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会報

入善町議会、黒部市議会で採択
　核兵器廃絶をめざす富山医師・医学者の会はじめ
県内の反核４団体は、日本政府に対し核兵器禁止条
約への署名・批准を求める意見書を採択するよう、
県内の地方議会に働きかけてきました。
　その取り組みもあって、県内で初めて 6 月 16 日
に入善町議会で、6 月 21 日には黒部市議会で意見
書が採択され、衆参両院議長と内閣総理大臣、外務
大臣あてに送付されました。

「非核平和都市宣言」を町政に具体
化している入善町
　国への意見書の採択は議会の役割ですが、これと
は別に行政が非核・平和の街づくりをめざして「非
核平和都市宣言」を行っています。
　入善町は昭和 63 年（1988 年）に宣言を行い、
これを具体化するために入善町行政組織規則第 4
条別表 2 で、総務課総務係の担当事務として「非
核平和事業に関すること。」と明示しています。ま
た毎年 8 月 6 日に役場広場宣言碑前で平和祈念式
を行い、原爆写真展を役場 1 階ロビーで開催して
います。また平和学習として小学生を広島に毎年派
遣しています（現在はコロナにより休止）。

「入善町はすべての国が核兵器を早急に廃絶す
ることを全世界に強く訴える」（宣言より）

　このように、入善町では「非核平和都市宣言」を
単なる掛け声で終わらせず、具体的な実績を積み重
ねてきたことが、議会の意見書採択につながってい
ると思われます。

（４P に県内自治体の非核平和への取組み状況を掲
載しています）
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日本政府に対し、核兵器禁止条約への署名・批准を求める意見書
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核兵器禁止条約への調印・批准
を求める意見書

　今年は、広島、長崎に原爆が投下されてから 76 周年
になる。今や、核兵器を廃絶し、世界の恒久平和を実現
することは人類共通の願いとなっており、本年 1 月 22
日に 3 年余の歳月を経て核兵器禁止条約が発効された。
　同条約は、核兵器の開発、実験、製造、貯蔵、使用、
威嚇など、核兵器に関わるすべての活動を禁止している。
核兵器の完全廃絶につながる画期的なもので、被爆国、
被害国の国民の切望に応えるものとなっている。
　この条約を実効性の高いものとするためには、核保有
国及びその同盟国をはじめ､ より多くの国と地域の条約
への参加が必要不可欠である。
　核兵器廃絶の声と運動は日本国内でも着実に前進して
おり、日本政府に核兵器禁止条約への調印・批准を求め
る意見書決議を採択した地方議会は 560 自治体（令和 3
年 4 月 14 日現在）で、全地方自治体の 3 割を超えてい
る。
　入善町議会においては、昭和 63 年 9 月に、すべての
国の核兵器の緊急な廃絶を全世界に強く訴え、国是であ
る非核三原則を将来にわたり厳守し、戦争の悲惨さを
子々孫々に伝え、平和を守る行政を行う「非核平和都市」
を宣言している。
　よって、世界で唯一の被爆国としての役割を果たすべ
く、日本政府が核兵器禁止条約への調印・批准を行うよ
う強く要望する。
　以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出
する。

令和 3 年 6 月 16 日
富山県入善町議会
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（金井英子世話人代表）
　今日確認された石川
県の新型コロナ感染者
は 119 名でうち 75 名
が感染経路不明。富山
県でも 21 名感染とい
う厳しい状況だ。
　こうした中、今年も

「夏のイベント」を開催
することができなかった。しかし「核兵器禁止条約
批准を求める意見書」採択の取り組みに多くのエネ
ルギーを割いてきた。
　昨年 9 月に小矢部市役所で、市議会議員さんたち
に原爆や反核運動のお話をした。その流れで今年 6
月 7 日に富山県被爆者協議会、反核医師の会、小矢
部平和委員会の連名で市議会議長に請願書を提出し
た。内容はもちろん国への意見書を採択されるよう
求める請願だ。
　残念ながら結果は不採択だったが、その直後に入
善町議会、黒部市議会において、県内初となる意見
書採択が行われた。一昨年 11 月のシンポジウム以
来頑張ってきたことが少しずつ形になって表れてき
たと思っている。

世話人会の議論から

～核兵器廃絶、憲法・平和、原子力行政など～

いま、気になること

（吉田徹世話人副代表）
　黒い雨訴訟の上告見送りとい
うニュース。「なんで橋 1 本でう
ちはダメなんだ」と高齢の方が
つぶやいていたのがすごく印象
的で、この運動が前進してよか
ったと思う。

（太田真治世話人）
　そのニュースは、報道では選挙
のためという見方がされているが、
多分そうなんだろうと思う。内部
被ばくされた被爆者の方たちの苦
しみを考えた結果ではなく、ただ

ただ選挙のことを心配しての上告断念にしか見えな
いのが寂しい日本という気がする。

（小栗絢子世話人副代表）
　黒い雨もそうだが、NHK の BS で放送された第
五福竜丸の大石又七さんの番組を見た。1954 年 3
月 1 日に太平洋のビキニ環礁から 160 キロ離れた
洋上で被爆し、ひどい原爆症で半
数の方が数年で亡くなり、一番若
かった大石さんも 50 代で肝臓ガ
ンを発症した。「私の仲間はみん
な同じ病気、この肝臓ガンで死ん
でいるんだ」という生の声を聴い
た。大石さんたちは慰謝料をもらったと世間からバ
ッシングを受け、以後 30 年以上黙っていたが、こ
のままではいけないと活動をはじめたというドキュ
メンタリーだった。被爆者は広島や長崎だけではな
く、第五福竜丸やビキニ環礁の住民も被爆者という
事実を知ることも大事だ。

　7 月 28 日、核兵器廃絶をめざす富山医師・
医学者の会は第 50 回世話人会を開催し、新型
コロナウイルス感染拡大防止の観点から、昨年
に引き続き今年も夏のイベントを開催しないこ
とを確認しました。
　以下、世話人の発言の中から「今、気にな
ること」を抜粋して掲載します。

7/28 の世話人会　会場参加者（富山電気ビル）
中央右が金井先生、右が河上先生

7/28 の世話人会　WEB 参加者
上段左から小栗先生、一コマおいて吉田徹先生、塚田先生
下段左から与島先生、太田先生、山下先生、花崎先生
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（河上浩康世話人）
　今年 1 月の核兵器禁止条約の
発効、そして県内では入善町と黒
部市で日本政府に条約批准を求め
る意見書の採択、これらが多くの
方々のご努力で実現したことを本
当にうれしく思う。
　一方、菅首相のグリーン成長戦略の表明だが、温
暖化対策を盾に原発再稼働をすすめるやり方には憤
りを感じる。原発は安いというがそれは運転のコス
トだけで、昔からお金がかかることはわかっていた。
そのうえ処理できない汚染物質を後世に残すわけに
はいかないと思う。
　処理水を海洋放出するという政府の方針だが、ト
リチウムは薄めたから安全というのも疑問だ。また
処理されたトリチウム以外の放射性物質はどうする
のか、など責任ある機関がきちんとわかるように情
報を出していない。

（塚田邦夫世話人）
　私は処理水というトリチウム
水について初めから疑問に思っ
ていた。問題は濃度ではなく総
量ではないかということ。どの
原発でも流しているというが、

今回とは総量が全然違う。圧倒的な量だから、たと
え薄まっていても影響が出ると思う。政府は風評を
問題にしているが、私は現実に危険ではないかと思
っている。

（吉田）
　日本が海洋放出するというとき、韓国が反発した
が福島沖からはたして韓国に行くのかは疑問だ。海
流を考えるとアリューシャン列島からアラスカをめ
ぐるかなと。もう一つ、ある国際政治学者のレポー
トでは、韓国の原発が廃棄している放射性物質が日
本海を汚染しているとある。もっと日本は関心を持
つべきではないか。
　中国も原発事故があった。中国政府は問題ないと
言っているが、大事故があった場合、風に乗ってく
るだろう。将来、子供たちの時代に大きな災いにな
るのではと心配だ。とりとめもない話だが私は気に
なっている。

（山下泉世話人）
　いま韓国と日本の関係がよく
ない。この分野でも海洋放出に
関し韓国では汚染水と言い、日
本は処理水と言う。韓国代表団
がオリンピックで福島産の野菜は食べないとかいう

ニュースも悲しく聞いている。しかし本日配布の資
料の中で韓国の若い方が「日本と手をつないで非核
化を進める」という提案が目を引いた。
　これからはグローバルでものを考えることが大事
だ。隣国と思いを一つにして、富山で核廃絶にちな
んでディスカッションできる場などあればと思う。

（花崎広子世話人）
　入善と黒部の意見書は画期的で
よろこばしい。黒い雨の上告断念
は、今までにない新しい政府の方
針で、世界の流れに沿った出来事。
　6 月 13 日、反核医師の会全国
大会の記念講演を聞いた。今までの核兵器は脅しと
して使うものだった。それが「核抑止論」。しかし
相手を脅すという野蛮なやり方では世界は立ち行か
なくなっている。SDGs の考え方に則り、どういう
世界で生きたいか、新しい発想が必要だ。理想ばか
りではと言われるが、逆に現実ばかり言っていたら
なお進まない。核兵器禁止条約はその大きな一歩だ。
　原発について 3.11 以降、欧米諸国では減り始め
ているが、日本と一部の新興国が熱心だ。再生可能
エネルギーが世界の潮流だと思う。日本の原発は古
く、危険な地盤にある。第三者の組織が客観的に評
価し、監視を強める視点がほしい。

（塚田）
　核兵器はどんな使い方をしようが非難される。一
方チェルノブイリやスリーマイル、福島第一など、
原発の事故も非難はされるが、同情のほうが大きい。
言い方を変えれば原発のトラブルに対する非難のハ
ードルが低いがために、原発リスクに対する国の責
任があいまいになっているのが怖い。
　国対国、あるいは対個人でも関係が悪化した場合、
やろうと思えば少人数でも破壊が可能で致命的な被
害が出る。原発破壊は核兵器による攻撃と同じよう
なものだ。今後は事故に加えてテロなども大きなリ
スクになるので、稼働そのものが危険であり、原発
の廃絶も大事だと思っている。

（与島明美世話人）
　SDGs や平和、環境などがど
うつながっているか。それらを
若い人たちに伝えるにはどうし
たらいいのか。戦争の形も AI、
サイバー攻撃なども出てきた。
原発事故は甚大な環境破壊をもたらすが、増大する
電気需要のために原発が必要と思っている人にどう
伝えればわかってもらえるか。いろんな視点で考え
なければならない。
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　2017 年 7 月、「核兵器禁止条約」が国連加盟国の 6 割を
超える 122 か国・地域の賛成で採択され、2020 年 10 月に
は批准国が 50 か国・地域に達し、本年 1 月 22 日に発効さ
れた。 
　この条約では、核兵器は破滅的な結末をもたらす非人道
的な兵器であり、国連憲章、国際法、国際人道法、国際人
権法に反するものとし、核兵器の開発、生産、実験、製造、
取得、保有、貯蔵、使用とその威嚇に至るまで、核兵器に
関わるあらゆる活動を禁止している。 
　また、核保有国の条約への参加について規定するととも
に、被爆者や核実験被害者への援助についても明記され、
被爆国、被害国の国民の切望に応えるものとなっている。 
　このように、核兵器禁止条約は、被爆者とともに私たち
日本国民が長年にわたり熱望してきた核兵器完全廃絶につ
ながる画期的なものである。この条約を実効性の高いもの

とするため、核保有国及びその同盟国をはじめ、より多く
の国の条約への参加が必要不可欠である。 
　黒部市においては、2008 年 9 月、非核三原則の堅持とす
べての核兵器などの速やかな廃絶を訴え、戦争のない平和
な世界が実現することを願い、「平和都市」であることを宣
言している。 
　よって国においては、世界で唯一の戦争被爆国としての
役割を果たすべく、まず、来年 1 月に開催予定の締約国会
議へオブザーバーとして参加するとともに、一日も早く核
兵器禁止条約に署名・批准することを強く求める。

　以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

令和 3 年 6 月 21 日
富山県黒部市議会

黒部市議会 核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書

県内 15 市町村の非核・平和への取り組み
　非核平和都市宣言は、住民の生命と財産を守るこ
とを使命とする自治体が、核兵器廃絶や国際紛争に
ついて、国の政策とは別に独自のスタンスを表した
ものです。日本でも 1980 年代から全国に広がりま
した。
　富山県内でも合併前後ともすべての自治体で「宣
言」が出されています。この宣言をした自治体で構
成する日本非核宣言自治体協議会に加盟しているの
は、朝日、入善、黒部、滑川、富山市です。
　平和首長会議とは、広島市と長崎市が核兵器の非

人道性を訴え、世界の都市に連帯を呼びかけて設立
されたもので、国連 NGO に登録されています。
　下記表で注目すべき点は、行政組織規則で「非核
平和」の活動を職務として定めている自治体です。
たとえば魚津市では、魚津市行政組織規則第 9 条で、
企画部企画政策課秘書係の担当事務として「(6) 非
核・平和に関すること」と明記されています。
　県内 15 市町村すべてが非核平和都市宣言を行い、
平和首長会議に加盟していることから、実効ある行
政施策を期待したいものです。
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忌わしく恐ろしい思い出　　舟坂　安則さん

　私は予備学生として昭和 18 年 10 月に入隊し、
航空兵器整備を専修し、同 19 年 6 月から 20 年 6
月まで、東京で航空兵器生産の指導等の業務に携
わった。
　そうして 7 月 1 日付で広島勤務を命ぜられた。当
時は日本の主要都市はほとんど空襲に会い、まだ空
襲を受けていない軍事的主要都市広島の空襲は時間
の問題と考えられていた。広島へ赴任の前に家に立
ち寄った時、両親の心配は大変なものであった。し
かし当時私には、それ程悲壮感はなかった。私は 1
カ年の東京勤務で、大空襲は十分経験し、二度も焼
け出された。私は両親に「例え空襲に会っても、死
ぬことはないから、心配しないよう」と広島に向かっ
た。当時の都市空襲はほとんど焼夷弾によるもので
あった。
　広島を全然知らない私は、1 カ月早く広島に赴任
した同僚（蜂須賀中尉）を頼って、下宿も彼と同じ
宿（水亭旅館、広島市中島本町 88 番地、現在の平
和記念公園で爆心より約 150m）に入った。勤務の
中国軍需監理局は広島市の中心街、八丁堀の福屋百
貨店（地上 8 階、地下 2 階で軍、官で使用、爆心よ
り約 700m）の 2 階であった。下宿から福屋までは
徒歩 15 分で、広島の有名な相生橋（丁字形の橋）
を渡って通勤していた。

爆弾の直撃を受けたかと思ったが

　8 月 6 日、朝礼の後、各職員はそれぞれ執務中で
あった。その時警戒警報は解除になっていた。突然
ピカッと大閃光があり、ほとんど同時にド力ンと大
轟音がして、全身なぐられたような衝撃を覚えた。　
自分では、とっさに爆撃された時の構えとして、床
に身を伏せて両手指で目と耳を塞いだつもりだっ

た。後で顔や腕の出血や打撲の跡からみると、床に
かなり強く叩きつけられたものらしい。それから広
島では原爆のことを「ピカドン」と呼んだが、正に
あの広島の大惨事は一発の大閃光と大轟音によって
起きたのであった。
　「ピカドン」の発生時刻は 8 時 15 分である。気
が動転していて、すさまじい閃光は何によるものか
分からなかったが、1 回の大轟音と爆風圧から、福
屋の近くに爆弾の直撃を受けたものと思った。当時
は市民の多くは、自分の近くが直撃されたと錯覚し
たようである。
　床に伏せていた私はしばらくして顔をあげたが室
内は暗く何も見えなかった。爆風で飛散した粉塵で
光が遮られたためであろう。やがて粉塵も静まり周
囲はだんだん明るくなった。その時の眼に映った室
内の情況を見て全く唖然とした。
　正にメチャメチャである。天井は落ち、机、椅子、
器物等は飛散し、あちこちから、呻き声や助けを求
める悲鳴が聞こえてくるではないか。静かな朝が一
転して、阿鼻叫喚の地獄と化すとはこのことであろ
う。恐ろしかったのは、近くの女子事務員は外傷が
見当たらないのに、呼んでも応えなかった。自分と
余り離れていない窓近くの課長（陸軍大尉）も即死
状態であった。位置によって極めて大きな爆風圧、
または飛んできた器物の直撃を受けたことによるも
のでなかろうか。
　私は蜂須賀を探した。峰須賀も私を探したようだ。
2 人はお互いの安全を確認して喜び合った。峰須賀
の負傷は私より大きく、左耳上に大きな切り傷を受
け出血が大きかった。もちろん 2 人共露出部分の

当時の広島市内地図と原爆の同心円図

福屋

栄橋

東練兵場

下宿

富山県被爆者協議会・被爆証言集「想い」から

　舟坂さんは「兵隊さん」ですが広島での直接
被爆者です。爆心地より 700 ｍ地点で被爆しま
したが、コンクリートの建物で奇跡的に助かり、
翌日の 8 月 7 日には爆心地を歩いて”地獄絵図”
を目の当たりにしました。
　被爆証言の執筆にあたっては、行動を共にし
た同僚を訪ね、当時の足どりを 2 人で確かめ合
いながら語り合ったといいます。原爆の凄惨さ
の正確な記録として、説得力のある証言です。
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頭、顔、腕には、ガラス片等が無数に突き刺さり出
血していた。3 階の職員は、重傷者が多いようであっ
た。中にはショックのためか、呆然自失の状態でた
だ黙って座っていた者もいた。元気な人は少ないよ
うに感ぜられた。
　窓ガラスは全然なく、外の様子は木造家屋が押し
つぶれたようになって見えた。近くで消防屯所であ
ろうか、ガソリン引火による猛烈な火災が吹き上
がっていた。この状態では福屋も火が燃え移ってく
る危険性を感じた。「外へ出ないと、ここにも火が
移ってくるぞー」と大声で呼びかけ階段へ向かった。
記憶では階段はあまり雑踏していなかったように思
う。3 階以上の被害もかなり大きかったのではなか
ろうか。
　外に脱出して見ると、2 階から見たよりも家屋の
倒壊はひどかった。もしピカドンが15分以上早かっ
たら、中国軍需監理局の勤務者はほとんど、通勤途
中でやられていたろう。私たちは、広い通りをどん
どん北の方向に歩いた。
　広島市は広島湾に面したデルタ地帯であり、太田
川が 6 つの川に分流して市内を流れているため橋が
多い。従って市内から逃れるためには橋を渡らなけ
ればならない。私たちは人の群れに混じって時には
方向を変えて火を避けるように進んだ。道の両側の
家は倒壊しており、下敷きになり助けを求める者も
あった。助け出せる人は数人で協力して助けたが、
下積みになったり、柱に挟まれ引き出せない人も
あった。非情のようだが火がどんどん移ってくるの
でどうしようもなかった。人の群れの中に幼児も混
じっていたのを覚えているが、無事脱出できたかど
うか分からない。

　やがて私達は火の手を避けて川岸に出ることがで
きた。そこには先に避難して来ていた人もたくさん
いたし、後からも続いてきた。自分達の着いた川岸
から離れた所に橋があった。橋は丈夫な橋であった
が、橋に連結する道路の両側は火の勢いが強く渡れ
なかった。
　橋は蜂須賀と検討した結果、栄橋と思われる（県
庁へ照会したところ当時も鉄筋コンクリート造り）。
水量も多く、川幅も大変長く感じた。川岸の家の近
くまで火が広がってきており、もはやその川岸は安
全地帯ではなく、対岸へ渡る方法を考えなければな

らなかった（広島原爆戦災誌…栄橋の上はイワシを
並べたように死人や重傷者が倒れていた。泉邸の東
側では太田川につかる人や、舟で避難する人もあっ
たが、川に入った人はほとんど死んだ…とある）。
　幸い 2 人は骨折などの大きな傷もなく、負傷して
いるが泳げる状態であった。あの場合は安全地帯に
逃げるには泳ぐ以外に方法がなかった。川岸にいる
人の群はここは危険と分かって不安だがどうしよう
もなくオロオロしている人、疲れ切って川岸にうず
くまり気力を失い放心状態の人等で、泳ごうとする
人はいないようであった（後で川岸の人は救援の暁
部隊の舟で対岸へ救出されたようである）。峰須賀
と泳ごうと川に入っていった。2 人共悲壮な決心で
ある。私も峰須賀も横泳ぎで泳いだ。必死になって
泳いだ。川幅も広く水量があるので流され、大変き
つく苦しかった。かなり流されたようだ。対岸へ泳
ぎ着いた時、疲れと安堵感で倒れ込んでその後覚え
がない。恐らく気を失って眠り込んだもののようだ。

すさまじい姿の人たちに驚愕

　「早く退避せよ！」の怒号で目が覚めた。救援に
来た陸軍の軍人であった。かなりの時間眠っていた
らしい。隣には蜂須賀もいた。周囲を見廻して目に
映った人たちの姿は、今まで見てきたものより遥か
にすさまじいものであった。血みどろの人、被服が
爆風で剥ぎとられ半裸の人、全裸の人、火傷の皮膚
が剥がされ雑巾のようにボロボロに垂れ下がってい
る人、髪が乱れ下がった幽霊のような女性……等で
恐ろしく見えた。おそらく市内を避難している間は
自分が夢中で他人の状態が分からなかったのと、火
傷の症状が時間が経つにつれて、日射と発汗によっ
てすごく変化したのだろう。
　2 人は起きて、東練兵場へ向かった。やがて衛生
兵に案内され仮救護所で応急治療を受けた。私の傷
口の大きい頭と両手には包帯を巻いてくれた（復員
後も痛みがあり、不二越病院で後頭部と右手首を切
り開きガラス片を取り出す）。治療は総て切り傷は
赤チン、火傷は油が塗られていた。治療の後、蜂須
賀と近くにあった寺院の山門の石段に腰を下ろして
休んだ。2 人はピ力ドンの際に、帽子、上衣、短剣
は吹っ飛び失くしたが、半袖シャツ、ズボン、革靴
は身につけていた。当日は晴天でズブ濡れの衣服も
すぐ乾燥した。山門の前を傷ついた人が仮救護所へ
治療を受けるため通り過ぎた。
　午後 3 時過ぎ頃であろうか、陸軍の兵が続々と通
過していった。その人達は上半身裸で作業していた
のか、火傷の範囲が広く、実に痛々しかった。特に
その頃は火傷がひどくなり、目も塞がり、顔は人の
判別ができぬ位に膨れあがっていた。戦闘帽で熱線

※被爆場所（福屋百貨店 2階、爆心地から
700m、鉄筋コンクリート造り )
　近距離のため爆風圧強し、熱線の被害なし、
窓ガラス破片による切り傷者多し、爆風によ
る失神者有り脱出できず焼死、窓際で即死者
あり、ショックで立てない者あり。
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を遮ったものか、頭の真ん中が丸く毛が残っていた。
彼等はみな近寄って来て水を求めた。火傷の人に水
を呑ますなと注意されていたので最初は拒んでい
た。しかし火傷の症状も時間と共にひどくなり、あ
まりの痛々しさに茶碗で水を呑ませようとしたが、
口が開かない位に唇がはれあがって呑めず、唇の上
に垂らすだけであった。この人たちは東練兵場へ行
くよう命令されたのであろう。普通の人はあんな症
状では歩ける状態ではないのにと、その精神力に涙
が出た。
　私たちの周りも避難した人で一杯になった。火傷
の人は時間の経過と共に痛みがひどくなるのであろ
う、呻き声が痛々しかった。境内で休んでいる時に、
少し雨が降ったが広島の各地で降ったような黒い雨
の記憶はない。小さい雨で感じなかったのかも知れ
ない。

　休んでいる所から市内の火災がよく見え、全く燃
え放題であった。6 日の晩は一晩中赤々と燃えてい
たが、中心街は燃え尽きたものか、静まった所がか
なりあった。私は外の方へどんどん広がる炎を見な
がら、B29 百機の焼夷弾による東京の火災より、ピ
カドン 1 発で市民を無力化して、燃え放題の広島の
火災が大きいことを知り、ピカドンの怖さに寒気を
覚えた。私たちは一晩中赤々と燃える炎を見ながら、
横になっていた。

娘を探す両親に遭遇、遺骨に案内した

　7 日の白ける頃は、街は鎮火していた。火炎乱舞
の街は一夜明けて静寂の焦土と化していた。蜂須賀
と広島駅の近くを通って市内に入り、先ず八丁堀の
福屋へ行った。市内はわずかに鉄筋コンクリートの
建物の外廓だけを残して全くの焦土と化していた。
福屋は8階の外廓はそのまま残っていた。2階に登っ
てみたが、机等の器具等は何一つないガランとした
焼け跡であった。全く変わり果てた部屋をしばらく
呆然と見廻していたが、その間誰も入って来なかっ
た。黙って 2 人は外へ出た。
　福屋から少し出た時、偶然か、それとも神の引き
合せか、昨日の即死状態の女子事務員の両親が娘を
探しに福屋へ来るのと出会った。もちろん面識はな

かったが、娘のことを知らないかと聞かれ、驚き
そして一瞬戸惑った。しかし彼女のことをはっきり
知っているのは自分しかいないし、この機会を逃し
たら両親は娘の遺骨を引きとることができないと思
い、両親を案内して福屋に引き返し、娘の遣体を知
らせてあげた。遺体は白骨状態に近かった。幸いに
両親は娘のバンドの金具に見覚えがあり娘に間違い
ないと確認された。両親は 6 日一日中と、7 日未明
から郊外の避難場所を駆け巡り、娘や娘の友人を探
したが、全然手がかりが無かったそうである。「勤
務場所が市の中心部であり、生存はしてないだろう
と覚悟はしていた。」と父親は比較的冷静であり、
礼を述べてくれた。しかし遣体を見て父親に寄りか
かり泣き崩れる母親の姿が気の毒で見ていられな
かった。

それまでの焼け跡の灰と明らかに違った

　福屋から出て下宿に向かったが、街は見渡す限り
焦土と化し、道路上には所々に死体が横たわってい
た。恐らく焼け跡の下には、数知れぬ死体が埋まっ
ていることだろう。途中相生橋にさしかかった。橋
はかなり傷んでいたが通行には支障がなかった。相
生橋は後日救援隊により、焼けただれた死体の一時
収容所として利用されたそうである。石づくりの欄
干は爆風圧で並んだようになぎ倒されていた。橋か
ら下をのぞいている人に習って川を見おろすと、数
人の死体の浮いているのが見られた。異様だったと
今でも記憶しているのは、背の白くなった魚が泳い
でいたことである。恐らく熱線か爆風圧によって、
鱗が剥がれたか、傷ついたことによるものであろう。
　丁字形の垂線に当たる橋を渡って中島本町の下宿
に着いた。下宿は全く木片一つも残っていない完全

※避難場所と黒い雨…驟雨（しゅうう）現象
・爆発による黒煙と火災の煤煙が雨に溶け、黒
い雨として降る。放射能を含むため直接被爆
者と同じ症状になる。
・風の方向によって黒い雨は降り、市の北北西
が多く、自分が避難した東練兵場・二葉山山
麓一帯では降雨は少なかった。

舟坂さんは翌 7 日福屋に戻り、相生橋を渡って下宿に向かった

福屋

相生橋

原爆ドーム

下宿
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● 8 月 6 日、舟坂さんが被爆したのは爆心地からわ
ずか 700m。福屋は富山でいえば大和デパート、鉄
筋コンクリートの堅牢な建物だ。窓からも離れてい
た。原爆の熱と炎の中を東に逃げたのもよかった。
黒い雨は爆心地から北西寄りに広く降ったからだ。
●一夜明けて向かった下宿は今の平和公園あたりで
対岸は原爆ドーム、まさに爆心地である。救援の暁
部隊が到着する前の市街中心部を歩いた舟坂さん。
その目に映った地獄絵図は想像を絶する。
●入善と黒部の議会が、核兵器禁止条約の署名・批
准を求める国への意見書を採択した。とても嬉しい。
しかし日本政府の意向を気にして採択に至らなかっ
たところもあるという。
●核の傘に守られながら核兵器禁止条約への参加は
矛盾との批判がある。それでも唯一の被爆国日本な
ら共感が得られるはずだ。必要悪はやはり悪と断じ
る地方議員の矜持に期待したい。（S・M）

編集後記

燃焼の焼け跡であった。今まで通って来た焼け跡の
灰と違って、かさの低い白い灰であった。焼け跡に
は下宿の女主人と出勤前の 1 人と、飼っていた描が
それぞれ白骨の状態で灰の中に確認できた。爆心地
は 4000 度近い輻射熱といわれているので、爆心に
近いこの辺りは自然発火も作用して短時間で燃え尽
きたのでなかろうか。更に裏に造ってあった防空壕
を調べたところ、地下深く堅率な作りのため、中の
保管物は完全な状態であった。自分が赴任時に持参
した外套、衣類は完全に残り、今もその時の入れ物
の行李は我が家に残っている。下宿の 2 人の子（女
学生、小学生 ) は市外へ避難し助かり、親戚に引き
とられたと後で聞いた。
　下宿を失った 2 人は、蜂須賀が軍需監理官として
担当している軍需工場である東洋製缶の寮に移るこ
とにした。寮のある己斐方面に向かって天満町と思
われる辺りを通って行ったが、道路には死体があち
こちに転がっていた。人の死体の中に、馬の死体を2、
3 見たが、内臓が火で膨張する為か、腹が風船のよ
うにふくれていた。橋を渡るとき川に多数の死体が
浮いているのが見られた。

4日後に視察に来た同僚が原爆症で死亡

　会社の寮に着いたとき、既にけがや火傷の人が多
数収容されていた。会社関係の人達らしい。蜂須賀
は監理官として仕事もしていた関係で会社の知人も
多かったが、私は知人もなく心苦しかった。傷が落
ち着いてからは夜眠る時だけ隅の方で休ませても
らった。火傷の手当てはほとんど赤チン治療であっ
た。火傷は 2、3 日経つと化膿が始まり、赤チンで
膿を拭きとっていたようだ。背中の火傷は腹這いの
ままであり、人によっては横になれない人もいた。
化膿が広い範囲まで及び夏の暑い時季であり、部屋
は特有の臭気で満ちた。化膿したところに蝿が産卵
すると聞いたが、今日では考えられない話である。
　4 日後に東京から同僚が視察に来た。私は案内し
て廻ったが、その同僚が 1 年後に原爆症で死亡した
と聞いている。第 2 次放射能によるものと思われる。
救援活動のため、市内で行動した暁部隊その他幾多
の救援活動に従事した人たちの中には、原爆症で倒
れた人が多く出たのではなかろうか。
　傷が落ち着いた私は、寮に迷惑をかけるのが心苦
しく、15 日の陛下の「終戦のおことば」の放送を
聞き、寮を出る決心をして蜂須賀と別れた。幸い郊
外の草津（宮島線沿線）に下宿を求めることができ、
下宿から軍需監理局（被爆後、厳島のお寺に移転）
に通勤し終戦後の軍需工場の処理指導の業務に当
たった。2 週間ほど下宿に世話になり、9 月 1 日復
員した。

終わりに

　47 年前の私の目と耳と心に刻み込まれた原爆の
「恐ろしい思い出」は、私にとって死ぬ迄、消すこ
とのできない思い出である。しかし、それを筆に表
すとなると全く不安であった。私は被爆時に行動を
共にした、ただ 1 人の友人、峰須賀 ( 名古屋で弁護
士開業 ) の許へ行き、2 人で被爆時の足どりを、広
島県庁に照会して貰った当時の市内地図で検討し、
記憶を語り合った。47 年前の記憶であり特に地理
の上で間違いあればご容赦願いたい。
　大江健三郎著エッセイ「ヒロシマ・ノート」の中
に「世界に知られているヒロシマ・ナガサキは、原
爆の威力についてであり、原爆の被害の人間的悲惨
は知られていない」と、述べている。つまり水爆に
比べてもはや広島型原爆は大した威力のない爆弾で
ある。そのために被った人間の悲惨さは同様にたい
したものでないと無視され忘れ去られようとしてい
るのではなかろうか。
　世界で原爆を投下されたのは日本だけである。今
こそ広島・長崎の被爆者は生存者・死亡者を含めて、
原爆投下によってこのように悲惨な被害を受け、今
も尚苦しんでいることを世界に周知徹底させなけれ
ばならない。それが被爆者の語り継ぎ活動の意義で
ある。
　書き終わって、ホッとしたと共に、感慨無量とい
うのが実感である。「原爆の恐ろしさ」を少しでも
理解していただければ本当にありがたい。私達は、
核を用いるような残酷・非情な戦争が決して繰り返
されないことを心より祈る。


