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被爆 75 周年を迎える今年の夏、私たちに求められていることは、新型コロナウィル

ス感染防止策をとりつつ、何が大切で優先すべき課題なのかを見極める運動の追求です。  

被爆地ヒロシマにおける反核・平和の原点である「原水禁世界大会」は残念ながら、

オンライン集会という形で開催することになりました。従来通りの開会総会・分科会な

ど集合し合う場でなくても、一人でも多くの人が、オンライン集会プログラムに収録さ

れた内容をもとに、ヒロシマ・ナガサキ・フクシマを決して過去のこととしないで、今

起きている問題と重ね合わせて考え、反核・平和運動の継続・発展を図りましょう。 
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 7 月・8 月初旬の取組み（予定） 

 

7 月 8 日：就職差別撤廃行政申入れ（部落解放広島県共闘会議） 

7 月 19 日：朝鮮学校無償化裁判支援行動（日朝友好広島県民の会） 

7 月 21 日：さよなら安倍政治・街頭行動（総がかり行動実行委員会） 

8 月 6 日：県原水禁アピール行動（9：30～原爆ドームを囲む行動） 

     被爆 75 周年原水禁世界大会・広島大会オンライン集会ネット配信

（13：00 UP） 

8 月 9 日：長崎大会オンライン集会ネット配信（13：00 UP） 

8 月 12 日：福島大会オンライン集会ネット配信（13：00 UP） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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６・３ ～「＃さようなら安倍政権」～街頭行動実施 

「戦争させない・９条壊すな！ ヒロシマ総がかり行動実行委員会」が主催する、「３の

日行動」の街宣活動が、昨日午後５時半から１時間、本通電停前で２か月ぶりに開催しま

した。今回は、新型コロナウイルスの影響もあり、リレースピーチとスタンディングによ

るアピール行動になりました。安倍政治の糾弾を目的に、「＃さようなら安倍政権」と書

かれた横断幕を掲げて、４月の「３の日行動」以降次々と明らかになった安倍政権のずさ

んな政権運営に対する国民の思いを伝える行動になりました。 

最初に総がかり行動実行委員会の川后和幸共同代表が「コロナが浮き彫りにした医療・

福祉の貧しさ」を内容とした訴え、リレースピーチでは、次々と新型コロナ対策の中で明

らかになった様々な矛盾が訴えられました。「医療崩壊の危機は続く」と題したスピーチ

では、市民病院の看護師さんが、「いつ自分が感染するかもわからない」と不安を抱えな

がら、懸命な努力を続ける医師、看護師の実態。さらに「新型コロナ患者を受け入れた病

院は、一般患者の受け入れが大幅に減少し、財政面からも大変な状況となっている」「生

命と健康を守るというなら国はきちんとした財政支援を」と深刻な訴えがありました。続

いて、中小商工業者の切実な現状として、「複雑な申請。なかなかでない支援金。問題は

山積。そしてオンライン申請では、手続きすらできない事業者がいる」との切実な現状が

報告されました。 

続いて広島の恥ともいえる「河井疑惑問題」について、「河井夫妻はもちろん、河井案

里候補に異常な肩入れをしてきた安倍首相、菅官房長官の責任も厳しく問われなければな

らない」、総がかり行動実行委員会の世話人の金子哲夫さんも「専門家会議の議事録」問

題をとりあげ、新型コロナウイルス発生とともに言われ始めた「憲法に『緊急事態』条項

を入れよう」という安倍総理の主張を取り上げ、「もし本当に憲法論議をするのであれば、

きちんとした論議経過が残されていることは絶対に必要です。それが無ければ、きちんと

した検証はできず、論議のスタートにも付けないのです。公文書をいとも簡単に改ざんし、

隠ぺいする安倍政権ですから、記録が残ることを良しとしないのでしょうが『歴史的緊急

事態』に指定した限りは全て

の経緯を文書に残すことは当

然の責務です。」「ましてや

いのちに関わり、権利を規制

する根拠となる重要な専門家

会議ですからなおさらです。

この当たり前の事がきちんと

やれずに、思い付きとしか思

えない発言や政策が多すぎる

安倍政権は、まさにさような

らしてもらうほかありませ

ん。」と市民に訴えられまし

た。 

リレースピーチの最後に、ヒロシマ総がかり行動実行委員会事務局長の石口俊一弁護士

が「黒川問題は、ここが問題」とわかり易く訴えて行動を終了しました。ビラ配布はない

街頭行動でしたが、戦争をさせない！ヒロシマ 1000 人委員会からも多くの参加を得て、

全体で 60 名の参加がありました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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差別を許さず・公平な裁判を求めて 

広島朝鮮学園高校無償化裁判控訴審結審 

新型コロナウイルス対策のため、延期となっていたました朝鮮学園高校無償化裁判控訴

審第９回口頭弁論が６月 12 日午後２時から広島高裁３０２号法廷で行われました。３０

２号法廷は、傍聴席が６０ありますが、昨日の公判では、コロナ対策ということで一般の

傍聴者用に１７席、マスコミ用に７席のみが使用可能と傍聴が限定された中での結審とな

りました。 

裁判は裁判官の入廷後、控訴審結審と

いうこともあり報道関係者によるテレビ

撮影があり、三木昌之裁判長の指揮で公

判が開始され、原告側による最終弁論と

意見陳述が行われました。足立弁護団長

の意見陳述では、「不指定処分によって

侵害された権利とその真の目的は何なの

か」「朝鮮学校を無償化の対象とするた

めに設けられた事項を破棄して、どんな

に問題がなくなっても、永遠に無償化の

対象から除外すること」「規定で無償化適用ができる学校が現れても、その学校の生徒の

受給権を侵してまでも、朝鮮学校を絶対に無償化適用させないという、極めて違法性の高

い処分、決定」であると強く主張されました。 

次に平田かおり弁護士が、法的根拠をるる指摘し、毎回の裁判報告集会で生徒たちによ

って披露される「どれだけ叫べばいいのだろう 奪われ続けた声がある、聞こえるかい 

聞いているかい 怒りが今また声となる」との歌詞を紹介し、約７年間何度もこの歌を聞

いてきたことを話し、「毎回胸がつぶれる思いです。学びに専念したい高校生に、大人た

ちが、日本政府が、こんな理不尽なことをしてよいのでしょうか」「裁判所が救済しなけ

れば、誰が救済するのですか」と、自らがこの裁判を通して学んだことを紹介しながら、

裁判所への強い思いを訴えられました。が 

続いて控訴人の一人である、広島朝鮮学園理事長の金英雄前校長が、「生徒、保護者が、

民族のアイデンティティを求めて民族学校に通うのが間違っているのでしょうか」「我々

在日朝鮮人は学校選択に対して祖国解放後７５年経った今でも差別を受け、植民地時代と

同じように日本政府の機嫌を伺わなくてはいけないのでしょうか。」「子どもたちから民

族教育の場を奪わないでください。子どもたちに日本社会への偏見を持たせないでくださ

い」と訴えられました。 

最後に朝鮮高校の卒業生（控訴人の一人）で、現在朝鮮学校の教師が弁論に立ち、自分

が教えている子どもたちの様子を紹介しながら、民族教育の大切さを「朝鮮人である自分

自身を知り、愛するようになる過程は、民族教育無しでは説明できません」と訴えるとと

もに、朝鮮人への差別が続いてきたことへの強い思いを語りながら、朝鮮学園が無償化適

用除外となったニュースを聞いた時の気持ちを次のように述べられました。「あまりにも

淡々とニュースを読み上げる声に、開いた口がふさがりませんでした。『ああ、私が生ま

れて育ったこの国は、私に朝鮮人として生きる権利などないと、そういっているのか』あ
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の瞬間の、憤り、悲しみ、驚き、・・・いろんな感情がごちゃまぜになって、こみ上げた

瞬間を、今でも鮮明に覚えています。決して忘れることなどできません」。そして「朝鮮

人として生きるのは贅沢でしょうか？朝鮮人だから、自分らしく生きることを、否定され

てもしようがないのでしょうか」と訴えられました。 

午後７時から朝鮮学園で、生徒、保護者、在日朝鮮人、そして日本側の支援者 約６０

名余りが集まり、判決に向けての決意を固めあう報告集会が開催されました。コロナ対策

ということでいつもより人数

が絞られ短時間となりました

が、全国で初めて本人尋問、

証人尋問が控訴審で実施され

ましたが、楽観はできません。

公平判判決が出ることを期待

するとともに、仮に控訴審で

も不当な判決が出た場合には

最高裁で勝利するまで争う決

意がされました。支援する会

から「公平な判決を願うハガ

キ要請行動」が提起され報告

集会は終わりました。 

この制度が始まって以来１０年間に無償化の支援を受けることなく２３６名が卒業して

います。広島地裁で不当判決（２０１７年７月１９日）が出されて以降、毎月１９日に街

頭に出て市民に訴え続けた子どもたちの姿を忘れることなく、こんな差別は、これで終わ

りにしなければなりません。 

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

第 23代高校生平和大使選ばれる 

        ～新型コロナウィルス感染対策の苦悩の末～ 

今年度は，新型コロナ

ウイルス感染症の影響

で、当初の予定の選考

会日程の延期を余儀な

くされました。例年は

８月に国連欧州本部へ

の訪問でしたが、今年

は海外への渡航が難し

い状況であるため、国

連欧州本部への訪問が

できない可能性がある

ことを応募者に伝えた

上で、再度，応募の意

思確認をせざるを得な
写真は左から楠さん・柚木さん。梶原さん 
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い状況でした。最終的に 41 人の再応募があり、選考会を行うにあたっては、新型コロナ

ウイルス感染症への対策が必要であると考え、「密集を避ける」「短時間で行う」の２つ

を基本として、全体を 2 グループに分けて、6 月 14 日にワークピア広島で、翌週 21 日に

三原市市民福祉会館で開催しました。 

選考にあたっては、連合広島・広島県平和運動センター・自治労・高校生１万人署名活

動サポーターから、７～８人が選考委員を担っていただきました。 

参加した高校生は、応募したきっかけ・自分自身の平和や核廃絶への思い等を述べ、平

和大使としてとりくみたいことを訴え、応募者それぞれの熱い思いが選考委員にも伝わり、

選考は難航しましたが、協議の結果次の３人が第 23 代高校生平和大使として選ばれまし

た。 

 

・梶原 百恵（かじわら ももえ）さん 福山市立福山高等高校 ２年  

・柚木 優里奈（ゆのき ゆりな）さん  広島大学付属高等学校 ２年 

・楠 康生（くすのき こうせい）さん 修道高等高校 ２年  

 

（報告：高校生平和大使サポーター・森﨑さん） 

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

 

被爆７５周年原水爆禁止世界大会に向け広島県実行委員会が発足 

被爆７５周年原水爆禁止世界大会に向けた広島県実行委員会の結成総会が、６月１７日

自治労会館で開催されました。 

今年の結成総会は、新型コロナウイルス対策ということもあり参加者を制限したため、

県原水禁常任理事や平和運動センター加盟労組代表など、約５０名の参加となりました。 

金子哲夫県原水禁代表委員は開会あいさつで、「今年の大会は、従来のように全国から

広島に結集するという

大会とはならず、オン

ライン集会という新し

い形での開催となりま

す。しかし被爆７５周

年という節目の年です

ので、これまでの経験

を活かしながら、広島

として何ができるのか、

何をしなければならな

いのか率直な声を出し

ていただき、実りある

大会が開催できるよう

ご協力をいただきた

い」と参加者の協力を

呼びかけました。 

続いて、結成総会のために駆け付けていただいた中央実行委員会の北村智之事務局長か

ら、「被爆７５周年原水禁世界大会の構想」について次のように提起されました（北村事

務局長は、今年の４月に行われた原水禁国民会議全国総会で新たに事務局に就任され、初

めての原水禁世界大会となります）。 
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①広島大会の開会総会は、８月６日１３時からオンライン集会で実施します。その内容

は、例年４日に実施していた「開会総会」のものを基本的には踏襲します。集会のエンデ

ィングでは、広島の様々な人たちの協力で収録した「原爆を許すまじ」のリレー合唱を流

すことにしました。４５分間くらいになります。 

②分科会もオンラインを使用しますが、広島に協力をお願いするテーマは、秋葉忠利代

表委員の「平和市長会議と非核の未来」（仮称）と金子哲夫代表委員の「平和公園碑めぐ

りフィールドワーク」です。 

③長崎大会は８月９日、福島大会は８月１２日にいずれも１３時からオンライン集会を

開催します。 

④国際シンポジウムは、「核兵器廃絶と日本のプルトニウム」をテーマとし、事前に収

録したものを編集し、８月６日１４時から YouTube にアップします。 

⑤今年は、残念ながら、平和行進は中止にします。 

続いて、広島県実行委員会渡辺宏事務局長が、現地としての取り組みについて、次のよ

うな提案しました。 

「広島県実行委員会としては、第一にオンライン集会の充実、第二に、8 月 6 日の『原

爆ドームを囲むアピール行動』を、各組織の最大限の協力を得て成功させていきます。そ

して、これらの取組みを通じて、原水禁運動への新規参加者を得ることで、運動の広がり

と継承に繋げていきます。原爆ドームを囲むアピール行動は、核兵器廃絶・脱原発・平和

に関するアピールの横断幕を持ち寄ります」 

質疑では、「オンライン集会を周知するためにもポスターは例年通り配布してほし

い。」「８月６日の新聞意見広告を成功させよう」「原爆ドームの行動では、『市民の平

和宣言』を出そう」など、例年以上に積極的な意見が出されました。今後、出された意見

を大切にして、より充実した大会とするため、出された意見を内容に反映させることを確

認しました。 

最後に、秋葉忠利代表委員から「先が見えない手探りの状況ですが、合理的な発言が出

されました。一番印象に残ることは、今日の参加者が当事者意識を持っていただいている

こと、成功させるためにどうするかを考えていただいていることがよくわかったことです。

大会を成功させることが、日本の新しい方向を示すことになります。」という閉会あいさ

つがあり、結成総会は終了しました。 

今年の原水禁大会は、新たなスタイルでの開催となりますので、参加者のみなさんにも

戸惑いはありましたが、被爆７５周年という大切な節目の年ですので、大会を成功させる

ため全員が力を合わせることを誓い合いました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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被爆 75 周年原水爆禁止世界大会オンライン集会概要 

広島大会（8 月 6 日 13:00～） 長崎大会（8 月 9 日 13:00～） 福島大会（8 月 12 日 13:00～） 

オープニング オープニング オープニング 

議長あいさつ 議長あいさつ 議長あいさつ 

現地実行委員会あいさつ 現地実行委員会あいさつ 現地実行委員会あいさつ 

海外ゲストあいさつ 海外ゲストあいさつ 海外ゲストあいさつ 

被爆者からの訴え 被爆者からの訴え 被害者からの訴え 

高校生平和大使からの訴え 高校生平和大使からの訴え 高校生平和大使からの訴え 

基調提起 基調提起 基調提起 

アピール採択 アピール採択 アピール採択 

エンディング（リレー合唱） 

「原爆を許すまじ」 

エンディング（リレー合唱） 

高校生平和大使の街頭署名の
風景を、全国からビデオ・写真
をもらいつなげる。 

 ＢＧＭは、全国の高校生平
和大使の歌う「この声を、この
心を」 

エンディング（リレートーク） 

「福島原発に対する思い」を 20
秒トーク 

 

国際シンポジウム 

（8 月 6 日 14：00～） 

【テーマ】核兵器廃絶と日本
のプルトニウム 

※海外 3 人、日本 2 人を予定 

高校生シンポジウム 

  （8 月 9 日 14：00～） 

ZOOM 会議 

【テーマ】検討中 

 

 

オンライン分科会・特別分科会 

分科会（8 月 4 日 13：00～） 特別分科会（8 月 5 日 13：00～） 

 6 分科会  4 特別分科会 
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広島県原水禁独自の取り組み 

【集会】 

と き 8 月 6 日 9：30～10：30 

ところ 原爆ドーム 

内 容 核兵器廃絶・脱原発などを求める横断幕を持ち寄り、原爆ドームを 

囲むアピール 

【意見広告】 

8 月 6 日、中国新聞朝刊に「核兵器禁止条約」の署名・批准を求める広告を 

掲載 

 

 

 

 
 
 
 

URL  https://www.youtube.com/channel/UCE9kPbD9CrNxSe9eF54nz3Q/ 
 

QR コード 
 

YouTube 被爆 75 周年原水爆禁止世界大会公式チャンネル 

 


