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重視される積極的な論拠を明らか
にするように求めています。
がどの点を争うのか、明らかにす
るよう求めました。

広島地方裁判所

原爆「黒い雨」訴訟

11:00集合 広島地方裁判所

４月１７日（月）

2017年

11:00～進行協議 209号
11:20～弁
論 302号

主張していく予定です。

＊「機序」＝しくみ メカニズム

５ 基本墾の速記録

被告らから開示を受けたものは
有識者名が黒塗りになっていま
す。新聞報道によれば、発言され
た有識者の個人名も開示されてい
るようですので、有識者個人名を
黒塗りにしないもの等の開示を求
めています。

６ 最後に

徐々に被告ら
を追い詰めてい
ると思いますの
で、今後ともご
支援をお願い申
し上げます。
以上

福島原発ひろしま訴訟
原告団長 渡部美和

▲６年ぶりに訪れた、避難元の福島
市飯野町で撮った写真です。懐かし
い友人や場所に再会できました。原
発事故がなければ、私は今もこの飯
野町で、田畑や子育てや仕事をして
いたことでしょう。

＊

３「黒い雨」降雨地域の範囲

意見陳述もある予定です。
傍聴よろしくお願いします。

弁護団事務局長

２ 原爆による
放射性物質の降下の機序

５月１７日１５時～
広島地方裁判所

弁護士

竹森雅泰

広島市長は、昨年の「平和宣
言」で国に「黒い雨」降雨地域の
拡大を求めました。しかし、裁判
では「回答者が正確な記憶に基づ
いて回答したかどうか疑わしい」
とか、「各雨域については、いず
れもその正確性に合理的な疑いが
残る」などとして、真逆の対応を
しています。まさに「二枚舌」と
いう外ありません。今後、さらに
主張を補充する準備をしていま
す。

福島原発ひろしま訴訟

４ 放射線の人体影響

黒い雨裁判の傍聴に行く度に、原告
の皆さんの懸命な姿に、勇気を頂きま
す。４０年近く運動で権利を勝ち取ろ
うと努力され、それが叶わず裁判を起
こされてから今日まで、どれだけの絶
望を味わって来られたのでしょうか。
今だに続くその意気込みや、諦めない
強さはどこから湧いて来るのでしょう
か。それを知りたい、学びたいがため
に私は傍聴に通っている気がします。
どうか、早く、当たり前の権利が勝ち
取れる様にと、祈る様な気持ちで応援
しています。

「移住者」と呼び名を変えられて
2015年7月から、福島原発ひろしま
訴訟が始まり、私は原告団長になりま
した。原告団は福島の避難区域、避難
区域外、関東からの避難者で成り立っ
ています。皆、原発事故による放射性
物質への不安から、やむを得ず広島へ
避難し現在に至ります。
今年の春には、これまで全国の避難
住宅に入っていた原発避難者は、避難
区域からの人も指定解除とともに、政
策により住宅補償が打ち切られ、その
後は『移住者』と呼び名を変えられ
て、貧困支援対象者と見なされようと
しています。
原発事故が既に終わったことにさ
れ、避難さえ許されないこの国の現実
に、心が押し潰されそうになります。
国を訴えるということは、この国を作

現在の到達点
国が言っていること
裁判の争点

諦めない強さに

被告らは言及すらしていませ
ん。裁判所も、内部被曝を主とす
る原告らの主張について、被告ら

『黒い雨裁判』の原告の方々と私の
出会いは、裁判が始まる前の2013年4
月、放射線影響研究所に一緒に行った
時のことでした。その時に示された残
留放射線に関する放影研の見解は、福
島原発事故による低線量内部被曝に対
する国や一部の専門家の意見にも共通
し、被害者の立場に立ったものではな
いように感じられ、私の中で悔しさが
込み上げてきました。けれども黒い雨
原爆被害者の会の方々の「前はもっと
ひどかった、ようやくここまで来た」
との言葉を聞き、長年にわたり粘り強
く闘ってこられた根気と、諦めない強
い意志に強く感銘を受けました。
国の認定の線引きから外れたために
原爆手帳が取れず、被爆者と認定され
ない方々が、４０年近く運動して来ら
れたことに、私は気づかず生きて来ま
した。私は入市被爆の祖母を持つ三世
ですが、原発事故に遭うまで無知でし
た。

第７回
口頭弁論期日の内容

被告らも「放射性物質が含まれ
た『黒い雨』が降る一般的、抽象
的な可能性はあり得る」としつ
つ、湾岸戦争の時にペルシャ湾で
「黒い雨」が降ったが放射性物質
が含まれていなかったなどとし
て、「黒い雨」に必ずしも放射性
物質が含まれていたことにはなら
ないなどと主張しています。
しかし、原爆とは無関係の湾岸
戦争の「黒い雨」を持ち出すこと
自体が不適当です。原告らは、被
告らが原爆によって放射性物質が
降下することを認めていることを
前提として、その人体影響等の大
きさを最新の論文等をもとに今後

原発事故に遭うまで無知でした

って来た私自身を訴えることでもあ
り、裁判の原告になるということは、
自分自身の生き方にも向かい合うこと
であると気づかされます。

原発事故避難、司法に問う

福島原発事故により、私は移住して
いた福島県福島市から、生まれ育った
広島へ避難して来ました。原発事故は
終息しないため、避難生活は今年で７
年目に入っています。

を採る論拠、特に私的諮問機関に
過ぎない基本墾報告書が、救護被
爆訴訟の広島地裁判決よりも殊更

ホームページを開設しました

報 告
２月 日午前 時 分から
広島地裁３０４号法廷で第
７回口頭弁論期日が開催さ
れました。

原爆「黒い雨」訴訟を支援する会
広島市中区堺町1-2-9-203 広島県被団協
事務局長 高東征二

被告らは今回提出した第５準備
書面で、原告らの主張は「被告ら
の主張を正解せず」とか「無関係
の事情を論難する」とか「独自の
見解を述べる」などと抽象的な批
判はしますが、「現時点での反論
の要を認めない」として具体的な
反論は行いません。
この点について、原告らは期日
後に求釈明補充書を提出して、法
令の解釈適用は裁判所の責任だ
が、法制定に関する歴史的事実は
認めるのかどうか、異なる解釈論

訴訟を支援する会
No.７ 2017.4月 ニュース

被団協付録第４５９号

１ 被爆者援護法
１条３号の解釈

原爆

「黒い雨」被爆者全員に手帳を！

砂 池 貢 さ ん（85歳）

向かって左が石内川、右側が大
地川。改修工事でどちらの川幅
も２倍ぐらいになっています。

て持って帰られました。池
田さんは、次の日、おいし
かったと言われましたが、
その後は知りません。
何日か経って、顔が腫
れて目が開かなくなりまし
た。近所の横山医院で診て
もらうと、尿毒が回って、
腎臓病だといわれました。
２カ月くらい、食事制限を
受け、塩気のない食事で、
体がだるく学校は休み続け
ました。年が明けても学校
へは行かないで農業の手伝
いをしました。
同じころ、手や足、体の
上までデキモノ（赤い斑点
が皮膚に現れる）ができ、
薬がなかったのでなかなか
治りませんでした。川に入
って、真っ黒い水に足を浸
けたのが悪かったのだと後
悔しました。
歳で胃潰瘍になり広島
総合病院に１か月入院、
歳で前立腺肥大になり手
術、２年して前立腺ガンが
見つかり摘出手術をしまし
た。その頃、腰や足も悪
く、ヘルニア、坐骨神経痛
などで通院、最近では頭が
ふらふらします。
私は、黒い雨に濡れた
し、灰やチリの降る環境に
いたし、真っ黒い水に足を
漬けたことを思うと、放射
能を体内に取り込んだとし
か考えられません。国は我
々にきちっと向き合って事
実を調査し、生きているう
ちに手だてをして欲しい。

土橋で作業をしていた
姉をさがしまわって
帰宅した父を囲んで…
坪野国民学校２年生で、校
舎の裏のサツマイモ畑で草取
りをしていました。ピカー・
ドーン！先生が来られて、み
んな家に帰るように言われ４
・５人で帰りました。東の空
はまっ黒くなり、たくさんの
紙切れが落ちてきました。わ
いわいと言って拾いながら帰
りました。
上の姉は結婚して市内の翠
町に住んでいましたが、１歳

「黒い雨」訴訟は
被爆者訴訟の
集大成

弁護士 竹森 雅泰

の姪を連れて家に帰っていま
した。母と４年生の姉も家に
いました。食事を済まして、
畑に行く母について行きまし
た。辺りは真っ暗くなり雨が
激しく降り出したので、急い
で引き返しました。後になっ
て、これが黒い雨だったと知
りました。
２番目の姉は、加計の実業
学校を卒業して市内の基町に
あった営林署に勤めていまし
た。６日の朝、土橋で作業を
していました。父は心配して
７日から毎日探しに行きまし
た。元安川の川に浮かぶ死体
をトビで引っ繰り返したり、
そこらじゅうを歩き回って探
しました。帰ってくると父を
囲んで話を聞きながら夕食が
始まりました。朝は早くから
弁当を持って出掛け探し回る
日々が 日ぐらい続いたと思
います。今から考えると、放
射能を身体中に付けて帰宅、
私たちは、部屋に充満した放
射能を吸っていたのです。父
はその年に寝たきりになり２
年後に亡くなりました。
私は、子どもの時から病弱
でよく風邪をひくし、腹がに
がるように痛くなり、病院に
よく行きました。腹痛には一
生悩まされ続けました。 歳
ごろ十二指腸潰瘍だと言わ

れ、 歳過ぎに、検診で胃に
３～５㎝のガンが見つかり安
佐市民病院で摘出手術をしま
した。半年後に喉が痛いので
診てもらうと食道にガンがで
きていて摘出手術をしまし
た。３年後に再び胃ガンにな
り２回目の手術をしました。
父を囲んで話を聞いていた
４年生の姉も姪も、病気だら
けの人生を送っています。子
ども達が放射能を取り込み、
内部被曝をすると免疫力が低
下し、色んな病気になると聞
きますが、そのとおりの体験
をしたのだと思います。
私は、黒い雨地域拡大の問
題が裁判で争われ原告になれ
ると聞いて、内部被曝の問題
を少しでも前に進めるために
も原告団に加えてもらいまし
た。

原爆「黒い雨」訴訟を支援する会

弁護士 端野 真

当時７歳
安芸太田町加計

黒い水の方へ足を入れて
すくいあげると、面 白い
ほど魚が捕れて…
私は、国民学校高等科の
１年生でしたが、学校へは
行かないで家の手伝いをし
ていました。８月６日の
朝、両親は田んぼへ草取り
に出かけ、私は弟の子守り
をして添い寝をしていまし
た。ドーン・バリバリ、障
子は倒れ、天井はめくれ、
雨戸が全部内側に押し込ま
れバラバラになって壊れま
した。
びっくりして外に出て石
内川の方へ見に行きまし
た。あたりが暗くなり、ご
みや焼け焦げた紙が落ち、
灰やチリが降ってきまし
た。生ぬるい空気が吹き不
気味な感じさえしました。
分以上経って、黒い雨が
バリバリと激しく降り出し
ました。着ているシャツが
黒くなるので、家に駆けて
帰り軒下で雨の降るのを見
ていました。 分は降った
と思います。雨が止んで住
田橋の方へ行ってみまし
た。
石内川からは真っ黒い水
が流れて、谷合から流れ込
んでいる小さい大地川の水
はきれいでした。石内川の
上流から弱って狂いまわる
たくさんの魚が大地川のき
れいな水を求めて群がって
いました。ザルを家から持
ってきて、黒い水の方へ足
を入れてすくいあげると面
白いほど魚が捕れてバケツ
一杯になりました。フナ、
ハヤなど、近所の池田のお
じいさんが魚をくれと言っ

ご入会もお待ちしています

３号被爆訴訟で
勝ち取った成果を
廣 藤 清 人 さ ん（79歳）

私は２００７年９月に弁護士登録を
し、９月で弁護士稼業１０年目に突入
します。登録直後に最初に加わること
になった弁護団事件が、救護・３号被
爆者訴訟でした。山口県岩国市出身の
私は広島には縁もゆかりもなく，漫画
『はだしのゲン』で原爆のことを知っ
ているくらいでした。しかし、この訴
訟での活動を通じ、核兵器の非人道
性、特に内部被曝の恐ろしさを知るこ
とになりました。「黒い雨」訴訟は、
原爆症認定訴訟や救護・３号被爆者訴
訟の集大成です。弁護団事務局長とし
て精一杯頑張りますので、よろしくお
願い申し上げます。

「黒い雨」訴訟支援募金

２００７年の弁護士登録以来、在外
被爆者の問題を中心に原爆関係の訴訟
に関わってきましたが、２００９年に
判決のあった３号被爆訴訟以来の被爆
者の認定に関する訴訟になります。３
号被爆訴訟は、代理人となった集団訴
訟のうちで、最初に良い形で解決した
訴訟として、印象に残っています。黒
い雨訴訟は、３号被爆訴訟と共通する
問題であり、勝ち取った成果を是非こ
の訴訟でも引き継げるように尽力しま
す。
食道ガン摘出手術いらい唾液が出にくく、
いつもお茶を持ち歩いています。

当時13歳
広島市佐伯区八幡東

体験
インタビュー

