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通常国会で菅政権の本質があらわに。総務省の官僚であった山田広報官人事について、

単にその業者との癒着という構造ではなく、放送含め、政権批判ができないマスコミに仕

上げることを目的にした人事であるとみるべきとの解説が頷けます。 

政権批判を許さないマスコミ支配が強まっていることは、記者クラブの会見での記者の

選択だけでなく、NHK のキャスター交替劇も、総務省を通じた圧力によるものと言われて

います。 

３月 11 日は福島原発事故から 10 年です。廃炉計画も立たない状況で、原発事故後の生

活の実態すら明らかにされないままです。復興支援のオリンピック・パラリンピックとな

りえていないし、原発事故後 10 年経過した現状を浮き彫りにせずひた隠しにする政府の

姿勢を許してはなりません。 

菅政権による民意に背く政治や、どさくさに紛れての憲法改悪は許さず、平和と民主主

義・人権を守る運動に、心合わせて奮闘し合いましょう。 
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・3 月 11 日（木） 18:00～  フクシマを忘れない！さようなら原発ヒロシマ集会」 
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アメリカ臨界前核実験に抗議し座り込み 

１月 21 日の昼時間、「核兵器廃絶広島平和連絡会議」（連合広島・県原水禁、広島県被

団協など１２団体で構成）の呼びかけで、昨年１１月にアメリカが実施した臨界前核実験抗議

の座り込みが慰霊碑前で実施されました。コロナ過での座込みということで、人数を制限して

の呼びかけとなりましたが、35 名が参加し、厳しい寒さの中で抗議の意思を表しました。 

 核兵器禁止条約が今週中に発効すると

いう時期での「座込み」となり、今まで以上

に強い怒りの声が上がりました。その思い

は、座り込みの最後に頼信直枝広教組委

員長によって提案された「抗議の申し入

れ」の中に「１月 22 日に発効する核兵器

禁止条約の直前の実験であり、国際社会

において許されざる行動であります。・・・ヒ

ロシマの声や国際世論に対する重大な挑

戦であるといわざるを得ません」との表現

で盛り込まれました。この「抗議の申し入

れ」は、アメリカ大使館に送付されました。 

日本政府は、「核兵器保有国と非保有国の橋渡し役を務める」と言い続けていますが、今

回のアメリカの臨界前核実験に抗議しないのですから、非核兵器保有国の信頼を得ることな

ど絶対にできません。日本政府が本気で核兵器廃絶をめざすというのであれば、核兵器の使

用につながる「核兵器の小型化」のための今回の臨界前核実験に、はっきりと「ＮＯ」の意思

表示をしなければなりません。アメリカの核の傘に依存しているから何も言えないというのであ

れば、空々しく「橋渡し役を務める」などというべきではありません。 

実験を強行したアメリカ政府はもちろんですが、この臨界前核実験に抗議の意思を示さな

い日本政府に対して、改めて強い憤りをみんなで確認し合いました。 

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

核兵器禁止条約が発効―核兵器廃絶への大きな一歩 

                     県原水禁代表委員 金子哲夫さん 

核兵器禁止条約が、国連で採択されてから３年６カ月、50 カ国以上の批准を達成し、１月

22 日に条約が発効しました。条約が発効したことで、核兵器禁止条約は、国際的な法律とし

て効果を持つことになり、核兵器の使用はもちろん、核兵器を違法な兵器とし、開発、実験、

製造、備蓄、移譲、及び威嚇としての使用の全てが違法とされ、廃絶が義務付けられることに

なり、核兵器廃絶への大きな一歩となることは間違いなく、その意義は極めて大きいものがあ

ります。 

私たちはあらためて、「核兵器禁止条約発効」に至る道筋の中では、一生をかけて自らの

被爆体験を語りながら「核兵器の非人道性」を訴え続けた広島・長崎の被爆者、マーシャル諸

島共和国をはじめとする核実験によって被曝者となった人々、核兵器廃絶を願い粘り強く運

動を続けてきた市民社会、特に原水禁運動の先駆者の努力があったことを思い起こし、核兵

器廃絶までの運動の継続を強めることが求められています。 

http://kokoro2016.cocolog-nifty.com/shinkokoro/2021/01/post-71f5b0.html
http://kokoro2016.cocolog-nifty.com/shinkokoro/2021/01/post-630c9f.html
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条約の発効に関して、世界の各地で多くの人たちによる歓迎するアピール活動が行われま

した。広島でも 1 月 21 日、原爆ドーム前で、キャンドルメッセージ「NO NUKES FUTURE！ 

TPNW 2021」（核なき未来を！核兵器禁止条約をスタートに 2021）によるアピールが行われ

ました。2017 年７月の国連での採択を目前にした時期から、その都度節目で実施されてきた

行動で、世界へのヒロシマからのメッセージとして今回もインターネットを通じて、世界に発信さ

れました。 

午後５時から始まったキャンドルメッセージには、コロナ過ということでキャンドルメッセージと

歓迎の声明文を読み上げるだけのイベントなりました。声明文では、「決定的な歴史的意義」

と評価し、「核戦争をもたらす危機的状況を世界中から包囲し封じ込める」ことを呼びかけると

ともに、核抑止力に頼る日本政府に対し「一刻も早い署名・批准」を強く求めています。 

核兵器禁止条約に背を向け

る日本政府の姿勢について、

次の点について矛盾する姿勢

を追求することができます。 

まず、日本政府は「わが国の

アプローチとは異なるものであ

るから」という訳の分からない理

由をあげていますが、本音は

「アメリカの核による抑止力に

依存する政策を続けたい」とい

うことです。この政策を続ける限

り、国連で日本政府が提案する

「核廃絶決議」が採択されたとして、政府が枕詞のように言う「核兵器廃絶」は、絶対に実現で

きません。岸防衛大臣が言う「核保有国が乗れないような条約になっているので、有効性に疑

問を感じる」としていますが、「有効性に疑問」とは一体何を指しているのか、もっと具体的な言

葉で明確にすべきですし、「仲介の訳を果たす」というのですが、条約を批准しないままで、具

体的にどんなことができるというのでしょうか。 

国会における議論も不足しています。「核兵器禁止条約の発効」という絶好の機会である今

こそ、国会の中でもこうした疑問に答える議論を真剣に展開すべきです。 

原水禁国民会議も条約発効記念イベントとして、オンラインで「日米韓国際シンポジウム－

核兵器禁止条約発効後の課題と展望－」を開催しました。日本側のパネリストは、秋葉忠利

県原水禁代表委員（原水禁国民会議顧問）が果たされ、YouTube「原水禁チャンネル」で見る

ことができます。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

県原水禁 「１．２７ネバダ・デー座り込み」を実施 

広島県原水禁は、1月 27 日午後０時 15分から２０分間、平和公園慰霊碑前で、1984 年

から毎年この日に行ってきた「１．２７ネバダ・デー座り込み」を実施しました。今年は、コロナ感

染状況を考慮し、最小限の参加呼びかけでしたが、箕牧智之広島県被団協理事長代行を始

め 33 名が参加しました。 

「ネバダ・デー」の取り組みは、アメリカ・ネバダ核実験場で行われた核実験被害者からの呼

びかけで始まりました。「核実験被害者の救済」を定めた核兵器禁止条約が発効した今こそ、

改めて世界の核実験被害の実態を明らかにし、全ての被害者の救済を具体的に実施させな

http://kokoro2016.cocolog-nifty.com/shinkokoro/2021/01/post-2243aa.html
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ければならなりません。そのためにも広島は、世界の核被害者と向き合うことが強く求められ

ています。 

昨年 11 月にアメリカが臨界前

核実験を実施し、私たちは１月 21

日に抗議の座込みを行いました

が、臨界前核実験は、より実戦配

備が可能な新型核兵器開発を目

的とされています。その実験が行

われたのが、ネバダ核実験場で

す。ネバダ核実験場を閉鎖させる

ことは、核兵器禁止条約で禁止さ

れた「開発、実験」を実施させない

ことを意味する具体的な一歩にな

るのです。 

そうした思いを込め、参加者全員の拍手で確認された「『１ .２７ネバダ・デー』ヒロシマからの

アピール」を掲載します。 

「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」として核実験禁止に向けた行動が世界で取り組まれるようになり、以降、広島

でも毎年、座り込み行動を続けています。 

 被爆者そして核兵器の廃絶を求める世界中の人々の念願であった「核兵器禁止条約」が、

2021 年 1 月 22 日発効しました。ヒロシマ・ナガサキへの原爆投下から 75 年、世界は大きく

核兵器の廃絶へと歩を進める権利を手にすることができました。 

しかし、その道は決して楽観できません。米ロ間にあった INF 全廃条約はトランプ前米大統

領のもとで破棄され、核戦力の増強・開発に向けた両国間の牽制が続き、昨年 11 月にネバ

ダ実験場で臨界前核実験を行いました。新たに誕生したバイデン大統領の下でアメリカがど

のような核政策を示すのかを見極めるとともに、ネバダ核実験場を閉鎖させることが、新たな

核兵器開発をストップさせる道へとつながり、核兵器禁止条約が求める核兵器廃絶への大き

な一歩になることを自覚し、運動を強めなければなりません。 

そして何より、日本政府が直ちに「核兵器禁止条約」に署名・批准することを強く求めるとと

もに、そのための運動に全力を尽くします。「唯一の戦争被爆国」でありながら、多くの国民の

声に背を向け、アメリカなど核保有国とともに、「安全保障政策上を理由」に条約に反対するな

ど、決して許されません。 

核による、絶対の安全はありません。「あらゆる国のあらゆる核実験に反対」し、「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、人類史上初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。 

◆核兵器禁止条約の発効を活かし、核兵器の使用を許さず、例外なき核実験全面禁止を実

現させよう！ 

 ◆ネバダ核実験場を閉鎖させよう！ 
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 ◆日本政府に、早期に「核兵器禁止条約」を批准させよう！ 

 ◆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！ 

 ◆ノーモア ヒロシマ！ ノーモア ナガサキ！ ノーモア ウォー！ 

                                 2021年１月 27日 

                    「１.２７ネバダ・デー」市民行動 

＊この日、府中地区原水禁の呼びかけで、府中市役所前において同様な座り込みが行われ

ました。 

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

～県原水禁総会は書面議決で承認～  

例年 1 月 27 日に開催してきた「広島県原水禁総会」は、コロナ感染対策上書面議決方

式で行いました。活動報告・活動方針・会計報告・予算・役員について、多数の賛成で議決

されました。 

コロナ禍での活動の経験を活かし、核兵器禁止条約発効とその後の取組みや、福島原

発事故から 10 年の節目、原発事故による人権・環境の問題に寄り添う運動の具体化に

むけて、原水禁運動の継承について、英知を結集していくことが求められています。 

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

 部落解放広島県共闘会議総会も書面議決で 

2 月 15 日開催予定であった「部落解放広島県共闘会議第 33 回総会・学習会」も、コ

ロナ感染拡大防止の観点で総会は書面議決方式で行い、運動方針などについて各構成

組織に諮り、多数で議決していただきました。 

部落解放広島県共闘会議の事務局では、年末から取り組んでいる、石川一雄さんの

無実を勝ち取るための「狭山事件の再審」を求める東京高裁大野裁判長に対する要請

ハガキ行動をやりきることを要請しました。そして今後コロナ禍であっても、各組織

で狭山事件の学習を広がる教材（DVD）の提供などを準備中です。 

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

福島原発事故から 10 年 

「フクシマを忘れない！さようなら原発ヒロシマ集会」案内 

 3 月 11 日は東電福島原発事故発生から 10 年目となります。昨年は新型コロナウィ

ルス感染の広がりが懸念される中で中止せざるを得ませんでしたが、今年は、10 年と

いう節目でもあり、規模・時間を縮小し、屋外でのミニ集会として開催することを確

認しました。（内容等、詳細は次ページの開催案内チラシをご参照ください） 
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