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原告らからは、大雨地
域に限定されている現行
の政令が違法無効と判断
された場合に、裁判所
が、被告らに対し、大雨
地域外にいた原告らに健
康診断受診者証の交付を
するよう義務付けること
ができる根拠について、
第８準備書面で主張しま
した。法律論ですので、
詳細は支援する会のＨＰ
を御覧下さい。

２ 第１種健康診断
受診者証の交付が
義務付けられる根拠

４月 日午前 時 分から広
島地裁３０２号法廷で第８回口
頭弁論期日が開催されました。

た、上記④についても、
発言者の個人名について
は、本件争点との関連性
が認められず開示の必要
性を認めない、資料につ
いても、本件争点との関
連性を明らかにすれば検
討するというものでし
た。
被告らの回答は、原告
らの主張に正面から答え
ず、争点を曖昧にするも
ので、結局原告らの追及
から逃げようとしている
と言わざるを得ません。
また、被告らの態度も問
題ですが、原告らと被告
らの間に立つ裁判所も、
本来であれば、争点に対
する双方当事者の主張が
咬み合ったものになるよ
う、積極的に争点整理を
して足らない主張・立証
を指摘してこれらをする
ように促すべきものです
が、被告らの態度を追認
してしまっており、問題
です。
弁護 団としては、今
後、専門家の先生方の協
力を得ながら、更に上記
争点について、主張・立
証を補充し、被告らを追
い詰め、裁判所を説得す
る覚悟です。

争点を曖昧にする
被告らの回答

１ 原告らの求釈明に
対する被告らの回答

第７回期日及びその後
に提出した求釈明補充書
で、原告らは被告らに対
して、以下の点について
明らかにするよう求めま
した。
①被爆者援護法１条３
号の解釈について、３号
被爆広島地裁判決と異な
る解釈論を採る論拠、特
に私的諮問機関に過ぎな
い基本懇報告書が殊更重
視される積極的な論拠
②内部被曝による放射
線の人体影響について、
被告が認めないのであれ
ばその理由
③第１種健康診断特例
区域の指定の具体的な判
断基準
④発言者個人名を特定
した基本懇速記録と基本
懇で配布された資料一切
の開示
ところが、被告らが今
回期日に提出した第６準
備書面では、上記①ない
し③について、いずれも
既に被告らが提出してい
る準備書面で主張したと
おりであり、原告らの釈
明に回答する必要性を認
めないとしました。ま

６月２８日（水）

10:30～進行協議 209号
10:50～弁
論 304号

2017年

広島地方裁判所
10:30集合

原爆「黒い雨」訴訟

弁護士 竹森雅泰

原爆「黒い雨」訴訟の

ヒロシマを活かすのか、活
かさないのか。その岐路に
立っている」。そして、８
・６平和宣言で広島市長が
「黒い雨」の地域指定拡大
を訴えてきたことを取り上
げ、「３・ は低線量被
曝、２次被曝、内部被曝の
問題をクローズアップさせ
た。だから国は『黒い雨』
地域の拡大を絶対に認めな
い。認めたら、その判断は
福島に波及するからだ。そ
ういう国の姿勢に対し、広
島は命がけでたたかう気が
あるのか」と私たち広島市
民に迫ったのです。
「黒い雨」問題は、広島
と福島は同じであることを
わかりやすく、教えてくれ
ています。だからこそ「黒
い雨」問題は、「さよなら
原発」市民運動の原点でも
あります。

６月９日（金）朝11時、広島地
裁正門前に集まり行進後、提訴し
ます。どなたでも参加できます。

1 9 4 8 年 、 岡 山 県 生 ま れ 。7 1
年、中国新聞社入社。報道部、
呉、徳山、鳥取支局などで記者
活動。編集局次長や論説委員、
平和メディアセンター事務局長
な ど 経て 退 職。 現 在、 ス トッ
プ！戦争法 ヒロシマ実行委員
会事務局長、日本ジャーナリス
ト会議（JCJ）広島支部代表幹
事、秘密法廃止！広島ネットワ
ーク事務局長、さよなら原発ヒ
ロシマの会運営委員。広島修道
大学で週1回、マスコミ文章講
座を担当（非常勤講師）

を通して「事故前の暮らし
と人間関係を取り戻すのは
無理。私自身が変わらざる
を得ない」と気づいたそう
です。「一度降り積もった
放射能は、私が生きる時代
になくなることはない。放
射能とともに生きる覚悟を
求められ、どう生きるか、
模索する日々が続いてい
る」と訴えました。
堀江さんは「被爆者だか
らこそ被曝の恐ろしさは身
をもって知っている。日本
には現在、使用済み核燃料
は１万８千トンもある。処
理しても数万年から 万
年、再処理しなければ 万
年から 万年、生活空間か
ら完全に離しておかなけれ
ばならない。縄文時代が紀
元前１万年ごろだから、と
てつもなく長い期間、私た
ちの子孫は、思い荷物を背
負っていかなければならな
い」と語りました。
おふたりの話を聴いて私
は、「さよなら原発 ヒロ
シマの会」ができる前の２
０１２年夏、広島在住の詩
人、アーサービナードさん
が語った言葉を思い出しま
した。
「いま広島は、水面下で
せめぎ合いを続けている。

安芸太田町の松本正行さんは、
原爆「黒い雨」訴訟の提訴の様子
をテレビで見た人から、「自分も
参加したいが今からでもいいか
ね」と聞かれ、広く呼びかけまし
た。28人も相談に来られ、その内
10人が、当時「黒い雨」認定地域
にいたことが分り、現在、手帳交
付の手続きをしています。11人
は、原告になって共にがんばりた
いと名乗り出られました。これで
原告は64人＋11人、1人亡くなら
れたので合計74人になります。

第８回
口頭弁論期日の内容

郵便振替
原爆「黒い雨」訴訟を支援する会

弁護団事務局長

原告に新たに１１人

報 告
ご入会もお待ちしています

難波健治

（なんば・けんじ）

月でした。その年の 月５
日、会が呼びかけて「ヒロ
シマ・アピール・ウォー
ク」が始まりました。毎月
第１、第３金曜日の夕方に
「脱原発」を訴えながら歩
く「市民デモ」です。
そのデモが今年５月
日、１００回目を迎えまし
た。記念すべき節目だから
少しでも多くの人が参加で
きるようにと、金曜日夕方
ではなく、翌土曜日の午後
２時から行動しました。原
爆ドーム前で集会をし、そ
の後、中国電力本社前まで
歩きました。いつもは広島
市役所東の国泰寺公園を夕
方６時に出発し、中電本社
前を通って平和公園入り口
の元安橋まで歩いているの
で、ほぼ逆のコースです。
ドーム前集会には、福島
原発ひろしま訴訟原告団長
の渡部美和さん、伊方原発
運転差止広島裁判原告団長
で被爆者の堀江壮さんも駆
けつけてくださり、あいさ
つをいただきました。
福島市から、生まれ育っ
た広島に避難して７年目に
入った渡部さん。提訴から
２年が過ぎ、原告団は 世
帯 人に増えました。しか
し、６年を超える避難生活

「黒い雨」訴訟支援募金

「
黒い雨」
問題は、「さよなら原発」市民運動の原点

http://blackrain1.jimdo.com/

「さよなら原発 ヒロシ
マの会」という市民団体が
発足したのは、東京電力福
島第一原発事故が起きてか
ら カ月後の２０１２年２

被爆地域の実質的な拡大と非人道的な核兵器の廃絶を訴える

メ ッ セ ー ジ

連 帯

さよなら原発 ヒロシマの会

訴訟を支援する会
No.８ 2017.6月 ニュース

原爆

原爆「黒い雨」訴訟を支援する会

Tel０８２－２９６－００４０（月～金10:00～17:00）
Fax０８２－５０３－２７５５
E-mail h-k-hidankyo@lime.ocn.ne.jp
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

被団協付録第４６１号

「黒い雨」被爆者全員に手帳を！

お互いに病気を抱え、支え合い
ながら明るく前向きに生活して
います。（左は夫 栄さん）

石 田 和 紀 さ ん（77歳）

分らないのでとても不安でし
た。パタッとやんだのでムシ
ロを取ると、みんなびしょ濡
れで、頭の水を両手でぬぐう
と、頭に黒い線が…、「おか
めだ！」とお互いの顔を見て
笑い転げました。しばらくし
たら、焼けた新聞や紙がひら
ひらと落ちてきました。それ
をみんなで集めました。その
後 、 頭 痛 が し 、足 が ほて っ
て、いらいらして眠られませ
んでした。父が足を手の指で
押してくれました。
当時、私の家は、打尾谷の
一番奥で、上流に水が溜まる
所があり、毎日汲んできて甕
に溜めて生活用水に使ってい

ました。８月６日も、それ以
後も、山の木々に落ちた放射
性物質を集めて飲んでいたの
だと思うとぞっとします。
同じ町内の白砂に住む夫と
結婚し、男の子２人を産み、
近くの老人ホームに 年、ゴ
ルフ場のキャディーに 年勤
めました。
６年前、風呂で沈み意識が
なくなり、救急車で運ばれ、
病院で気がつきました。体の
しびれがひどく、立つことが
できません。難病に指定され
ている黄色靭帯骨化症と診断
されました。リハビリに３カ
月励み、治らないから病院を
何回も変えましたがよくなり

山の上から落ちてくる
放射性降下物…

を継ぐのは当たり前だと思っ
ていました。５反の田んぼが
あり、五年生から牛を使い中
学生頃には上手になっていま
した。中学校を卒業し、住み
込みで左官の見習いになりま
し た 。 代 初 め に 肝臓 が 腫
れ 、 触 診 で 悪 い と 言わ れ た
が、周りから横着病だと言わ
れたので無理をして働き続け
ました。一人前になるのに普
通５年ですが、体が弱く 年
かかりました。腰や足が痛く
左官は自分に向いていないと
思えました。 歳前から高い
所に上がると足がもつれて仕
事ができなくなり仕方なく辞
めました。再就職するのに悩
んだ末、友達の勧めで、２種
の自動車免許をとりタクシー
に乗りました。長男として家
の田んぼ作りもしました。
歳で脊髄の手術をしました。
心臓が苦しく喉にものが詰ま
っているようで、胸が締め付
けられました。広島市民病院
や安佐市民病院でＣＴを撮り
診てもらい脊髄狭窄症と診断
されましたが、原因は分かり

ません。靭帯が骨化し、神経
を圧迫するので痛くて転げま
わるようです。頭が痛く汗が
出る、足の裏が痛かゆい、夜
寝られないのでタタキを歩き
足を冷やします。
夫、栄も川角で黒い雨に濡
れ、前立腺の手術を二回し、
脳梗塞になる前の症状で救急
車で運ばれ１カ月入院、お互
いに助け合って農業をしてい
ます。農作業は長男と次男が
よく手伝ってくれます。
年前、農協の勉強会に行
って加工食品の免許を取りま
した。２人の息子と夫が手伝
ってくれるので、野菜・お餅
・漬物・梅干し・しそ昆布な
ど湯来温泉の野菜市へ出しま
す。杖を二本突いて一心不乱
で駆けつけます。一昨日は大
根の浅漬けを試食品つきで出
したらすぐなくなりました。

てきました。ふわふわと舞い
ながら落ちてくるものもあり
ました。削ぎ板・書類の紙・
布きれの焼け焦げたものでし
た。風に乗ってゆっくり落ち
てくるのを弟と近所の同じ年
のゆき子さんも出てきて３人
で追いかけました。
曇った空がにわかに暗くな
り、ボツ、ボツと黒い雨が降
り出しました。弟とゆき子さ
んは走って家に帰りました。
５歳の私は雨に濡れながら山
の上を見続けました。家に帰
ると綿の白いシャツは黒くな
り、祖母が着替えを手伝って
くれました。シャツの汚れは
洗濯しても落ちません。シミ
もぐれのシャツは着たくない
と母を困らせました。しばら
くすると濡れた所が湿疹のよ
うに腫れ、痒くてたまりませ
ん。１カ月ぐらい続いたと思
います。それが原因かどうか
分かりませんが、かぶれやす
い、湿疹ができやすい体質に
なりました。
長男で大切に育てられ、家

松本正行／作
写真にマジックで黒い雲を
描いたもの。石田和紀さん
と岩本博之さんが黒い煙が
出る当時の様子を同じよう

に証言しています

ませんでした。 歳で再手術
し、その後４回も手術をしま
した。タクシーのブレーキを
踏むのに力が入らず、辞めま
した。それでも 年も勤めて
いた。 歳ごろから電動車椅
子の生活になりました。
被爆者健康診断受診者証の
申請に行きました。線引きの
マニュアル図を出して、川の
こちら側だから放射能の雨は
降っていませんと断言されま
した。黒いシミもぐれのシャ
ッは、私の人生は、どうして
くれるの、涙だがでるほど悲
しく悔しい思いでした。
弟 が 歳 で 亡 くな り まし
た。定年になるまでは元気だ
ったのに急に痩せ細り気が付
いたら全身ガンに侵されてい
ました。「黒い雨がいけなか
ったのかね…」と言って亡く
なりました。神戸から突然に
帰ってきて田んぼの草を取っ
たり庭の木を切ったりして私
を支えてくれた弟でした。こ
のお盆にも帰ってくるような
気がします。もう戦争も原爆
もいやです。

８．１（火）～８．６（日）

会場■ ｍｍ ｐｒｏｊｅｃｔ
山県郡安芸太田町加計5313

ドイツ人フォト・ジャーナリストの
トーマス・ダン氏が日本の「黒い雨」被爆者の
人生をとらえた写真展
2015年モスクワで「国際写真賞」を受賞

※松本正行さんの風景写真「名勝 障子巖」を
共に展示します

辺りが暗くなり、突然ピカッと光り、
急に大雨が降り出しました

当時５歳
当時／山県郡加計町大字穴

あの朝、お母さんは託児所
へ食事を作りに、白いエプロ
ンを着けて出かけました。子
どもたちは山に遊びに行きま
した。４歳の弟が、お母さん
に付いて行くと言って駄々を
こねたので、「あんやんや姉
ちゃんについていかんか
い」、母の声がしました。ム
シロを持って兄・姉・一年生
の私・弟が連れ添って、いつ
もチャンバラごっこをする広
場に行きました。
辺りが暗くなり、突然ピカ
ッと光り、急に大雨が降り出
しました。弟を囲んでムシロ
をかぶり雨のやむのを待ちま
した。激しく、いつやむのか

父との別れでした。フィリピ
ンのルソン島沖で機雷により
帰らぬ人となり、今もってお
骨は帰りません。この事を母
は何度も私に話しました。
あの朝、母とお祖母さんは
田の草取りに出かけていまし
た。曾祖母から、「光って大
きな音がしたので飛行機が落
ちたのかもしれん」気をつけ
るように言われました。２つ
違いの弟と外に飛び出しまし
た。目の前の山から、大きな
黒煙の塊がもくもくと湧き上
がり、辺りも薄暗くなり、ド
ーンと雷が落ちたような音と
同時に黒煙の中から赤黒い炎
が出て、一瞬、辺りが赤く染
まり花火のようにも見えまし
た。数秒間おいては繰り返さ
れ、黒煙の中からものすごい
量のものが次々と噴出し落ち

「 黒い雨 がいけなかったのか
ね」と言って亡くなりました
母は子どもを連れて西練兵
場に駆けつけたましが、父に
合 わ せ て も ら え ま せん で し
た。上官から帰り際にこっそ
り「明日出兵します。見送っ
てあげて下さい」と言われ、
次の日、遠くから見送るのが

電動車椅子は手放せません。
（右は松本正行さん）

遠 藤 フ デ コ さ ん（78歳）

当時６歳
当時／佐伯郡上水内村打尾谷

体験
インタビュー

