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沖縄県名護市辺野古沿岸部の埋め立ての是非を問う県民投票が２月２４日行わ

れ、辺野古基地建設に反対し当選した先の知事選での玉城デニー氏が獲得した投

票数を 3 万票以上上回る、４３万４千票余りの沖縄県民の民意がはっきりと示さ

れた。この県民投票は、民意に反して安倍政権が推し進める沖縄への基地押し付

けへの反対の意思を、県民投票で示そうとの若者たちの署名活動から始まったも

のであり、まさに草の根民主主義が実ったもので敬意に値するものであり、これ

に対する政府の姿勢には、怒りの炎を燃やし続けなくてはならない。 

国土の０．６％に在日米軍施設の 70％が集中し、更には宮古島をはじめとす

る沖縄の島々に新たに自衛隊基地建設を進める政権への「沖縄を軍事的盾にする

な！」との怒りが示されたもの。私たちも沖縄に連帯し、これ以上沖縄に基地の

押し付けを許さず、基地縮小、平和外交推進を基軸に、戦争のできる国へ変貌さ

せようとする安倍政治を終わらせるために、運動を再強化しなくてはならない。 
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【3 月・4 月初旬の主な予定】 

3 月  3 日(日）安倍改憲ＮＯ！街頭行動（13：00～14：00 本通り青山前） 

3 月 11 日(月) さようなら原発ヒロシマ集会（14：00～広島弁護士会館他） 

3 月 19 日(火) 県原水禁常任理事会（18：00～自治労会館） 

       朝鮮学校無償化裁判支援街頭行動（17：00～県庁・市役所前） 

3 月 23 日(土) 上関原発を建てさせない！山口県民大集会（11：00～山口維新公園） 

4 月 3 日(水) 安倍改憲ＮＯ！街頭行動（17：300～本通り青山前） 
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      1月16日 広島県被団協「新春の集い」開催 

県原水禁へ感謝状贈呈される 

 

被爆74年を迎える今年、広島県被団協の恒例の「新春代表者会議（新春の集い）」が

広島市大手町平和ビル5階会議室において開催されました。坪井直理事長は入院加療中

であるため出席されませんでしたが、「国際社会の核兵器廃絶へ一歩一歩確実な前進を

受けて、元気で闘病生活をしている。一方まだまだ努力が必要、命ある限り皆さんと一

緒に核兵器廃絶への強い意志を訴えていこう」とのメッセージが送られました。 

会議では来賓の挨

拶後、連合広島・広

島生協連・広島県原

水禁の3者へ、感謝

状が贈呈されました。

これを契機に、広島

県原水禁としては今

後も更に、被団協の

活動への支援という

だけでなく、被爆者

の思いに沿った核兵

器廃絶・被爆者援護

の共同行動と二度と

戦争をさせない取組

みを、平和運動セン

ターと共に推進していくことを求められたものと受け止めました。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

憲法を守る広島県民会議総会開催される 
 

 1月22日自治労会館において「憲法を守る広島県民会議」2019年度総会が開催されま

した。開会あいさつで鶴代表委員から「歪んだ安倍政治を創り出した責任は我々にもあ

り、護憲の運動を広げていくことを確認し合いたい」と決意が述べられました。 

議事では、経過報告と活動方針においては、日米軍事同盟強化のもとでの沖縄基地問

題や岩国基地強化の課題に引き続き結集すること。安倍改憲阻止の運動について県内各

地における総がかり行動への結集などが確認されました。 

 具体的な取り組みについては当面する春季護憲強化月間として、4月22日～26日にか

けて県内で「街頭宣伝」と「チラシ配布」行動を行い、新聞等に意見広告を行うことが

確認されました。 

  

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

1.27 ネバダ・デー慰霊碑前で座り込み 

～ 全ての核実験停止を～ 
1月27日午後12時15分から原爆慰霊碑前において「ネバダ・デー」の座り込みを行い

ました。県原水禁の呼びかけで被爆者・市民・労働組合員ら44人が集まり、「すべての
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国の核実験の停止とネバダ核実験場の閉鎖」を訴えました。 

県被団協を代表して箕牧智之副理事長が「核兵器禁止条約制定後も核保有国と日本も

含めて、核の傘のもとにある国々がその批准に後ろ向きであることは残念でならない。

ＩＭＦの改定を迎える今年、被爆地ヒロシマから核兵器廃絶への取組みを強めて行く決

意である。」

とあいさつさ

れました。金

子哲夫広島県

原水禁代表委

員からは「ネ

バダ核実験場

における被曝

の実態を含め

て、核兵器開

発に反対する

運動が世界に

広がってきた

このネバダ・デーでの取り組みなど地道な運動が世界の核兵器廃絶への機運を作り上げ

てきた歴史的意義を確認し合い、引き続き被爆地ヒロシマから核実験停止と核施設の撤

去を求めていこう。」と訴えられました。 

参加者は慰霊碑前において30分の座り込みを行い、アピール文を自治労の松崎理恵さ

んが読み上げ参加者一同で採択しました。このアピール文は米国大使館と内閣府へ郵送

しました。 

「１.２７ネバダ・デー」ヒロシマからのアピール 

  

 １９５１年１月２７日、 アメリカ・ネバダ核実験場で初めて核実験が行われまし

た。  

それから３３周年にあたる１９８４年１月２７日、 米国・ユタ州シーダー市の「シテ

ィズンズ・コール」（ジャネットゴードン代表）の呼びかけで、全米各地で反核集会が

開催されました。 イギリス・カナダ・マーシャル諸島などへも広がり、 広島県原水禁

もこの日、核実験全面禁止を求める国際連帯行動として、 原爆慰霊碑前で座り込みを

行いました。 その後、この日を「ネバダ・デー・国際共同行動日」として世界で取り

組まれるようになり、以降、広島では毎年、 座り込み行動を続けています。 

 一昨年７月、国連で「核兵器禁止条約」が 122 か国の賛成で採択され、その後各国に

おいて批准が始まっています。しかし、日本の核政策は、「唯一の戦争被爆国」であり

ながら、米国の「核の傘」のもと、「核抑止力」に依存し続けています。批准に後ろ向

きの態度をとり続けてきた日本政府の姿勢は、国内外から批判が強まっています。私た

ちは、改めて日本政府が直ちに「核兵器禁止条約」に署名、批准し、「核兵器禁止条

約」の早期発効のためその先頭に立つことを強く求めます。 さらに 日本は、現在４８

トンものプルトニウム（核兵器 約 7,850 発分）を保有しており、 核拡散の観点から大

きな問題です。日本政府に、核兵器の原料となるプルトニウムを国内から一掃させるこ

とも、核兵器廃絶への道を開くことになります。 

 「あらゆる国のあらゆる核実験に反対」「反核・平和」「脱原発」など、 核と平和

の問題を訴え続けてきた私たち被爆地の市民は、 「核と人類は共存できない」という

先達の言葉を心に刻み、 この世界からすべての核がなくなるまで不断の努力を続ける
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ことを決意するとともに、 人類史上はじめて原子爆弾の惨禍を被ったヒロシマから全

世界に訴えます。 

 ◆ネバダ核実験場を閉鎖させよう！ 

◆例外なき核実験全面禁止・核兵器開発に反対し、核兵器禁止条約を早期に発効させ

よう！ 

 ◆東北アジアの非核地帯化と非核三原則の法制化を実現しよう！ 

◆世界のヒバクシャと連帯し、ヒバクシャの人権を確立しよう！ 

 ◆原発の再稼働、新増設に反対し、核に頼らないエネルギーに転換しよう！ 

 ◆ノーモア ヒロシマ、 ノーモア ナガサキ、 ノーモア ウォー！ 

                                ２０１９年１月２７日 

                   「１.２７ネバダ・デー」市民行動参加者一同 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

広島県原水禁第88回総会を開催 

～核兵器禁止条約の早期批准をめざして～ 

 

広島県原水禁は1月27日自治労会館において第88回の総会を開催しました。開会のあ

いさつで金子代表委員から「国際的にはこの条約批准がかなり今年は進むのではないか。

日本の批准が遅れてしまうと反核団体もその責任が問われる。ヒバクシャ国際署名など

より強化して取り組む必要がある。フクシマに向き合うことが大切。事故後8年が経過

しようとしているが、事故が風化させられている。帰還政策の強行と共に原発の再稼働

が進められていることに矛盾を感じなければならない。原発政策はイギリスやトルコへ

の輸出が頓挫したように、原発は膨大なコストが掛かり危険と責任を負うことができな

いということが明かになってきている。原水禁としても中国電力へ島根原発稼働に反対

し上関原発建設の断念をとの申入れを再三行っているが、引き続き継続して取り組む。

将来に向けて、原水禁運動をどう若い人に継承するかという課題について論議をしなけ

ればならない。原水禁学校もその視点で充実させる必要がある。最後に、原子力政策と

相まって安倍政権

の憲法改悪の動き

に対してもしっか

りと抗っていかな

ければならな

い。」と基調提起

も併せたあいさつ

がありました。 

総会は渡辺事務

局長から被爆73周

年原水禁世界大会

・広島大会の総括

と1年間の活動経過

と運動方針が提起

され、いずれも満

場一致で承認採択されました。 

当面の取組みである3月11日の「さようなら原発ヒロシマ集会」の成功を確認し合い
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ました。（別添チラシ参照のうえ平日ですが他団体を上回る参加をお願いします。） 

「広島県原水禁第８８回総会」決議文 

国連で核兵器禁止条約が採択され、はじめて国際社会が核兵器の違法性を認め、全

面禁止を求める条約が成立する中、日本政府は、被爆者の声を無視してその条約に反対

するというあるまじき態度を示し、唯一の戦争被爆国としての核兵器廃絶に向けた確固

たる姿勢をとらないばかりか、原発推進とその結果としての核兵器転用できるプルトニ

ュームを４８トンも有する国として、同盟国の米国からも危惧される国としての自覚が

まったくないままです。 

また、福島原発事故から 8 年が経とうとしていますが、いまだに事故の終息の目途

も立たない中で、多くの被災者が苦しい避難生活を余儀なくされています。その避難者

に対する帰還政策の強制と補償の打ち切りが行われ、被災者を切り捨てようとしていま

す。安倍首相がめざす、憲法改「正」は、自衛隊の海外派兵に道をひらき、「戦争する

国」への道以外の何物でもありません。沖縄・辺野古新基地建設、岩国の基地再編強

化、原発再稼働・核燃料サイクルの推進など、民意を無視し、権力の暴走をし続けてい

ます。 

被爆から 73 年が過ぎて、被爆者は高齢化や病弱化が進み、被爆者を取り巻く環境は

年々厳しくなっています。被爆者が訴えてきた核兵器の非人道性と国の戦争責任の追

及、原発事故によるあらゆる被災者が訴える国の責任は、等しく核政策の転換と、再び

戦争をさせてはならないという決意でもあります。被爆地ヒロシマは、その思いを一身

に受け止め、私たちの理念である「核と人類は共存できない」ことを改めて肝に銘じ、

「核も戦争もない２１世紀の実現」のため、今年も全力で取り組んでいきます。 

私たちは訴えます。 

◆「核兵器禁止条約」への署名と批准に向け、被爆国・日本の核政策転換を求めよ 

う！ 

  ◆原水禁・連合・KAKKIN３団体での核兵器廃絶に向けた運動の強化をはかろう！ 

  ◆核廃絶・原水禁運動を強化し、東北アジアの非核地帯化と非核三原則の法制化を

実現させよう！ 

  ◆原発の再稼働、新増設に反対し、核に頼らないエネルギーに転換しよう！ 

  ◆フクシマとの連帯を強化し、すべてのヒバクシャの援護と権利確立に向け、国家

補償の精神にもとづく法制化を進めよう！ 

  ◆戦争への道を突き進む安倍政権の暴走を阻止し、憲法９条を守り、憲法改悪に反

対しよう！ 

  ◆ノーモア・ヒロシマ、ノーモア・ナガサキ、ノーモア・フクシマ、ノーモア・ウ

ォー！ 

                             以上、決議します。 

                         ２０１９年１月２７日 
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 紀元節復活反対ヒロシマ集会 

     ～改憲策動に抗して・国民投票の危険性に学ぶ～ 

２月 11 日、自治労会館で 104 人の参加で「紀元節復活反対！平和・民主主義・人

権を守る２.11 ヒロシマ集会」が開催されました。 

主催者あいさつの後、「巨大広告代理店に操作される憲法改正国民投票」と題して、

ジャーナリストの本間龍さんから講演を受けました。 

 

本間さんは「国民投票法には、広告規制がほとんどなく、予算と組織を持つ改憲

派が圧倒的に有利である。その根拠として『事前にスケジュールを組んで活動でき

る』、『改憲派が政権与党であり、国会日程を自由に使える』、『巨額の政党助成金を行

使でき、

信用が

あるた

め資金

を集め

や す

い 』、

『改憲

派の広

告宣伝

担当は

電通で

あり、

もとも

と自民党との結びつきが強い』ことが挙げられる。また、改憲派は運動体としての形

がすでに整っているが、護憲派にはそれがない。護憲派が改憲派のプロパガンダに対

抗するためには、一刻も早く中心を決め、メディア・広告戦略を構築し、戦略実行の

ための資金計画に着手しなければならない」と強く訴えられました。 

最後に、「平和と民主主義、人権の尊重される社会を築くため、憲法を護り活かす

ことに全力をあげよう、そして再び過ちを繰り返さないために、戦争につながる一切

の動きを許さない運動を被爆地ヒロシマから発信しよう」とした集会アピールを採択

し集会を終えました。（自治労：宮下さんの報告） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

私たちの願い・朝鮮学校生に笑顔を！ 

全国行動月間－高校無償化裁判勝利・補助金カット反対－広島集会の参加報告 

 

19.2.12 広教組 森﨑 

 

 2 月 12 日，広島弁護士会館で開催され，150 人が参加した。 

はじめに，西迫利孝さん（広島県教職員組合執行委員長）があいさつを行った後，第
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4 回控訴審の報告を平田かおり弁護士（弁護団事務局長）と足立修一弁護士（弁護団

長）が行った。両弁護士は，今回，原告から｢無償化法｣制定時の文科省作成の想定問答

集に基づく主張を準備書面として提出したほか，書証として，文科省作成の想定問答集

や２人の意見書等を提出したと報告し，次回，証人尋問の証人を確定し，次々回で証人

尋問を実施するようになると説明した。また，足立弁護士は，｢『無償化法』は，生徒

一人ひとりに就学支援金が支給されるという趣旨のものであり，学校の運営が適正かど

うかについては，そもそも支給要件としていない｣，「国側に求釈明したことについては，

何ら誠実な回答はない」と，改めて国の主張の不合理性や国の不誠実な対応への怒りを

訴えた。 

 その後，金英雄さん（広島朝鮮初中高級学校校長）が，これまでの無償化裁判の経過

を報告し，朴陽子さん（広島朝鮮学園オモニ会会長）が，国連｢こどもの権利委員会｣対

日審査の状況とロビー活動の報告を行った。朴陽子さんは，対日審査の会議の合間に行

ったロビー活動が，日本政府に対する朝鮮学校無償化除外の見直し勧告につながったこ

となどを報告した。 

 続いて，冨田真由美さん（徳島県教職員組合），金裕成さん（広島朝鮮初中高級学校），

黄希奈さん（広島無償化裁判を支援する会）の３人が，それぞれの立場から意見発表を

行った。金裕成さんは，自分たちに向けられる偏見や差別への怒り，そのことを解決で

きない矛盾とモヤモヤした気持ちを述べ，今後も学ぶことがそれらを解決する道だとい

う思いや，これからは自分が後輩たちに何かをしてあげられる存在になるという決意を

語った。 

 その後，権載淑さん（広島朝鮮学園オモニ会副会長）の朗読によるアピール文を採択

した。 

 最後に，山下真澄さん（広島県議会議員）が，「県が補助金を始めたときからこれま

での間，広島朝鮮学園の教育内容は変わっていない。にもかかわらず，無償化から除外

され，補助金を受けられない状態が続いているのは，根底に国による差別政策があるか

らだ。しかし，あきらめず，たたかい続けることで，必ず道は開ける。ともにがんばっ

ていこう。」とまとめを行った。そして，今後も差別に抗い，民族教育権を求めてたた

かい続ける決意を全ての参加者で確認し，集会を終えた。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

部落解放広島県共闘会議第31回総会開催 

～講演：朝鮮学校の歴史と差別の実態を学ぶ～ 

  

 部落解放広島県共闘会議は2月15日、自治労会館において第31回総会を開催。議長

に広教組頼信直枝副委員長を選出し、門長雄三副議長から「今の社会は差別の助長がネ

ットで進み、政治家も人権感覚のない発言を繰り返すなど嘆かわしい状況にある。差別

を憎み寛容な人権を守る運動を構築していこう」とあいさつがされました。西迫利孝事

務局長から議案提起がされ、満場一致で議案は採択されました。 

今年の総会学習会は「朝鮮学校の歴史と課題」と表し、広島朝鮮初中高級学校の金英

雄（キム ヨンウン）さんにパワーポイントを使って行っていただきました。金さんか

ら、日本が朝鮮半島を植民地化し戦争で徴用のため祖国を離れてきたこと。戦後の朝鮮
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戦争で祖国が分断されたこと。在日朝鮮人が祖国の言葉や文化を守るために子どもたち

の教育の場所を拠出しながら学校をつくってきたこと。差別も受けながらもアイデンテ

ィティを守ってきたこと。とりわけ安倍政権になってからの朝鮮学校高校無償化からの

排除や県や市の補助金停止など理不尽な差別に抗して闘っていることなどが歴史的に語

られ、あらためてあらゆる差別は支配者の分断の道具であること、差別のない共生社会

をめざすことを確認し合うことができました。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（編集後記） 

 今年の冬は西日本の降雪量は平年を大きく下回ることは明らか。この降雨量の変化 

がまた夏の豪雨をもたらすとしたら・・・。 

いずれにしても、地震列島と気候の変化による豪雨災害が予測できる我が国こそが 

コスタリカに習って非武装中立とすべき。防衛省は防災省に改組し、人も機材も充て 

るべきではないか。夢物語だと批判されそうだが、国の在り方を変えることしかない 

のではないか。 

 福島原発事故から８年が経過しようとしている。戦争や原発事故の本質を覆い隠し 

責任を取らないこの国は今国民を欺き、近隣の国を敵視し民族排外主義を煽り、差別 

と分断によりヘイトを助長させる愚かな国民を創出している。 

対抗する手段は、忙しくとも継続して学習と対話によりごまかされない活動を強め 

るしかない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（憲法を変えるな！政治を変えろ！通常国会開会日にも街頭で訴える総がかり行動） 
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