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今回、2 か月の合併号となりご迷惑をおかけしお詫びいたします。  

安倍首相の「国難」回避と嘯いての突然の解散総選挙の結果を受けて、これ

からが立憲民主主義を追求する運動の正念場を迎えます。  

野党の要求した国会開会を行わずして、北朝鮮の脅威と少子高齢化を上げ 

て、二つの国難回避と国民を誘導し、結果として自公がまたもや圧倒的勢力を

維持することとなりました。平和憲法を活かすか殺すかの岐路となる改憲勢力  

の動きが今後活発になることが予測されます。 

憲法 9 条の理念を骨抜きにして、戦争のできる国へ突き進もうとする自民党

安倍政権の改憲を阻止する運動への結集をお願いします。  
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 【11 月・12 月の活動予定】（11 月 1 日現在） 

11 月 2 日(木) 憲法のつどい・広島「安倍『9 条加憲』を止める」（アステールプラザ） 

11 月 13 日(月) 平和運動センター第 23 回定期総会 （自治労会館 3 階） 

11 月 18～19 日 第 49 回食と緑、水を守る全国集会（熊本市） 

11 月 25 日（土）・原水禁 11 月常任理事会（自治労会館 3 階）  

・原水禁学校（Ⅱ） （フィールドワーク・広島市内 2 か所）  

         ・部落解放共闘会議学習会（フィールドワーク・福山市新市町） 

11 月 30 日(木）日朝友好県民の会総会・学習会（広島市留学生会館） 

12 月 3 日(日） 世界人権宣言 69 周年記念広島集会（福山市人権交流センター） 

        1000 人委員会・9 条改憲反対街頭行動（広島市内他） 

12 月 8 日(金)  「12.8 不戦の誓いヒロシマ集会」（自治労会館 3 階） 

12 月 13 日(水) 被爆 72 周年原水爆禁止広島大会実行委員会（自治労会館 3 階） 

        原水禁学校（Ⅲ） 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 9.4 北朝鮮の核実験抗議の座り込みを実施 

～核兵器廃絶広島平和連絡会議～ 
   

県原水禁など１２団体で構成する

「核兵器廃絶広島平和連絡会議」（連

合広島事務局）は、９月４日１２時１

５分から原爆慰霊碑前において、９月

３日に北朝鮮が行った核実験に抗議す

る座り込みを行いました。県内でも福

山・尾道の地区労の呼びかけで同趣旨

の座り込みが実施され、核兵器廃絶に

水を差す北朝鮮の核実験に対して強い

憤りを示す行動が行われました。 

東アジアの非核化に背く米国ととも

に北朝鮮の核開発に対して、日本政府

の積極的な対話による外交を問う必要 
（原爆慰霊碑前での座り込み） 

があります。経済制裁の行き詰まり、

中国・ロシアとの外交姿勢の隔たりが

ある以上、東アジアにおける軍事的緊

張は続き、それを理由にした日米の軍

事強化が進められていることが重要な

課題です。 

広島県原水禁はいかなる国の核実験

にも反対し、先の戦争の反省の上に立

った、平和外交に機軸を置いた世界平

和の希求を日本政府に求めていく立場 

です。 
（福山市役所前での座り込み） 
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今の日米韓の首脳の姿勢では、益々

北朝鮮を孤立化させ、北朝鮮が凶暴化

するのは明らかです。 

 

 

 

 
（三原市役所での座り込み） 

 

 

 

 

原水禁は次の通り声明を発しました。 

 

 朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）は、９月３日に６回目の核実験を実施し

た。周辺各国の地震計による推定では、従来の出力の数倍から十倍程度で、北朝

鮮の発表と同じく水爆実験と見られる。軍事衝突を招きかねない危険な行為であ

り、決して許容することはできない。世界各国が核兵器禁止条約を制定し、発効

へ向けたとりくみを進めている中にあって、どのような理由であれ、核実験を繰

り返す暴挙は許されることはない。原水爆禁止日本国民会議(原水禁)は、ヒロシ

マ・ナガサキの悲惨な現実と向き合い、核兵器廃絶を目ざしたとりくみをすすめ

てきたものとして、北朝鮮政府に対して強く抗議するとともに、核兵器開発の即

時停止を求める。 

 国際社会において、1994 年の米朝枠組み合意以降、北朝鮮の核開発を止める

機会が何度かあったにもかかわらず、そのすべてで実現に至らせることはできな

かった。北朝鮮が自国の体制維持のために核兵器保有に至った責任を、世界各国

が問われる事態ともいえる。きびしい経済制裁の中で、外交関係の再生を求める

金正恩政権は、しかし、世界から孤立している。急速な核・ミサイル開発は、金

正恩政権が追い詰められていることの証左とも言える。 

そのような北朝鮮を見ながら、米国・韓国は、首脳暗殺を目的とする「作戦

5015」や朝鮮有事を想定し核ミサイルにも対応する「乙支フリーダムガーディ

アン」などの大規模な合同軍事演習を繰り広げている。制裁措置の強化と軍事的

圧力を強める米国・韓国そして日本の政治姿勢は、北朝鮮を追い詰めるだけで平

和への道を開けるものではない。原水禁は、米朝対話と六カ国協議の即時再開を

強く要請する。 

 2002 年の日朝平壌宣言以降の日本と北朝鮮をめぐる外交関係も、全く破綻し

ていると言わざるを得ない。先月 29 日の北朝鮮のミサイル発射に伴う J アラー

ト騒ぎに見られる様に、軍事的緊張を煽るだけの安直な安倍政権の政治手法は、

両国の関係を悪化させて来た。また、北朝鮮の核実験に抗議する日本政府が、米

国の核抑止政策に依存している矛盾を、自らも解決しなければならない。その上

で平和憲法の理念に基づいて日本政府がすべきことは、北朝鮮との対話へ関係各

国が踏み込んでいく選択を促すことだ。そのためには、周辺国 5 カ国での話し

合いも重要ではないか。 

 

どのような状況であれ、軍事力行使だけはあってはならない。原水禁は、国際社
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会の冷静な対応と軍事力行使への強い自制を求める。同時に国際社会のあらゆる

場で、東アジアの平和への話し合いが行われることを希望する。 

 

原水爆禁止日本国民会議  議長 川野 浩一 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

朝鮮学園チャリティー事業  

「広島芸術祭 2017」盛大に開催され、カンパ金贈呈 

 9 月 9 日、土曜の夕アステールプラザ大ホールにて、「広島芸術祭 2017」と銘打って、

金剛山歌劇団と広島朝鮮歌舞団・同芸術団とのコラボで開催されました。 

この芸術祭は例年行っている「金剛山歌劇団講演」と同様に、日朝友好広島県民の会

を中心にして実行委員会を結成し、カンパを取り組みながらその成功に向けて協力・支

援を平和運動センター・県原水禁も行ってきました。 

当日の公演には県内外から、在日朝鮮の仲間の人を含めて、８００人で会場一杯にな

り、広島朝鮮学校の生徒や卒業生・そして金剛山歌劇団との共演の演技などに、多くの

観覧者が感銘を受けました。 

在日の朝鮮人の仲間から差別に屈せず、民族の誇りと、日本で暮らす人間としての尊

厳を共に分かち合うことを「芸術公演」という場で訴えていただきました。 

学校への補助金の廃止、高等学校無償化からの排除という差別を許さないため、この

公演の成功に向けてカンパを取組み、今年も協力をいただきました。 

実行委員会代表団が、10 月 16 日に広島朝鮮学校を訪れ、金 英雄校長へ贈呈しまし

た。 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 「高校生一万人署名活動」へ、サポート参加してきました 

  

 まだ、熱い夏の日差しが照り付ける 9 月 10 日、平和公園元安橋において行わ

れている「高校生一万人署名活動」にサポート参加してきました。この活動は、
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高校生平和大使が全国で核兵器廃絶署名を取組み、1 年間通して集めた署名を国

連に提出する運動の一コマです。 

この日は 8 月下旬にジュネーブへ「第 20 代平和大使」として全国 22 人の平和

大使の一員として参加してきた、広島大学付属高等学校の小林美晴さんも参加。

今回の署名活動には小林さんの他に、県内から 2 つの高校から男女合計 6 人での

行動でした。初めて参加した高校生もいて最初は戸惑っていましたが、案外に署

名協力する人が多くすぐに自信をつけて、通り行く人に署名を呼びかけていまし

た。 

平和公園を訪れる人は、やはり平和や核兵器廃絶に向けた思いを持った人が多

いのか、外国人を含めて多くの人たちが署名に応じていました。 

（若い人たちの頑張りは、見ていて清々しいのでしょう。若い人の協力が多い

のです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 9.18 戦争法 成立から 2周年 

            これからも廃止に向けて闘う！ 

       ストップ！戦争法ヒロシマ実行委員会で集会とデモ行進 

 ストップ！戦争法ヒ

ロシマ実行委員会

（戦争をさせない

1000 人委員会他 3 団

体で構成）は、9 月

19 日が丁度 2 周年と

なる節目の日として、

9 月 18 日（祝日）、

午後 2 時から原爆ド

ーム前にて「9.19 を

忘れない メモリア

ルひろしま市民集会
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＆デモ行進」を行い、約 450 人が参加しました。   

                                                             

 主催者あいさつに立った弁護士の石口俊一実行員会共同代表は、「この 2 年間

安倍政権は、戦争ができる国作りのために、秘密法、戦争法、共謀罪法と次々と

民主主義を否定する法律を強行成立させてきた。次なるは 9 条改憲を打ち出して

おり、被爆地ヒロシマは、改憲阻止に向けてこれまで以上に運動を強化していこ

う。」とあいさつ。 

 その後、県内各地からの報告と高校授業料差別裁判を闘う朝鮮学校の生徒会長

からのアピールなどがなされ、安倍反動政治に終止符を！と締めくくり、デモ行

進へ移行しました。 

 集会は、安倍政権による国会運営、野党の臨時国会開催要求に応えないままズ

ルズルと引き延ばした挙句、9 月 28 日に臨時国会開会と同時に解散総選挙に打

って出るとの情報がある中、説明責任放棄への怒りの集会とデモとなりました。 

  

 この日、午前中

は弁護士会館にて、

県内の総がかり運

動の現状について、

突合せを行い 2 年

間の運動を振り返

り、安倍改憲阻止

の運動を広げてい

くために、今後で

きるだけ統一した

運動を県内で実施

ができるよう情報

交換を行うことな

ども話し合われま

した。          （県北の仲間も終結、一緒にデモ行進参加） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

     秋晴れの下 ～田植えから 4か月～ 9.24 

 アフリカ支援

米を刈り取りま

した 
   

今年 5 月 20 日に田植

えをしたアフリカ支援米

の稲刈りを、9 月 24 日に
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無事に行うことができました。安芸高田市向原町保垣の 2 軒の農家の休耕田

1280 平方メートルの圃場には黄金色に輝く稲穂が待ち受けていました。 

協力農家と全農林広島農政分会の皆さんによって今年も支援米の取り組みがで

きました。

この日の行

動には、全

農林の皆さ

んをはじめ、

地元地区労

・近隣の地

区労からも

参加（親子

づれ含めて

38 人が参

加）して、

春に植えた

お米の収穫

作業を行い

ました。 

年末には年明けにかけて、全国からの支援米は中央フォーラムが集約して、は

アフリカの国へ送ります。広島県の支援米はマリ共和国へ送付されます。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

部落解放・人権政策の確立を！ 

               2017年県民集会 800人参加で開催 

 10 月 1 日 福山市人権交流センターにおいて「2017 部落解放・人権政策の

確立を求める第 48 回広島県民集会」が 800 人の参加で開催されました。 

集会は、

午前 10 時か

ら始まり、

主催者や連

合広島から

のあいさつ

に続き、記

念講演とし

て日本体育

大学教授

（憲法学）

の清水雅彦

さんが「あ

らためて日
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本国憲法を考える」と題して、立憲主義・平和主義・基本的人権について今日の

政治情勢と自己体験を踏まえて分かりやすく講演がされました。  

午後からは、5 つの分科会に分かれて、部落差別の実態と解放に向けた運動・

人権政策の確立のための課題などについてそれぞれの分野からの運動を踏まえて

報告や議論意見交換が行われました。 

政治が差別を助長する情勢に打ち勝つためにも日常的な差別を見逃さない、許

さない感覚を磨くこと、弱い者の立場で連帯し行動することなくして差別は無く

ならないことを確認し合いました。  

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

今年も県原水禁学校を開校 

第 1回講座「原水禁運動の歴史から学ぶ」 
広島県原水禁は昨年に続いて、「被爆地ヒロシマにおける原水禁運動の継承と

今日的な運動の具体化」を目的にして、昨年に続き今年も秋から春にかけて毎月

1 回計 5 回の講座を開催していきます。 

第 1 講座が 10 月 25 日午後 6 時半から自治労会館 3 階会議室において開催され、

金子代表委員を講師に招いて「原水禁運動の歴史と課題」について学びました。 

ブログ「ヒロシマの心を世界に」に投稿した記事を掲載し報告とします。 

昨年の第一回に続いて、今年 2 年目となる「原水禁学校」が開校されました。今日が第

1 回講座。原水禁運動の入門編として、県原水禁代表委員の金子哲夫さんが講師とし

て、原水禁運動の歴史と広島県原水禁の基本理念についてパワーポイントを用いて分か

り易く話して下さいました。 

  特に印象に残ったのは、原水

禁運動の原点である反核の父と

いわれる故「森瀧市郎」さんの

存在です。被爆の実相から「核

兵器の非人道性」について発信

し続けてこられたことと慰霊碑

前においての無言の座り込みの

意味についての説明がされまし

た。 

 精神哲学者であった森瀧さんら

しく、座り込みの行動の広がりを求めて、「精神的原子の連鎖反応が物質的原子の連鎖

反応に変えなければならぬ」という言葉は核心を突いています。その結果、時間はかか

ったけれど、被爆者の証言活動に加え、非暴力の行動として続けられた核実験抗議の座

り込みなどの市民運動の結果が「核兵器禁止条約」に結実しました。このような歴史を

辿っての条約だったことに感動しました。 

http://kokoro2016.cocolog-nifty.com/blog/2016/10/2016-537f.html
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 慰霊碑にお尻を向けての座り込みは、「犠牲者と一緒に」という気持ちの姿であった

とは気が付きませんでした。無言の座り込みの継続の意味は少し難解でしたが、連鎖が

できる意義については、私自身が始めた「反核平和の火リレー」もそうですが、非暴力

運動としての継続に意味があるということなのです。それが連鎖を作り強固にしている

ことの確認ができました。 

 東西冷戦・ベトナム戦争時代に高揚した労働運動や社会運動の状況では、ややもすれ

ばアメリカ資本主義が悪くソビエト社会主義が正しいという気持ちになっていました。

そのころの葛藤や当時の気持ちの揺れを感じ取るのは、今の 50 歳代以下の人には難解

かもしれません。 

しかしこれまで原水禁運動を牽引されてきた方々の「被爆者の実相」を原点として物事

を捉える姿勢がしっかりしていたからこそ、今日に至るまで少しの動揺があったとして

も、何かある度に原点に立ち返ることによって運動が続いていることがわかりました。 

 あまりにも悲惨な核兵器による被害から、この核の威力を平和的に利用したら人類に

恩恵をもたらすのではないかという考え方、つまり核の平和利用（原子力発電）をめぐ

って、森滝さんも一度は迷われたそうですが、しかし、ここも核被害の実態に寄り添う

ことから修正がされてきたことに大きな意義があるとのこと、納得できました。 

 劣悪な環境でのウラン採掘現場で働かされていたオーストラリアのアボリジニーズか

らの訴えがきっかけとなり、しかも格差社会という構造の中で、弱い立場の人々がウラ

ン燃料の処理過程までのあらゆる場面で被曝していること、また、フィジーでの南太平

洋諸島の人々からの核実験場としての核被害を受けていること、さらに今後は原子力発

電で発生した核のゴミの捨て場所になるとの危機感も共有されつつあること、等々の積

み重ねの結果として核被害を告発

する立場をまとめると、原水禁運

動のテーゼである「核と人類は共

存できない」「核絶対否定」にな

り、それが時を経て確立されてき

たことがよく理解できました。 

 「被爆者援護法」が真の「国家賠

償責任」でないことは多くの人が

理解していますが、その根底にあ

るのが、「すべての戦争被害」は国民が甘受すべきだあると国家が犠牲者に押し付ける

「戦争被害受任論」です。安倍自民党政権の憲法改悪構想こそ「国民を守る」どころ

か、底流としてある「戦争被害」は等しく（軍隊は別）受忍せよとの理不尽さ、そして

生命の軽視と弱い立場の庶民の切り捨てと同義であることに気づかされる講義でもあり

ました。 

これからの戦争は核戦争の危険性と表裏一体です。しかし、緊張が続く世界情勢の中で

明るい動きが始まりました。そうです、被爆者の証言や世界の市民運動のうねりで、今

年核兵器を持たない国々が中心になって、７月に国連で採択された「核兵器禁止条約」
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です。原水禁運動の大きな成果として核兵器廃絶につなげる責任を改めて確認しこれか

らの運動への新たなエネルギーを生む講義でした。 

原水禁学校第３講座では秋葉代表がこのことの意義と課題で講義をされる予定ですので

楽しみにしています。 

原水禁学校は一般の方参加も歓迎しています。カリキュラムを紹介しますので是非御参

加ください。（報告事務局・渡辺 宏） 

                                           

月 日 時間・会場       内     容 

10 月 25 日

（水） 

  

18::30 

～20：00 

自治労会館 

   大会議室 

① 「原水禁運動の歴史に学ぶ」 

 

 講 師：金子哲夫さん 

   (広島県原水禁代表委員) 

   

11 月 25 日 

(土) 

   

13：30 

～16：00 

旧被服支廠 

及び大本営 

団司部跡 

 ②「被爆体験をどう継承するか」 

＊フィールドワーク 

現地証言者：中西 巌さん（旧被覆支廠

の保存を願う懇談会代表） 

＊参加費：500 円 

12 月 13 日 

  (水) 

   

18:30～ 

20：00 

  自治労会館 

   大会議室 

③ 「核兵器禁止条約と日本の役割」 

 

講 師：秋葉忠利さん 

(広島県原水禁代表委員) 

1 月 27 日 

  (土) 

18:30～ 

20：00 

 自治労会館 

  大会議室  

④ 「エネルギー基本計画と脱原発」 

 

講 師：木原省治さん 

      (広島県原水禁常任理事) 

 

2 月 9 日 

   (金) 

   

 18:30～ 

20：00 

  自治労会館 

    大会議室 

   

⑤ 「被爆二世裁判の意義と課題」 

講 師：足立修一さん (弁護団) 

   

 

 

 

  関連行動  ＊3 月 11 日（日）14：00～「さよなら原発ヒロシマ集会」 

原爆ドーム前集合 集会とデモ行進を予定しています。 
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     朝鮮学校無償化裁判支援を！ 

               国主導の差別裁判を跳ね返そう 

   

朝鮮高校無償化適用除外は国主導の差別だ！ 広島無償化裁判を支援する会や広島ハ

ッキョ オモニ会らが、全国集会にあわせて街頭行動を展開 

 

１０月２５日

１８時３０分か

ら東京・代々木

公園で「朝鮮学

校の子どもたち

に学ぶ権利を！

全国集会」が開

催されました。

広島では毎月１

９日の日に街頭

行動を行ってい

ますが、今回は

この全国集会と

連携する形で同

日２５日に県庁

前と広島市役所

前で、無償化裁

判を支援する会や朝鮮学校の教員、保護者らが集まり街頭に立ちました。夕刻より１時

間の行動で、７月に出された広島地裁の判決の不当性や、生徒たちの思い、また保護者

の願いを行き交う人へ訴えました。同時に「不当判決を許さない」としたチラシも配布

しました。 

政府は朝鮮民主主義人民共和国の拉致問題や、ミサイル問題などで国民を煽りたて、

関係のない生徒たちの学習権を今も奪い続けています。この街頭行動中にも、暴言をあ

びせ逃げた人がいました。私たちは、この差別に対して真正面から向き合い、私たちの

問題として今後もとりくんでいきます。 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

    

すべての子どもたちに豊かな教育を！ 

       2017年度豊教連第 1回幹事会開催 

県立高等学校は少子社会の影響で、特に山間地や島しょ部での生徒数の減少を

理由に小規模校の廃止がされて、生徒とその親に対する経済的、肉体・精神的に

二重、三重の負担が強いられてきました。 



12 

 

豊教連（議長：平上宏二郎自治労県本部副委員長）はこの間小規模校の廃止に

対しては署名活動などを取組んできました。 

10 月 27 日に今年度第 1 回幹事会を開催し、活動方針として、2016 年は統廃合

による小規模校の廃校の動きはなかったものの、引き続き「すべての子どもたち

に豊かな教育を！」をスローガンに、小規模校の存続と教育の充実を求めるため、

選抜Ⅰが行われる前に広島県教育委員会等へ要望書を提出することを確認しまし

た。 

  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「戦争をさせない・9条壊すな！ヒロシマ総がかり行動

実行委員会」発足へ 

10 月 27 日「ストップ！戦争法ヒロシマ実行委員会」世話人会議が広島弁護士 

会館 5 階会議室で開催され、安倍改憲を跳ね返すためこれまでの運動の柱「秘密

法廃止、戦争法廃止、共謀罪法廃止」の 3 課題を引継ぎ、「9 条改憲阻止」をメ

インにして、「戦争をさせない・9 条壊すな！ヒロシマ総がかり行動実行委員

会」に名称を変更、11 月 2 日開催する「憲法のつどい・ひろしま」の学習講演

会において今後の運動の提起を行うこととなりました。 

主なる行動：「3000 万人署名」を成功させ安倍改憲を阻止する。そのため県

内各地において学習会を行うとともに、12 月 3 日、2 月 3 日、3 月 3 日、4 月 3

日に街頭行動を行い、5 月 3 日の集会を区切りとする。 

19 日行動は 3 日行動へ移行して県内の各運動団体へ呼びかけて、共同行動を

行えるよう運動を広げていくことと追求します。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「被爆二世国家賠償請求裁判」 

 10.26 広島地裁にて第 3 回公判開かれる 

  10 月 26 日広島地裁において、原爆被爆二世国家賠償請求訴訟の第 3 回公判が開かれ

ました。この裁判の意義・課題について訴訟団の一員で、広島県原水禁常任理事の岸本

さんに裁判経過と課題を綴っていただきました。 

 平和運動センター・県原水禁は、この裁判の支援活動を強めて行くためにぜひご理解

とご協力を呼びかけます。 

 

 

―国は私たち被爆二世の「不安」解消の責を果たせ！― 

「被爆２世集団訴訟」のお願い 

 

「原爆被爆二世国家賠償請求事件」―これが 2017 年 2 月 12 日に私を含め２２名（※その後４名を

追加し計２６名）が広島地方裁判所に提訴した「被爆２世集団訴訟」の正式名称です。同月 20 日に

は長崎地裁においても 25 人が同様の訴えに立ち上がっています。「請求の原因」を訴状では次のよ

うに書いています。 
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「・・放射線による被害が被爆者の子に及んでいることが一定程度判明し，その客観的根拠が示さ

れてきているにもかかわらず，被告はそれをいたずらに否定し，あるいは意図的に隠蔽して，不当に

も『被爆二世』に対する対処は不要との態度をとり続けてきた。本件訴訟は，このような被告の被爆

二世に対する対応が，本来なすべき国としての責務に反するものとして，被告の立法不作為について

国家賠償法 1 条 1 項に基づき被告の責任を問い，原告らに対する賠償を求めるものである。」 

（マスコミは、「被爆二世を対象外としている『被爆者援護法』（1994 年末に成立）は二世の生命や

自由、幸福追求権を保障した憲法（13 条）に違反している（という主張だ）」と報道しました。「現

行援護法は無効だ」ということではなく、原発事故被災者を含めて放射線被害者に対する援護施策は

「二・三世も加えた完全なものにせよ」というのが私たちの真意・主張です。） 

 

 第 1 回口頭弁論は 5 月 9 日、広島地裁（小西洋裁判長）において、原告代表２名の意見陳述と弁護

団（6 名・広島からは足立修一弁護士）の代表者（大阪の在間秀和弁護士）の弁論を行いました。原

告は「４人の子のうち２人が死産となった母親の無念。二世のいとこの 30代での白血病死。年を取

るにつれて父親と同じ病気や症状が現れることへの不安などを陳述し、『不安』が放射線被害の本質

であり、その解消こそが国の責務である。」と訴えました。弁護士は「本来援護の対象である被爆二

世がなぜ埒外に置かれたのかを問う。全国に何十万人と存在する被爆二世がこの帰趨を見守ってい

る」と裁判の意義を強調しました。 

 8 月 22 日には、追加提訴者 1 名が意見陳述を行い、国の反論書の提出を待って、10 月 26 日に第 3

回の公判が開催されました。公判では、こちらの再反論提出の期限を提案し、次回公判の日取りを

2018 年 2 月 13 日と決定しています。 

 

 国の反論である「第 2 書面」は実質 31 ページに及び、そのうち 25ページ分は国の被爆者援護対策

へのスタンスを立法経緯に沿って述べており、興味深いものとなっています。残りの 6 ページに

「（主に放影研の研究結果からは）被爆二世への遺伝的影響があるという証拠はない」と主張し、立

法不作為並びに現行援護法の憲法違反の訴えは不当であるとの論を展開しています。しかし、放影研

以外の研究・主張を意図的に無視しているだけでなく、「遺伝的影響がないことが明らかにされない

ことによって私たち被爆二世が健康不安を強いられ、不当な差別や偏見を被っている」という被爆二

世問題の本質を全く理解していない代物となっています。 

（※書面には、被爆二世問題に関わる国会での政府委員の答弁を 1957 年・1971 年・1978 年・1994 年

と 4 カ所引用しているが、肝心の 1975 年の衆院社労委における森井忠良議員の「放射能と遺伝との

関係は、厚生省の見解としてあるのかないのか」との質問に対して「あると思います」と佐分利厚生

省局長が答えている議事録については当然ながら記述していない） 

この裁判への私的な思い・期待 

1970 年から 1980 年代にかけて広島・長崎の自治労や国労・日教組などの労働組合が次々と「被爆

二世の会」を立ち上げ原水禁運動の一端を担いました。当時の最大の運動課題は「国家補償に基づく

被爆者援護法」の制定にありました。 

動員学徒や植民地支配下の朝鮮人を含む多くの市民が熱線や爆風によって残酷極まりない死を強い

られ、かろうじて生き残った私たちの父母たちも放射線の急性・後傷害等により心身に大きな傷を負

わされました。 

被爆者は被爆直後から流産や死産、子どもの出生時障碍などの噂や報道に苦しめられました。60 年

代末、被爆二世の白血病死が相次ぎ報道され、1972 年 6 月には故石田明先生の被爆教師の会をはじめ

旧総評・社会党系 7 団体が「被爆二世問題連絡会」を結成しています。そうした被爆者たちの取り組

みは、1989・1991 年の 2 回にわたって参院可決・衆院否決廃案となった原爆被爆者援護法案では、二

世の健康診断と医療保障を実施する「二世条項」として結実してもいます。 
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しかし、その後の 1994 年に連立政権下で、（連立の証として）被爆 50 年の節目までにと急ぐあま

り、議員立法で妥協・成立させた「被爆者援護法」はその対象から（在外被爆者とともに）被爆二世

を排除してしまいました。 

私の叔母は、被爆当時、相生橋のたもと産業奨励館の北側に位置した日赤広島病院分院に勤務して

いました。その日は、出勤を遅らせたために、私の父とともに段原新町の自宅で被爆し、９日からは

日赤広島病院で連日救護にあたりました。下痢や脱毛などの急性傷害に苦しんだ末、結婚・出産を避

けた結果、「原爆孤老」としてその生涯を終えました。父親も私の兄が障碍を負ったことで苦しみ、

自身も 50 歳で病を得て、14 年の闘病生活の後他界しています。 

放射線の遺伝的影響を最も恐れ、影響がないことを願い、否定しようとしたのは誰よりも被爆者自

身であったと思います。心情としては当然なのですが、（一部の被爆者・団体を別として）被団協が

二世の人権・権利要求をその運動課題としてこなかったことが少なからず影響したと個人的に思って

います。そしてその後も、そうした被爆者の心情につけこむことで、被爆二世の権利要求を国家・行

政は拒否し続けているのです。 

 

全国被爆二世団体連絡協議会（二世協）は 1988 年の結成以来、（援護法制定運動のさなかも含め

て）毎年、立法府・行政府への要請を続けています。（この間、二世協は、韓国はじめとする在外の

被爆者への援護法適用の運動に取り組み、最終的に司法による判断を求めたことで、2010 年までにほ

ぼこれを解決しました。） 

被爆後 72 年、二世への適用を認めない援護法成立から 22 年以上が経過しようとするなか、国家の

指導者や官僚たちが再び過ちを繰り返そうとしているなかで、やむにやまれぬ思いで私たちは訴訟に

踏み切ったのです。 

かつての戦争被害への完全補償を求める取り組みは、その財政負担の重さ故に国家に新たな戦争を

断念させるという意味でも重要な反戦運動であると考えます。原水禁に結集する皆さまのご支援をよ

ろしくお願い致します。 

以上 

 

広島県原水禁常任理事（広島県被爆二世団体連絡協議会幹事） 岸本 伸三 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

東アジアの平和のために、今こそ！ 

  憲法理念の実現をめざす第 54回大会（護憲大会）開催される 

10 月 28 日～30 日にかけて、東京教育会館を会場に、全国から約 1,200 人が参

加して、第 54 回護憲大会（略称）が開催されました。 

今年の大会は、10 月 22 日投開票がされたばかりの第 48 回衆議院選挙後の大

会でもあり、第二次安倍自公政権の批判とともに安倍一強政治に終止符を打つこ

とを求めてきた全国の運動の突合せと、今後の安倍改憲に立ち向かう運動の意思

統一の場として大変重要な大会と位置付けられました。 

今回の衆議院選挙で自民党は「自衛隊の明記、教育の無償化・充実強化、緊急

事態対応、参議院の合区解消など 4 項目を中心に憲法改正をめざす」として、初

めて国政選挙での重点項目に「憲法改正」を打ちだしました。 

日本維新の会も「9 条改正」を公約にし、希望の党も憲法 9 条含めても憲法改

正論議を進めるとしていることから、国会における改憲を掲げる政党が 80％を
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占めるなか、憲法調査会での議論をはじめ、かつてない改憲に向けた動きが加速

することが明らかです。 

 

今大会の主催

者あいさつで、

藤本泰成実行委

員長（フォーラ

ム平和・人権・

環境代表委員）

は、では、安倍

政権のこの間の

様々な政治によ

る国作りについ

て総括をして、、

反動法の強行成

立は一連の安全

保障政策の転換を行い、米国と一体となって戦争のできる国へと導いている、政

財界が一体となって進める政治・経済動向を多角的にとらえて、平和憲法を活か

す運動の強化が急務であると述べられました。 

その後勝島一博同事務局長の基調提起を受けて、二日目以降は 7 つの分科会に

分かれて研修・議論が行われ、それぞれの分科会において、我が国の現状につい

て、原発推進、武器輸出、辺野古基地強行建設、核兵器禁止条約不参加、教科書

攻撃、東アジアの緊張促進、朝鮮学校無償化裁判にみられる国家が差別を助長な

ど、まさに平和と民主主義が破壊されていること、世論を誘導に打ち勝つ運動の

強化について熱心に議論がされました。 

産軍一体化、国民の生命と財産を守るどころか再び戦争のできる国作りに邁進

する安倍政治を許さない運動を、具体的な争点である「9 条改憲」阻止の運動へ

集中して取り組まなければならないとして、「戦争をさせない 1000 人委員会」

に結集し、総がかりの運動を全国で展開することで、この改憲の動きにブレーキ

をかけることを確認し合う大会となりました。 

今後広島県内においても平和運動センターも総がかり運動の一翼を担いながら

何としても 9 条を壊させない、平和と人権を守る運動への結集を呼びかけていき

ます。 

この大会に広島県県護憲から 14 人が参加しました。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 新証拠「下山鑑定」について確信を持とう！ 

10.31 狭山事件の再審を求める市民集会開催される 

10 月 31 日、東京・日比谷野外音楽堂において「狭山事件の再審を求める市民

集会」が開催されました。 

集会では、石川一雄さんから「全国各地から結集いただき、ありがとうござい 

ます。残念ながら、再審開始どころではなく事実調べもされないまま、判決から 
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43 年が経過しました。私にとっては、やるせない気持ちですが、多くの人たちに 

支援していただく限り、来年こそ、再審開始されるよう求めていきます」と、ア 

ピールがありました。 

そして、弁護団か

ら「石川さんの自

宅で発見された被

害者のものとされ

る万年筆が、被害

者のものではない

ことを科学的に明

らかにした下山鑑

定を、新証拠とし

て裁判所に提出し

ています。裁判所が、

下山鑑定の意義を認

め、弁護団の主張を

認めさせるためには、

新証拠の意義につい

て各地での学習会や広く報道してもらい世論を大きく喚起していく必要があります。」

と、報告があり 

ました。 

この集会に、広島県部落解放共闘会議（部落解放同盟広島県連合会参加者く） 

から 4 人が参加しました。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 


