
京都「被爆２世・３世の会」会報№８０   ２０１９年 ６月２５日 

１ 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

６月２４日（月） 

広島の被爆者・切明千枝子さんの被爆証言を聞く会 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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５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 

日本被団協の厚生労働省要請行動の報告／神奈川県原爆被災者の会二世支部・森川聖詩さん ２ 

京都市は核兵器禁止条約の批准を求め、「放射線副読本」を回収せよ／井坂博文（北区）   ５ 

アメリカ国内で広がる核兵器禁止条約支持の声 ７ 

被爆二世のノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟傍聴記（７４） ９ 

原発賠償京都訴訟控訴審第３回弁論の報告／原告団を支援する会・上野益徳さん １４ 

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 １９ 

「原発事故との伴走の記」「その後の福島・原発事故後を生きる人々」 

SCRAPBOOK／ 南方留学生の遺影 マレーシアの孫が持参（中國） ２０ 

 新潟県原爆被害者の会 活動停止へ（新潟日報） 

 承継活動 市医師会タッグ 広島と大邱 韓国でも来年二世交流（中國） 

編集後記  ２２ 

２０１９年６月の行事カレンダー ２３ 

被爆体験の継承（７４）  被爆者がやっと話せるあの事を   本庄美保子さん 



京都「被爆２世・３世の会」会報№８０   ２０１９年 ６月２５日 

２ 

 

６月１４日（金）、日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）による厚生労働省への要請行動が

行われ、被爆二世に関わる要請も行われました。要請行動に参加された神奈川県原爆被災者の会二

世支部副支部長の森川肘詩さんから報告書が寄せられましたので、以下に紹介いたします。 

 

 

日本被団協中央行動・厚生労働省交渉（要請書提出）における 

被爆二世関連についての要請（被爆二世）と答弁・回答（厚生労働省）の概要（要旨） 

の報告 

神奈川県原爆被災者の会二世支部 森川聖詩 

 

日時：２０１９年６月１４日（金）１１：００～１２：０５ 

場所：参院議員会館 

出席者：日本被団協・・・被爆者・相談員等約７０名、被爆二世約１０名（うち神奈川県原爆被災者の

会二世支部・２名）、 計約８０名 

    厚生労働省健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室・・・小野室長、田中室長補佐、あだち援

護企画係長、磯援護予算係長、いずくら（援護予算係）、きたずみ（援護企画係）計６名 

 

■日本被団協 厚生労働大臣あて要請書 項番８．被爆二世について 

① 「実態調査、特に健康と病歴調査を実施し、②希望する二世には手帳を交付し、③健康診断に

多発性骨髄腫のみならず、すべてのがん検診を加えてください。まずは成人健診にはなく、被

爆者には多い、甲状腺がん、前立腺がんを早急に加えてください」 

について 

 

■厚労省側の答弁・見解等要旨（小野室長） 

① について 

放射線影響研究所（以下放影研）が、今まで健康影響調査を行なってきているが、現時点で

親の放射線被ばくに関連した二世への健康影響を示す結果は得られていない。ひき続きこの

（放射線影響研究所の）調査をフォローしていきたい。 

② について 

国が「手帳」を交付するとなると、行政の制度として、確かに被爆二世であるかについての

厳密な確認手続きが必要となる。現状の取り扱い（運用）においては、親の被爆者手帳の提出

等、被爆二世であることについての確認において厳密な手続を求めず、より平易に被爆二世が

健診を受診できるよう配慮している。 

すなわち、被爆していても被爆者手帳を取得する以前に死亡していたり、何らかの事情によ

り手帳を取得していない被爆者もいること等を考慮し、その子どもである被爆二世も健診を受

診できるよう柔軟に対応を行っている次第であり、現状を維持するのが賢明と考えている。 

③ について 

    放影研の健康影響調査で、親の被爆による被爆二世への健康影響を示す知見はないため、検査

項目の追加については慎重な判断が必要となる。国の健診の推進という立場からして、死亡率の減

少効果がある、知見の整った検査項目を取り入れていくというのが厚労省の基本的な見解である。

その観点から甲状腺がん、前立腺がんについては、それについての知見が乏しい現状にあり、市町

村が実施するがん検診においても対象となっていない。今後とも、そうした面での指針の見直し動
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向や検査技術の向上などの進捗を踏まえて必要に応じて対応していく考えである。 

 

■上記回答（答弁）を踏まえての日本被団協出席者（被爆二世）からの意見、要望、質問

等 

※以下、各発言者（質問者）の発言（質問）内容に沿って、その要旨を記述しています。 

 

③ついて（神奈川県原爆被災者の会二世支部・森川聖詩） 

この間、厚労省は、被爆二世への「遺伝的影響が認められていない」とする根拠を一貫して放射線影

響研究所の健康影響調査の結果に求める答弁をくり返してきているが、今後もその姿勢を継続するつも

りなのか、確認しておきたい。 

２０１６年来の私たちとの話し合いにおいて次のような答弁をされている。 

① 放射線影響研究所が行なってきた調査において、親の被ばくによると考えられる遺伝的影響は

認められていない。 

・・・ただ、晩発性障害等の発症率増加の可能性も否定はできないため、今後においても放射線

被ばくに関連した（遺伝的）影響がないかどうか継続して把握していきたい（２０１７．６．８）。 

②（放射線影響研究所が行なう健康影響調査、疫学調査等について）被爆二世の高齢化に伴い有意

差が見受けられるかどうかなどについても考慮し、放射線影響研究所と連携・協力しつつ、精査・

注目していきたい。 

一方、放射線影響研究所・要覧（２０１４．７発行・Ｐ.３４ ）には次のようなことが書かれている。 

「【被爆二世に対する遺伝的影響の検証】・・・親の被ばくによって被爆二世に生じる成人期発症の

疾患については、現在疫学調査が継続中であり、確定的な結果を示すためにはさらに数十年の追跡

調査を要する」。 

現在の被爆二世の平均年齢は、およそ６５歳前後と思われるが、「数十年追跡調査をして結果を示す」

ということは、実質上、死ぬまで調査だけをすると言っているに等しいが、厚労省も、それと同じ考え

方なのか？死ぬまで調査研究だけをしていくという姿勢であるなら、被爆二世を「研究材料」としか考

えていないと表明しているのと同じである。これまで、私たち被爆二世は、施策の改善・保障の実現を

期待して、毎回要請を継続してきているが、そのような姿勢を踏襲し続けるお考えなのであれば、私た

ちも社会的に（世論に）訴えかける（問題をアピールする）うえでのトーン（論調）を変えざるを得な

い。変えるつもりがあるのかないのかご回答いただきたい。 

 

その他について（要請行動参加者） 

父が爆心から１ｋｍ地点で被爆し、私は３年後に生まれている。そして２００９年に白血病を発症し、

現在も治療中である。さらに２０１４年２月の健康診断で甲状腺がんが発見され、左半分を切除した。 

鎌田七男氏（広島大学名誉教授・医師）は、２０１４年６月、「親の放射線放射線被ばくと白血病の

発症に因果関係がある」とする研究結果を発表していることなどからも、私の白血病は、原爆によるも

のと思っている。 

白血病の治療費はとても高額（薬代だけでも年間４８万円）。被爆二世の白血病に治療費の保障をし

ていただきたい。 

 

その他について（要請行動参加者） 

都道府県によっては、被爆二世の健康診断の実施時期が非常に限られていて、１年度にわずか２～３

日しか実施されていなかったり、実施指定医療機関が少なかったりで、受診しにくい地域があるが、こ
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のばらつきはなぜ生じるのか？この点の調査と改善を２０１７年１０月の要請の場でお願いしたが、そ

の後、これについての調査や改善には取り組まれているのか？ 

 

■上記についての厚労省の答弁・見解等要旨（小野室長） 

③について 

（厚労省は）放射線影響研究所の長期にわたる調査による知見の蓄積に基づき、フォローを行なって

いる。この知見に根差した制度・施策を考えるのが行政としての立場と考えているので理解願いたい。

検討・調整中につき、現時点ではまだ回答できな

い。 

その他（被爆二世の白血病治療費保障要求につい

て） 

あくまでも現施策は知見に基づいて行われてい

るということでご理解いただきたい。 

その他（被爆二世健康診断改善要求について） 

ばらつきがどうして起きるのか等の問題につい

ては、自治体の協力を得ながら調査を進めている。

今不明点などについて確認もしながら取りまとめ

をしている。時期を見て公表の準備を進めたい。 

 

 

要請行動に参加して ・・・ 森川聖詩さんのコメント 

厚労省側の答弁は、そのままでは、文法的にも意味をなさないほど支離滅裂なものであるため、やむ

を得ず、私なりに通訳（？）したものであることをあらかじめご了承ください（苦笑）。 

新しい援護対策室長は、なにしろ「知見」という魔法のお言葉がお好きです。放影研の見解＝知見と

いうことのようです。 

なお、要請項目・項番１０の「福島第一原発事故による被ばく住民の健康管理と医療対策を自治体任

せにせず、『国民の命と健康を守る』厚生労働省は、国の施策として早急に実施してください」に対し

ても、相変わらず、「福島原発事故は、環境省と復興庁管轄の事案だから厚労省は関知しない」という

無責任で不誠実な回答に終始していました。 
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京都市は 
政府に対して核兵器禁止条約の批准を求め、 

「被ばく安全神話」を助長する『放射線副読本』を回収せよ 
 

２０１９年５月の京都市会が開会されました。５月２７日（月）、京都「被爆２世・３世の会」会

員で京都市会議員の井坂博文さん（北区）が代表質問を行いました。その中から、核兵器禁止条

約と『放射線副読本』についての質問、及びそれに対する京都市理事者の答弁を紹介します。 

 

■核兵器禁止条約の批准を国に強く求めよ 

（井坂議員）最後に、世界、全国の被爆者の悲願

である核兵器の廃絶と「被ばく安全神話」に関し

てお聞きします。 

２０１７年に国連総会で採択された核兵器禁

止条約は２０１９年４月現在で、署名７０ヶ国、

批准２３ヶ国に到達し、核兵器廃絶を求める世界

の声は大きく広がり、当面の目標である条約発効

のための５０ヶ国批准は間近に迫りつつありま

す。一方で、この流れに逆行して、核保有大国の

アメリカ、ロシアはＩＮＦ全廃条約からの離脱や

執行停止を表明するなど、核軍拡競争の悪夢の再

現、世界の危機を招きかねない動きを強めていま

す。 

このような時だからこそ、全世界の国々が核兵

器禁止条約に加入し、断固とした姿勢で結束し、

核保有国とその同盟国を追い詰めていくことが

求められています。そのためにも世界で唯一の戦

争被爆国である日本政府の果たすべき役割は極

めて重要です。禁止条約に背を向け、アメリカ・

トランプ政権に追随する安倍政権がいかに無責

任で有害なものであるか明らかではありません

か。２０１８年度末で全国の被爆者数は１５万４

８５９人、京都府は９２７人、うち京都市内在住

者は５４７人です。被爆者の平均年齢は８２歳を

超えて高齢化が進んでいます。被爆者は「残され

た時間はそんなに長くはない」と思っています。 

２月市会でも求めましたが、被爆２世として改

めて市長にお聞きします。平和首長会議の加盟自

治体の首長であり、平和首長会議が目的に掲げて

いる「２０２０年までに核兵器の廃絶」の実現の

ためにも、国に対して核兵器禁止条約への批准を

行うよう強く求めていただきたい。いかがですか。 

 

（市長）核兵器禁止条約については、平和首

長会議が毎年、国に、核兵器廃絶を強く要請

している。国でも、保有国と非保有国との橋

渡し役を果たすため、双方に働きかけを行い、

廃絶に向け、決意が示されている。 

世界恒久平和の実現には、自治体の取り組

みや市民、住民同士の交流も大きな役割を果

たすため、「ヒロシマ・ナガサキ被爆の実相

に関するポスター」展、姉妹都市やパートナ

ーシティとの市民レベルの交流などを通じ、

相互理解を深めることを目指している。 

 

■「被ばく安全神話」を助長する「放射線副読

本」は回収すべき 

（井坂議員）あわせて、「被ばく安全神話」につ

いて伺います。東電福島第一原発から８年目を迎

えました。原発事故による被害を風化させない、

とともに放射能汚染による被災者救済を求めて

全国で３０の賠償訴訟がたたかわれています。私

も京都訴訟を支援する活動に参加しています。２

０１９年３月末までに６つの判決で東電及び国

の責任が断罪され、不十分さを残しながらも避難

指示区域以外からの避難者に対する避難の権利

と補償を認める判決も相次いで出されています。 
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被災地の人々の健康被害は、原発事故後もます

ます深刻さを増しています。にもかかわらず、国

は被災地の復興支援を終了させ、被災者救済の打

ち切り、切り捨てを強行しようとしています。そ

の一方で、国や電力会社は「科学」の装いをこら

して「被ばく安全神話」をつくりあげて、自分た

ちに「不都合な真実」を覆い隠そうとしています。 

その「被ばく安全神話」を象徴するのが、文部

科学省が昨年１０月に改訂して全国の小中学校

と高校に直接配布したこの「放射線副読本」です。 

この副読本は、「空気や食べ物などにも常に放

射線を出す物質が存在している」と原発事故によ

る放射線の危険性を過小評価し、「東電福島第一

原発事故後、除染がすすめられ立ち入りが制限さ

れていた場所にも人が住めるようになるなど、復

興に向けた取組は着実に進展している」と「復興」

をことさら強調し、原発事故を終わったことにし

ようとしています。 

さらに「原爆被爆を受けた人の影響が子どもに

伝わる遺伝的影響を示す根拠は報告されていな

い」、「福島原発事故により拡散された放射性物質

の量はチェルノブイリ原発事故の７分の１」、「福

島県が実施した内部被ばくの検査結果は、検査を

受けた全員が健康に影響が及ぶ数値ではなかっ

た」と放射線による影響と被害は低いと強調して

います。また、被災地の食品や農林水産物への影

響についても「根拠のない思い込みから生じる風

評被害」と表現し、住民の間に分断を持ち込んで

います。この副読本を被爆２世や今でも避難して

いる福島のみなさんが読んだらどう思われるで

しょうか。 

原発事故による放射線の拡散、流出の危険性の

記述よりも日常生活で受ける放射線などの説明

を優先させており、専門家からも「放射線被ばく

のリスクはたいしたことがないと思わせる印象

操作である」と強い批判の声が上がっているのは

当然です。 

それに対して滋賀県野洲市では、教育委員会が

副読本の内容を精査した上で「原発事故で今も４

万人以上の避難者がいるにもかかわらず、副読本

にはその人々の思いが抜け落ちている。記述され

た内容に問題がある」と判断し回収を進めていま

す。市長も「丁寧な情報を若い世代に伝えること

が大事。教育委員会の判断は適正」と語っていま

す。 

そこでお聞きします。京都市では、この副読本

は約１０万部配布されていますが、内容について

市教委は精査したのですか。精査したのであれば

どう評価しているのですか。「被ばく安全神話」

を助長するとの認識がありますか。精査していな

いのであれば、十分に精査した上で回収すべきで

はありませんか。市長および教育長の見解を伺い

ます。 

 

（在田教育長）「放射線副読本」は、文部科

学省から直接、市立小・中・高等学校全校に

配布されたものだ。 

副読本では、東京電力福島第一原発の事故

に伴い、放射性物質が空気中に大量に放出さ

れ、東日本の広範囲に拡散し、甚大な被害を

もたらしたことなど深刻な実態や、根拠のな

い風評被害の不合理さなどに加え、放射線は

人にうつるなどのいわれのない差別やいじ

めが起こったこと、そうした差別やいじめは

決して許されないことなども第３版では強

調されている。 

また、地域の復興・再生が記載される一方

で、被災地の思いや厳しい生活実態等につい

ても記載されており、「被ばく安全神話」を

一方的に助長するものであるとの認識には

立っていない。副読本は回収する考えはない。 
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核兵器禁止条約発効めざして 

アメリカ国内で広がる核兵器禁止条約支持の声 

 

核兵器禁止条約受け入れと核戦争回避措置を！米国の州・自治体議会、政府に要請 

『核情報』２０１９年６月より 

 

米国の州や自治体の議会で、米国政府に核兵器禁止条約の受け入れと、核戦争防止のための緊急措置

の実施を同時に要請する動きが広まりつつあります。これは、「社会的責任を考える医師の会（ＰＳＲ）」

と「憂慮する科学者同盟（ＵＣＳ）」が２０１７年秋に構想した「瀬戸際からの生還：核戦争防止のコ

ール（呼びかけ・要請）」というキャンペーンがもたらしたものです。条約に即座に署名し批准せよと

迫るのではなく、考えとして受け入れるよう求め、それに加えて、核兵器の先制不使用を宣言したり、

数分で核兵器を発射できる一触即発の警戒態勢を解除したりすることよって核戦争の可能性を小さく

することを要請しているのが特徴です。キャンペーンは、現在では反核・核軍縮・平和団体、宗教関連

団体など２００団体以上の支持を得ています。 

 

■「核戦争防止のコール」の構成 

コールは、「核戦争の危機は現実のものであり、増大しつつある。我々は、人類全体を脅威にさらす

壊滅の瀬戸際に向かって歩んでいる。今、行動を起こさなければならない」と述べ、米国が講じるべき

「常識的な５つの措置」を提示しています。そして、諸団体・市民に対し、このコールを支持し、政府

にその採用を働きかけることを求めています。 

私たちは、米国に対し、以下の措置を講じることによって、核戦争防止のための世界的取り組みの先

頭に立つよう求める。 

１. 核兵器を先に使うオプションの放棄を宣言する 

２. 核攻撃を開始する上での米大統領の独占的かつチェック体制のない権限を停止する 

３. 米国の核兵器を一触即発の警戒態勢から外す 

４. 米国の核兵器すべてを機能強化型に変える計画をキャンセルする 

５. 核兵器全廃のための核兵器保有国間の検証可能な協定を積極的に追及する 

（＊項目５の追加説明。「・・・米国は、ＮＰＴの下での義務を果たし、他の核保有国と、時間を限っ

た検証可能で実施可能な核兵器解体の協定のための交渉を開始すべきである─核兵器禁止条約に参加

できるようにするため」。） 

■コールは、さらに次のような背景情報を提供しています。 

冷戦のピーク時以来、米ロは５万発以上の核弾頭を解体してきたが、いまだに１万５０００発が

存在しており、人類の存続にとって受け入れようのないリスクとなっている。これらの核兵器の９

５％が米ロのものである。残りは、他の 7 カ国が保有している。・・・この一部でも世界的気候変

動と飢餓を招き・・・大規模な核戦争となれば何億もの人々が殺され、想像を絶する環境破壊が生

じる。・・・これまですんでのところで核戦争を免れたケースがいくつもある。・・・ 

我が国の核兵器の機能強化のために計画されている１．２兆ドルの支出は、世界的核軍拡競争に

油を注ぎ、これらの危険をさらに高めるとともに、米国民の福祉を保証するのに決定的に必要な資
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金を奪い去ってしまう。 

核戦争に向かって進むこの行進に代わる道がある。２０１７年７月に、１２２カ国が核兵器禁止

条約を締結することにより、すべての核兵器の撤廃を呼びかけた。米国は、我が国の安全保障政策

の最重要項目としてこの呼びかけを受け入れるべきである。 

実際の各議会決議案では、大体の場合、この背景情報が前文で使われ、本文では条約の受け入れと５

つの措置の実施が呼び掛けられるという構成になっています。 

 

■２０１８年の大都市での採択から今年の首都での採択へ 

２０１８年８月６日に映画『ヘアスプレー』の舞台となったメリーランド州ボルティモア市（首都ワ

シントンＤＣ近郊）の議会が、そして同８日にカリフォルニア州ロサンゼルス市の議会がコール式決議

を挙げて注目を浴びます。さらに、同２８日にカリフォルニア州の議会が続きます。 

条約の推進の原動力の一つとなった「核兵器廃絶国際キャンペーン（ＩＣＡＮ)」が同年１１月に始

めた「シティーズ・キャンぺーン」はこれに触発されたものだとＰＳＲは述べています。ただし、こち

らは条約支持決議に焦点を当てたものです。 

５月１９日現在、コール式決議を採択した自治体は３１に上っています。ユタ州ソルトレイク市を除

くと、東部諸州とカリフォルニア州に集中していますが、今年の３月５日の首都ワシントンＤＣ議会で

の決議採択が弾みになって全国的に広がることをキャンペーン関係者は期待しています。また、首都で

の採択と同じ日に、ニュージャージー州の議会で、さらには、４月１０日には連邦議会下院で同様の決

議案が提出されています。（ニュージャージー州議会に提出された決議案は、５月２３日、賛成多数で

採択されました。） 

 

 

ニュージャージー州 

 

 

 

 

 

ＵＣＳのスティーブン・ヤング上級ワシントン代表はキャンペーンの意義について、「核情報」への

メールで次のように説明しています。 

軽はずみな発言や核戦争の脅しなどを行うドナルド・トランプ大統領の存在は、当然のことなが

ら、核兵器問題に関する米国人の憂慮のレベルを高めている。そういう文脈において、私たちは、

多くの米国人が感じている憂慮の受け皿として、一連の重要な措置を提示する新しい運動を立ち上

げることにした。それは、緊迫した核戦争の脅威に対処する一方、米国の核兵器全体の更新計画に

終止符を打ち、核兵器廃絶のゴールに向けて計画的に進むためのものだ。私たちは、核廃絶の目標

に向けて懸命に努力しながら、同時に、核戦争の可能性を減らすための緊急措置を講じる必要があ

る。 

 

オバマ政権末期に核の先制不使用宣言が検討された際、宣言による抑止力の弱体化を心配した日本が

核武装する可能性がある（ケリー国務長官）というのが断念の理由の一つに挙げられました。上述の米

国での決議案採択の動きや核兵器禁止条約について考える際、忘れてはならない点です。 
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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（７４） 

あらためて原爆症認定訴訟の原点・歴史を学び、最後まで全面勝利めざして！ 
６月１５日、「近畿訴訟全面勝利をめざすつどい」を開催 

２０１９年６月２３日（日） 

 

 

２０１９年５月２３日（木）に行われた大阪地

裁第７民事部（松永栄治裁判長）の判決で、勝訴

したＷ・Ｈさん（男性・７５歳・京都府木津川市）

について国は控訴せず、６月６日（木）判決が確

定した。国が積極的認定疾病と認めてこなかった

慢性腎不全（ＩｇＡ腎症）について司法は放射線

起因性を認め、国もそれを追認する形となった。

そのことの意味は大きい。この判決確定を力に、

慢性腎不全も対象疾病に加えて、少なくとも日本

被団協の要求する認定基準の当面の改定要求の

実現を国に迫っていかなければならない。 

一方敗訴となったＴ・Ｉさん（男性・７５歳・

京都府城陽市）については６月４日（火）控訴の

手続きがとられた。２月２８日の同じ第２民事部

の判決で敗訴となり既に控訴している苑田朔爾

さんと共にこれから控訴審を闘うことになった。 

その結果、ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟は地

裁第２民事部で７人、控訴審で２人、あわせて９

人の原告が闘い続けることになった。そうした状

況を踏まえて６月１５日（土）、「２０１９年ノー

モア・ヒバクシャ近畿訴訟全面勝利をめざすつど

い」が大阪・大商連会館において開催された。原

告、弁護団、支援ネットの人々合わせて約８０人

が集った。 

今回の「つどい」のメイン企画の一つは弁護団

の一人・久米弘子弁護士による記念講演で、講演

タイトルは「はじまりは京都原爆症認定小西訴訟

から」。原爆症認定集団訴訟は２００３年からだ

が、その先駆けとして闘われた京都の小西建男さ

んの原爆症認定訴訟について、弁護団の一員とし

て奮闘されてきた久米弁護士が自らの体験に基

づいてお話しをされ、小西訴訟を通じて勝ちとら

れてきたもの、切り開いてきたものが明らかにさ

れる講演だった。 

小西建男さんの京都地裁提訴は１９８６年１

０月、最終的に大阪高裁で判決を確定させたのは

２０００年１１月。被爆者援護制度の持つ重大な

問題が社会的にも明るみに出されていき、京都の

小西訴訟と長崎の松谷訴訟の経験と教訓が大き

な力となって３年後の２００３年から原爆症認

定集団訴訟は全国で開始されることになった。集

団訴訟からのことは多くの人々の間で語られ認

識もされてきたが、意外と小西訴訟のことについ

ては知られていない、あるいは年月と共に忘れら

れようとしていることも多かったのではないか。

「被爆二世のノーモア・ヒバクシャ傍聴記」を毎

回書いている私も、小西訴訟につていて断片的な

話を聞く機会はいくらもあったが、訴訟のはじめ

から最後までを、そしてそこで展開された壮大な

運動や訴訟の生み出した成果について、まとまっ

た形と内容で話を聞く機会はこれまでなかった。 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟の最終盤と言っ

ていい局面を迎えている今、全面勝利に向けてあ

らためて頑張っていくために、原爆症認定訴訟の

原点ともいうべき小西訴訟を学ぶことはとても

意義深く、そして実際に力となる講演だった。 

 

以下、久米弁護士の講演要旨 

京都の弁護団、支援の人々にとって小西訴訟は

忘れられない訴訟だったと思う。そして原爆症認

定集団訴訟、ノーモア・ヒバクシャ訴訟にもつな

がる大変な訴訟だったと思う。ただ、もう３０年

も前になるし、他府県では知らない方も少なくな

いかと思う。しかし、小西訴訟は長崎の松谷訴訟

と同様に原爆症認定訴訟のはじまりであったと

いうことで、少しでも思い出にとどめておいて欲
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しい訴訟の歴史だ。また今につながる大切ないろ

いろな成果のあったことも知っておいていただ

きたい。 

小西建男さんは１８歳で兵隊にとられ、通信業

務研修のため広島に派遣されていた。研修が終わ

って明日は広島を離れるという日に原爆に遭っ

た。幸い大きな怪我を負うことはなかったが、終

戦まで広島に留まって負傷者の救援活動に携わ

った。終戦、除隊、郷里に帰った後、体のだるさ、

しんどさを深刻に感じるようになった。なかなか

仕事に就けない、就いてもすぐに辞める状態でブ

ラブラ過ごすようになる。母親からはナマクラ、

ナマクラと言われるようになる。 

小西さんはその内に「体がこんなにしんどいの

は何故なんだろう」と考えるようになる。１９５

４年３月、アメリカのビキニ環礁水爆実験による

放射能被害が報道された。小西さんも自分の体調

がおかしいのは原爆の放射能のせいではないか

と疑うようになる。そこで初めて医者の診察を受

け、肝機能障害と白血球減少症だと診断される。

その後、自分の健康障害は“あの時”の被ばくが

原因としか考えられないと思い、原爆症の認定申

請をする。しかし当時、被爆者手帳を持っていて

も原爆症認定される人はほんのわずかで１％に

も満たない状況だった。 

小西さんの偉いところは、自分が信じて、これ

は間違いないと思うと、被ばくしか原因は思い当

たらないと信じて行動できる力だったろうと思

う。小西さんはよく“ゴマメの歯ぎしり”という

言葉を使っていた。ちっちゃなごまめが歯ぎしり

する、無力なものでも抵抗するという意味で、“ゴ

マメの歯ぎしり”でも正しいことは正しいと認め

て欲しいのだといつも言っていた。 

申請は却下され、そして訴訟を起こす。国を相

手に、自分を原爆症と認めて欲しい、国の却下処

分の取り消しを求める訴訟だ。普通の訴訟でも本

人訴訟と言うのはとても難しいとされている。国

を相手に本人訴訟が出されて裁判所は随分驚い

ただろうと思う。しかも本人は、正しいことを裁

判所が認めるのは当たり前ではないかという強

い信念でやっている。 

訴えは京都地裁に出したが、当時国を相手にし

た処分の取り消し訴訟の管轄は東京地裁にしか

なかった。法律上の決まりであり、東京地裁に移

送されることになった。裁判所も気の毒に思った

のか、弁護士をつけるよう当時の法律扶助協会に

相談するようアドバイスした。相談を受けた法律

扶助協会は尾藤廣喜弁護士に依頼をし、もう一人

高見澤弁護士と共同で引き受けられることにな

った。さらに弁護士二人でもこのような訴訟はで

きないと思われ、京都の弁護士に弁護団募集のよ

びかけが行われることになった。弁護士会館の一

人ひとりのレターケースに「一万円拠出して弁護

団に参加して下さい」の文書が投函された。これ

を見て弁護団に参加する弁護士が何人も出てき

た。私もその一人。 

ここに弁護団が結成されることになり、このこ

とが小西さんの勝訴につながったと私は思って

いる。私たちにとって幸せなことは、小西さんが

「日本一頼りになる、日本一最高の弁護団だ」と

言ってくれたこと。それは弁護士として本当に嬉

しいことだった。 

しかし何よりもこの訴訟で一番頑張ったのは

小西さん本人。小西さんはとても勉強家で、難し

いことも理解しようとし、訴訟の書面も一生懸命

自分で読んでいた。小西さんが一生懸命やる中で

支援する人たちも増えていった。 

裁判の管轄も東京地裁から京都地裁へ戻され

ることになった。長崎の松谷訴訟が東京から長崎

に戻されることになり、それを受けて京都でも国

に対して京都で訴訟に応じるよう求める勧告が

なされたためだ。今、私たちは大阪でノーモア・

ヒバクシャ近畿訴訟をやっているが、国を相手の

処分取り消し訴訟であっても東京ではなく被害

者の地元で裁判できるようになっている。これは

長崎松谷訴訟と京都の小西訴訟で勝ち取った成

果があるからだ。そうでなければ今でもみんな東

京地裁まで行かなくてはならない。国の方は国の

予算で代理人をあちこち派遣しているが、私たち

はそうはいかない。みんな手弁当で新幹線に乗っ

て東京まで行かなければ裁判できないとなって

いたら大変なことだ。これはこの訴訟の最初の大

きな成果だった。 
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弁護団が結成されたことも大きな成果の一つ。

そして学者や医師などたくさんの専門家が協力

してくれるようになったことも小西訴訟の大変

な成果だった。行政訴訟と言うのは弁護士の中で

も難しいとされていて、勝訴率が１０％もあるか

どうかと言われているほどだった。この原爆症認

定訴訟の勝訴率は９０％ほどにもなるがそれは

とんでもなく高い勝訴率だ。訴訟の中で特に難し

かったのは被ばく線量の推定についてだった。原

爆が落とされた時の放射線量は誰も測っていな

い。その後も測れていない。だから推定するしか

ない。その推定はどうやるかというと、アメリカ

の核実験やいろいろな実験の結果から推定の表

を作って、それに基づいてあれこれ言っているに

過ぎない。小西訴訟をやっている頃はＤＳ８６と

いう推定方式が使われていた。 

「ＤＳ８６ってそれ何？」というところから私

たちは始まった。名古屋大学名誉教授の澤田昭二

先生に協力していただけることになり、澤田先生

からいろいろ説明していただいた。でも難しくて

弁護団にはなかなか分からない。澤田先生はイラ

イラして「弁護士さんと言うのは物理学ぐらい分

かっているはずでしょ」「これぐらいのことも分

からないのですか」と怒られる始末。当時弁護団

の中で唯一澤田先生の言われることが分かって

いたと思うのは三重弁護士だった。彼は「澤田先

生、そんな難しいことを言っても駄目です。裁判

所に分からせるためには、久米先生が理解できる

ぐらいに優しく言ってもらわないとだめです」な

どと言っていた。そんなこともありながら物理の

ことも少しは分かるようになっていった。 

他にも学者の方にはたくさん協力していただ

いた。京都の安斎先生は放射線防護の専門家だが、

安斎先生のおっしゃった次の言葉が印象深く残

っている。「放射線の人体への影響と言うのはま

だほんの少ししか分かっていない。分からないも

のを『影響を否定できる』という国の主張は間違

っていて、科学者の言う言葉ではない。科学的で

はない。」 

訴訟を支える医師団も結成され、そのお医者さ

んのところにも行っていろいろ話を聞いてきた。

亡くなられた肥田俊太郎先生は被爆者であり医

師でもあって、直爆でもないのに原爆症症状で亡

くなっていくたくさんの被爆者を診てこられた

人だった。その肥田先生に京都小西訴訟において

初めて原爆症認定訴訟の証人として証言台に立

っていただいた。その時肥田先生は「私はこれを

遺言だと思って証言します」と言われたことをよ

く憶えている。証人尋問で国の代理人は肥田先生

に対して論文や文献、学会での発表などがあるの

かと尋ねてきたが、先生はそんなことには微塵の

こだわりもなく、数多くの被爆者を実際に診てき

て、これは原爆の被ばくが原因である、それしか

ないと確信を持ってやってきたのだと答えられ

た。誰も先生の確信を覆すようなことはできない

素晴らしい証言だった。小西さん一人では勝ちと

れない訴訟だった。しかし小西さんの熱意があっ

たからこそ、いろいろな専門家の協力も得られ、

広がっていったのだと思う。 

１９９８年１２月、一審判決を迎え小西さんは

国家賠償含めて完全勝訴した。判決の主文を聞い

たとたん傍聴席がウァーっと盛り上がってしま

い、裁判長は判決理由まで述べようと準備してい

たのにそれができないほどになってしまった。私

たちはどんなに嬉しかったことか。 

ただ小西さんの願いに反して国が控訴したた

め、それから２年半控訴審が続くことになった。

控訴審の判決は２０００年の１１月。とても分か

りにくい判決で、はじめは敗訴したのかと思って

しまうほどだった。結論は、小西さんの二つの認

定申請疾病の内、白血球減少症は認められ、肝機

能障害と国家賠償は認められないというものだ

った。上告するかどうか検討された。しかしこの

頃小西さんの体調は随分と悪くなっていて、なん

とか早く結論を確定することが求められていた。

白血球減少症は認められているのだからこれで

我慢しよう、高裁判決で確定しようということに

なった。国に対しても上告しないよう働きかけて、

判決は確定した。 

その３年後に小西さんは亡くなった。支援の

人々に見守られて。小西さんは支援のみなさんに

は生活のお世話までしてもらって、そうして亡く

なられた。弁護団と支援の人はその後、小西さん

の親族から遺灰を分けていただき、小西さんが被

爆直後に救援活動をした広島の宇品の海に行っ

て、散骨をした。 

これで小西さんの訴訟は終わった。 

しかし小西さんの訴訟では終わらなかったも

のがあった。小西さんは訴訟を起こして救済され

ることができた。だが全国にいる同じような苦し

みを持つ被爆者は救済されないままになってい
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る。小西さん一人が救済されればいい、小西さん

はそんなつもりではなかったはずだ。ゴマメの歯

ぎしりはもっともっとたくさんのゴマメの歯ぎ

しりを作って欲しいということだったはずだ。 

弁護団は全国のことも考えていき、その頃には

東京や札幌でも訴訟が起こっていた。そして全国

で集団訴訟をしようということになっていった。

集団訴訟には長崎や京都で培ってきたいろいろ

な経験を全部出して、頑張ってやろうということ

になった。大阪の近畿訴訟でも第一次は２００６

年５月に９人の原告が判決を受ける日を迎え、全

員勝訴することができた。この時のことは『全員

勝ったで』というブックレットにまとめられてい

る。 

集団訴訟は次々と進行し、勝訴判決が続いてい

った。集団訴訟は２００９年の「８・６合意」に

よって、今後裁判で争わなくてもいいようにする

と約束して、一旦終わったはずだった。しかし現

実には救済されない被爆者があまりにも多く、も

う一度という声が次々と上がり、そのため２番目

の集団訴訟としてノーモア・ヒバクシャ訴訟が始

まった。ノーモア・ヒバクシャ訴訟でも勝訴判決

が相次いできて、間もなく終わりを迎えようとし

ている。もちろんこれからも最後まで力を抜くわ

けにはいかない。 

原爆投下から７４年が経つがすべての被爆者

をどのようにして救済していくのか大きな問題

として残されている。福島第一原発の後は放射線

の影響を小さく見せよう小さく見せようという

国の意図が透けて見えてきた。原発事故被害者の

みなさんとも協力して、核被害をなくすことに一

致してとりくんでいかなければならないと思う。 

私は終戦の年３歳だった。その頃は母と兄と姉

と一緒に宇治田原にある母の実家に縁故疎開し

ていた。京都の街は空襲被害が少なかった。原爆

投下の第一候補地だったので温存されていたた

めで、そのことは米軍資料にも記録が残されてい

る。ひょっとしたら、私の父や、お祖父ちゃん、

お祖母ちゃん、そして私が住んでいた街は原爆が

落とされて大変なことになっていたのかもしれ

ない。母は、広島県の呉の人たちが燃え上がる広

島の空を見たように、京都の方を見て、とんでも

ない色の空を見て、一体何が起こったのかと思っ

ただろう。おそらく京都の方からたくさんの人た

ちが逃げてきただろうから、我が家はどうなった

のかと、歩いてでも京都に向かっただろう。幼い

子を置いていくわけにはいかないので３歳にな

ったばかりの私をおぶって行ったかもしれない。

実際に、広島・長崎の被爆者の中にはそういう体

験をした人がたくさんいた。 

私が弁護団の一員としてある思いの中にはそ

ういう思いが強くある。ひょっとしたら私もそう

いう原告の人と同じ立場であったかもしれない

と。ですからこの訴訟、みんな勝ってもらわない

と、と思う。 

私ももう少し頑張っていきたいと思う。 

 

久米弁護士の講演の後休憩を挟んで“つどい”

のブログラムは枚方市原爆被害者の会会長の森

容香さんの特別報告、文化行事・島唄文化を考え

る会の牧志徳さんと奥ちひろさんによる島唄、原

告紹介と激励、行動提起・閉会あいさつと続いた。 

特別報告をされた森さんは広島の被爆者。５歳

の時、広島市楠町の自宅（爆心地から１.８㌔）

で被爆し、母親と４人のきょうだいと共に北へ北

へと歩きに歩いて避難していった。広島の街の惨

状、逃げ惑う人々の群れと恐怖、避難先での寂し

さのあまり泣き悲しんだことなどが、森さんの思

い出せる限りの体験で語られていった。傍聴記と

は別に森さんのお話しを別途まとめさせていた

だきたいと思った。報告の最後に森さんは、「も

う被爆者には時間がありません、今は悔しい思い

でいっぱいです、早く認定をみんなにして欲しい

と思います、来年２０２０年に向けてヒバクシャ

国際署名を頑張っています、みなさんもよろしく

お願いします」と訴えられた。 

島唄文化を考える会のお二人の唄と演奏は、沖

縄への思いを共有し、最後は参加者全員の合唱と

踊りもよびかけられて、みんなにいっぱいの元気

がもたらされた。披露された島唄の中には広島・

長崎の惨禍と戦争責任を告発する『クルダンドゥ

節』という唄もあり、深い感動を呼び起こすこと

にもなった。 
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この日の“つどい”には３名の原告が参加され

た。７月２４日（水）に最終意見陳述・結審を予

定されている第２民事部のＯ・Ｈさん、１１月２

２日（金）に判決を迎える同じく第２民事部の淡

路登美子さんと高橋一有さん。３人に花束が贈ら

れ、代表して高橋さんからお礼の言葉と決意が述

べられ、参加者全員から大きな激励の拍手が贈ら

れた。 

最後に西晃弁護士からこの日の“つどい”のま

とめと行動提起が行われた。まとめでは、久米弁

護士の講演から原爆症認定訴訟の原点を学び、ノ

ーモア・ヒバクシャ近畿訴訟をもうひと踏ん張り、

最後まで頑張っていかなければならない思いを

強くしたこと、森さんや島唄のお二人からも元気

をもらったこと、核兵器禁止条約も発効めざして

頑張っていくことが強調された。５月２９日（水）

に逝去された小林栄一先生への感謝の思いが述

べられご冥福がお祈りされた。 

そしてノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟の具体的

な現状が説明され、すべての被爆者の救済を求め

て一日も早い解決・実現をめざしていこうと訴え

られた。行動提起が３点に渡って提起され、全員

拍手で確認して「２０１９年ノーモア・ヒバクシ

ャ近畿訴訟全面勝利をめざすつどい」を終了した。 

行動提起の要旨 

１. ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟の全面勝利

に向け、傍聴支援のとりくみ、要請署名の

とりくみを強化しよう。全国弁護団のとり

くむ最高裁向け要請署名にも積極的にと

りくもう。 

２. 「８・６確認書」から１０年目の今年、小

西訴訟など運動の歴史的経過に立ちかえ

って、全国の運動と連携し、国・厚生労働

省に対し、認定基準の抜本的改定、すべて

の被爆者救済の制度策定を求めていこう。 

３. 核兵器廃絶と脱原発社会実現に向けて、禁

止条約への我が国の参加、条約発効めざし、

「ヒバクシャ国際署名」を広げ、原水爆禁

止２０１９年世界大会の成功に向けて全

力を尽くそう。 

 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年平和のための京都の戦争展 企画 

■核兵器禁止条約の実現に向けて、ヒバクシャ署名を広げるために 

お話し 私の被爆体験 藤田晴子さん  ８月１日（木）１３：３０～ 

■美帆シボさんのお話しとピースアニメ「つるにのって」上映会 
 ８月３日（土）１４：００～ 

■基町高校の生徒と被爆体験証言者との共同制作による「原爆の絵」（複製画）展示 

 ７月２９日（月）～８月４日（日） 

会場はいずれも立命館大学国際平和ミュージアム 
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２０１９年６月１３日（木） 

原発賠償京都訴訟控訴審第３回弁論の報告 

２０１９年６月１４日 京都原告団を支援する会 上野益徳さん 

 

６月１３日（木）、原発賠償京都訴訟の控訴審

第３回期日でした。開廷が１４時半ということで、

初めて街頭宣伝行動に取り組みました。１２時半

に京阪淀屋橋駅を地上に出た地点で、マイクでア

ピールしながら、京都訴訟について紹介したカラ

ーチラシを配布しました。原告９名と支援者１０

数名が参加しました。大阪や神戸からも多くの方

が駆け付けてくださいました。天気が良過ぎて日

差しがきつかったため、予定よりも１５分早く切

り上げました。 

その後、原告は弁護士会館に集合し、１３時４

０分に原告が入廷行進で裁判所の東門に到着し

た際には、抽選券を求めて炎天下で集まっていた

支援者から大きな声援と拍手が湧き起こりまし

た。１３時４５分～５５分の抽選券配布には１１

５名の方が並ばれ、そのうちの７３名が傍聴席に

入りました。原告は１９名が出廷しました。抽選

に外れた方は、ＡＰ大阪淀屋橋の会場へ移動して

いただき、模擬法廷を行ないました。 

  

法廷では、原告側代理人が３つの準備書面につ

いてプレゼンしました。以下、要約して紹介しま

す。 

１つは、森田弁護士による、国の控訴理由書（結

果回避可能性）に対する反論。 

・京都地裁判決は、防潮堤および高所化・水密化

により本件事故は回避できた可能性が高いと判

断した。 

・２００８年３月、東電は東電設計（株）に対し、

防潮堤のモデル化を依頼した。この時は、敷地全

面を高さ１０ｍの防潮堤で覆うというもので、こ

の防潮堤が設置されていれば本件津波による被

害を防ぎ得た。津波工学者の今村文彦氏もこの防

潮堤の設置により事故は回避できたと証言して

いる。 

・ところが被告は、当時の知見では敷地全面に１

０ｍの防潮堤を築く必要はなく、津波の高い所だ

けに防潮堤（櫛の歯状防潮堤）を設置すればよい

という判断だったと主張している。 

・だが、この櫛の歯状防潮堤は、事故後の２０１

４年頃（東電に対する責任追及が始まっていた時

期）に東電によって作成されたものであり、信用

性がない。 

・また被告は、事故前の科学的・工学的知見では、

防潮堤以外の有効な措置はなかったと主張して

いるが、東海第二では建屋の水密化、海水ポンプ

の嵩上げなどの措置を実施し、全交流電源喪失を

免れた。事故以前から、防潮堤以外の津波回避手

段（高所化・水密化）は実用化されていた。 

２つ目は、鈴木弁護士による、京都地裁判決（Ｌ

ＮＴモデルは科学的に実証されたものとは言え

ない）に対する反論。 

・ＩＣＲＰは、合理的な科学的根拠に基づいてＬ

ＮＴモデルを採用した。 

・ＩＣＲＰの１９５８年勧告における公衆被ばく

線量限度は年間５mSv だったが、その後１９８５

年のパリ声明では年線量当量１mSv を主たる公衆

被ばく線量限度とし、以後年１mSv を踏襲してい

る。 

・１９７７年勧告では、年１mSv は「個人に対す

る影響は容認不可」のレベルとされた。 

・１９９０年勧告は、ＬＮＴモデルを仮設である

とした上で、当時の種々の科学的知見を踏まえ、

それらを総合考慮して公衆被ばく線量限度を１

mSvと勧告した。 

・したがって、ＬＮＴモデルが科学的に実証され

ていないことを理由に、公衆被ばく線量限度（年

１mSv）を超える地域からの避難と避難継続を否
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定した京都地裁の判断は誤りである。 

３つ目は、高木弁護士による、国連における日本

政府の帰還政策への懸念について。 

・日本政府の避難者に対する施策は、国際条約等

によって認められる住民の健康に対する権利を

侵害し、国内避難民の指導原則に反している。 

・国連人権理事会の作業部会では、４年半ごとに

すべての国が審査される（ＵＰＲ＝普遍的定期

的レビュー）。 

・２０１２年の対日ＵＰＲ審査では、オーストリ

アが福島地域に住む住民を放射線被ばくから保

護するための必要な措置を講じるよう勧告。 

・２０１７年の対日ＵＰＲ審査では、自主避難者

への支援提供（オーストリア）、全ての被災者へ

の国内避難民に関する指導原則の適用（ポルトガ

ル）、許容放射線量を年間１mSV 以下に戻すこと

（ドイツ）など４か国から勧告が出された。 

・また２０１３年５月には、健康に対する権利特

別報告者グローバー氏が、日本政府に１mSV を基

準に避難と帰還を各自が自由に意思決定できる

よう政府が経済的支援を続けることを勧告。 

・２０１８年１０月には、有害廃棄物特別報告者

トゥンジャク氏が、日本政府に年１mSV を超える

地域へ住民を戻すこと、除染に従事する労働者の

被ばくについて懸念を表明。 

・特別報告者らの指摘のポイントは、①避難者に

は「健康に対する権利」が国際人権法によって認

められている、②避難者には国内避難民の指導原

則が適用されるべきである、という点にある。 

・結論として、国際的に見れば、公衆被ばく線量

限度年間１mSv はまさに「放射線の許容限度」で

ある、また２０１７年の段階においても、被災地

の住民らの健康に対する権利の侵害は継続して

いた。 

この日、被告側のプレゼンはなく、裁判長から

次回期日は９月１０日、次々回期日は１２月１２

日、いずれも開廷時刻は１４時３０分と発表があ

り、閉廷しました。 

 

このあと、ＡＰ大阪淀屋橋に移動し、報告集会

を行ないました。 

報告集会の最初に、昨年から京都訴訟原告に密

着取材したフリー映像制作者の前田さんが作っ

てくれた、原告団や支援する会の取り組みを紹介

する映像作品「原発賠償京都訴訟原告団」（１２

分）を上映しました。 

＊この映像は、こちらで観ることができます。 

https://vimeo.com/336970373 

そのあと、最初に川中弁護団長があいさつ。 

・引き締まった、いい法廷だった。皆さんの気迫

が伝わってくるような法廷だった。 

最近感銘を受けたのは、福井地裁の元裁判長・樋

口さんの話。今の原発の危険性を理解して原発を

止めないのは裁判官ではない。日本は地震国。地

震の強さが問題であって、原発はだいたい７００

ガルに耐える。三井ハウスは５０００ガルの地震

に耐える。全国回って危険性を訴えている。それ

を聞いた皆さんは原発の危険性を訴えてほしい。 

次に支援する会を代表して橋本共同代表があ

いさつ。 

・以前にかかわった教員の突然死。公務災害の認

定を求めて提訴したが、京都地裁で棄却された。

大阪高裁で脳神経外科の先生が証言台に立ち、非

常にわかりやすい証言をされた。聞いていたみん

なが感動した。その先生は、「義憤にかられた。

医者の良心として見捨てておけなかった。」と言

われた。高裁で逆転勝利した時に、自分たちが感

動した話に裁判官も感動したんと違うか。傍聴席

が感動したり拍手したくなるような証言や陳述

でないと裁判所を動かせない、と思った。また国

民救援会の経験からして、国際的な人権の基準か

ら原発の被害を見ることは大事だ。 

  

そのあと田辺弁護団事務局長から今日の弁論

についての説明がありました。 

①責任論については、いま国は屁理屈を後付け

で言っている。長期評価に基づく津波高の計算を

６年後の２００８年にやった。その時は海面から

１０ｍの高さにある敷地に１０ｍの高さの防潮

堤を全面に造ることを想定していた。これを実際

に造っていたら事故を起こらなかった。そのこと

を私たちはずっと指摘してきた。 

それに対して彼らは、津波が来たとしても１５

ｍぐらいの高さにしかならないんだから、敷地全

体に１０ｍの防潮堤を造る必要はなかった、と言

いだした。これについては森田弁護士が反論して

くれた。 

②ＬＮＴモデルについて鈴木弁護士がプレゼ

ンしてくれたが、私たちは京都地裁の裁判官に今

やごくわずかの放射線でも健康影響が出るとい

https://vimeo.com/336970373
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うデータも出ているということを言ってきた。と

ころが裁判官に間違って伝わったみたいで、私た

ちが低線量被ばくも危ないというのは科学的に

実証されているからそう言えるのだと主張して

いるように勘違いしたようだ。今から３０年ぐら

い前に、被ばく線量限度を年間１mSv にすべきだ

ということは国際社会の常識になった。その頃、

低線量被ばくのリスクは全然見えなかったわけ

で、データとしてはわからなかった。明らかでは

ないけれど、いろんなことから考えて１mSv に決

めた。 

しかも、３０年も経つ間に科学的知見も進展し

て、かつてはわからなかったこともわかってきて

いる、ということをおまけのつもりで主張した。

そのおまけの所を肝だと勘違いして、京都地裁判

決は「ＬＮＴモデルは科学的に実証されていない」

と堂々と書いている。そういう勘違いをさせたと

いう意味では失敗した。 

だから今日の弁論では、科学的実証とは関係な

く１mSV は決められたという原点をもう一度きち

んと説明をするという趣旨だった。 

③最後の国際人権については、原告の園田さん

と徳永さんという研究者の方に協力してもらっ

た。荒削りだったが、国際社会から見て今の日本

の状況がどうなのかということを主張した。国内

だけを見ると、自分のやっていることが正しいの

かわからなくなってくる。国は堂々と帰還政策を

推し進め、帰らない人は自己責任などと言いたい

放題。自主避難者に対する住宅提供もやめたが、

出られない人たちもいて、東日本では家賃の倍額

を請求され裁判になっている。あんまり堂々とや

られるとこっちがおかしなことを言ってるのか

という気になってくる。国際社会から見ると、日

本政府がおかしいということを各国が言ってい

る。１mSv を超えるような所に避難者を返すのは

やめろと言っている。原発避難者は国際的には国

内避難民であって、指導原則によれば政府が避難

民に住居を提供したり責任を持たなければなら

ない。それが当然なんだということが改めて確認

できる。 

もう帰れるんじゃないかとか、避難するのはい

いけど勝手にやってよとかという感覚が世の中

に蔓延していると思う。裁判官はそういう世間の

空気を読んでいる。しかし、被害を受けた人の権

利が侵害されていないかどうかをきちんと判断

することが裁判官の仕事だ。弁護士も国際条約に

は詳しくないが、批准した条約に規定された権利

は国内法的にも権利だ。さっきの橋本さんの話を

聞いて、私たちの方向は間違ってないなと思った。

次回は、その辺りを詳しく説明していきたい。 

今日の進行協議の中で、裁判長から「そろそろ

スケジュールを考えてくれ」と言われた。裁判官

がそれを言う時は、「そろそろ結審に向けて最終

準備書面を書いたらどうか」という誘い水なんだ

けど、この裁判は自主避難者にさせられてしまっ

た人たちの裁判としては最先端を行っているの

で、原審（京都地裁）の判決が良かったかどうか

だけのチェックではなくて、きちんと証拠や証人

の証言を裁判官にも見てもらいたいと思ってい

るので、私はあと１年ぐらいは続くと思っている。

裁判所に審議打ち切りをさせないためには、熱気

のある支援者の傍聴が一番のカギになる。引き続

き傍聴をお願いしたい。 

  

次に、報告集会に参加していた原告１３人（１

人は子どもの帰宅時間に間に合うよう退出）一人

ひとりが発言しました。 

①先日復興庁との意見交換会があった。復興庁か

らは避難者支援について、そろそろ棚卸しと整理

をしたいという発言があった。「棚卸しと整理を

するほど、なんか支援してたの？」とツッコミを

入れたいぐらいだった。国は自分の責任をなにも

果たさずにここまで来たということを改めて感

じた。 

②３・１１以降で今が一番しんどい状況。「一難

去って、また一難」と言うが、私の場合は「一難

去らずに、また四難」という感じで、原発事故が

起こったことに伴う二次被害、三次被害で裁判を

５個ぐらい抱えている。３月末に避難者住宅から

追い出されて、いまは家がないような状態だが、

いつか逆転したという話ができるよう頑張りた

い。 

③時間が経てば経つほど良くなることも悪化し
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ていくこともある。私たちの良心を揺るがせない

で、ごまかさないで闘う必要があるなと改めて思

った。これから１年というと長いが、日々の闘い

と情報収集が大事なんだなと思わされた今日の

裁判だった。 

④お手元にあるカラーチラシがあるが、これは初

めてこの裁判を知る人のために作った。見開きの

真ん中にある田園風景の写真は原告さんが撮っ

てくれたものだ。そこに詩を載せたが、これにつ

いては女性を強調し過ぎているんじゃないかと

賛否両論あった。でも、子どもを連れて見知らぬ

土地に来たお母さんがこの裁判を担っているの

は事実であり、そういう原告さんを私は信じたか

った。それで「女性たち」と強調していることを

理解してほしい。（＊この部分は近くで話してい

る人の声が入っていて、発言者の声が聞き取れな

いところがあり、かなり強引に要約していること

をお断りしておきます） 

⑤事故から８年が経ってしまったが、この裁判を

最後までやり切ることが私の目標だ。 

⑥初めて淀屋橋で街宣行動に参加した。チラシを

受け取ってくれる人は少なくて、関心が薄れてい

ることを感じた。復興庁は２０２０年になくなっ

て、また新しい組織はできるそうだが、私たちは

復興税を２５年間取られることになっている。税

金を取られている間は復興庁があっていいはず

だ。税金だけ取られて、避難者への支援が打ち切

られるのはおかしい。絶対に風化させたくないと

心に誓った。 

⑦街宣行動から参加したが、受け取りが悪くてい

らいらした。法廷に入って弁護士さんのプレゼン

を聞いて「そうだ。そうなんだよ」とすっきりし、

この報告集会で皆さんの話を聞いて、さらにすっ

きりした。 

⑧３月に地元のメモリアルの集いに井関先生に

来てもらってお話をしてもらった。復興庁との意

見交換会に出たが、今後の避難者の定義として

「帰りたいと思う人」を避難者にする、みたいな

話があり違和感を感じ、裁判の原告になって闘え

ることを良かったなと感じた。娘が二十歳になり、

いま保育士になる勉強をしているが、それも避難

した当初、周りの子に比べて大きい方だったので、

いつも小さい子と遊んだり世話したりしていた

のがきっかけになったみたいで、つらいこともあ

ってもそれをバネにして将来につなげる、子ども

の力ってすごいなと思った。 

⑨先日も復興庁の意見交換会に出たが、そういう

所に来る下っ端の職員の人は全然わかっていな

くて、その都度説明しても、しばらくすると担当

者が変わってしまう。避難してきた当初、署名活

動をした時に、さっと通り過ぎる人が多くて、本

当につらくて泣きながらやっていた。今日、街宣

行動でチラシ配りをした。やっと、「受け取って

もらえなくてもいい。笑顔を配っていたら、気持

ちも楽になる」と思えるようになった。 

⑩復興庁の意見交換会は当初５名に絞ってくれ

ということだったが、途中で復興大臣が来ること

になったので、これは集めなくちゃと声をかけた。

結局、大臣は国会の関係で来れなくなったが、避

難者は１０名参加した。復興庁の職員は原発や放

射能のことを何も知らない。１mSv や２０mSv の

ことも知らない。逆に説明させられて、「まあ、

聞いてくるだけましか」と思った。 

 一番下の娘が中２になって、高校になったら帰

って来いと言われたんだけど、彼氏ができて「帰

りたくないんだけど」と言い出した。義父母も高

齢で悩ましいが、いまは「私は帰るけど、あんた

たちは残りなさい」という気持ちになっている。 

⑪今日の法廷は気持ち良かった。世界の標準から

日本は外れてるよという指摘を国がちゃんと直

視して、実行してくれたらいいだけなんだよね、

と思いながら聞いていた。原告も真剣に聞いてい

ましたし、支援の皆さんも真剣な雰囲気を作って

くださったので、それが裁判官にも伝わったんじ

ゃないかと思う。 

⑫午前中は仕事をして午後から参加したが、熱い

のであまり集まっていないんじゃないかと思っ

ていたが、入廷行進で裁判所に入った時、たくさ

んの人が歓声をあげたり拍手で迎えてくれて、感

動し勇気づけられた。今日参加して感じたのは、

私は１人じゃないってこと。みなさんが力を貸し

てくれたり、世界からも日本に勧告したりしてい

ることに勇気づけられる。原告になって良かった

と思うし、頑張って勝利したい。 

⑬５月の関電本社包囲行動に行って、デモにも参

加して疲れたが、そこで京都地裁でよくお顔を見

たフランス人の方とお会いして、「あなたたちは

間違っていません。明けない夜はない。必ず勝ち

ます。頑張りましょう」と声をかけてもらって、

とても嬉しく思った。私は時々さぼりたいなとい

う気持ちが強いが、その方の言葉を聞いて、もっ

と頑張らなければいけないと思った。 
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次に、愛知岐阜訴訟原告団共同代表の伊藤さん

があいさつ。 

３月１２日に結審して、８月２日に判決が出る。

実は愛知では土壌汚染の証拠を出している。１６

０万Ｂｑという所もあった。それと初期被ばくに

ついても資料を出した。避難したことで、どれだ

け被ばくを避け得たかという資料も出した。ぜひ

名古屋にも来てください。 

  関西の支援者を代表して放射能から子どもを

守る会・茨木の垣内さん、関西訴訟原告団のみな

さんを代表して共同代表の森松さん、ひょうご訴

訟弁護団の西野弁護士、京都の支援者を代表して

大飯原発差し止め訴訟原告団事務局長の吉田さ

んから連帯のあいさつや告知がありました。 

 

最後に原告団共同代表の堀江さんが、参加者に

手渡す原告からのメッセージカードのうち３枚

を紹介して集会を終えました。このメッセージカ

ードは期日が近づくと原告にお願いして、一人ひ

とりが手書きで書いています。誰のメッセージか

はもらってみないとわかりませんが、それも楽し

みの１つにしてください。次回は９月１０日（火）

です。今回は参加できなかった方も、ぜひご参加

ください。 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

■４月の選挙ではお世話になりました。 

谷口公洋（城陽市） 

昨年以来、なかなか例会に参加できず申し訳な

く思っています。 

４月の市会議員選挙では、平さんや井坂さんに

もお世話になり大変感謝しております。ありがと

うございました。遅くなりましたが、心から御礼

を申し上げます。 

結果は残念ながら、最下位同数でくじ引きで負

けてしまい落選しました。しかし選挙のなんたる

かがわかり、本当に良い勉強になりました。母の

被爆体験を選挙中に語ったのも、良い経験です。 

次回は捲土重来を期して、全力を尽くす覚悟で

す。 

現在、職探しの最中で例会への参加が出来ない

状況です。申し訳ありませんが、もう少し落ち着

いてから参加致します。皆様にもお世話になりま

した。ありがとうございました。 

  

■森川さんの講演録読みました。 

門川恵美子（横浜市） 

いつも会報ありがとうございます。 

森川さんの話聞きたいけど京都は遠いなと思

っていましたが漏らさず書いていただいてしっ

かり読ませていただきました。説得力のある話で

した。ありがとうございました。また、神奈川県

座間市に弟さんがある岡山の方の話、ご縁でした

ね。びっくりでした。 

三谷さん、高齢になられるのになんときちんと

話される方なのか。当時の中学生や、生活のよう

すがよくわかり今の中学生に聞かせてあげたい

ですね。 

どれも取材のご苦労が目に浮かびます。 

 

■元裁判官・樋口英明さんとの対談を出版予定 

守田敏也（左京区） 

元裁判官で大飯原発３・４号機の運転差止の判

決を下した樋口英明さんと対談して本を出版す

ることにしました。ご本人も是非やって欲しいと

言われています。私の聞いてきた中で「原発は危

ない」と最も分かり易く語られている人ではない

かと思います。近々インタビューする予定で、で

きるだけ早く出したいと思っています。もう一つ、

文科省が作って配布している『放射線副読本』を

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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批判する本ももうすぐ完成です。『放射線副読本

は既に広く配布されているので、逆手にとって、

それのどこが問題なのかを一つひとつ学んでい

くことができる、テキストのようにしていけると

思います。 

７月９日（火）から２１日（日）までアメリカ

のニューメキシコに行ってきます。私も被爆二世

として、原爆開発の始まりの地点でもあり、核廃

棄物の処分場にもされる所、そこでやられること

がいずれ日本にも導入されるのは間違いないの

で、しっかりと見てきたいと思っています。 

 

■豊崎博光写真展「世界の核被害」を見学 

平 信行（南区） 

中京区のギャラリーで開催されていた豊崎博

光写真展「世界の核被害」を観てきました。豊崎

氏が４０年間に渡って世界の核被害地、被害を受

けた人々を取材してきたもので、約３０点の写真

の展示でした。マーシャル諸島、ニューメキシコ、

オーストラリア、カザフスタン等々の核実験場、

世界各地のウラン採掘現場、そして、スリーマイ

ル、チェルノブイリの原発事故など、生々しく、

痛々しく、荒涼とした被写体から核被害の実態が

迫ってきました。一方で、１９８０年頃から「ア

メリカ放射線犠牲者市民公聴会」や「放射線被害

者円卓会議」、「核被害者世界大会」などが開催さ

れていて、それらを取材した写真の展示も目を引

きました。２２日（土）の夕方からは豊崎氏によ

る市民講座も開催され、写真の裏側、奥にある核

被害の深刻な実態が語られました。「写真を見る」

のではなく、「なぜこういう写真の姿になってい

るのだろう」という「写真を読む」姿勢の大切さ

が訴えられました。

 

 

 

 

 

 

 

■原発事故との伴走の記    池内 了 著 

紹介 石角俊明（長岡京市） 

「池内了氏」といえば、「産学軍共同」問題についての著書が多いので「原

発事故」について書かれているとは不思議な感じがあった。内容は、福島原

発事故直後から、講演会で話された事、新聞に書かれたコラム等を一冊の本

にまとめられたもので、少し「古い」部分もあるが、指摘されていることは

今も充分に通じる。 

 ここには「科学者」としての立場から「科学者の見方・考え方」が論じら

れており、原発を取り巻く環境の危険が指摘されている。従来の原発の危険

性を指摘した書物とは違う。「科学者」の視点から原発のもつ危険について

論じているだけでなく、寺田寅彦を取り上げるなど「哲学的」な面も論じら

れている。科学の世界で使われている「用語」を使って、日本は「豆腐の上

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

而立書房 2000 円（税別） 
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に立地する国であり、原発は造るべきではない」ということをわかりやすく説いている。その用語も一

般人・読者にもわかりやすく理解しやすい。日本の「原発政策」「規制委員会」の問題も鋭く追及して

いる。ただ単に「反原発・脱原発」を主張するのではなく、運動をどのように進めるべきかも含めて幅

広い「脱原発論」も展開されている。一つ一つの単元は短いが、内容は実に濃い。興味あるところから

読み始めるのもよい。 

 

■その後の福島 原発事故後を生きる人々  吉田千亜 著 

紹介 石角俊明（長岡京市） 

この本の版元は、京都の出版社で「福島原発事故」を意欲的にとりあげて

おり、関心をもって見ていた。今回の本は、あの事故までは「普通の人」で

あった人達が、国・東電の責任を追及し、こんな「被害」は自分達だけで「止

めて欲しい」と立ち上がった。「特別な人」ではない「普通の人」の「声」を

取り上げている。「避難指示」は解除されたが、今迄自分たちが「住んで」い

たところに本当に還ってよいのか、避難者が「不安を語れない」空気、時間

が経過するにつれ「放射能に対する不安」を口にすることが憚れる「復興政

策」作り、「除染」が完了した、と安全宣言されるが、実際の放射線量数値は？

そして「賠償、賠償」といわれるが、被害者の立場に立った賠償がされてい

るのか、「仮上住宅」の打ち切りは、避難者にどのような困難をもたらしたの

か、「避難先」で悲惨な「いじめに」遭いながら力強く生きる中学生、自分が

「法廷に立つなんて、考えたこともなかった」という原告がおこした「生業裁判」、この裁判は「他の

誰にも同じ思いをさせたくない」「きちんと国民を守るため年間２０ミリシーベルト基準を撤回させた

い」という思いで起こした被害者。ここには「本名」でインタビューに応じられない福島県民の声が掲

載されている。事故の語りにくさが続く現状がある今（被爆体験・水俣病も同様か）、私たちは常に「被

害者たちの声に耳を傾け」、オリンピックで忘れ去られようとしている地域を見つめ続ける必要がある

のではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人文書院 2200 円（税別） 

■南方留学生の遺影 初登録 追悼記念館 マレーシアの孫が持参 

広島で被爆した「南方特別留学生」の遺影が、国立広島原爆死没者追悼平

和祈念館（広島市中区）に初めて登録された。広島文理科大（現広島大）で

学んだ現マレーシア出身のアブドル・ラザクさん（２０１３年に８８歳で死

去）。孫のザイリ・ズージャストリさん（３８）が持参した。 

写真は若い頃のスーツ姿で、裏面に被爆から１８日後に当たる「昭和廿（２０）年八月廿四（２４）

日」と記されているが撮影日を指すかどうかは不明。本人が生前保管していた。 

ラザクさんは１９４４年に来日し、授業中に被爆した。帰国後は日本語講師として両国の人的交流

に貢献した。「原爆ドーム近くで負傷していた女性を助けられず罪悪感を持ち続けた」とよく話して 

Scrap 

book 
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いたという。南方特別留学生は８人が被爆し２人が犠牲になった。 

首都クアラルンプールに住むズージャストリさんは今回、家族で被

爆地を初訪問。原爆資料館では、展示を一新した本館の外国人被爆者

のコーナーでラザクさんの紹介展示に見入った。「日本に来て彼の人

生は大きく変わったが、つらい経験を経て人を大切にする気持ちを持

ち続けた」と在りし日の祖父を思い起こしていた。 

（２０１９年６月１７日 中國新聞） 

■新潟県原爆被害者の会 活動停止へ ２０２０年度末にも 高齢化要因 

広島、長崎に投下された原爆の被爆者らでつくる「新潟県原爆被害者の会」は１７日、早ければ２

０２０年度末で活動を停止するとの方針を固めた。平均年齢が８３歳を超す新潟県内被爆者の高齢化

で、活動が困難になったため。被爆体験の伝承や、被爆者間の情報共有のための連絡窓口は残す予定

で、今後、行政や支援団体と停止に向けた調整に入る。 

同日、被害者の会会員や支援団体メンバーら８人が新潟市中央区で拡大役員会を開き、活動停止を

はじめとする方針案を協議した。 

役員会では、被爆２世の西山謙介事務局長（７１）が、方針案について「活動停止に向け県や日本

被団協と協議する」「活動停止の時期は最短で２０２０年度末とする」などと説明。「被爆者を置き去

りにしない」（西山事務局長）との視点から、停止後も連絡窓口を残すとした。 

出席者からは、県内被爆者の意向を聞くことや、会の事業に限った停止とすることを求める意見も

上がったが、最終的に方針を承認した。 

県によると県内の被爆者健康手帳所有者は４月末現在で８２人。会によると１９６６年に発足した

会は、多いときには数百人の会員がいた。今月、前会長が死去するなど高齢化が進んでおり、語り部

活動ができるのは山内悦子会長（９０）だけとなった。 

山内会長は「残念だが仕方のない決断。ただ

被爆者であることには変わりない。生きている

限り経験を伝え続ける」と述べた。西山事務局

長も「会を作った先達（せんだつ）を思うと、

大変申し訳ないが、現実に向き合った判断だ」

とし、活動停止後も教訓の伝承ができる体制づ

くりを目指すとした。 

（２０１９年６月２１日 新潟日報） 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1561211658/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5oaXJvc2hpbWFwZWFjZW1lZGlhLmpwLz9wPTkxNTc3/RS=^ADBY0_p_xY0OEAUTXvNwb51troe0qc-;_ylt=A2RivciK4QxdgHoAri4dOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1561212714/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cubmlpZ2F0YS1uaXBwby5jby5qcC9uZXdzL25hdGlvbmFsLzIwMTkwNTE4NDY5NzY1Lmh0bWw-/RS=^ADBPTo0FCHlMfzOkIV5SFDPGdMPLro-;_ylt=A2RCKwep5QxdiHAAhBsdOfx7
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▼６月１５日（土）「ノー

モア・ヒバクシャ近畿訴訟

の全面勝利をめざすつどい」

での久米弘子弁護士の講演は

学ぶことの多いものでした。国に対す

る行政処分取り消し訴訟が被害者の住む地元で

提訴できるようになったのは原爆症認定小西訴

訟からであったこと、雲をつかむようなものであ

った原爆症認定訴訟が、弁護団が結成され、医師

団も作られ、幅広い専門家の協力、そして力強い

支援体制があって今日の姿になってきたこと。

「つどい」に参加できなかった多くの人にこのこ

とを知ってもらいたいと思い、「ノーモア・ヒバ

クシャ近畿訴訟傍聴記」の中で久米弁護士の講演

要旨を書き込み、そして会報にも転載することに

しました。▼６月２４日（月）の「広島の被爆者・

切明千枝子さんの被爆証言を聞く会」も感動の講

演会となりました。多くの参加者が涙を堪え切れ

ずに聞いたのではないかと思います。残念ながら

会報本号ではまだその様子を掲載することがで

きません。今回は表紙写真でその一旦をお伝えす

るだけとし、詳しく次号以降のお楽しみとさせて

いただきます。（平）

■継承活動 市医師会タッグ 広島と大邱 韓国で来春にも２世交流 

広島市医師会（松村誠会長）が今月初め、韓国の大邱（テグ）市医師会（李聖龜（イ・ソング）会

長）を招いて広島市南区内で意見交換会を開き、日韓の被爆２世医師の交流や、被爆体験の継承活動

と在韓被爆者調査で連携する方針を申し合わせた。来春にも、大邱で被爆２世医師の交流会を開催す

ることを目指す。 

両医師会は２００７年５月に友好協定を締結し、救急医療や介護などの課題を語り合う会合を重ね

ている。今回、被爆者問題にも交流分野を広げることにした。広島市医師会では「ヒロシマ被爆二世

医師会議」が被爆者の体験を聞く市民公開講座を広島市内で開いており、こうした活動を韓国でも実

施したい考えだ。 

被爆２世の松村会長が「病を押して被爆者治療に当たった医師の思いを引き継ぎ、ともに核兵器廃

絶を訴えたい」と提案。李会長は「核兵器の危機が現実味を帯びる今、最も適切な提案だ」と応じた。  

厚生労働省によると韓国には広島や長崎で被爆した約２２４０人が暮らしている。うち大邱市で

は、３８５人が地元の被爆者団体「韓国原爆被害者協会大慶（テギョン）支部」の会員として把握さ

れている。 

意見交換会には大邱から医師１１人が参加。平和記念公園内の韓国人原爆犠牲者慰霊碑に献花し、

原爆資料館も見学した。李会長は「大邱の被爆者や被爆２世医師の現状を把握しながら、広島との協

力をぜひ深めたい」と意気込んでいた。         （２０１９年６月２４日 中國新聞） 
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２0１９年７月 行事カレンダー 

月 日 曜  行     事 

７ １ 月  

 2 火  

 ３ 水  

 ４ 木 参院選公示（予定） 

 ５ 金 キンカン行動 

 ６ 土 ２０１９年国民平和大行進・京都市内網の目行進             ６・９行動 

 ７ 日 
核兵器禁止条約国連採択（２０１７年） 盧溝橋事件（１９３７年） 

七夕 

 ８ 月  

 

 

 

 

９ 火 ６・９行動 

 １０ 水  

 １１ 木  

 １２ 金 キンカン行動 

 １３ 土  

 １４ 日  

 １５ 月 海の日 

 １６ 火 
人類最初の核実験（トリニティ実験）の行われた日（１９４５年） 

祇園祭宵山 

 １７ 水 祇園祭山鉾巡行 

 １８ 木  

 １９ 金 戦争法廃止をめざす行動日（１７時・市役所前）            キンカン行動 

 ２０ 土 夏の土用入り 

 21 日 参院選投開票（予定） 

 ２２ 月  

 ２３ 火  

 ２４ 水 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟第２民事部最終弁論（１４時・大阪地裁） 

 ２５ 木 
ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審弁論（１０時３０分・大坂高裁） 

京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 ２６ 金 
「相模原殺傷事件から３年」講演と映画（１３時３０分・ひと・まち交流館京都） 

キンカン行動 

 ２７ 土 土用の丑の日 

 ２８ 日 第５１回京都原爆物故者慰霊式典（１０時３０分・霊山観音教会） 

 
 ２９ 月 

「２０１９年平和のための京都の戦争展」開幕（～８月４日まで）（立命館大学国際平和

ミュージアム） 

 ３０ 火  

 ３１ 水  

 


