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２０１９年度の「被爆二世健康診断」（京都府）が始まります 

みなさん受診しましょう！ 

「被爆二世健康診断」は厚生労働省の事業（予算を組み）で、各都道府県に委託して行

われるとりくみです。（一般健診は受診者は無料です） 

京都府の場合は毎年、９月中に申込受付、１１月健診実施で行われています。 

今年も、 申込受付 ９月２７日（金）まで（予定） 

 実施期間 １１月１日（金）～１１月２９日（金）で行われます。（予定） 

２０１６年から、検査項目に多発性骨髄腫検査が加わりました。 

多発性骨髄腫は血液のがんで、一般のがん検診では行われない検査です。 

また、今後「被爆二世健診」の検査内容の充実化を求めていくためにも、健診を受ける

人が増えていくことが求められています。 

この機会に、是非多くのみなさんが受診するようにしましょう！ 

詳しいことは京都府のホームページ健康福祉部・健康対策課「被爆二世健診」に掲載さ

れます。 

初めての人は、下記の京都府の担当口に連絡して受診申込資料を取り寄せて下さい。 

京都府健康福祉部健康対策課 疾病対策担当 

電話 ０７５－４１４－４７２５ 

Fax ０７５－４３１－３９７０ 

一般健診の内容 
■問診 

■血圧測定、視診・聴診・打診・触診 

■血液検査  白血球数、赤血球数、ヘモグロビン（Ｈｂ）、ヘマトクリット（Ｈｔ） 

  ヘモグロビンＡ１ｃ 

  肝機能検査（ＡＳＴ、ＡＬＴ、γ－ＧＴＰ） 

  ＣＲＰ（血液中のＣ反応性蛋白） 

■血清蛋白分画検査による多発性骨髄腫検査（希望者のみ） 

■尿検査 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血 

精密検査 

一般健診の結果精密検査を必要とされた場合、同じ医療機関で精密検査を受診できます。 

但し、費用が限度額を超えた場合は超過金額が自己負担になりますので、事前の確認が必要

です。 
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京都府の２０１９年度被爆二世健康診断委託医療機関一覧 

 医療機関名 郵便番号 所  在  地 電話番号 

1 
独立行政法人地域医療機能推進機構 京

都鞍馬口医療センター 
603-8151 北区小山下総町 27 075-441-6101 

2 社団法人京都保健会 仁和診療所 602-8373 上京区仁和寺街道御前西入下横町 217 075-462-1510 

3 医療法人 幸生会室町病院 602-0031 上京区室町通上立売下る裏築地町 88 075-441-5859 

4 
公益社団法人信和会 京都民医連あすか

い病院 
606-8226 左京区田中飛鳥井町 89 075-701-6111 

5 
一般財団法人日本バプテスト病院連盟医療

団日本バプテスト病院 
606-8273 左京区北白川山ノ元町 47 075-781-5191 

6 医療法人社団貴正会 仁王門村上診療所 606-8361 左京区仁王門通高倉福本町 410 075-751-8080 

7 
公益社団法人京都保健会 京都民医連太

子道診療所健康サポートセンター 
604-8454 中京区西ノ京小堀池町 18番地の 1 075-822-8246 

8 一般財団法人京都工場保健会診療所 604-8472 中京区西ノ京北壷井町 67 075-823-0526 

9 
公益財団法人京都保健管理研究会 中央

診療所 
604-8111 中京区三条通高倉東入桝屋町 58-56 075-211-4503 

10 公益社団法人信和会 東山診療所 605-0952 東山区今熊野宝蔵町 43 075-561-5500 

11 医療法人藤原病院 607-8153 山科区東野百拍子町 27の 1 075-595-3902 

12 医療法人貴正会 村上内科医院 607-8041 山科区四ノ宮垣ノ内町 1 075-501-2551 

13 医療法人健康会総合病院 京都南病院 600-8876 下京区西七条南中野町 8 075-312-7361 

14 医療法人社団 和田クリニック 600-8216 
下京区塩小路通東洞院東入東小路町547-3

明石屋ビル 2Ｆ 
075-341-0025 

15 医療法人啓信会 京都四条診療所 600-8497 
京都市下京区醒ヶ井通四条下ル高野堂町

412・414番地 
075-361-3400 

16 社会医療法人太秦病院付属うずまさ診療所 616-8152 右京区太秦堀ヶ内町 1番地 1 075-863-6152 

17 医療法人岡田医院 616-8347 右京区嵯峨中又町 25 075-861-0582 

18 松尾青木診療所 616-0022 西京区嵐山朝月町 44 075-881-9251 

19 医療法人社団弘田医院 612-8438 伏見区深草フチ町 14番地の 2 075-641-1730 

20 
社会福祉法人恩賜財団済生会 京都府病

院 
617-0814 長岡京市今里南平尾 8 075-955-0111 

21 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 611-0041 宇治市填島町石橋 145番 0774-20-1111 

22 
社会医療法人岡本病院（財団） 京都岡本

記念病院 
613-0034 久世郡久御山町佐山西ノ口 58番地 0774-48-5611 

23 医療法人社団右橋医院 614-8376 八幡市男山竹園 2番地 1 075-981-0282 

24 社会医療法人美杉会男山病院 614-8366 八幡市男山泉 19 075-983-0001 

25 医療法人社団岡田医院 619-0201 木津川市山城町綺田神ノ木 86番地 0774-86-3036 

26 公益社団法人京都保健会 京都協立病院 623-0045 綾部市高津町三反田 1番地 0773-42-0440 

27 舞鶴赤十字病院 624-0906 舞鶴市字倉谷 427 0773-75-1920 

28 医療法人財団宮津康生会 宮津武田病院 626-0041 宮津市字鶴賀 2059の 1 0772-22-2157 

29 京都府立医科大学附属北部医療センター 629-2261 与謝郡与謝野町字男山 481 0772-46-3371 

30 公益社団法人丹後中央病院 627-8555 京丹後市峰山町杉谷 158の 1 0772-62-0791 
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京都府以外の近畿各県の被爆二世健診実施概要 
三重県 

 受診申込受付期間 １０月中 

 受診期間 １２月～２月（受診医療機関の調整などを経て確定） 

 問い合わせ先 三重県健康福祉部健康づくり課 ＴＥＬ ０５９－２２４－２３３４ 

滋賀県 

 受診申込受付期間 １１月中 

 受診期間 １月～３月 

 問い合わせ先 滋賀県健康医療福祉部健康寿命推進課 ＴＥＬ ０７７－５２８－３６５５ 

大阪府 

 受診申込受付期間 ９月２日～１０月３１日 

 受診期間 １１月～２月の期間 申し込み後、本人に直接通知 

 問い合わせ先 大阪府健康医療部保健医療室地域保健課疾病対策援護グループ 

 ＴＥＬ ０６－６９４４－９１７２ 

奈良県 

 受診申込受付時期 １１月中 

 受診期間 １２月～１月 

 問い合わせ先 奈良県福祉医療部医療政策局健康推進課 ＴＥＬ ０７４２－２７－８６６０ 

和歌山県 

 受診申込受付期間 ８月３１日で締め切り 

 受診期間 受診医療機関によって異なる 

 問い合わせ先 和歌山県福祉保健部健康局健康推進課 ０７３－４４１－２６４０ 

兵庫県 

 受診申込受付期間 ７月～８月末 

 受診期間 １０月中旬～２月中旬 

 問い合わせ・申込先 兵庫県原子爆弾被爆者相談室 ０７８－３６１－８６０４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被爆二世健診と親（被爆者）の「被爆者健康手帳」番号 

▼「被爆二世健康診断」の受診申込書には被爆者である親の「被爆者健康手帳」番号を記入する欄

があります。つまり二世健診受診のためには親が被爆者健康手帳を持っている（持っていた）こと

が条件とされているのです。 

▼しかし、様々な事情から被爆者健康手帳の交付を受けなかった（受けられなかった）被爆者は少

なくありません。典型的な例は、「被爆者健康手帳」の制度が初めてできたのは１９５７年（昭和３

２年）であり、それ以前に亡くなった被爆者はそもそも手帳を手にすることもできなかったわけで

す。そのような事情から広島市や長崎市では同じ「被爆二世健診」でも親の被爆者健康手帳の番号

の記入は求められていません。 

▼何らかの事情で親が手帳の交付を受けていなかった人の場合でも、被爆二世には二世健診を受診

する権利があります。そのことをきちんと話して、受診できるようにすることが必要です。 

実際に、京都「被爆２世・３世の会」の会員のＳ・Ｙさんは、３年前、京都府の担当の方に事情

をきちんと話して、被爆二世健診を受診しています。 
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正義を洪水のように 

恵みの業を大河のように 

 
月下星志（南区） 日本キリスト教団上鳥羽教会牧師 

（京都革新懇ニュース№304 2019年 8月 10日 より転載） 

 

 

■３０００年前の言葉が今、響く！ 

「正義を洪水のように恵みの業を大河のよう

に尽きることなく流れさせよ。」旧約聖書アモス

書５章２４節 

２０１９年参院選投票日２日前に、この原稿を

書いています。多くの候補者が、最後の追い込み

に、これまでの実績や、他党の批判、政策をアピ

ールしています。そのような慌ただしい社会にお

いて、冒頭で紹介した旧約聖書の言葉が浮かびま

す。神の言葉として、民衆や時の権力者に、時に

励ましや慰めを、時に警告を語ったのが、「預言

者」と言われる人たちでした。その預言者のひと

り「アモス」という人が、活動したのは北イスラ

エル王国という国でした。北イスラエル王国は、

繁栄の時代を迎えていました。しかし、その一方

で、貧富の格差は広がるなど様々な問題が蔓延し

ていました。繁栄の片隅で、虐げられている人た

ち、苦しんでいる人たちを公正に扱うよう訴えた

のがアモスという人でありました。 

３０００年近く前に語られたアモスの言葉が、

今この時代にこそ必要な言葉として響くのが悲

しい現実です。○○ファーストという言葉が、あ

たりまえのように使われ、違いを違いとして認め

られず、排除と分離を繰り返している現実があり

ます。選挙運動で、連呼される候補者名の名前が、

わたしには「自分が自分が」という自己主張にし

か聞こえなくなってきています。もちろん、選挙

で自分の名前を書いてもらわなければならない

のであたりまえかもしれません。 

しかし、一体どれくらいの人が、本当にこの国

のことを考えてくれているのだろうかと疑問に

思います。与野党、保守、革新問わず、自分の名

前をアピールすることの重大さを考えてほしい

と思います。「この国」と言ってもいろんな人た

ちがいます。永住権を持っていても選挙権がない

人もいます。選挙は、選挙権を持っている人たち

だけのものではないと思います。選挙権を持って

いない人たちの事をどれだけ考えることが出来

るのか。小さな声をどれだけ聞き取ることが出来

るのかがとても大切なことだと思います。それは、

選挙だけではなく、日々のわたしたちの生活の中

でもいえることだと思います。と、偉そうなこと

を言ってはみたものの、私自身はどうなんだろう

かと思います。 

 

■平和は身近なところから 

私自身が何かできているかというと、自分の事

で精一杯になりがちな現実があります。やっぱり

自分が一番になってしまいます。それでも、少し

ずつでも自分の時間を他者の事を思う時間に使

うことを心がけています。誰かのことを思うとい

う作業は、誰にでもできると思います。まずは、

家族や友人という近くの人。家族や友人が困って

いれば、比較的動きやすいと思います。それから

少し離れて、知っている人。それを広げて、被災

地で苦しんでいる人、戦争で傷つく人の事、基地

の街で不安の中で暮らす人たち。まったく知らな

い人たちの遠くの現実です。そのような現実を知

り、その苦しみや悲しみが自分の身になった

ら・・・と、想像すれば、いてもたってもいられ

なくなると思います。しかし、できることには、

時間的にも、経済的にも限界があります。だから、

できることだけでもやっていこう、身近なことか

ら行動していこうとなると思います。そんな人が

ひとりでも増えていけば、もっともっと生きやす

い社会になると思います。 
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■立ち止まる平和を 

週に 1回、京都駅周辺で野宿をされている方々

に声掛けをする「夜まわり」という活動させてい

ただいています。ネットで簡単に人とつながるこ

とが可能な一方、現実に人と向き合うことが少な

い時代です。その時代の中で、夜まわりでの出会

いは、本当に大切なものは何かを気づかせてくれ

るように思います。何か具体的にできるわけでは

ないけれど、人と人とが向き合い、つながりを持

ち続けることが、生きる上で何よりも大切である

と思い、声掛けをさせていただいています。 

スマホの画面に夢中で、路上で寝ている人の姿

は、きっと多くの人には見えていないのではない

かと思います。ホームレスという言葉は、「ホー

ム」＝自分の居場所が失われた状態です。家があ

っても、ホームが失われた現実がたくさんありま

す。悲しい事件のニュースを見るたびに、被害者

の方々の悲しみや苦しみを思うと共に、加害者が

そこに至るまでに、止めることが出来なかったの

かという思いが出てきます。 

居場所やつながりがあれば、守れた生命があっ

たのではないかと思います。先ほど、聖書の言葉

を紹介しましたが、正義という言葉は、間違った

使われ方をすれば人を傷つける口実となってし

まいます。「正しい」という字を見ますと「一度

止まる」と書きます。誰にとっても正義、今必要

な正義、それは一度止まることだと思います。立

ち止まり、社会の片隅の現実に寄り添う正義を今

こそあふれ出す社会であってほしいと思います。

走りゆく選挙カーを見ながら、「候補者よ、選挙

が終わればぜひ立ち止まってほしい」と思う今日

この頃です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■原水禁２０１９年世界大会－長崎 参加日誌                    

井坂博文（北区） 

８月７日（水）、原水禁世界大会開会総会。 

会場はみるみるうちに全国からの参加者で満席

になり、座っていた席を京都からの初参加の方に

譲って、立ち見していたが暑くなってきたので第

二会場の文化ホールに移動。こちらはまだゆった

り座れた！ 

田上長崎市長の歓迎と連帯のあいさつ。いやぁ、

田上さんはいつもケレン味のないさわやかな話

をされる。京都の市長にも聞かせたい...。 

被爆者、市民連合、海外政府代表、脱原発、など

のあいさつやスピーチのあと沖縄のたたかいと

連帯してオール沖縄会議共同代表の稲嶺さんの

あいさつにジーンときた。 

穏やかだが力強く、「人間の尊厳をかけたたたか

い。勝つまで諦めない」との訴えに第二会場も大

きな拍手に包まれた。 

宿舎に着いて京都代表団の交流会。卓袱料理を堪

能しながら参加した被爆２世の皆さんと記念撮

影。 

“２０１９年夏〟からのレポート 
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原水禁世界大会２日目、午前中は京都代表団の有

志と一緒に「勝手に碑巡り」。 

平和公園から浦上天守堂、原爆資料館を回り、ふ

りそでの少女へ。そこで民青時代の友人とばった

り出会っておもわずハグして記念撮影。 

昼からはフォーラムに参加して、核兵器廃絶に向

けて政府機関とＮＧＯの役割、とりわ市民運動の

あり方について海外代表と日本各地の運動と経

験が多いに参考になった。 

長崎に原爆が投下されて７４回目の８月９日を

迎え、原水禁世界大会閉会総会・ナガサキデー集

会が開かれた。会場の市民会館にはあふれかえる

ほどの５千人が参加している(ヒロシマデーを含

めると６千人が参加)。 

始まる前に九州ブロックを訪ねて共産党福岡市

会議員団のみなさんと連帯のエール交換して記

念撮影。仁比さんとも会えてリベンジをかけてが

っちり握手をした。 

閉会総会集会が始まり、長崎原爆被災者の横山照

子さんの被爆証言は思わず目頭が熱くなった。被

爆の悲惨さを明らかにして、被爆者から直接の被

爆体験を聞き、核兵器廃絶の思いを一つにする、

世界大会の原点はここにある．．．。 

原爆投下の１１時０２分には参加者全体で黙祷

を捧げた。瞬間、会場は静寂に包まれた。 

世界大会の最中に南米のボリビアが核兵器禁止

条約に批准し２５ヶ国になり、条約発効要件５０

ヶ国の半分になった。 

さらに、世界大会には市民連合や原発ゼロ・自然

エネルギー推進連盟の代表からも初めて参加し、

立憲民主党からもメッセージが届いている。 

そして来年は被爆７５周年。国連でＮＰＴ再検討

会議が開かれ、合わせてニューヨークで原水禁世

界大会が開かれることが提案され大歓迎された。 

まさに市民社会が核兵器廃絶に向けた大きな流

れを作り出している。このことを実感する大会だ

った。 

 

■京都府原爆物故者慰霊祭に参加して                        

石角俊明（長岡京市） 

原爆投下から「７４年」、７月２８日「第５１回

京都府原爆物故者慰霊式典」が京友会主催で「霊

山観音教会・原爆死没者慰霊碑前」で開催されま

した。ここの慰霊碑は、広島・長崎以外では、日

本で最初に作られた「碑」で、現在８７５柱が祀

られているとのこと。式典への参列者は「約６０

名」くらいで、例年になく「若い方」の姿が多く

みられ、少しうれしくなりました。（我々の会に

参加してもらえる対象者が多い、ということでし

ょうか）式の中で、会長さんは「世界には多数の

核兵器が配備されているが、その核兵器を廃絶し

なければならない」、「被爆者の役割」として「被

ばくの実態を訴え」核兵器廃絶の運動にがんばっ

ていきたいと決意と願いを述べられると共に、被

爆者の高齢化を見据えて「体験の継続が必要」と、

運動の継続を訴えられました。被爆者が高齢化し、

京友会の府下の支部が活動を中止せざるを得な

い状況になっているようですが（乙訓支部も）出

来るだけ「慰霊祭」が続くように祈りながら、参

列させて頂きました。（式典終了後の合祀法要の

参列者も年々減ってきています） 

 

■「平和のための京都戦争展」を観て                        

石角俊明（長岡京市） 
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今年も開催された「戦争展」を観てきました。「美

山町」に空襲があった事実を初めて知りました。

それも「計画的」な空襲であった由。新たな事実

に驚きました。その後、「平さん」が聞き取りを

された「藤田晴子さんのお話を聞く」企画に参加

しました。会場では「２世・３世の会」の「被爆

体験の継承」の「藤田さん」の体験が配布されて

いました。私にとっては、「藤田さん」のお話を

聞けたのも良かったですが、郷里の「ふりそでの

少女像をつくる会」の皆さんと知り合えたことの

方が嬉しかったです。まさか「参加」されている

とは思いませんでしたので。 

「府内自治体における非核・平和施策一覧」で、

各自治体の取り組みについても知ることができ

ました。自治体間で「これだけの差」があるので

しょうか？（長岡京が一番遅れている、と激励も

うけましたが）新たな繋がりが出来た「戦争展」

であり、今後の運動の「課題」を見つけ出せた「戦

争展」でもありました。 

 

■３４年ぶりの平和記念式典                            

古田京子（八幡市） 

今年３４年ぶりに８月６日の広島市の平和式

典にでてきました。京都「被爆２世・３世の会」

の国府さんや田尾さんが早朝から遺族席を確保

していただいてたので、かなり前方で参列できま

した。ありがたかったです。 

前回は祖母と参加しました。その祖母は、私と

式典に参加したあと体調が悪化し、１０月になく

なりました。ガンでした。その当時、母はすでに

かなり体の具合が悪かったので、祖母は母のこと

をよく心配していたのを覚えています。 

３４年前の８月６日は快晴で会場は全く影が

なく、とてもあつかったこと。被爆者の遺族二世

の方が平和の鐘を打ち鳴らされたような気がし

ます。時の流れとともに、少しずつ内容は変わっ

てきていますが、今回も、ヒロシマの平和に対す

る強い思いはゆるぎなく、真に非核を求め続けて

いることを心から再認識した時間でした。市長や

知事の言葉は私の気持ちに寄り添い励まし、未来

に向かって歩む方向を示してくれるものでした。

直接聞けたのは幸いでした。首相のことばが心に

入ってこなかったのは残念でした。 

広島の平和式典も３４年前ころは遺族代表の

言葉があり、そのあとで平和の鐘を鳴らしていた

ように思います。いつ頃からか、子供代表のこと

ばになりました。次世代を作る子供たちが、平和

を考えていく中心として育つようにとの思いな

のかなと思っています。現在、広島にも全く原爆

と関係なかった人たちが増えてきていますし、被

爆者や遺族とともにやる取り組みがふえている

のかもしれません。 

広島では京都とは比べ

物にならないほどの平和

教育がされているように

思います。従姉妹の娘、

中２も８月７日に、ピー

ススタディで朝から登校

していました。 

２年前に娘たちがみな

結婚したのを機に「２

世・３世の会」に入り、少しずつ二世としての思

いや気持ちを伝えることを始めました。ハードル

はまだまだあるのですが、伝えた人たちが少しず

つ関心を持ち始めてくれているのは、心強いです。 

先日、切明さんのお話をお聞きしたことを、広

島の従姉妹(母の二番目の妹の娘)に話したとこ

ろ、切明さんとはとても懇意にしているよ、との

ことでした。母のすぐ下の妹は短歌の会でご一緒

させていただいているようです。以前からつなが

りがあった方でびっくりでした。 

最後に京都アニメーションの事件のこと。 
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スクールソーシャルワーカーとして勤務して

いる学校の校区でおこったことで、その凄惨さや

理不尽さ、やり場のない怒りを、子供も大人もそ

の立場に関係なくみんな持ち、涙しています。爆

発現場を見、被災状況やなくなった方々の状態を

聞くにつれ、何をすればよいか、何ができるのか

など、いつも気がかりな状態です。 

ある日、事件からしばらくたってから、今年の

平和式典参加の準備をしていたとき、原爆は京ア

ニの爆発の何万倍もの威力でヒロシマを焼きつ

くしてしまったのだと、愕然とした思いにとらわ

れました。震えがとまりませんでした。 

一人一人の大切な命が、本当に優しく守られる

ように、願ってやみません。 

 

■美帆シボさんとの出会い                            

鳥羽洋子（茨木市） 

８月３日、「平和のための京都の戦争展」の企

画の一つ、『美帆シボさんのお話とピースアニメ

「つるにのって」上映会』に母と参加してきまし

た。美帆シボさんとは４年ぶりの再会でした。２

０１５年８月６日の広島平和祈念式典後にフラ

ンス代表団の方々に母の被爆体験を語る証言会

を企画して頂いた時以来です。振り返れば、美帆

シボさんとの出会いは２００６年、今から１３年

前のことでした。 

２００６年７月から一年間、私はフランスのパ

リ第一大学に留学する機会に恵まれました。当時

すでに５４歳で大阪の府立高校の社会科教師を

していましたが、フランス語でＤＡＬＦというフ

ランスの大学への留学資格を取得できたため、ラ

ストチャンスだと思い、一年間の長期研修（無給）

を取る決断をしました。ちょうどその頃、アレ

ン・ネルソン関西ネットワークのメンバーだった

私は、まだ健在だったアレンさんを囲んでの会合

で、彼が「北海道の父」と慕っていた三宅信一先

生（元北海道教育大学教授）にお会いしました。

アレンさんと共に矢臼別演習場（米軍の沖縄での

実弾演習の本土移転５か所の一つ）で抗議活動を

精力的に行っておられた方です。その三宅先生は

１９９５年以来、美帆シボさんの企画によるアニ

メ『つるにのって』の上映普及活動にも協力され

ており、「フランスに行かれるなら是非美帆さん

に会って来なさい。」と勧められたのです。美帆

さんがご家族と釧路に来られた際の資料や著作

案内、新聞記事なども送っていただきました。早

速、彼女の著作『フランスの空に平和の鶴が舞う

とき』を読んで感銘を受けた私は、日本で講演中

の美帆さんに会いに行きました。 

一年間のフランス留学中に、美帆さんには国際

平和デーにパリ近郊都市で行われた平和展に連

れて行ってもらったり、政治学のテーマ発表に使

う原爆資料パネルをお借りしたりしました。また、

２００７年６月に母が単身でパリに訪ねてきた

際には、フランス平和運動の会合に招いてもらっ

て､母が体験を語り、私がその仏訳をしました。

その時に出会ったのが学生のフランソワ･ガニエ

ール君でした。彼は２００５年のフランス代表団

として広島･長崎の式典や原水協の大会にも参加

し､それ以来、核問題への関心を深めてきたと言

います。その彼から、「あなた方は広島の平和記

念式典には毎年参加されていますか？」と聞かれ、

一度もなかった私たちは、帰国後、広島で彼と再

会する約束をしました。そして、一緒に来られた

フランス代表団の方々と共に、原水協大会に参加

後、母が被爆した場所近くの縮景園などを巡りま

した。以降２０１７年まで、ほぼ毎年、ヒロシマ

デーには母と式典や原水協大会に参加するよう

になりました。 

私が帰国してからも、美帆さんには広島や京都、

大阪に来られた時にお声をかけていただき、その

際に美帆さんの友人や平和運動に関わる方々を

紹介していただきました。そして、２０１２年に

はフランス三都市での母の証言会を企画してい

ただいたのです。 

パリ近郊のキャリエール・スー・ポワシーでは

平和首長会議のメンバーである市長さんが主催

する平和展の開幕式に参加、アンジェでは反核を

テーマにしたジャン・リュルサのタペストリー美

術館を訪ねた後、「フランス平和運動」主催の市

民集会に参加して、母が体験を語り、私が通訳し



京都「被爆２世・３世の会」会報№８２  ２０１９年８月２５日 

 

10 

ました。アンジェでは、フランスのサハラ砂漠で

の核実験に参加させられ被曝した元兵士（アトミ

ックソルジャー）の方々も聞きに来られていまし

た。ミシェル・ベルジェさんは自身も甲状腺ガン

を患い、多くの被曝兵士と共に会を立ち上げ、政

府に賠償請求を起こし運動されていました。こう

した方々とも美帆さんは共闘してこられたので

す。 

リヨン郊外の都市ヴォーァン・ヴランでは、空

手をしている日本が大好きな青年達がアルバイ

トをして貯めたお金で母を招いてくれました。２

００名ほどの会場から出された「あなたはアメリ

カ人が憎いですか？」という質問に、母は「いい

え、アメリカ人が憎いとは思いません。核兵器の

ような、人や生き物を無差別に殺戮し自然を破壊

する兵器をつくり、それを使うことにこそ憤りを

感じます。」と答えました。また、「日本で英語教

師をしている若いアメリカ人女性が､私が被爆者

だと知った途端､真顔になり姿勢を正して私に謝

罪してくれました。そういうアメリカ人もいるの

です。」とも。核兵器を持つ国の市民とも、非核・

平和への思いを共有し、連帯していくことができ

るとこれらの会合を通して強く感じました。会を

準備してくれた空手青年たちと、「来年は広島で

再会しましょう。」と約束し、２０１３年にそれ

も実現しました。 

この様に、美帆さんは平和を求めて活動されて

いる様々な方々を私たちに紹介し、結びつけて下

さいました。豊富な人脈は、これまで美帆さんが

核兵器を持つフランスで反核･平和運動の先駆け

として苦労しながら地道に活動をしてこられた

から得られた貴重な財産ではないでしょうか。人

と人とのつながり､市民同士の国際的な連帯、こ

れこそ平和を実現していく大きな力となること

を身をもって示されていると思います。 

さて、８月３日の会合には、母と毎年語り部に

訪ねている豊中の小学校から女性の先生が小学

校一年生のお子さんを連れて聞きに来られてい

て、驚きました。 

「『つるにのって』を是非子どもたちにも見せ

たいと思います。濱さんには広島修学旅行前に語

ってもらったことが子どもたちには深く残って

いて、広島では真剣に見学していました。また、

子どもたちの感想を一つ一つ丁寧に読んで返事

を書いて頂き、子どもたちもとても喜んでいます。

こうした交流が子どもたちにとって大切な力に

なっていくと思います。」と発言をしていただき、

とても嬉しく思いました。これからも、母の健康

が続く限り、こうした交流を大切にしながら一緒

に語り部を続けていきたいと思っています。 

写真中：「２０１２年フランス３都市での証言会」~アンジェの市民集会にて~ 

写真右：ベルジェさんとジャン・リュルサ美術館にて 

 

■大阪堺市の戦争展                                

滝本 健（吹田市） 

７月２７日～２８日、大阪の堺市で平和の為の戦

争展が開催されました。 

２日間で約１２００名の来場者があり、市民の意

識の高さに驚き、色んなブースがあり、堺市も後

押ししてくれて広報にも掲載ました。 

とりわけ、暁光高校の生徒さんたちが広島の原爆

や、毒ガス製造の大久野島取材に行き、その取材

報告には感動しました。 
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彼等(彼女等)の報告中、どんどん来場者が増えて

きて立錐の余地もない状態でしたが、彼等は夏休

み中、長崎に取材に行かれるそうです。 

また、１００歳と６ヶ月の方のお話がありました。

彼女は東京の大空襲の直後、大阪の大空襲の話を

聞き、「ヤミ」で切符を買い大阪に戻ったらまた

空襲にあった話をなさいましたが、命ある限り伝

承して行きたいと、元気に締めくくられました。 

添付画像の遺言状、遺髪、爪の書類がありますが、

その封筒等は印刷して軍で販売していたそうで、

いまの世の中と似ています。 

いまは税金と言う名目で官僚が、国民から等しく

吸い上げています。 

ブースは堺市の空襲、憲法、中国、南京、慰安婦、

映画、原発、年金、書道等々色々と工夫をされて

いたのが素晴らしく、主催者の方々の熱意には感

動しました。 

内容が内容なので、ある団体からの妨害があるか

心配していましたが、皆無で無事終わりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題のある報道には抗議を！いい報道には激励を！ 
主要メディアの連絡先一覧 

  電  話 ＦＡＸ 住  所 

ＮＨＫ （大阪） 06-6949-5500 03-5453-4000 〒150-8001（住所不要）ＮＨＫ放送センター 

 （東京） 0570-066-066  「○○○（番組名又は部署名）行 

読売ＴＶ （日テレ系） 06-6947-2500  〒540-8510 大阪市中央区城見 2-2-33 

毎日ＴＶ （ＴＢＳ系） 06-6359-1123 06-6375-7656 〒530-8304 大阪市北区茶屋町 17-1 

ＡＢＣＴＶ （テレ朝系） 06-6453-1111 06-6450-1116 〒531-8501 大阪市福島区福島１丁目１番３０号 

関西ＴＶ （フジ系） 06-6314-8080  〒531-8408 大阪市北区扇町 2-1-7 

ＫＢＳ京都 （独立） 075-431-2160  〒602-8588 京都市上京区烏丸上長者町 

読売新聞 大阪本社 06-6361-1111  〒530-8551 大阪市北区野崎町 5-9 読者センター 

朝日新聞 大阪本社 06-6231-0131 06-6201-8599 〒530-8211 大阪市北区中之島 2-3-18 

毎日新聞 大阪本社 050-5864-3666  〒530-8251 大阪市北区梅田 3-4-5 

産経新聞 大阪本社 06-6633-9066  〒556-8660 大阪市浪速区湊町 2-1-57 読者サー

ビス 

日経新聞 大阪本社 06-7639-7111 06-6633-9661 〒541-8515 大阪市中央区高麗橋 1-4-2 

京都新聞 読者応答室 075-241-5421 075-241-0047 〒604-8577 京都市中京区烏丸夷川上る少将井町 
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核兵器禁止条約発効めざして 

ボリビアが核兵器禁止条約批准 ２５番目、発効要件の半数 

 

【ニューヨーク共同】南米ボリビアは６日、米ニューヨークの国連施設で、核兵器の保有や使用を全面

禁止する核兵器禁止条約の批准書を寄託し批准手続きを完了した。批准は２５番目で、条約発効に必要

な５０カ国・地域の半数に達した。国連軍縮室によると、批准の前段階に当たる署名を済ませたのは７

０カ国・地域。 

 国連の担当者に批准書を渡したボリビアのヨレンティ国連大使は、寄託を６日にした理由について

「１９４５年の今日、広島に原爆が落とされた。あの日に亡くなった全ての人を忘れず、敬意を示した

い」と語った。 

 

 

 

核兵器禁止条約の批准書を国連担当者（右）

に寄託するボリビアのヨレンティ国連大使＝

6日、ニューヨーク（共同） 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年８月６日現在 核兵器子禁止条約批准国２５ヶ国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

オーストリア 

サンマリノ 

バチカン市国 

パレスチナ 

ガンビア 

ベトナム 

タイ 

ニュージーランド 

パラオ 

ヴァヌツ 
サモア 

クック諸島 

メキシコ 

キューバ 

エルサルバドル 

ニカラグア 

コスタリカ 

ベネズエラ 

ガイアナ 

ウルグアイ 

セントルシア 

南アフリカ 

パナマ 

ボリビア 

セントビンセントグレナディーン諸島 
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■核兵器から出た廃棄物処理－ＷＩＰＰを訪問して

本日は「敗戦記念日」です。この意義深い日に、

ニューメキシコの核をめぐる旅の報告の最終章

を書きたいと思います。 書きたいのは同州の南

東部にあるＷＩＰＰ (Waste Isolation Pilot 

Plant)＝核廃棄物隔離試験施設についてです。 

● ＷＩＰＰとは何か 

「核のゴミ」というと日本にいる私たちは原発だ

けを想像しがちですが、アメリカには核兵器にま

つわる放射性廃棄物がたくさんあります。 

その廃棄物処理の実験施設としてニューメキシ

コ南東部に建てられたのがＷＩＰＰです。１９９

９年から操業しています。 

ニューメキシコの旅の後半にここに見学に行っ

てきました。主に滞在していたアルバカーキから

約４５０キロ、車で２日かけて往復してきました。 

 

ＷＩＰＰに持ち込まれているのは核兵器製造過

程で出てきた核のゴミです。ＨＰには「少量のプ

ルトニウムやその他の人工放射性元素で汚染さ

れた衣類、道具、ぼろ、残留物、破片、土壌など」

が扱われていると書かれています。 

これらはＴＲＵ(TRans-Uranium＝超ウラン元素)

廃棄物とも言われます。元素番号９２のウランよ

り後に発見された人工放射能によって汚染され

たものだからです。 

ＷＩＰＰはその中でも主にプルトニウムに汚染

されたものを扱っていると述べていますが、この

元素は半減期が２万４千年もあるので、非常に長

い間、何万年も管理することが問われています。 

ではどう処理しているのか。アメリカ政府が目を

付けたのは地中にある岩塩層でした。地下２千フ

ィートあまり、６５０ｍぐらいまで岩塩を掘り抜

き、そこにたくさんの部屋を作って核廃棄物を運

び込んでいるのです。  

 

ここは２億５千年前に形成された岩塩層なのだ

そうでとても安定しており地下水との接触もな

い。しかも廃棄物を運びこんだのちは次第にゆっ

くりと岩塩が崩壊していって核廃棄物を永遠に

包み込んでくれるというのです。 

ニューメキシコの旅 10  ２０１９年８月１５日（木） 

守田敏也さんの 
ニューメキシコの旅－２ 

 

ブログ『明日に向けて』より転載 

WIPPの入り口 ネットより 

ＷＩＰＰの構内。どんどん岩塩を掘り続けている。web より 
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全米の核兵器施設からＷＩＰＰに核廃棄物が集まってくる 

ここはまだ実験施設の名が付いていますが、これ

から世界中にこの方式が適用されていく可能性

大です。実際、日本でもＮＵＭＯなどが地層処分

を進めるためのシンポジウムを進めているので、

ここは注目すべき施設です。 

 

● トラックで核廃棄物を「安全に輸送」と主張、

しかし構内で深刻な火災・汚染事故を起こしてい

る！ 

ＷＩＰＰには全米各地にある核施設から出され

たゴミがトラックに載せられてやってきます。全

米２２の州を通るそうです。 

１９９９年以来、運び込まれた回数は本年(２０

１９年)６月２７日で１２，５００回目を迎えた

とのこと。運ばれた廃棄物のコンテナは 178,500

個以上になるとされています。 

ＷＩＰＰは自分たちのドライバーが１４９０万

マイルを安全に運行してきたと誇っています。 

 

しかしＷＩＰＰは２０１４年２月に相次いで火

災事故を起こしているのです。１回目は２月５日

のことでした。構内で岩塩運搬車のエンジンから

発火しタイヤ２本が燃える火災となり煙が蔓延

したのです。この時、煙を吸い込んだ作業員６人

が病院に搬送されていますが、なんと消火対策が

不備だったことが後に明らかになっています。 

 

さらにこれにつぐ２月１４日深夜により深刻な

事故が起こりました。地下の貯蔵スペースに運び

込まれたプルトニウム汚染物質が詰められたド

ラム缶が爆発し、燃えだして、地下を激しく汚染

したのです。 

 

このドラム缶はロスアラモス研究所で核廃棄物

が詰められたものでしたが、１年以上の解析の結

果、同研究所で詰められた「ネコ砂」が原因物質

だということが分かりました。 

ロスアラモスでは放射性の液体を吸着させる目

的で従来からネコ砂が使われ、廃棄物とされてき

たのですが、これまで無機物の砂を使っていたも

のの、ある時、有機物で作られた砂を使用したと

ころ科学反応が起こったのでした。 

しかも数十日間かけてゆっくりと進み、温度が上

ＷＩＰＰの構造図 

核廃棄物コンテナ運搬車 ＷＩＰＰホームページより 

火事を起こした岩塩運搬車 アメリカエネルギー省作成の図 



京都「被爆２世・３世の会」会報№８２   ２０１９年 ８月２５日 

１５ 

昇し、やがて爆発につながりました。深夜だった

ために地下に作業員はいませんでしたが、それで

も２１人が煙を吸って搬送されました、後に１３

人からプルトニウムとアメリシウム被曝が確認

されています。 

 

 

爆発し蓋が空いたドラム缶 

 

 

 

 

 

 

 

■核兵器を持つとはこういうこと！－ＷＩＰＰを見学して 

● 地下施設を見学して 

ＷＩＰＰは事故原因の解明と除染作業の実行を

重ねて復旧を急ぎ、２０１７年１月より地下への

汚染物質の搬入を再開、４月に再び全米各地から

の受け入れを開始しましたが、地下施設の多くの

部分が除染しきれず封鎖処理で対処しています。 

ここに見学に行くことになっていたのでガイガ

ーカウンターなどを用意しましたが、現場につく

と「一切の電子機器は携行を認めていない」と言

われました。もちろん写真もダメ。録音すらもダ

メ。 

また２人の武装警官が同行しました。大きな銃を

下げていましたが、私たちを守っていてくれたの

かなあ、施設を私たちから守っていたのかな

あ・・・。二人とも目が合うとニコッとしてくれ

ましたが。 

 

そんな状態で地下６５０ｍまで潜り、カートに乗

って中を周りました。実は僕は岩塩でできた核廃

棄物施設に入るのは２度目でした。２０１７年に

ドイツでアッセ２という塩の鉱山を見学したの

でした。 

もっともアッセ２はもともと本当に塩を採掘し

ていたところで、その後に核廃棄物処分場にされ

たところでした。塩をくりぬいた部屋にドラム缶

に入れた低レベル廃棄物がぼんぼんと捨ててい

たのですが、地元の強い反対運動があって止まり

ました。 

その後、長らく放置されていたのですが、最近に

なってドイツ政府が調査したところ、地下水が構

内に入り込み、廃棄物を侵食し始めていることが

分かって大問題になったのです。ドイツ政府は廃

棄物を掘り出し、どこか別の処分場に移す計画を

立てています。 

ニューメキシコの旅 1１  ２０１９年８月１８日（日） 

WIPP 構内。ウェブより。カメラは持ち込めず自分では撮影で

きない。 

ドイツの ASSEⅡを見学 写真撮影や録音も自由 
（２０１７年７月２５日） 
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この経験があったので率直に思ったのは「ここも

水が入ることがありうるのではないか」というこ

とでした。アメリカ政府はこの岩塩層は２億５千

万年もかかって形成されたところだから大丈夫

だというのですが、しかしそのことが未来を保障

するわけではない。 

この見学の前後に、ニューメキシコで長く核問題

と格闘してきたサウスウェストリサーチアンド

インフォメーションセンター(ＳＲＩＣ)＝南西

研究情報センターのドン・ハンコックさんにお話

を聞きましたが、ドンさんも「そうだよね～」と

言う。 

「アメリカとドイツだけなんだよ。岩塩は大丈夫

なんて言うのは」とドンさん。しかしドイツはも

う岩塩層がダメな現実に行きついているのです。 

 

● そもそも人殺しの核から始まった施設が信用

できるだろうか 

わずか１５年の運営のうちに火災が起きて、しか

もそれへの対策が怠っていたり、コンテナにプル

トニウム汚染物と一緒に入れられたものが化合

して爆発してしまったこともある施設が、「プル

トニウムを安定的に保管できる」と言ってもとて

も信用できません。 

いやそもそもこの施設は核兵器製造の一環を担

っているわけです。しかしその核兵器を作り、広

島・長崎で落とした人々は、被曝被害を非常に少

なくカウントし、その後も核実験を繰り返し、も

のすごくたくさんの人々を被ばくさせたのです。 

アメリカでもトリニティサイトで極秘で実験を

行い、さらに１９５３年以降、ネバタ砂漠で１０

０回も核実験を行い、広範な住民を被曝させまし

た。ウランの発掘時だって、その後だってすごい

被害をもたらしている。 

 

その体系の中から出された放射性廃棄物だけが、

人々の命や環境に配慮してしっかり処理がなさ

れるとはとても思えません。 

いやむしろ核兵器を持つとはまさにこういうこ

となのだと思わざるを得ませんでした。 

ちゃんとした処理などできない廃棄物をたくさ

ん作りだしてしまった上で、「絶対に安全だ」と

うそぶいて安易な処理を始める。それで事故を起

こす。それそのものが核兵器を所持してきたこと

なのだと僕には思えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Southwest resarch and infomation center のドン・ハンコックさ
ん。左は著名なロック・ギタリストのボニー・レイットさん。SRIC
や反核運動を支持している （SRICの HP より） 

１９５１年から６２年までのネバタ核実験による放射能拡散図      
アメリカエネルギー省の記録から研究者のリチャード・ミラー
氏が作成  「風下の民」の活動で配られている 

ネバダの 1958 年の核実験で妊娠中に被ばくしたダイアナ・リ
ー・ウーズリ―さんと娘のラベリー・シダ―さん。 
シダ―さんはガンを患って生まれきて生後 6 か月で手術を受
けた。 
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ＷＩＰＰのロゴ。 

１９９９年以前は

核廃棄物はどこ

に？ 

 

 

そう考えているうちにもう少し大きな問題に突

き当たりました。 ＷＩＰＰの運用が始まったの

は１９９９年。だとしたらそれまでの５０年以上

の間、どうしていたのだろうかということです。 

この点を調べてより深刻で驚くべき事態が見え

てきました・・・。 

 

続く

 

 

今回の取材の旅に際して皆さんにカンパのご協力を訴えています。よろしければぜひお願いします。 

核の時代を終わらせるための活動へのご支援としてお願いできると嬉しいです！ 

振込先 郵貯ぎんこう なまえ モリタトシヤ 記号１４４９０ 番号２２６６６１５１  

他の金融機関からのお振り込みの場合は 店名 四四八（ヨンヨンハチ） 店番４４８ 預金種目 

普通預金口座番号 ２２６６６１５ 

 

 

 

 

 

被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（７５） 

２００９年「８・６合意」から１０年！ 

被爆者が訴訟の場で争う必要のない制度の実現を一日も早く！ 

２０１９年８月１日（木） 

 

関西もやっと梅雨が明けて真夏の強い日差し

が照り付けるようになった７月２４日（水）、２

ヵ月ぶりのノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟の法廷

を迎えた。この日は地裁第２民事部（三輪方大裁

判長）で３人の原告の最終意見陳述。原告は、Ｙ・

Ｍさん（神戸市）、Ｏ・Ｈさん（大阪市）、Ｙ・Ｉ

さん（神戸市）の３人で、いずれも２０１４年の

提訴。だが、その内のＹ・ＭさんとＹ・Ｉさんの

２人は既にこの世になく、この日の法廷に立つこ

とができたのはＯ・Ｈさんだけだ。 

そのＯ・Ｈさんが３人を代表するような形で最

後の意見陳述を行った。 

Ｏ・Ｈさんが長崎市で被爆したのは２歳７ヵ月

の時、爆心地から３．５㌔の自宅（銅座町）近く

だった。被爆直後から母親の親族の従事する長崎

漁港や魚市場に毎日のように連れられて行き、下

痢や鼻血の急性症状も発症したと聞かされてい

る。 

Ｏ・Ｈさんの父親は、我が子の顔を一度も見る

ことなくビルマで戦死した。母が再婚し、幼少時

のＯ・Ｈさんは義父にあたる人から暴力と虐待を

受けて育った。中学２年の時、義父が、そして実

母までが結核となり療養所に入所。家族は路頭に

迷った。２人の弟は施設に入り、Ｏ・Ｈさんは米

屋に住み込みで働きながら、定時制高校に入学。

しかし過酷な労働に耐え切れず、逃げるように故

郷を捨て、大阪に出た。大阪に出てからもＯ・Ｈ

さんは、人には言えないような極貧生活を余儀な

くされ、辛苦の年月を重ねた。 

ようやく人並みの生活ができるようになった

矢先の５０歳の時、心筋梗塞を発症して手術を受

け、さらに１０年後、再び激しい胸痛に襲われ冠

動脈バイパス手術を受けた。現在も通院、経過観

察、投薬治療が続いている。 
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実の父親を失ったのは戦争のため、苦労に苦労

を重ねてきたのも戦争が原因。加えて被爆の事実

がＯ・Ｈさんの人生に重くのしかかった。自分の

健康のことだけでなく、子どもが産まれる時も強

い不安に襲われた。心筋梗塞発症を機に、Ｏ・Ｈ

さんはあらためて戦争や原爆のことを強く恨む

ようになった。戦争さえなかったら、原爆さえな

かったら、私の人生はどれほど大きく違ったもの

になっていたであろうか、と。 

Ｏ・Ｈさんは、自分の心筋梗塞発症には原爆放

射線が強く影響していることは間違いないと断

言し、そして、戦争も、原爆も絶対にあってはな

らないと力強く訴えた。 

次いでＯ・Ｈさんの担当である中森俊久弁護士

が３人の原告と代理人を代表して陳述を行った。 

原告の一人Ｙ・Ｍさんは７歳の時爆心地から４

～４．３㌔で被爆、その後１００時間以内に２度

も爆心地近くを通行して入市被爆。食道がんを発

症して原爆症の認定を求めていたが２０１５年

３月７日死亡。２人目の原告Ｙ・Ｉさんも４歳の

時に４．４㌔で被爆、その後爆心地から０．５㌔

まで至って入市被爆。大腸がんを発症して認定を

求めたが、Ｙ・Ｍさんと同じ２０１５年、本人尋

問を終えた後の６月１日に死亡。３人目のＯ・Ｈ

さんについては上記の通り。２０００年に確立さ

れた最高裁判決、その後の司法判断の積み重ねに

従って、被爆状況、被爆後の行動やその後の生活

状況、具体的症状や発症に至る経緯等を全体的、

総合的に考慮されていれば、いずれも認定されて

しかるべき人たちだった。それまでの司法判断が

生かされておれば、Ｙ・Ｍさんも、Ｙ・Ｉさんも

生きて原爆症認定を受けることは可能だった。し

たがって３名に対する却下処分は速やかに取り

消されなければならない。そのことが陳述の冒頭

に強調された。 

中森弁護士からは、「８・６合意」からノーモ

ア・ヒバクシャ訴訟の提起に至る経過、経緯、そ

して現在の状況が簡潔に述べられた。２００３年

から始まる原爆症認定集団訴訟における一連の

判決、司法判断の結果を受けて、国は２００８年

に「新しい審査の方針」を定め、２００９年には

「８・６合意」を交わし、一連の司法判断を厳粛

に受け止めて被爆者に陳謝する姿勢を示した。し

かし、その後の厚生労働省の認定行政は、「新し

い審査の方針」の運用をねじ曲げ、特に非がん疾

患については徹底した切り捨てを続けてきた。

「新しい審査の方針」は積極的認定とその範囲を

定め、それを超える範囲の申請については総合的

に検討評価するとされていたが、総合的評価は実

際には行われてこなかった。積極的認定範囲とは、

あたかも範囲外の申請を却下処分するための正

当性を裏付ける理由として位置づけられてきた

ようなものだった。期待を裏切られた高齢の被爆

者は、「新しい審査の方針」を対象として再び訴

訟を余儀なくされ、ノーモア・ヒバクシャ訴訟を

提訴。ノーモア・ヒバクシャ訴訟でも被爆者の勝

訴は相次ぎ、厚労大臣の「新しい審査の方針」の

運用が否定され続け、その誤りは浮き彫りになっ

ている。 

中森弁護士は陳述後半で、東京訴訟でただ一人

国から控訴され、控訴審判決でも勝訴した原告団

長山本英典さんの訴えを以下のように紹介した。 

被爆から７０年を過ぎ、原爆症認定を求めてい

る被爆者の平均年齢は８０歳を超え、体力、気力、

智力、記憶力もなくなっている高齢者がほとんど。

それでも裁判を起こすのは、被爆者の病気が原爆

のせいだと考えることを否定する国・厚労省の態

度が許せないからだ。国は被爆者の証言を事細か

に証明するよう求めるが、焦土と混乱の中で逃げ

切ること生きることに必死だったことを、それも

７０年も前のことを詳細に語ることなど大変難

しいことだ。病気について、原爆が原因だと現在

の医学・科学では証明できないことが多い反面、

被爆者は自らの体験から原爆が原因だとしか思

えない。それでも国は急性症状の発症を、精神的

なものとか、衛生状態とか、生活習慣などと言っ

て原爆放射線の影響を否定し続けている。被爆者

は、「みずからが体験した核戦争を、世界のどこ

ででも起こしてはならない。そのために原爆被害

の実態を国に認めさせ、世界に伝えたい」という

思いで原爆症認定を求め続けている。 

今年２０１９年は、「８・６合意」から１０年

になる。この１０年間、厚生労働大臣との定期協

議は７回開催されてきたが何ら進展はなかった。

今もこうして訴えている被爆者の声を真摯に受

け止め、被爆者の心に通じる明快な判決を期待す
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る、と陳述は結ばれた。 

この後裁判長が弁論の終結を宣言し、判決を２

０２０年１月３１日、午後１時１０分から１００

７号法廷で言い渡すと告げて、閉廷となった。ほ

ぼ半年後、やや長い時間という気もするが、その

分だけしっかりとした検討、いい判決を期待しよ

うという思いを抱くことになった。そう言えば、

同じ第２民事部の先行する審理の３人の原告も、

今年５月１５日が結審で１１月２２日が判決と

決まっており、半年間の時間がとられている。５

月１５日結審の際、裁判長の言った一言「判決を

一所懸命考えたい」が記憶に残っている。 

いつものように大阪弁護士会館で短時間の報

告集会が開催された。 

Ｏ・Ｈさんは陳述の中で、実父を偲んで毎年、

高野山奥の院にあるビルマ戦線戦没者の慰霊塔

に参拝していることに触れていた。今年も先週お

参りしてきたことを披露し、半年後の１月３１日

には必ずいい判決が出ることを確信していると

挨拶された。 

中森弁護士からは、今日の陳述は、３人の原告

は一人も欠かすことなく、全員の勝訴を勝ち取り

たい、その思い最大のテーマにして書いたものだ

と紹介された。今年２月２８日の判決（第７民事

部）でも５月２３日の判決（同じく第７民事部）

でも全員勝訴とはならず、まるでバランスをとる

かのように１名ずつが敗訴となった。そういう事

態は絶対に繰り返さない、許さないという思いを

込めたものだった。 

原告が幼少時の被爆であること、入市被爆もし

ていること、急性症状の発症や、国からの意見

等々３人には共通した内容が多かった。最近では

東京訴訟１７人、名古屋訴訟４人の原告が、控訴

審含めて最終的には全員勝訴していることも特

に強調した。東京の山本団長の手記を引用させて

もらい、被爆者は二度と核戦争を起こしてはなら

ないという思いから認定を求めていることを示

し、私たちはそれに応えなければならないことも

強く訴えた。 

Ｏ・Ｈさんの陳述は、すべてＯ・Ｈさん自らワ

ープロを打って作成されたものだ。そこに込めら

れた父親への思い、Ｏ・Ｈさんの苦難の人生から、

私たちも一生懸命生きなければならないと思っ

たことも、中森弁護士から語られた。 

２月２８日の一審第７民事部判決で敗訴とな

った苑田朔爾さん、同じ第７民事部の５月２３日

判決で敗訴となったＴ・Ｉさん、二人の控訴審の

状況についても報告された。苑田朔爾さんはこの

日の翌日７月２５日に高裁第２民事部で一回目

の弁論が行われる。Ｔ・Ｉさんも高裁第６民事部

に係属となったことが報告された。 

その他、ノーモア・ヒバクシャ訴訟の全国的な

状況も報告された後、最後に尾藤廣喜弁護団幹事

長からこの日のまとめの挨拶が行われた。今日の

原告３人の判決は半年後となった。それまでに時

間もとれる。署名もとりくみ、運動もあらためて

強めていこう。今年は「８・６合意」から１０年

となるが、合意で確認された通りのことを、いつ

までも裁判しなくてもいい状態を本当に実現し

ていこう、と。 

 

翌日の７月２５日（木）、今度は大阪高裁の第

２民事部（田中敦裁判長）で、苑田朔爾さんの控

訴審の一回目の弁論が行われた。苑田さんは２月

２８日の地裁判決で敗訴となったが、ただちに控

訴していてこの日を迎えた。弁論の最初は原告の

苑田さん本人の意見陳述から。苑田さんは２月２

８日の敗訴判決に対する悔しい思いを率直に述

べることから始めた。裁判所も、行政と同じよう

に３．５㌔以内被爆や４日以内を盾にするのか、

と。長崎市東小島町の自宅で６日間何の防護策も

ないまま過ごしたこと、８月１５日には爆心地付

近を通り浦上川では水浴びもしたこと、避難先で

急性症状と思われる下痢も発症し、被爆以来病弱

になり母親が大変心配してきたことなどを簡潔

に述べていった。苑田さんと一緒に被爆し行動し

た当時１歳半の妹さんかが、５０歳前に甲状腺が
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んを発症していることも被爆のせいだと思って

いると陳述に加えられた。 

被爆していることは苑田さんのその後の人生

を辛く重苦しいものにした。それを振り払うかの

ように２２歳の時に長崎を離れて神戸で暮らす

ようになった。しかし神戸でもいつしか「原爆の

子」と呼ばれるようになり、娘さんの結婚の際に

は被爆二世であることを相手にちゃんと伝える

ように言うなど、不安と心配は積み重なった。そ

して７０歳で前立腺がんを発症、全摘手術、今も

転移や新たながん発症におびえる日々となって

いる。被爆が原因で母親、妹さんとの関係も疎遠

になり、被爆さえなければ世間一般の親子のよう

に母親を見送ることもできたのにと、悔しい胸の

内も吐露された。 

最後に苑田さんは、自分の前立腺がん発症は被

爆と深く関係していることを述べ、被爆距離や入

市日などではなく、被爆者の行動や生活状況をし

っかり見て判断することを求め、高齢化している

被爆者には証言する人もいなくなっており、証拠

がないから切り捨てるようなことは絶対に止め

るよう訴えられた。 

次いで苑田さんを担当する濱本由弁護士が弁

論に立った。濱本弁護士の陳述は、作成されたパ

ワーポイントを法廷内で映し出し、それに沿いな

がら行われた。傍聴席からも陳述されていること

の内容の理解を助ける大変分かりやすいものだ

った。 

濱本弁護士は、一審大阪地裁の判決の重大な誤

りは、苑田さんの被爆した長崎市東小島町一帯の

放射性降下物の有無を「黒い雨」が降ったかどう

かだけに限定した点、そして８月１５日の爆心地

付近の放射線量は低まっていて健康被害は生じ

ないとした点にあるとして、放射性降下物による

内部被曝が引き起こす放射線被害について主張、

立証するとして始められた。その一環として、こ

の日は①放射性降下物等が生じるメカニズム、②

放射性降下物の（とりわけ放射性微粒子）の降下

状況、③内部被曝の危険性、④一審原告（苑田さ

ん）の被爆状況について述べられた。 

前日の報告集会で今日の控訴審の意見陳述の

準備状況は報告されていた。担当の濱本弁護士と

中道滋弁護士とは名古屋大学の沢田昭二名誉教

授の協力を得て、何度も打ち合わせを重ねた上で

今日の陳述を準備されていた。沢田先生の意見書

も既に提出されており、濱本弁護士の陳述はその

意見書をベースにしたものでもあった。パワーポ

イントで映し出される画像には手書きの図も含

まれており、それらは中道弁護士の労作だとも後

刻の報告集会で紹介された。 

陳述は、核爆発～火球の形成まで、火球の上昇

と原子雲の形成、原子雲の上昇と拡張、放射性降

下物の降下といった順に進められていった。原子

雲は爆発４０分後には爆心地から南方２８㌔㍍

の野母崎にまで達し、北方は３０㌔㍍の大村まで

広がっていることが図示される。この原子雲の下

では渇いた放射性微粒子が大気中に浮遊充満し、

結合して大きくなりながら多量に降下していっ

たことが示される。原爆爆発後１時間足らずの内

に原子雲から降下した放射性微粒子の放射能は

きわめて強く、原子雲の覆った広範囲の人々が、

呼吸や飲食を通じて身体に多数取り込み内部被

曝していったことが説明された。 

次いで内部被曝の危険性の説明に移り、体内に

取り込まれた放射性微粒子の特徴と危険性が明

かにされていった。さらに８月１５日頃の爆心地

付近の放射能の状況についても、誘導放射線によ

る外部被曝の影響の大きさ、放射性降下物による

内部被曝の影響の深刻さも示されていった。実際

に被爆後１週間程度経てもなお爆心地一帯から

の急性症状発症の事例は多数報告されており、放

射線量の低下を理由に健康に影響を及ぼすほど

の被曝をしていないとすることはできないこと

が主張された。 

もともとこの日の陳述では、２０１７年８月６

日放送のＮＨＫスペシャル『原爆死～ヒロシマ７

２年目の真実～』というタイトルのＤＶＤ上映も

計画されていた。事情があってこの日の上映は間

に合わなかったようだが、次回以降にその機会は

あると思われる。この放送は、広島市が５５万７

千人という被爆者の動態、ビックデータを追跡、

解析を進めており、それをＮＨＫが映像化した貴

重なものだった。その中で、爆心地からの距離が

２．５㌔以遠でも急性原爆症による死者が多数あ

ること、死因が内部被曝以外には考えられないも

のも数多いことなど、今の国の知見では到底説明
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できない、国の知見を翻す“原爆死”の実態が明

らかにされていた。是非法廷での上映を期待した

い。 

報告集会ではまず原告の苑田さんから、引き続

き頑張っていくので支援をお願いしたいと思い

のこもった挨拶が行われた。濱本弁護士からは、

２月２８日の敗訴判決以来どう闘っていくか真

剣な検討が深められ、沢田先生の協力や今日の陳

述に至るまでの奮闘が紹介された。諦めずに闘っ

ていく、毎回々々の法廷で私たちの主張を可能な

限り分かりやすく、粘り強く訴えていきたいと決

意が述べられた。 

藤原精吾弁護団長から今日の陳述はとてもよ

く準備されたいい法廷だったと評価された。苑田

さんの控訴審としてだけでなく、集団訴訟以来１

６年になる長い闘い中で、あらためてこの訴訟を

弁護団全体がもう一度気を引き締めていく、そう

いう意味でもとてもいい機会となる今日の弁論

だったとのコメントだった。 

今も全国で２５人もの被爆者が裁判を続けて

いる。この間ノーモア・ヒバクシャ訴訟だけでも

勝訴率は８５．５％にもなる。さらに厚労省が却

下処分を維持できないため提訴後に行った自庁

取り消しは２５人にものぼる。これらは厚労省の

認定行政の著しい誤りを示す何よりの証だ。間も

なく原水爆禁止世界大会の行われる８月を迎え

る。来年はニューヨークでも世界大会が計画され

ている。核にしがみつく者たちの態度を変えてい

くとても重要な機会だ。そのためには被爆者の体

験してきたことを世界の人々にどれだけ多く知

らせていくかにかっている。被爆による影響の実

態を社会に見つめさせ、世界に向き合わせる、そ

ういう意味でもノーモア・ヒバクシャ訴訟はいよ

いよ重要になっている。さらに頑張っていこう、

との藤原団長からの訴えだった。 

 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

２０１９年１０月１１日（水）１１：００ 地裁第２民事部 １００７号法廷 

 Ｎ・Ｋさん最終意見陳述 

２０１９年１０月１５日（火）１３：３０ 高裁第６民事部 ８１号法廷    Ｔ・Ｉさん弁論 

２０１９年１０月１５日（火）１４：３０ 高裁第２民事部 ８２号法廷     苑田さん弁論 

２０１９年１１月２２日（水）１３：１０ 地裁第２民事部 １００７号法廷 

高橋、淡路、Ⅿ・Ｙさん判決言い渡し 

２０２０年 １月３１日（金）１３：１０ 地裁第２民事部 １００７号法廷 

Ｙ・Ｍさん、Ｏ・Ｈさん、Ｙ・Ｉさん判決言い渡し 
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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。 

 

■浦上天主堂の被ばく十字架返還 

宮本ゆき（アメリカ・シカゴ） 

今日本で話題になっている、浦上天主堂の被ば

く十字架ですが、十字架を預かっていたウイルミ

ントン大学のピース・リソース・センターのディ

レクターのターニャ・マウスは大学院時代の友人

で、今年４月に学会であ

った時、この十字架の写

真を見せてくれて、返還

したいんだけど、と相談

されたのでした。そこか

ら長崎に足蹴く通われ

ている学者仲間やジャ

ーナリストを紹介し、今

回実現に至り、大変嬉し

く思っているところで

す。 

 

■守田さんのニューメキシコ報告はもっとた

くさんの人に聞いてもらいたい 

庄田政江（大阪市・平野区） 

７月２５日の例会での守田さんのニューメキ

シコの貴重な報告ありがとうございました。 沢

山の写真と守田さんの説明で現地の状況とそこ

に住む人達の苦悩を共有する事が出来ました。守

田さんの人脈で呼び寄せられるように行かれた

ような気がします。  

ニューメキシコの報告はもっと多くの方に聞

いてもらいたいですね。私自身ロス・アラモスや

トリニティ・サイトは知っていても詳細は知らな

かったしこれを機に今後 Ｄｅｎｅの方達と繋が

っていければ良いなと思います。 

いつも充実した会報に頭が下がります。広島の

語り部伝承者仲間や関心のある友人にプリント

かメール添付で切明さんの被爆体験の冊子と 7月

号シェアしたいと思います。 私達だけでは勿体

無い気がします。 

 

■切明さんの証言に励まされ、勇気づけられ 

加百智津子（岡山県総社市） 

会報Ｎｏ．８０の「被爆二世のノーモア・ヒバ

クシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（７４）」の文中「近

畿訴訟全面勝利をめざすつどい」の記事が感動的

でした。また傍聴を続けられ詳しくそのレポート

をされていることにリスペクトしています。久米

弁護士の講演要旨を拝読し、弁護団の誠意や熱意、

勝訴するためのありとあらゆる努力をされたこ

とを今更ながら知ることになり、“人が人に寄り

添う気持ち”が歴史を作り、よい方へと動かして

いくのだと改めて思いました。続いて、７月にお

送りいただいた講演録を拝読し、さらに、久米弁

護士さんはじめ弁護団の皆様に感謝の思いでい

っぱいになりました。 

切明千枝子さんの被爆体験は、まるで目の前で

起きているようなお話しぶりとともに、切明さん

個人の体験に留まらず、なにかを突き動かす力に

溢れていると感じました。“被爆者、被爆二世で

あることを引け目に思うというのは、人権を踏み

にじっていることになる“ときっぱりと言い切っ

ておられることに共感します。 

「被爆二世・三世のみなさんには胸を張って生

きて欲しい」―この言葉が二世の私には本当にう

れしいです。私自身、依頼されて母の過酷な被爆

体験や母の被爆後の人生について話すことが多

いのですが、被爆体験をしてもいないのに私が話

していいのだろうかと、時にためらう気持ちが湧

くことがあります。また、「そんなことをよう人

前で話せるなあ」と言われたこともあります。が、

切明さんのお話しですべて吹っ飛びました！「人

間の尊さ、命の大事さ、それを思えば思うほど、

被爆二世・三世の方は胸を張って･･･」という言

葉に最大級の励ましをいただきました。切明さん、

本当にありがとうございます。 

切明さんは本当に凄い方ですね。これまで多く

の方の被爆体験を聞いてきましたが、社会を透徹

した眼で、俯瞰しながらご自身を語っておられる

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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人は初めてです。お目にかかってみたい方です。 

 

■例会には一度参加したいと思っています。 

宇多滋樹（奈良市） 

京都の五山送り火は、京都の叡電・元田中駅近

くの田中神社横に父方の祖父母が住んでいまし

たので、わたしは幼いころ、遊びに行ってよく見

ていました。奈良では８月１５日に高円山で大文

字の山焼きがありますが、これは戦後に戦没者慰

霊の意味で始められたのですが、いまの人はその

意味もよく分からず見物しています。 

 ここ最近、色々なことが重なって動きにくい状

態です。出町座で「ひろしま」の英語字幕版が上

映されるそうで、これはどうにか行きたいと思っ

ていますが、例会の日は盆明けの店の営業が始ま

りますので、行けそうにありません。サイド・オ

マールさんのことに興味がありますが、圓光寺ま

で足が届きそうもありません。例会には一度参加

させていただかなくてはならないと思っていま

す。 

 

■長崎での“被爆”現地めぐり 

平 信行（南区） 

被爆者の被爆体験を取材し、聞き取り、文字に

し、広報するとりくみを続けていますが、お話を

聞くだけでなく、実際に被爆された場所、被災さ

れた現地もできる限り訪ねて、体験に少しでも近

づこうとしてきました。先日の原水禁世界大会－

長崎の機会にも合間を縫って、浦上駅、新興善小

学校跡地、東山手洋風住宅群を見てきました。 

浦上駅はたくさんの人の被爆体験に登場する

駅ですが、直接訪れるのは初めてです。国鉄職員

犠牲者の慰霊婢があり慰霊祭の準備中でした。新

興善小学校は長

崎市内救護所の

中心的役割を担

った所で、この

地も何人もの被

爆者から語られ

た所です。今は

廃校となって後

に長崎市立図書

館が建っていました。東山手洋風住宅群は、「被

爆体験の継承」で取材した被爆者が原爆投下時実

際に住まわれていた所です。今は長崎市の遺産と

され、観光スポットの一つになっていました。も

っと訪ねたい、訪ねるべき所はたくさんあるので

すが、時間切れとなりました。次に長崎を訪問で

きるのはいつのことになるか・・・・ 

 

■圓光寺に眠る被爆南方特別留学生サイド・オ

マールさんを語り継ぐ会 スタート 

平 信行（南区） 

８月２０日（火）、「圓光寺に眠る被爆南方特別

留学生サイド・オマールさんを語り継ぐ会」（略

称：圓光寺オマールさんの会）の結成総会が開催

され、「会」は正式にスタートしました。この日

から９月３日までの期間催されるサイド・オマー

ル展のオープニングセレモニー兼ねた企画で、あ

いにくの激しい雨にも関わらず４０名以上の参

加者でした。 

会長の早川幸生さんのあいさつ、会の顧問で圓

光寺の大坪住職のあいさつ、「希望をのせて～オ

マールさん物語」のギター弾き語り、８月６日に

合わせて出版された絵本『オマール王子の旅』の

作者である古田博一さんのお話、各地からのメッ

セージ紹介、会場からの参加者発言、と続き、約

１時間の和やかな心のこもったセレモニーでし

た。このとりくみは、朝日、京都、毎日の各紙で

掲載され、当日はＮＨＫのネニュースでも報じら

れました。 

オマール展は９月３日（火）まで開催されます。

また９月３日のオマールさんの命日には、午前１

１時から墓前法要も営まれます。どなたでも参列

できます。是非足をお運び下さい。 
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■脱原発の運動史 チェルノブイリ、福島、そしてこれから    安藤丈将  著 

紹介 石角俊明（長岡京市） 

サブタイトルに「チェルノブイリ、福島、そしてこれから」と付いているが、

著者は「チェルノブイリ原発事故後」の、日本の「脱原発運動」の教訓・弱点

を鋭く追及している。ただ残念なのは、３．１１以後、「日本の脱原発運動」は

どのような変化をしたのかについては、著者は詳細には分析していない、今後

の研究に期待したい。著者は、日本の「脱原発運動」は、市民社会の自治とし

ての民主主義であり、原発を選ぶこと、それは民主主義を損なうこと、という。

１９８８年以後、日本の「脱原発運動」は、「母親」を中心に「放射能汚染測定

運動」で大きく盛り上がったという、そしてその運動は、資本主義の「大量生

産・大量消費」を否定するという生活パターンをつくり上げていく。そし

て、脱原発運動は、幅広い「市民」を巻き込んだ、従来日本にはなかった運動に発展した。しかし、ヨ

ーロッパと違い「新規原発」の中止に追いやったが、「既存原発」の廃止までは至らなかった。その原

因は、「脱原発の道筋」を具体的に立てられなかった、運動団体が一本化できなった、「政治エリート」

からの巧妙な反撃等も考えられるが、ここで撒かれた種は、着実に芽を出し、花を咲かせつつあるので

はないか。原発建設予定地だけで起こった「反対運動」が、都市部の市民を巻き込んだ運動に拡がった

脱原発運動。成果も大きいが、規制が期待された程行われなかったのも事実、ここから学ぶべき事は多々

ある、今後の運動の発展のために。 

 

■在米被爆者   松前陽子 著 

紹介 石角俊明（長岡京市） 

「在米被爆者」独自の問題が、書かれている。ここに登場する「被爆者」は、

「日系二世」・「日系人の夫」と生活をするために渡米した「被爆者」である。

戦前「広島」から「アメリカ」に移住された人達が、開戦前になる前に「子供」

の教育のために帰国され、原爆に会い、戦後「生活困難」のためアメリカに再

度移住する。そのアメリカは「排日運動」の影響が未だ色濃く残っており、原

爆の影響による健康に不安を抱えながらの子育て、ここには日本国内では「見

えない」問題を抱えながら、如何に生活してきたのかを話されている。ここに

は「被爆者援護」運動に奮闘された人、アメリカ社会で「信頼」を得ながら、

孫たちに「被爆体験」を「伝える」活動をされている人達が登場する。アメリ

カ在住の「被爆者」は、４重５重の差別構造の中で生活をされてこられたこ

とがわかる。「被爆者への健診問題」で「会」が分裂したり、強制収容所帰り

の「日系人」たちから「被爆体験」は黙っているように求められたり、「在米被爆者」特有の問題があ

ったこともわかる。しかし、今も「原爆投下は正しかった」という考えが強いアメリカで、７０年代後

半以降「原爆の被害に目をむけよう」「核兵器の怖さを知ろう」という動きが強まっていることに嬉し

さも感じる。このような「動き」が広がることを期待したい。 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

潮出版 

1512 円（税込） 

岩波書店 2,700 円（税別） 
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■米、限定核使用の新指針  通常戦力と共同運用 先月策定 

米軍が先月、戦闘中の限定的な核兵器使用を想定した新指針をまとめてい 

たことが２８日、分かった。核爆発後の放射線環境下で地上戦をどう継続する 

かなどの課題にも言及している。オバマ前政権は核の先制不使用も一時検討する 

など「核の役割提言」を目指したが、逆行する内容。核弾頭の小型化を進めるトランプ政権下で、通

常戦力の延長線上に核戦力を位置付ける傾向もうかがえる。 

放射線下の地上戦 言及 

米シンクタンク全米科学者連盟の核専門家ハンス・クリステンセン氏は、広島型原爆の３分の１程

度となる爆発力数㌔㌧の「小型核」開発の動きを念頭に「『より使いやすい核』の導入に合わせて限

定的な核戦闘の議論を活発化させており、心配な動きだ」と指摘。核使用のハードル低下を懸念する

声が複数の米専門家から上がっている。 

新指針は米軍統合参謀本部が６月１１日付でまとめた内部文書「核作戦」。ホームページで一度公

開した後、非公開にした。公開されたものを全米科学者連盟が保存し開示している。 

文書は「敵対者は自身の利益を守るため核への依存を深めている」とし、ロシアや中国の核戦力増

強に注意を促した上で「米核戦力は『力による平和』という米国の国家目標に資する」と指摘。 

さらに「核使用やその脅しは地上作戦に重大な影響を与え得る。核使用は戦闘領域を根本から変え、

司令官が紛争でどう勝利するかを左右する状況を作り出す」とし、限定核使用の効用を力説している。 

また核戦力を通常兵力と共同運用する重要性に触れ「陸上部隊や特殊作戦部隊は核爆発後の放射線

影響下でも、全ての作戦を遂行する能力を保持しなければならない」とし、核戦争下での部隊能力の

強化を訴えている。 

統合参謀本部は取材に「文書作成は定期的な指針策定の一環で政策変更ではない。あいまいな点が

ないよう見直し、再公表したい」としている。 

米国は冷戦後、抑止力を核を主要な役割とみなし、オバマ前大統領は３年前の広島訪問後、相手の核

攻撃まで核を使わない先制不使用を検討した。 

使用のハードル低下も〈解説〉 

米統合参謀本部の文書「核作戦」は、トランプ大統領が２０１８年に承認した核戦略文書「核態勢

の見直し（ＮＰＲ）」を土台に、核兵器を使う立場にある軍部がまとめた運用指針だ。その最大の問

題点は、戦場での核攻撃の効用を力説することで、核使用のハードルが低下し「核のタブー」すら揺

るがしかねないことだ。 

特にトランプ政権のＮＰＲは、広島型原爆より破壊力が小さい提出力型核、いわゆる「小型核」を

潜水艦に搭載する新政策打ち出した経緯があり、限定核使用のオプションが、以前より現実味をもっ

て議論されている実態をうかがわせる。 

こうした議論の背景にはロシアや中国などの核戦力増強の動きがある。ＮＰＲは、ロシアが欧州で

小型核を先行使用し、同様の核で反撃できない米国の“弱点”を指摘。これを補うため、潜水艦発射

弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）への小型核配備を決めた。 

通常戦力で劣るロシアが小型核を使って事態を一気にエスカレートさせる。その後、同様の核を持

たない米国が手をこまねいている間に、ロシア軍は自分たちに有利な形で戦局を収束させる－。 

ＮＰＲを支持する米核戦略家はロシアがこうしたシナリオを描いていると強調。「ロシアに小型核

使用を思いとどませる抑止力として、米軍にも小型核が必要だ」と主張している。 

Scrap 

book 
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▼厚生労働省のシベリア

抑留者の遺骨収集が、本当

は日本人のものではなかっ

た、ずさんなものであったこと

が明らかになりました。７０年も前の

こと、容易ではない事業ではありますが、問題を

長年隠蔽し続けてきたことに、死者に対する、犠

牲者に対する尊厳の思いの欠けていることが顕

れています。どんなに丁寧に取り扱っても亡くな

った人が蘇ることはない。しかし、今を生きてい

る、これからを生きる“人間”に対してどのよう

に遇していくのかに通じる問題です。▼国策によ

って国民を中国大陸に送りこみ、出兵し、抑留さ

れる人々を護ることもせずに棄民した支配者。そ

の根本的な総括、反省の行われてこなかったこと

が、犠牲者に対するこうした態度を生む要因とな

っています。そして、そのことは被爆者支援行政

の問題にも、原発事故被害者に対する姿勢にも、

“戦争する国作り”を平然と進める現下の政権の

姿勢にもつながっています。 

そのことをあらためて実感する２０１９年の

夏でした。（平）

抑止力の観点からは一見、論理的な説明だ。しかし「火力全体の中に統合された打撃力として（核

使用が）計画されるべきだ」とする「核戦略」の文言には、通常戦力の延長戦上に小型核を位置付け

る軍事的発想がちらつく。 

限定核使用を是とすることは「核の役割増大」につながり、７４年前の長崎への原爆投下以来、堅

持されてきた「核のタブー」をも崩壊させかねない。 

 

米国の核戦略 

米国では新政権が誕生するたびに「核態勢の見直し（ＮＰＲ）」を策定し、中期的な核戦略指針を

まとめる。ＮＰＲは、核戦力を所管する国防総省と米軍、核軍縮・不拡散政策を扱う国務省、核弾頭

を開発・製造するエネルギー省など政府を挙げて作られ、大統領が承認する。ＮＰＲを基に、国防長

官や軍部は核戦力の運用政策を決定、「核作戦」などの内部文書を作成する。冷戦時代は、米ソいず

れかが核を使えば、地球規模で甚大な被害の出る全面核戦争となる恐れが指摘された。これに対し、

戦場で局地的に「小型核」などを使う限定核使用も長年、専門家らの間で議論されてきた。 

（２０１９年７月２９日 中國新聞） 

 

 

米軍文書「核作戦」のコピー。「核使用は戦闘領域を

根本から変え、司令官が紛争でどう勝利するかを左右

する状況をつくり出す」との記述（右上段）がある 
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２0１９年９月 行事カレンダー 

月 日 曜  行     事 

９ １ 日 

原発賠償京都訴訟控訴審の勝利をめざす学習講演会（１３時・弁護士会館） 

防災の日 

関東大震災（１９２３年）、第二次世界大戦勃発（1939年） 

 2 月 被爆２世健診申し込み開始 

 ３ 火 サイド・オマールさん墓前法要（１１時・圓光寺） 

 ４ 水  

 ５ 木  

 ６ 金 ６・９行動  キンカン行動 

 ７ 土  

 ８ 日  

 

 

 

 

９ 月 ６・９行動 

 １０ 火 原発賠償京都訴訟控訴審第４回口頭弁論（１４時３０分・大阪高裁） 

 １１ 水 アメリカ同時多発テロ（２００１年） 

 １２ 木  

 １３ 金 キンカン行動 

    

 １４ 土 
第３０回反核医師のつどいｉｎ京都（メルバルク京都） 

第５３回原爆忌全国俳句大会（13 時・立命館大学国際平和ミュージアム） 

 １５ 日 
第３０回反核医師のつどいｉｎ京都（メルバルク京都） 

未来につなぐ被爆の記憶体験会（京都）（１４時・コープ御所南） 

 １６ 月 敬老の日 

 １７ 火  

 １８ 水 満州事変（柳条湖事件）（１９３１年） 

 １９ 木 
「安全保障関連法」強行成立の日（２０１５年）戦争法廃止をめざす行動日 

京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 ２０ 金 キンカン行動 

 ２１ 土  

 ２２ 日  

 ２３ 月 秋分の日 

 ２４ 火  

 ２５ 水  

 ２６ 木 国連「核廃絶デ―」 

 ２７ 金 被爆２世健診申し込み締め切り                    キンカン行動 

 ２８ 土 核兵器廃絶を求める署名行動（１４時・三条河原町） 

 ２９ 日  

 ３０ 月  

 


