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５月３日（火）憲法記念日 

「生かそう憲法守ろう９条」憲法集会ｉｎ京都 

市民運動と野党共闘の広がり！ 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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４階 
京都原水爆被災者懇談会気付 

ＴＥＬ075-811-3203 
ＦＡＸ075-811-3213 

声明 オバマアメリカ大統領の広島訪問に際して、被爆者への謝罪と「核政策」の  

 転換を求めます ２ 

４月２３日（土）２０１６年度総会の報告 ４ 

萩原ゆきみさんの来賓あいさつ ４ 

総会での発言、質疑応答（要旨） ６ 

 ノ―モア・ヒバクシャ熊本訴訟・福岡高裁判決が確定 ８ 

 大飯原発差止訴訟第１１回口頭弁論での原告・斎藤信吾さんの意見陳述 ９ 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

 「核の海の証言－ビキニ事件は終わらない」 石角敏明さん １１ 

 ＮＮＮドキュメント「放射線を浴びたＸ年後４（仮称）」放映予定 １２ 

会員から会員へ❁みなさんからのお便り紹介 １３ 

SCRAPBOOK／ ビキニ被爆の国家賠償請求を高知地裁へ提訴 原告４５人に（高知新聞） １５ 

編集後記  １５ 

行事カレンダー  １６ 

２０１６年度年次総会／記念トーク「父の死が放射線のためだと知った時」（紙上再現） 

被爆体験の継承 ４２  生きてる人間に虫がわく 中西 博 さん 
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声 明 

オバマアメリカ大統領の広島訪問に際して 

大統領による被爆者への謝罪と「核政策」の転換を求めます 

 

２０１６年５月２３日        

京都「被爆２世・３世の会」世話人会 

 

 

２０１６年５月２７日（金）、オバマアメリカ大統領が広島を訪問することに

なりました。この広島訪問に際して、私たちは何よりもまず、大統領が被爆者、

被爆者の遺族、被爆者に連なるすべての人々に対して謝罪の意思を明らかにす

ることを求めます。 

人類史上初の核兵器実戦使用となった広島・長崎への原子爆弾投下は、一瞬

にして多数の人々をこの世から消し去り、１９４５年の年だけで広島・長崎合

わせて２０万人の人々の命を奪いました。辛うじてその年を生きながらえても、

原爆後障害の苦しみの中で息絶えていく人々は後を絶たず、それは今も続いて

います。被爆者はいのちと健康を奪われ、暮らしも生業も破壊され、人々との

きずなも断ち切られてきたのです。また、原爆放射能は世代を超えても影響し、

被爆二世・三世の犠牲者も生み、多くの人々に不安と苦悩を与えてきました。 

７０万人とも言われる原子爆弾被害者の大半は、生まれたばかりの赤ん坊で

あったり、幼い子どもであったり、女性もお年寄りも含む、戦闘とは何の関わ

りもないごく普通の日常生活を営む市井の人々でした。その一割は当時の朝鮮

半島から強制、及び半ば強制されて日本に来ていた人々でもありました。この

ように無防備で無抵抗であった多数の市民のいのちを奪い去り、生涯にわたる

苦しみを与え続けてきた原子爆弾の投下は、どのような口実をもってしても絶

対に許されることのない非人道的残虐行為であると言わざるを得ません。 

原子爆弾の投下は７１年前アメリカ政府の意思によって行なわれたことで

す。アメリカ政府を継承する現政権、その代表である現職の大統領は当事者と

して、過去の過ちを率直に認め、関係するすべての人々に謝罪の意思を明らか

にする必要があります。 

被爆者の平均年齢は８０歳を超えました。全国の被爆者数は１９万人を下回

るほどになっています。残された時間がそう多くはなくなってきた今、アメリ

カ大統領の謝罪の言葉を望まない被爆者は一人もいません。 
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オバマ大統領は２００９年、チェコ・プラハの演説で「米国は、核兵器を使

用したことがあるただ一つの核兵器保有国として、行動する道義的な責任を負

っている」と述べました。そして、「だから今日、私は明白に、信念ととともに、

米国が核兵器のない平和で安全な世界を追究すると約束します」と表明しまし

た。世界の人々はこの演説に大きな期待を抱き、勇気づけられました。 

しかし、その後のアメリカ政府のとってきた「政策」、行動は核兵器の廃絶を

求める世界の人々の願いに背き、落胆させることの連続でした。オバマ政権の

下でも新しいタイプと称する核実験が数回も実施され、さらに臨界前核実験も

繰り返されてきました。アメリカ政府は核兵器禁止条約の交渉開始を求める国

際的世論の高揚と動向に対しても背を向け、他の核保有国とそれに追随する一

部の国々をリードする形で絶えず合意形成を阻み、先送りを図ってきました。 

背景に核抑止力の維持と強化に固執する大きな力のあることは明らかです。

さらにより根本的には、広島・長崎への原子爆弾投下の過ちを過ちと認めてこ

なかったこと、非人間的行為であることに真正面から向き合ってこなかったこ

と、この歴史的事実が「核政策」を後退させてきた最大の要因であることは明

らかです。 

オバマ大統領の広島訪問を機会に、人々はあらためて大統領の力強いリーダ

ーシップの発揮を期待し、アメリカ政府が「核政策」の転換に向けて真剣な検

討をしていくことを強く求めています。そのためにも、被爆の実相に真摯に向

き合い、被爆者の直接の訴えに耳を傾け、被爆者への謝罪の意思を示すことが

必要です。 

 

私たちは、オバマ大統領が 

 被爆者と直接対面して話を聞き、被爆の実相に触れられていくことを希望

します。 

 そして、被爆者、被爆者の遺族、被爆者に連なるすべての人々に対して謝

罪の意思を明らかにすることを求めます。 

 その上で、速やかな核兵器禁止条約交渉開始をはじめとした核政策の転換

に大きな一歩を踏み出していくよう求めます。 
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４月２３日（土）２０１６年度総会を開催しました！ 

■２０1５年度活動のまとめ、２０１６年度方針等議案はすべて承認されました。 

■記念トーク「父の死が放射線のためだと知った時」で学習を深めました。

 

▲ 京都「被爆２世・３世の会」の２０１６年度総会は４月２３日（土）午後１時３０分からラボール

京都４階会議室で開催されました。参加者は４７人（会員２３人、会員外２４人）でした。 

▲ 議案はすべて承認され、２０１６年度世話人会も提案通り確認しました。（議案書は会報№４２と

共にみなさんへ送付済みです。） 

▲ 総会の２部として記念トーク「父の死が放射線のためだと知った時」を催しました。ドキュメンタ

リー映画『放射線を浴びたＸ年後２』の出演者・川口美砂さんをゲストにお招きし、「２世・３世

の会」会員でフリージャーナリストの守田敏也さんとのトークを行ないました。質疑応答含めて２

時間のトークでした。ビキニ水爆実験の真相に迫っていく当事者ならではのお話しで、学ぶことの

多い充実した機会となりました。 

★記念トークの詳細は別冊を発行して紹介します。 

▲ 以下、総会当日来賓でご挨拶いただいた萩原ゆきみさん（原発賠償京都訴訟原告団共同代表）の挨

拶と、総会議案の審議で発言された意見、質疑応答を紹介します。 

 

 

 

 

 

みなさんこんにちは 

私は２０１１年３月１５日に、福島県郡山市・

自主避難地域から子どもたちと一緒に京都に避

難させて頂いています萩原ゆきみと申します。 

ここまで避難生活を続けることができていま

すのは、ひとえに広島・長崎の事を語り続けてこ

られている皆さんのお力がとても大きいと感じ

ています。先日も原爆症認定訴訟の傍聴に行こう

と思っていたんですが、いつもいろいろあって行

けなくて申し訳なく思います。これからもいろい

ろな形で繋がらせて頂きたいと思います。本当に

皆さん、有り難うございます。 

私は原発賠償京都訴訟の共同代表をさせて頂

いております。この裁判は原発事故の影響で関東

や東北から避難してきている人達と地元に残っ

ている家族とが一緒に５８世帯、１６５人の原告

で裁判をしています。東電と国を相手に私たちの

避難の正当性

を訴えていま

す。私たちの

裁判で良い判

決が勝ち取れ

れば、広島長

崎の原爆症認

定訴訟や関東

や東北の今も

危険な地域で

暮らしている

人々にも何ら

かの好影響が

あるのではないかと思っています。そして、核兵

器を無くす事や原発を無くす事や放射能汚染の

無い食べ物の安全とかにも寄与していきたいと

思って頑張っています。 

原発賠償京都訴訟原告団共同代表 

萩原ゆきみさんの来賓あいさつ 
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私たちの裁判とは別に｢ふくしま集団疎開裁判」

というのがあって一昨年判決が出て「国が疎開さ

せる義務は無い」となりました。しかし、裁判官

は私たちの住んでいた郡山市の自主避難区域の

｢子どもたちの命も健康も危ない」と認めてくれ

ました。ですが、裁判が始まった時にたった１度、

東京で報道があっただけなので、国民の皆様はも

とより大多数の福島県民ですら、この判決があっ

た事を知らないのです。 

その郡山市にあった我が家よりも放射線量の

高い所が関東のアチコチにもあります。今、国は

年間２０ミリシーベルトまでは帰還させようと

いう動きを強めています。自主避難者への住宅の

無償提供が京都では入居後６年までとされてお

り、早ければ来年にも現在の住まいを出ていかな

ければならない人が出てきます。死活問題です。

住宅の無償提供がなければ福島や関東に帰らな

ければならないという避難者達は結構いるので

す。そして、帰還するという事は、結局、放射線

の影響は無いということにもされてしまうので

す。 

今、甲状腺ガンがものすごく多発しています。

１６７人もの子どもたちに甲状腺ガンが見つか

っています。これは福島県の県民健康調査を受け

た人だけの結果です。実際には福島県以外の、関

東地域でも、自治体が甲状腺検査したり、個人的

に受診したりする人もいて、その中でも甲状腺ガ

ンは見つかっているのです。関東から避難した私

の知り合いの親子３人がいます。千葉県からの避

難ですが、３年前、この親子３人に揃って甲状腺

に異常が見つかったとお聞きしました。 

ある避難者さんは、これまで３回子どもたちの

甲状腺検査をしてきました。１回目はなんともな

かったのですが、２回目は上の子がＡ２でした。

Ａ２とはのう胞のある状態ですね。小さなのう胞

でしたが、とても衝撃を受けました。ただ単に普

通ののう胞でしたら何の心配もないのですが、原

発事故が原因だとそれがどんなふうに化けるか

分らないから心配なのです。そして３回目を今年

１月に受診しました。過去の２回は民医連さんと

か民間の医療機関で受けていたのですが、３回目

は福島県から依頼された京都の病院で調べまし

た。そうすると３回目は２人とも(長さを)測られ

ていたんです。モニターの画面に○○㍉、○○㍉

と表示されていました。お母さんは診察室を出る

時に「結果は何時知らされるんですか？」と聞こ

うとしましたが、声を出すことができなかったそ

うです。子ども達に涙を見せないようにするのが

精一杯だったのです。その時は「測らせていただ

いたので福島県を通して結果を知らせます」と言

われました。検査を受ける前の説明書にも「検査

後２～３ヶ月後に福島県からお知らせします」と

書いてありました。でも調べた時点でのう胞の大

きさなんて分るはずなのに。そんなに後になるな

んてどう考えても変ですよね。 

それ以来ずーっとお母さんは不安で不安でし

ようがない日々を過ごしていて、３ヶ月経った頃、

知らせが届いたそうです。結果は一応Ａ１と書い

てありました。でも２回目に調べた時は上の子は

Ａ２だったし、どう考えても３回目の時は２人と

も測られていたし、２回目より間違い無く数字も

大きかったんです。民医連で一生懸命甲状腺検査

に携われているお医者さんの奥さんでスタッフ

にもなられている看護師さんに「測られているっ

てことは、のう胞か何かは分らないけど、何かあ

るってことですよね？」とお聞きしたら、「そう

だね」とおっしゃったそうです。 

エコー検査の画像があって、それは取り寄せれ

ばいいんですけど・・・取り寄せしないとくれな

いんです。でもどう考えても何かが、あったはず

なのに、取り寄せたら赤の他人の画像が送られて

くるんじゃないかと、何もかもが不信だらけで、

福島県のやり方は怖くてしかたありません。 

最後に裁判のことを少しだけお話しさせて頂

きます。今年の１２月過ぎ位から本人尋問が始ま

ります。最初弁護団は｢５８世帯中１０世帯を本

人尋問の代表にして」と提案していたのですが、

このほど裁判長自ら、｢５８世帯全員から個別の

事情を聞きましょう」と言って頂きました。これ

はとても異例のことで、弁護団は「裁判官はとて

も前向きに考えてくれていると思う」と言ってお

られます。 
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しかし、私たちの裁判とは別に、自主避難され

ている一家族だけで裁判されているケースがあ

って、先日判決が出ました。その方は精神的に参

ってしまっていて１回も法廷に出られなかった

そうですが、３千万円の損害賠償判決が出ました。

でも、｢自主避難が認められた期間は２０１２年

の８月までで、しかも２０ミリシーベルまでは安

全だという判決だったんです。(一般公衆の被ば

く限度は年間１ミリシーベルト)｣それでは私た

ちの裁判は勝てません。私の住んでいた郡山市の

家は年間５ミリシーベルト以上です。ですからそ

の判決は良い判決とは言えないわけです。 

私たちの裁判は、｢ぐうの音も出ないほどに真

実の証拠を突き付ければ勝てる、というものでは

なく、たくさんの民意が集まれば集まるほど、裁

判所は勇気をもって真実の判決を書いて下さる」

というものです。みなさんに是非、裁判の傍聴を

お願い致します！！傍聴席が溢れた場合には模

擬裁判の用意もあります。次回の裁判は京都地裁

５月２７日（金）１１時開廷、１０時２０分集合

です。 

皆様、今日は有り難うございました。 

 

 

 

 

 
 

萩原さん 

 原発賠償京都訴訟の原告団同士の交流につ

いて、いろいろ工夫したり苦労もしています

けど、「２世・３世の会」ではどのような工

夫がなされていますか。 

回答 

 特別なことをしているわけではありません。

毎月の例会、年１回の総会、みんなが集まれ

る機会をできるだけ大切にし、より多くの人

たちが参加できるよう努力しています。同じ

ように苦労しているのではないでしょうか。 

 

小杉さん 

 総会の資料でも紹介されていますが、この度、

被爆者の訴える核兵器廃絶国際署名がよび

かけられました。被爆者が訴える国際署名は

初めてのことです。先日、日本被団協の田中

事務局長が日本原水協の会議に参加されて、

「何故今被爆者がこの署名を訴えるのか」に

ついて説明されました。一つは、広島・長崎

の被爆者にとって次の１０年はない。被爆者

はそういう状態にあり、だからこそそれだけ

の決意をもって訴えていること。もう一つは、

核兵器廃絶禁止条約を求める国際世論はか

ってなく盛り上がっており、この機運を生か

さなければならないこと。今や毎年の国連総

会の最大テーマになるほどになっています。 

 「２世・３世の会」もそうした国際情勢を学

習する機会を持ち、署名運動に積極的に参加

していくことをよびかけます。 

 

山口さん（京田辺市） 

 私は１９５３年（昭和２８年）生まれですが、

子どもの頃、原爆のことなどきちんと勉強す

る機会はありませんでした。自分のこととし

ては学んでこなかったのです。ところが２０

１１年 3・１１以降は、これは大変なことだ

と思って、この５年間一生懸命勉強してきま

総会での発言、質疑応答（要旨） 
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した。広島・長崎の原爆のこと、世界の核兵

器のこと、日本と世界の原発のことと。 

 昨年１１月広島で、森滝春子さんたちのよび

かけで「世界の核被害者フォーラム」があり、

是非参加したいと思っていましたが、体調を

崩して参加できませんでした。とても残念で

した。 

 被爆一世の人たちが亡くなっていく今、何も

してこれなかったことが申し訳ない思いで

いっぱいです。核兵器問題も、原発問題も、

広島・長崎のことから始めなければいけない

と思っています。 

 

守田さん 

 議案の説明の中で、被爆者と非被爆者との区

別を爆心地からの距離２.５㌔で線引きして

いる説明がありましたが、厚生労働省のホー

ムページでは２.４㌔で線引きしてそこに

「福島帰還基準」（２０ミリシーベルト）と

まで表示されていました。広島・長崎の被爆

者への行政と福島原発の被害の実態隠しが

まったくくっついている、一体となっている

ことの証です。 

 今、川内原発がとても危険な状態にあって世

論は「停止しろ」と訴えていますが、政府は

なかなか止めようとしません。それは、福島

の被害はたいしたことなかった、心配するな、

という原発事故の影響をものすごく過小評

価し、被曝を強制しようとしているためです。 

 ですから、原爆の及ぼした影響である「被爆

二世の健康実態調査」の内容に基づいて、こ

れからも問いかけていくことはとても重要

な意味を持っています。 

 「２世・３世の会」のホームページ起ちあげ

は、私が責任をもってやっていきます。月次

の会報の内容をもっと多くの人たちと共有

できるようにする必要があります。
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ノーモア・ヒバクシャ熊本訴訟・福岡高裁判決 国の上告断念で判決確定！ 

原爆症認定は 
被爆者に向き合い、被爆の実態に基づいてこそ判断しなければならない！ 

 

 

ノーモア・ヒバクシャ訴訟＝原爆症認定訴訟は

全国７ヶ所の裁判所（東京、名古屋、大阪、広島、

長崎、熊本、岡山）で争われていますが、その内

の熊本訴訟控訴審（福岡高裁）判決が４月１１日

（月）言い渡されました。原告５人の熊本訴訟は

一審（熊本地裁）で３人が勝訴、２人が敗訴し（別

表一覧表参照）、原告（被爆者）、被告（国・厚生

労働省）双方が高裁に控訴していたものです。 

 判決はいずれも一審判決を支持し、３人勝訴、

２人敗訴の結果に変わりはありませんでした。し

かし、その内容は大変重要で画期的なものでした。 

第一に、原爆症認定を判断する枠組みについて、

裁判所はあらためて明確な基準を示しました。福

岡高裁は、原爆症認定を判断するにあたっては、

“被爆者の経験した被爆状況、直後の急性症状、

戦後の病歴等々を総合的に判断しなければなら

ない”と示したのです。厚生労働省は一貫して被

爆した場所の爆心地からの距離だけから機械的

に「被爆線量」を推計し、それと発症した病気と

の因果関係で原爆症認定を判断する方法をとっ

てきましたが、その誤りがはっきりと指摘されま

した。 

第二に、厚生労働省は原爆症認定にあたって、

被爆地点の距離や入市日などの条件をつけた上

で、積極的に認定する病気の範囲を決めており、

そこに含まれない病気はほとんど却下してきま

した。今回の判決はそうした考え方も明確に否定

して、積極的に認定する範囲以外の病気でも総合

的に検討して原爆症認定すべきとしたのです。具

体的に今回認定された病気は、高血圧性脳出血後

遺症、慢性腎不全、パセドウ病ですが、これらは

これまでほとんど認定されずにきた病気でした。 

敗訴となった勝訴には至らなかった二人の原

告の場合も、判断の基本は勝訴した３人と同様に

検討すべきとされ、但し、残念ながら今回は申請

された病気と被爆との関係を認められるまでに

は至りませんでした。 

国（厚生労働省）は絶えず、「国際的に認めら

れた科学的・医学的知見」などというものを持ち

出して、研究者の「権威」などを騙って被爆者の

申請を切り捨ててきました。しかし、放射線の人

体に与える影響はまだ未解明な部分が多く、「全

体の５％しか解明されていない」とする見解もあ

るほどです。ましてや被爆者一人ひとりが７０年

前に浴びた放射線量など具体的に確定すること

などできるはずがなく、「科学」を装った国の誤

った方針は厳しく批判されなければなりません。 

チェルノブイリ、福島の原発事故以来広範な

人々が放射線被ばくについて学んできました。特

に被ばくは外部被ばくだけでなく内部被ばくが

深刻な影響を与えることを経験として知ってき

たのです。にも関わらず厚生労働省はじめ日本政

府は依然として「内部被爆は健康に影響を与える

ほどのものではない」とし、それを公式見解とし

ているのです。 

ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟 裁判後の報告集会 
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今回の熊本訴訟・福岡高裁判決について、原告

団・弁護団は国に対して「最高裁に上告するな」、

「これ以上被爆者を苦しめるな」と訴えてきまし

たが、国は４月２５日上告を断念し、判決が確定

しました。判決確定の結果は全国のノーモア・ヒ

バクシャ訴訟の原告と、そして全国の被爆者を励

ますことになりました。 

判決を受け入れた国は、判決の趣旨を認め自ら

の誤りを認めたことになるはずですが、しかし国

は「個別の事情を考慮して上告を断念した」とす

るのみで、依然として認定方針を改める姿勢を見

せていません。 

近畿では現在２１人の被爆者が原爆症認定を

求めてノーモア・ヒバクシャ訴訟を闘っています。

その内５人が京都府下在住の被爆者です。 

ノーモア・ヒバクシャ訴訟の進行状態、様子は

これからも随時お知らせしていきます。訴訟への

支援を一層押し広げ、強めていきましょう。 

ノ―モア・ヒバクシャ熊本訴訟・福岡高裁判決確定結果（２０１６年４月２５日） 

  被爆時 被爆地   判 決 

原告 

名 

性別 

 

年齢 

 

（長崎） 

 

入市日 

 

申請病名 

 

熊本 

地裁 

福岡 

高裁 

Ａ 女 ７歳 ２．５㌔  高血圧性脳出血後遺症 勝訴 勝訴 

Ｂ 女 １３歳 ３．８㌔  慢性腎不全 勝訴 勝訴 

Ｃ 男 ０歳 ２．０㌔  パセドウ病 

甲状腺機能低下症 

勝訴 勝訴 

Ｄ 男 １６歳 ３．２㌔ 8 月 9 日 糖尿病、高血圧症 

変形性脊椎症 

敗訴 敗訴 

Ｅ 男 ２歳 ２．４㌔  右脛腓骨骨髄炎 敗訴 敗訴 

 

 

 

 

 

５月１６日（月）／大飯原発差止京都訴訟第１１回口頭弁論 
原告／斎藤信吾さんの意見陳述 

 

私は、斎藤信吾と申します。 

１９５０年６月２７日生まれの６６歳です。綾

部市味方町宮ノ上２５－８に住んでいます。 

 味方町は大飯原発からは約４０ｋｍの市外地

の東に位置しています。一人住まいです。綾部市

防災会議は、「綾部市地域防災計画－原子力災害

対策編－」を平成２５年３月に発表しています。

この、計画では、原子力災害対策を重点的に実施

すべき地域の範囲を大飯原発発電所から３２．５

ｋｍとしています。私が住む味方町は、原発から

約４０ｋｍ離れているため、綾部市計画では、原

子力災害対策を重点的に実施すべき地域に含ま

れていません。しかし、このような距離で単純に

重点的な地域とそうでない地域を分けることに

は非常に怒りを覚えます。 

 私が原発訴訟に参加したのは、原発は絶対安全

といって国民を欺き、情報を隠し、また誰も責任

をとらない事が許せなかった事と、私が生まれ育

った田園都市・綾部が放射線で汚染されて住み続

ける事が出来なくなるような事態は阻止しなけ

ればならぬと思ったからです。今日は、２つの点

についてお話しさせていただきます。 
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 一つ目は、水の問題です。 

 私は、味方町を流れる由良川沿いで生活してい

ますが、対岸の斜め向かいに綾部市の浄水場が設

置されています。美山町には由良川ダム・大野ダ

ムがあります。その下流の京丹波町には和知ダム

があります。由良川ダムは、大飯原発から４０km

圏内に位置しています。仮に大飯原発で事故が起

き、由良川ダムや由良川水系が放射性物質によっ

て汚染されれば、私たち味方町に住む者も含め、

京都府北部全体の住民が飲料水を確保すること

ができなくなってしまいます。 

 綾部市防災会議は、平成２８年３月、「綾部市

地域防災計画－原子力災害対策編－」に新しい項

目を設けました。新しい避難計画では、「飲食物

の出荷制限、摂取制限等」という項目が追加され

ています。しかし、この項目では、「市は、飲食

物の出荷制限、摂取制限等を行った場合における、

住民への飲食物の供給体制をあらかじめ定めて

おくおものとする」とされているだけで、何ら具

体的な対策は書かれていません。原発事故が起き

ると私たちの飲料水はどうなってしまうのでし

ょうか。 

 二つ目は、避難の問題です。 

 私は、大飯原発で過酷事故が起きた時は、避難

を決断すると思います。 

 しかし、私自身は、視覚障害５級の障害者です。

右目は全く見えません。左目はめがねをかけて矯

正しても０．２以下の視力です。当然、自動車を

所有していませんし、通常の移動手段は、「自転

車」です。仮に地震などにより、道路を通ること

が出来なくなった場合、避難は不可能です。単身

者ですので、同乗を頼める家族はいません。同乗

させていただける知人がいれば避難できますが、

緊急時に頼めるかはわかりません。自転車では、

非常時用の持ち出しグッズも軽量のものしかの

せることはできません。 

 私のように障害があるものにとっては、交通渋

滞などは別にして、そもそも一刻も早く避難する

こと自体が大変なのです。ここ数年は、夜や暗い

場所での移動が困難となっています。夜間に避難

することを考えるとぞっとします。 

 私の仲間のことについてもお話しさせていた

だきます。 

 私は、綾部市身体障害者協会と公益社団法人京

都府視覚障害者協会の二つの団体に所属してい

ます。視覚障害者協会では副会長を務めています。 

 この団体は、現在１２００人余りの会員とおよ

そ４０の賛助団体が加盟しています。「独りぼっ

ちの視覚障害者をなくそう」を合い言葉に、障害

があっても安全で豊かに暮らせるバリアフリー

社会の実現をめざして活動しています。会員の仲

間の中には、全盲で全く見えない方もいます。原

発事故が起きた際に、どうやって避難したらいい

のでしょうか。福島での「逃げ遅れた人々」や避

難所でやっかいもの扱いされた事例を聞いたこ

ともあり、とても不安に思っています。熊本の地

震では避難所に入ると迷惑を掛けるからと入所

を諦めた障害者のニュースもありました。 

 また、私は、綾部市身体障害者協会では、事務

局長を務めています。綾部市身体障害者協会は昭

和２８年に発足し、学習会をしたり、研修旅行を

したり、街頭での活動をしたりしています。現在

の会員数は約９０人です。会員の中には、重度の

身体障害を持っている方もいます。日常生活でも、

自宅から最寄りのバス停に行くまでが、大変とい

うという人もいます。 

 綾部市計画では、災害時に要援護者について十

分配慮すると書かれていますが、私のような視覚

障害者がどうやって避難するのか。重度の障害を

裁判終了後の報告集会 
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持った者はどうやって避難するのか。障害の内容

に応じた具体的な避難方法は全く記載されてい

ません。今年３月に新しくなった綾部市避難計画

では、第６要配慮者への配慮という項目が新設さ

れています。しかし、この項目は「十分配慮する」

とだけ書かれているだけで、問題点は全く解決し

ていません。 

 新しい綾部市避難計画では、要配慮者等が避難

に時間を要する場合においては、綾部市奥上林公

民館に放射線防護対策工事を実施するとしてい

ます。 

 しかし、避難することのできない重度の障害を

もっているものは、公民館に移動することも困難

なのです。結局、避難計画自体が、全く意味のな

いものです。 

 今年３月に、大飯・高浜原発に近い、君王山か

ら古屋一帯が『京都丹波高原国定公園』に指定さ

れたばかりです。君王山には、綾部でただ一つの

国宝である二王門もあります。 

 過酷事故がおこれば、仕事を含めた生活基盤全

体が根こそぎ奪われてしまいます。私は緑豊かな

故郷を失いたくありません。 

 原発事故が起きた場合に、非力な者は避難する

こともできません。裁判所におかれましては、何

人からも生命と健康を無理矢理剥奪されること

はないという社会正義を基とした判決をお願い

します。 

以上 

 

▼今後の裁判日程 

 

今後の裁判日程は以下の通りです。（開廷時

間はいずれも午後２時） 

題１２回口頭弁論  ９月１４日（水） 

第１３回口頭弁論 １１月２８日（月） 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

■「核の海の証言―ビキニ事件は終わらない」 山下正寿 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

著者はあの「放射能を浴びたＸ年後」の「山下

先生」である。「幡多高校生ゼミナール」の活動

から、福島原発被災の事まで、内容は幅広くわた

って書かれている。高校生ゼミナール活動は、現

在も続いており、活動は福島・韓国まで広がりを

見せているらしい。本の主題はあの水爆実験で被

災した船員たちへの「聞き取り調査」と「水爆実

験による放射性降下物」への分析調査であろう。

ここには、船員達の被災状況・その後の健康被害

が、具体的に述べられており、映像とは違った迫

力感がある。内容が、実際自分たちが経験し・見

てきたことであるだけに、恐ろしい内容が一杯あ

る。恐ろしさを知らずに「その海水を浴び」「捕

れた魚を食べ」、その影響が漁師に出てくる。事

実が当事者の言葉で語られている。原因がわから

ず、次々と仲間が亡くなっていく姿をみていた漁

師の苦悩は、当事者でなければわからないであろ

う。（原因がわからず漁師仲間は亡くなっていく、

そして命をかけてとってきた魚の価格は暴落す

る。お酒でも飲まなくては神経がもたない。川口 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
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さんのお父さんもそん

な心境ではなかったの

では）そして漁師たち

が、この被害を座して

眺めていたのではなく、

「原水爆実験反対・全

世界の平和を」と、訴

えた姿も描き出してい

る。 

 日米両政府は、この

事実を「隠そう」と色々

画策する姿勢も見え隠

れする。南太平洋の島々の人々に対する「人体実

験」のことも書かれている。「ロンゲラップ島」

の島民に対する対応は「モルモット」扱い、とい

うか放射能汚染の影響の人体実験というしか言

いようがない。放射性降下物の影響の広がりは、

南太平洋だけではなく、長期に広範囲に広がって

いた、という指摘。しかしこれらの事実は、実験

当初からわかっていながら、隠し・発表しなかっ 

たアメリカ政府の姿勢、調査船の結果で放射能の 

 

 

 

 

影響の広がりを知りながら、適切な対策を打たな 

かった日本政府、この姿勢は今も殆ど変わってい 

ない、と思わざるをえない。 

 そして、あの「福島原発事故」についても、政

府の対応・マスコミ報道は「ビキニ事件」に似て

いると指摘されている。海洋汚染は拡大し長期化

するが、福島原発事故でも、このことが軽視され

ている、と警鐘を鳴らされている。 

又、ビキニ被災漁船員の内部被ばくによる深刻

な晩発性障害が見られるとして、福島においても

専門医による精密検査を実施し、その後の健康追

跡調査が必要であると述べている。最も注意を要

するのは、ビキニ事件が「第５福竜丸がアメリカ

の水爆実験による被害を受けた」というふうに書

かれているだけで終っているように、「原発事故

で死亡した人はいない」と政府・東電が放射線被

災との因果関係を消し去ろうとしている事であ

る、と懸念を示されている。 

 あのビキニ事件だけでなく「南太平洋」におけ

るアメリカの水爆実験による被災の事実を明ら

かにされた功績はすごい、と思います。 

 

 

 

ＮＮＮドキュメント 日本テレビ系列（読売テレビ） 

『放射線を浴びたＸ年後４（仮）』 
 

 

 

 

 

映画『放射線を浴びたＸ年後２』に新たな取材映像を加え再編集。 

全国で放映されます！ 

「私の父は、なぜ死んだのか？」 

半世紀前の太平洋核実験、室戸の漁師たちが伝える無言のメッセージとは？ 

 

『おんちゃん新聞』第３号（２０１６年初夏）より 

 

新日本出版社 

１９４４円（税込） 

語り：樹木希林さん 

放送：２０１６年６月２６日（日）夜２４：５５～（拡大５５分枠） 

（再放送）２０１６年７月３日（日）１１：００～ＢＳ日テレ 

「ＮＮＮドキュメント」とは 
1970年 1月にスタートしたドキュメンタリーの長寿番組。

番組の制作には日本テレビをはじめ、民放ニュースネッ

トワーク 29社が参加しています。 

北海道から沖縄まで様々な出来事を取材し時には外に

も目を向けてきました。人々の日々の喜怒哀楽を見つ

め、生きる力となる¨希望¨や”絆’Iを描いてきました。何

かに思い悩み、それを乗り越える瞬間に、カメラは寄り添

ってきました。 

こうした番組作りが評価され、「文化庁芸術祭大賞」「日

本民間放送連盟賞最優秀」「日本放送文化大賞」「放送

文化基金賞本賞」、日本のＴＶ番組としては初の受賞と

なった「国際エミー賞」を獲得しています。 
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■舞鶴赤レンガで講演 

守田敏也さん(左京区) 

舞鶴母親大会会場の舞鶴市政記念館に着きま

した。市役所の横の舞鶴赤れんが倉庫群の１つの

素敵な建物で驚きました。 

ここで母親大会を行っておられることに自衛

隊の基地の町、舞鶴で粘り強く平和運動を続けて

きた方達の力強い息吹を感じています。ここでお

話できるのは光栄です。 

もうずいぶん人が入ってきて開催を迎えました

が、会場の外観をアップしておきます。（５月２

２日 Facebookより） 

 

■日韓メンバーでジョイント！ 

守田敏也さんと石田信己さん（左京区） 

旧日本軍性奴隷問題の解決を求める水曜行動

に参加中です。今日は韓国からのゲスト２人も途

中で合流して下さいました。いつも日本語バージ

ョンと韓国語バージョンのＱ＆Ａを配っている

ので喜んでくれました。お二人は広島・長崎の訪

問の帰り。性奴隷問題とともに韓国人被爆者の問

題にも関わられています。第二次世界大戦の間に

行われた様々な戦争犯罪、それが現代につながっ

ています。だからその解決を求めることと、今の

私たちの苦しみを超えていくことも太い糸でつ

ながっています。そんなことを考えながら、今日

もあと少し、頑張ります！（守田さん／５月４日

Facebookより） 

参加した韓国からのゲストとは京都の「２世・

３世の会」ともなじみの姜済淑さんと漫画家の友

人の二人です。この後、京都の「２世・３世の会」

の米重さん、奥田さん、守田さんたちと会食・懇

親しました。盛り上がりましたよ。今日は二人を

連れて立命館の平和ミュージアムに来ています。

昼食後、大阪で一泊して明日帰国します。（石田

さん／５月５日メールより） 

 

■原水協の年次総会にて 

井坂博文さん（北区） 

５月７日、京都原水協の年次総会。 

総会の一部は、国民平和大行進のＤＶＤを視聴。

平和大行進の歴史と昨年の行進のダイジェスト

を描いた優れもの。 

全国では、自治体の首長や職員が行進を出迎え、

激励のあいさつを行い、数歩でもいっしょに歩い

ていることを紹介している。京都市でも見習って

欲しい。ちなみに私も瞬間登場している。 

二部の総会では代表理事として開会挨拶。核兵

器が非人道的兵器であることにも関わらず、今年

のＧ７外相会議宣言では核保有国に遠慮して盛 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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り込まれなかったこと。唯一の被爆国政府であり

ながら安倍政権が、戦争法を強行した上に、核兵

器の使用が憲法に違反しないとの閣議決定を行

なったこと。従って、夏の参院選で広がっている

野党共闘を紹介し、安倍政治を終わらせるために

共闘を広げて勝利しよう、と訴えた。（５月８日

Facebookより） 

 

■被爆体験の足取りを追って 

平 信行さん(南区) 

４月３０日(土)から５月６日(金)までまた広島

県の田舎に帰郷してきました。帰路、広島市内に

立ち寄り、今編集中のＮさんの被爆体験の現場、

焼け爛れた体で逃げ歩いた足どりを、私も自分の

足で追ってみました。千田町小学校、平野橋、比

治山、陸軍墓地などです。この日は汗ばむ陽気で

したが、７１年前のあの日はこんなものではない、

炎熱地獄だったはずだ、と思いつつ。（写真は千

田小学校の正門です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月は会員のみなさんからの「お便り」

寄稿がなく、やむなく Facebook 投稿など

を駆使してページを「作り」ました。ひと

苦労です。 

みなさん、是非近況の「お便り」投稿

をお願いします！ 

５月１８日(水)の例会は、濱恭子さんをお招きして、 

被爆体験映像の視聴とお話を聞きました！    

 会員の鳥羽洋子さんのお母さんである濱恭子さん（９０歳）をお招きし、濱さんが１９歳の時の

広島での被爆体験を収録したＤＶＤを視聴し、感想を述べあいながら、ご本人への質疑応答もさせ 

ていただく機会を持ちました。京都「被爆２世・３世の

会」も誕生して４年目を迎えますが、意外にも例会の場

に被爆者の方を直接お迎えしてお話を聞くのは初めて

のことでした。大阪大空襲と原爆との二重被災、心温ま

る人々との出会いによって生き延びられてきたこと、フ

ランスの人たちとの出会いと交流など、生き生きと語っ

ていただきました。 

 今後もこのような機会を続けていきたいと思います。 
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編集後記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▼かって日本がアジアの国々

に対して行なった侵略戦争、

暴虐の数々は決して許される

ことではありません。しかしそれ

をもってアメリカの犯した戦争犯罪が免罪され

るわけではありません。広島・長崎への原爆投下

は絶対に曖昧にすることのできない重大な過ち

であった、そのことを認め、謝罪されなければな

らない、と声明に表しました。▼そして戦後ただ

ちに始められた南太平洋での膨大な数にのぼる

核実験は世界中に放射能汚染を広げ、特に日本の

マグロ漁船、漁船員などの受けた被害が極めて深

刻なものであったことが今明らかになってきて

います。水爆実験の及ぼした影響、被害の事実は

明白な意図をもって隠蔽され続けてきました。そ

のことを思うと、アメリカ政府の罪はますます重

いと言わざるを得ないのです。▼事の本質、最も

基本的なことを見定め続けていかなければなら

ないと思いつつ今月号を編集しました。（平）

■ビキニ被爆の国家賠償請求を高知地裁へ提訴 

原告４５人に 

高知県を含む全国の漁船などが被ばくしたビキニ事件の被災者やその 

遺族らが９日午後、被災者の救済を求める国家賠償請求訴訟を高知地裁に起こす。 

原告は高知県内を中心に神奈川県や兵庫県からも集まり、予想の２倍以上の４５人になっている。 

米国は１９５０年代を中心に太平洋・ビキニ環礁などで核実験を繰り返し、日本の漁船は少なくと

も延べ９９２隻が被災した。高知県船籍はこのうち２７０隻を占める。 

８日には、ビキニ被災検証会の聞間元（ききま・はじめ）共同代表や太平洋核被災支援センターの

山下正寿事務局長らも参加した検証会が高知市内で開かれ、２月に行った船員保険申請の経過報告な

どが行われた。 

聞間さんは「厚生労働省が船員の被ばくを低く見積もる可能性がある」などと懸念の声を出し、別

の参加者からも「（国家賠償請求訴訟は）国が規制権限を行使しなかったアスベストの訴訟も参考に

なる」といった意見が出た。 

国家賠償請求訴訟の原告となる元船員や遺族らも参加し、第五豊丸の元船員、戸波英俊さん（８１） 

＝高知市＝は「ビキニの海におって、魚も食べた。本

当に苦労したことを認めてほしい」。山下さんは「調

査開始から３２年。やっとここまで来られた。原告希

望者もまだおり、提訴を次に向けたスタートにした

い」と話していた。 

検証会の冒頭で「仲間の不在が悔しい」と話す戸波英俊さん 

（高知市丸ノ内２丁目の高知城ホール） 

（２０１６年５月９日／高知新聞） 

 

scrapbook 

https://www.kochinews.co.jp/image/article/original/20/64442b2e2ad6806df0dda166043dc0b4.jpg
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

６ １ 水 通常国会会期末 

 2 木  

 ３ 金 
世界報道写真展２０１６→６月２５日（土）まで（国際平和ミュージアム） 

キンカン行動 

 

 

４ 土 戦争法廃止・安倍内閣退陣！６・４京都大行動（１４時・円山音楽堂） 

 ５ 日 

京都母親大会 

沖縄県議選投票日 

世界環境デー 

 ６ 月 ６・９行動 

 ７ 火  

 ８ 水  

 ９ 木 ６・９行動 

 １０ 金 キンカン行動 

 １１ 土 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟全面勝利をめざすつどい（１４時・大阪グリーン会館） 

 １２ 日  

 １３ 月  

 １４ 火  

 １５ 水 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟地裁第２民事部（１１時・大阪地裁） 

 １６ 木 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 １７ 金 キンカン行動 

 １８ 土 
映画『ザ・思いやり』上映と講演会（１３時・ラボール京都） 

メディアの委縮を憂える京都アクション講演とシンポジゥム（１３時３０分・教文センター） 

 １９ 日  

 ２０ 月  

 ２１ 火 ２０１６年国民平和大行進・京都入り（１２時３０分・山科ラクト公園） 

 ２２ 水 平和行進（乙訓・八幡市） 

 ２３ 木 沖縄慰霊の日 

 ２４ 金 平和行進（宇治・城陽・久御山・京田辺）                キンカン行動 

 ２５ 土 平和行進（南山城・笠置・和束・宇治田原・井出） 

 ２６ 日 平和行進（精華・木津川）→奈良県へ 

 ２７ 月  

 ２８ 火 平和行進（綾部市・福知山） 

 ２９ 水 

原発賠償京都訴訟第１５回口頭弁論（１４時・京都地裁） 

ノ―モア・ヒバクシャ東京訴訟第２次判決（15 時・東京地裁） 

平和行進（福知山市） 

 ３０ 木 平和行進（京丹波町） 

 


