い▽被災者の生の声が少ない▽小中学生にとっ

て内容が高度――と判断し、回収を決めた。 

副読本は市内の小学校で２１１３部、市内の中学校で３１４部を配布したが、これまでに小学校

分２８２部、中学校分２０３部を回収した。市教委は「子どもたちに伝えるため、今後効果的な副読

本の活用を検討したい」としている。 

文科省教育課程課は「改訂版の副読本は避難者に対するいじめを防止す

る内容が拡充されている。有意義な内容となっており、各学校で判断して活

用してもらいたい」としている。 

山仲善彰市長は２５日の定例会見で、「丁寧な情報を若い世代に伝えるこ

とが大事。市教委の判断は適正」などと語った。 

（２０１９年４月２５日 朝日新聞） 

Scrap 

book 

■米研究所、今年２月に臨界前核実験 

アメリカの核研究機関であるローレンス・リバモア国立研究所は２４日、今年２月に核爆発を伴わ

ない臨界前核実験を行っていたことを明らかにしました。 

ローレンス・リバモア国立研究所によりますと、「エディザ」と名付けられた今回の実験は、今年２

月１３日に西部・ネバダ州の砂漠の地下深くの施設で行われたということです。 

プルトニウムを用いて核爆発を伴わない臨界前核実験で、核弾頭の安全性を向上させるため、プルト

ニウムのデータを取得することが目的だったと説明しています。 

 トランプ政権は「使える兵器」として核兵器の役割

拡大を目指す方針を表明していて、核分野の研究を進

める政権の姿勢を示したものともいえます。 

アメリカでは、おととし１２月にも同様の実験が行わ

れたことが確認されています。 

（２０１９年５月２５日 ＴＢＳ ＮＥＷＳ） 

http://www.asahi.com/area/shiga/
http://www.asahi.com/area/shiga/
http://www.asahi.com/special/energy/
http://www.asahi.com/topics/word/副読本.html
http://www.asahi.com/shinsai_fukkou/fukushima_daiichi/
http://www.asahi.com/topics/word/放射性物質.html
http://www.asahi.com/topics/word/チェルノブイリ.html
http://www.asahi.com/area/fukushima/
http://www.asahi.com/topics/word/放射性物質.html
http://www.asahi.com/topics/word/放射性物質.html
http://www.asahi.com/topics/word/副読本.html
http://www.asahi.com/topics/word/副読本.html
http://www.asahi.com/topics/word/副読本.html
http://www.asahi.com/topics/word/副読本.html
http://www.asahi.com/topics/word/文部科学省.html
http://www.asahi.com/topics/word/文部科学省.html
http://www.asahi.com/topics/word/副読本.html
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559072953/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9uZXdzLm5pZnR5LmNvbS9hcnRpY2xlL3dvcmxkL3dvcmxkYWxsLzEyMTk4LTI4NTgxMS8-/RS=^ADB7LAP1AbC_UvGFU3MipSEahyrrTY-;_ylt=A2RCL644P.xcchQADxkdOfx7
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▼広島に帰郷した折、リ

ニューアルされた広島平和

記念資料館を観てきました。

展示されている資料などをじ

っくりと腰を据えて観るとなると優

に半日はかかるでしょう。それだけのものを限ら

れた時間ですべて観るには少々無理がありまし

た。これからも必要な場合には何度でも足を運び

たいと思います。▼広島の平和記念資料館に以前

から望んでいたことは、被害の実態だけでなく、

軍都広島が果たしてきた加害の責任・事実につい

てもあわせて資料を集め、研究と展示公開でした。

今回若干の展示はありましたが、まだまだ本格的

なものではないと思います。戦前戦中広島は第五

師団第１１連隊の本拠地でした。第１１連隊はマ

レーシア半島で数々の残虐行為を行った悪名高

き軍隊です。広島の街は朝鮮半島から数多くの徴

用工や人々を誘い入れ軍都として発展していく

過程を支えました。その結果多数の朝鮮人被爆者

を生み出すことになり、その人たちは長く棄民扱

いを強いられてきました。▼広島の果たした加害

責任、日本の行った侵略行為、その真実を徹底し

て明らかにしてこそ、本当の平和をめざす都市・

広島は受け入れられるのではないかと思います。

（平）

■アメリカの臨界前核実験に長崎の被爆者から怒りの声 

アメリカは２４日、核爆発を伴わない臨界前核実験を行ったと発表しました。トランプ政権下では

２０１７年以来、２回目となり、被爆地・長崎からは怒りの声があがっています。 

アメリカの研究機関は今年２月にネバダ州でプルトニウムを使用した核爆発を伴わない臨界前核

実験を行ったと 24日に発表しました。トランプ政権下では２０１７年１２月以来、２回目とみられ

ます。 

長崎大学核兵器廃絶研究センター（ＲＥＣＮＡ）鈴木達治郎副センター長 

「（トランプ政権になって）核軍縮のためではなくて核兵器の役割を拡大するために近代化計画を

やる。使える核兵器を開発しなさい、こういうふうに変わってきた」 

長崎市で核兵器の廃絶を目的に署名活動を進めている「『ヒバクシャ国際署名』をすすめる県民の

会」は集会を開いて、県内で５０万人を目標に署名を集める方針を確認しました。しかし出席した被

爆者などからは今回の実験に対して怒りの声が聞かれました。 

長崎原爆被災者協議会・田中重光会長 

「被爆者として一番、嫌なニュース。来日する日に発表をすると被爆国に来るのに、何でそんな嫌

なお土産を持ってくるのか。満腔の怒りをもって抗議しないといけない」 

県民の会 朝長万左男共同代表 

「（日米首脳会談では）核廃絶運動や北朝鮮のことも含めて、北東アジアの非核兵器地帯とか、そ

ういう方向性につながるような話し合いをしてもらいたいけど、しないでしょうね」 

被爆者などは、６月２日に平和公園で抗議の座り込みを行う予定です。 

（２０１９年５月２６日 テレビ長崎） 
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２0１９年６月 行事カレンダー 

月 日 曜  行     事 

６ １ 土 
６・１憲法学習講演会（１３時３０分・同志社大学寒梅館ホール） 

大飯原発差し止め訴訟（京都）原告団総会（１３時・ハートピア京都） 

 2 日  

 ３ 月  

 ４ 火  

 ５ 水  

 ６ 木 ６・９行動 

 ７ 金 キンカン行動 

 ８ 土  

 

 

 

 

９ 日 ６・９行動 

 １０ 月  

 １１ 火 入梅 

 １２ 水 日本被団協２０１９年定期総会 

 １３ 木 
原発賠償京都訴控訴審第３回口頭弁論（１４時３０分・大阪高裁） 

日本被団協２０１９年定期総会 

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

 １５ 土 ノーモア・ヒバクシ近畿訴訟全面勝利をめざすつどい（１４時・大商連会館） 

第  １６ 日 父の日 

 １７ 月  

 １８ 火  

 １９ 水 戦争法廃止をめざす行動日（１７時・市役所前） 

 ２０ 木 
安保法制違憲訴訟（京都）第９回口頭弁論（１５時・京都地裁） 

京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 ２１ 金 
２０１９年国民平和大行進・滋賀→京都引継集会（１２時３０分・ラクト山科公園） 

キンカン行動 

 ２２ 土 
基地のない平和な沖縄・日本・東アジアを６・２２京都集会（１４時・円山音楽堂） 

夏至 

 ２３ 日 
沖縄慰霊の日   新安保条約発効（１９６０年） 

第６４回京都母親大会（１０時・京都テルサ） 

 ２４ 月 切明千枝子さんの被爆証言を聞く会（１０時・ひと・まち交流館） 

 ２５ 火  

 ２６ 水 
２０１９年国民平和大行進・京都→奈良引継集会 

通常国会会期末 

 ２７ 木  

 ２８ 金 キンカン行動 

 ２９ 土  

 ３０ 日 
原発賠償京都訴訟を支援する会第５回総会＆第４回学習講演会（１３時３０分・京都弁護

士会館） 

 


