
はじめに

転たSうは f按と人疹は共存できない，tい うことを社会に径慣し 原発む箪事基地も僚長続も

無い世界の実獲をめgしてL、ます..た初"年，り..，広島膏"'A興u・gの平和国側修tの共同

の"旬組みと Fぶっています.
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『宇和jと酬いて伺を思い浮かペるどろう か， ，戦争がない状衝J.'そニそこ乗し〈司降らせる

状徐」 だろっか. 日本は "年余り 「戦争が沿い状館』が続いた閏だ しかレ、 それは 「臼本本

士』で f織".d:t.包い伏蟻，，というl:ijI!t-'付であ勺た.帰国の伺鱒半島 では"隼ilf<輔鱒験・が峡

わらず、米軍n..事椴曹等で手島に圧力をかけ 原?シアを緊張状態に..続げてきた. "本も

日朱安保によ 旬米軍に土地や財麗や酬，.梅ま で供与L、近年は米軍どの合間2庭事演習も行ってさ

ている. 1945年以降神縄では 農地や住居 合取。』ニマ'*¥fI'Jljt色を盗殺した ιI'f. rL~政府瓜南

西諸島への向倫隊基地....~強行している. 安保法酬の制定など M 米"・-体化 強化が通めら

れ ぐいる.レかし今年、東アシア柵野J念大舎〈動い1';. 4月幻自には朝鮮単島の甫""脳が笑顔

e纏'1'し 自主的平和的統 、朝鮮学島の非忠実化を宣言 した. ，月"日に"米朝会桜が汗われ

共同声明が奇襲2された.朝鮮駿争のw.. 合2を併験合意そして平和智協定へ向かわせるための必死

の努力が酔1r，れてL匂 )t'JIJ， h7 ~ 伝 子主
一方 自米間政府ば 仲縄辺野古の術基地匂飴や米海兵隊掛凶基地 (山口県)への稲隊増強

2十両 事官刑{山口県)~の迎軍 ミサイ ルγステム 《イ シヌ アνョア}併薗を非常に強制極的乙

itめている，告白で凶、'"録医健槍将監NOの意思が住民創建司院により示されたが 政府は稽助金

カッ トなどで市を締めLげ 地減の反対の声を無視して強引に計測を遡めよフと している.沖縄

でも、 名護市民役軍で 『迎野'"U泡NO!Jの.息が示され"が 政府は蔵地衛星安を止めよう

とせず、 、フ墜1<'や暴行致死事件が".て伝お 怜縄県に傷.な庄3りをかげ続時ている.

共生へ向かおうと必死で愉畿を昆ねる朝鮮港島の欄北首脳と それを後押しする袴外冒円宇和

に向泊予ために尽力する陽園の組員で 仲縄や滋圃の民曹を女字どおり踏みにじ りながらλ置の軍

備に-HJtI:使う 日本は いった".こ内向かうつむりな切点、.

多 くの市民;:1，.æ権合体化.進め、 軍事カ"詳細を作るなと tいう酌帽の~察忙咽されですま

い会いL 閣の仔カにれ負けていない“『戦争反対 !J rアペ政治NO!J ~掲げ、各地で軍事基

抱強化反剣溢動は枯 り雪量〈取り組 玄S也、 放軍再.定7の目処は立。てい俗も、..た 2015年安全

保障関連絡や 2017俸に俊府が強引に成立させたS客様男に対しても 各嶋守国会前でた〈さんの

反対の賓がお "、 成立後ιその怒町 の声は犬舎"よっている.

自らが符つk.止の軍備を正当化する台めに永遣に敏を求め続けるのか

憲法の理念会具現化し 近鴎閏《の鍛穂波寮を鵠7し鮪たな関係を構策するのか.

棺巴たちは 松fニ'.のめさすととろ金、 8月6日開@の闘に脅え、

少しサつでも 払たちの温む平拘へ近付けるよフ、 4与を防み

凶そラ.その渉.進めることこそが 1945年 {昭細'"年)." 

8白金繰り返さないための 歩になるだろう.
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o.・・問題

被帰省"!I訟の背.

被爆者は放射線を浴びた影響で、(u病気やケガにかかりやすいこと (2)病気やケガをし

たとき その病気ペヶガが治りれくいこと '"病気やケガをしたことによコて認定疾病を誘

発するおそれがあること等から、被爆者後棒法に基づき各種手当や医療費助成などがある.

在外被.者，、.・者11.隆法の完全逓隔を

日本外に住む盆外被婦者は被爆者援護法から適用除外とされてきた，在外被爆者本入力裏金

利を起こし、勝訴する中ぞほとんどが適用されるよつにな 3た. しかし 干続きの煩雑さな

どまだ課題が残っている.在外被爆者がどこに住んでいて恥岡本に住む被爆者と同じ後議を

受けられるよう求めていとう内

原鍵の人体への修響の過小評価を智与さ.い

原・m認定却下取消訴訟

被爆者が「原爆症認定却下取消訴訟」に立ち上がった結果、 国の却下処分を殺す判決が栂

吹いだ"日本政府は2008年と""年そして，"ドと認定基準を改めたというが 被爆者の実情に

は沿っていない そのため解売に七らず原爆族認定を胤下された被爆音1211，が殿町桝しを求め

る裁判(ノ モア ヒハクンヤ誹必)会起こしといる

被燭体験者

~山奇陳婦に遭いながら制度上は被婦宥 Jレ認め勺れてLサμ、「被爆体験者(※ u ，が 凪や

県畏崎市に被爆者健康手帳の受付などを求め網勺ている.2016年"月 長崎地税は第二陣原

告団に対して原告一部勝訴の判決を卜した. 2017年"月 l~ U 最高続"第 陣'""人中 '" 

人のJ十作を溢Hる判川崎合 周い概した，人につ」げは 審舟を地hly作し戻し犬。

※， ..体厳省とは..原燭の投下略国が定める.・地舗〈南北約"キロ取西約7キロ】の併にいたために畿

.者・a民手帳が交付されない人たち

黒い雨

広島原爆の投下後に降った「黒い問，について 口本政府が指定している区械外でも多〈

の人が「雨が降り 健康被害を受けた」と訴えビいる"2015年"月 放射性降下物を含む 「黒

い雨J;::.遭って鎗摩被君臨を受けたとして 0'人が被爆者健康手帳などの受付を求めど広島地

裁に提訴している 201 7年 6月刊 U 新たに"人が広島地裁に追加提訴した

原告が問題としているのは 院本政府の 貫しに被爆の過小野価である.これは福島第

原努事故被害者にも禦がる問題であり 見溢ごす 三とはできない@

..二世への値帰省鍾置2去の適用を・ち取ろう

''''与に成立した「原チ爆弾被爆者に対する援護に関す る悠律Jの附帯決議にはc;被爆

者 kその子及び孫に対する彫響についての罵査研究及びその対策について十分配慮し ご

世の健康島断については、継(mして行なうとともに その置かれている立場を理解して 届



充実を図ることけとあるが 被婦二世 {濃"に均L"が行っていφωUq;-闘の鍵庫診断

(単年度裕司Ilのみである.しカ も各宵治体にまかせているため 6治俸によ q て陪ー世が

憾2診を希有置し ても f下算の都合 lといフ想闘で健司参ができなくなる場合がめる.

盆姻彼ゅ一世団体途絡協議会 (金姐二位~) な どの給り鈍い運動により、 2016年度よ り多

発性骨鑓屋町検査が加わq た.しカし.厳嫌二世の"大の<，安要棄である がン』ついての検

lhJ;td::"含まれてー ない.厳録三憎については健康彰断すら行っていなー、

健康不安砂柄える一世uたくさ仰いるが鮫句ーから均年に宿る現在も銀鋼僚は実喫してい必

いz ニつした伏祝.解ちそするため 全国て栓協はやむな〈旬訟による傍決を目指し 被ゅー

惟ι後穫を求める忠団訴E去にtまわトがョた.現在、広島安崎共 啄告は26人むある.合せ

一て 図重人制"J:'a'-'"の・きか'"'(， ri勺ているg h d然
後...量ニ但'" 蝿眠.ほどち ;:，iI' b'・E・-でみる~t. . i1'っ.が広島で線姐l.t，稲倉ほ・例1IJr-61!I回以鱒

に 観が長崎で司E・し?と場合，..月4目以降に2聖書札たλのこH 曾'

0.".. 
201l年3，1U11:Iに発生し犬暖京電力繍島第胤径の.敏(j;A<t:fl東せず 厳鮒'"による汚命ホ

~， 6;れ流 vのま ，であるに恥かかわら r 現在高浜大・"帳.・. "基が機働~(そのう" 伊方

h符機川内 1• :1号機 高浜4号機，.忠期利食膏ψ.2長/':.17劣3停機は 2017年 I~ Jì l:I(1 、広島

楠織において遍・".止仮処分命令が幽 ており 2018年s月以J自まで停止).，ある.そし て米山知

事僻事による鋼防局知・選挙では与党振の候舗O!-Jj;当週.風発事，.避‘聖者防訟においては凶の笛償

資径を認める判決が倒吹いでいるむのの金額はご〈わずかn 新潟県知事選にお吋る朝日漸筒込山

口調"* -t'~)再稼個耐震 '165% 再惚働"成却%にみられるよ 山 原健μ反対の世舗は噴いものの

股拍にそれが充分反映3れな、状況が鰻い-c，、る.

しかし 使刷演み依脈事券の保管プールが横4ぜになるのiよ時閣の問題でめり、 現に斜線働した玄

iO腕径は5-7与でプル方議停になるといわれているR そのためプールにλ孔ない E従来信藤 l

が検討されているが、そうなると原発税絶自治体は雌射性HlJl物の軍最斜処分胞にも実質的Uま

"勺てしま'.

また 国策 である際発によろ事故被嘗省への補償が非常トニ低微なのは 2唄伝どの駿争被嘗者

の補償がほとんど無いことを思い起こさせるし l<姥事故砿絶域社会 Ò l 、ッ ~r~，を線灘させる

3次元の懐倉だ付でも巨人である1:1 後期間に属るm・4能向島 被喝を含め""正の集大な厳

曹になる左いう現Ja:~ v(~ま~ては伝ら立L 、、

山口県上関町 では 員食後め原鳶色..と曾われる上閉原発隆俊会計画主れている. L語、し筏島の

島民をはじめと」た反対運動が:-16卑にわた旬 、建般を温んできた日私レ 原発ができて しまい

本敏が鎧これば 広島は再び紘射能の彼省を受ける ことに似る そんなことは絶対にあうて"勾

らaぃ田 中鋼電力が上倒原鐙睡震を目.."図ノ薗の 会有*画担め立て金野の...量 削延侵を野可

Lた村伺山口県知・だが免訴刻限は2019年 '"6目だ.なん<Lても再延H 阻止Lょう.



。織をめぐ§現状

高齢化しだ被婚者は残された時がないこをを知η て危機感を覚え 最後のカを振り絞って核兵

器の廃絶を訴えている。そのような核煙者の訴えは「核兵器廃絶国際キヤンベ ンj の運動を発

展させ核兵絡を持たない多〈の国々を働かし昨年 7月に国連で核兵器繁止条約が制をされた

現在，" 園 (ガイアナタイ ハチカン メキンコ キューバパレスチナベネズェラハ ラ

， オーストリア ヘト7ム、コスタリカ)が批准している。この条豹は印ケ閣が批准した初日

後ト発効するz 私たちは日本政府がすみやかに三の条約に署名し 批准司るょっに遍動を強め亡

し、かなくてはならなも、 私た院は被爆者 人ひとりの酌えに耳を傾け際婦に悲惨さを学び署名

などを通して核共器のない世界の実現のためにこれからも行動していく，

まとめ

私遣は被爆音 二世二世と左もに侵略戦争も骸兵器も原発ホない世界全封指す 闘うアシ

アの民衆止連帯Lて 憲法九条を活かし 米軍再編を阻止して Yシアから全ての米軍耕地を徹

去しよう l 問時に 上聞原禄建殺計画面を臼紙調敏閉させ全ての原発令廃炉にし上九そして凶

境を越えた労働者民衆の図結ど反戦反被反原発被爆者解殺の闘いを前進させ人間らしく

と主き Gれる世界を作り出そう 1
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アジア@人と手をつ怠いで

平和を実現じよう 1


