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《今後の主な予定》 

２月 ３日（金） 総がかり行動街宣（本通り青山前 17：30） 

２月 ７日（火） 被爆２世裁判広島地裁判決（16時～報告集会、弁護士会館） 

２月１１日（土） 紀元節復活反対 2.11ヒロシマ集会（弁護士会館 10：00） 

２月１８～１９日 被爆２世全国交流会（原爆資料館地下会議室） 

２月２３日（木） ウクライナに平和を！大軍拡･大増税ＮＯ！ 市民集会 

          （原爆ドーム前 13：30） 

２月２６日（日） 「改憲発議反対、軍備増強を許さない」中国ブロック集会 

（山口市民会館 13：00 講演＝志葉玲さん） 

３月１１日（土） フクシマを忘れない さようなら原発ヒロシマ集会 

（原爆ドーム前 10：00） 
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県原水禁が第９２回総会 

G７広島サミットへの申し入れ内容を確認 

 

広島県原水禁は１月２７日、広島市・自治労会館で第９２回総会を開催しました。 

髙橋克浩代表委員の司会で始まった総会は、丸山信宏さん（広教組）を総会議長に選出。

金子哲夫代表委員が主催者を代表してあいさつしました。 

金子代表委員はまず、ロシアのウクライナへの軍事侵攻で、「この一年で情勢は大きく

変化している」とした上で、「とりわけ、プーチン大統領の核使用・威嚇発言は絶対に容

認できない」と非難。同時に、この発言に対応して日本国内で「核共有論」が巻き起こっ

たこと、さらには、安保３文書の改訂で先制攻撃をも可能となる安全保障政策の大転換が

進められていることに、「抑止力論を基にした軍備の増強の行きつくところは核兵器の保

有へと進む危険性がある」と危機感を述べるとともに、岸田政権が核兵器禁止条約の署名

・批准に向かうよう「さらに声を上げていかなくてはならない」と指摘しました。 

 また、原発政策については「３.11 以来、圧倒的な人々は原発なき社会に進むと考え

てきた。ところが、国民に問うこともなく大きな政策転換が進もうとしている」と、また

http://www.hiroshimaken-gensuikin.org/
http://kokoro2016.cocolog-nifty.com/shinkokoro/


2 

 

も原発の新増設へと踏

み出した岸田政権の原

発政策を批判。「今も多

くの避難者がおり、そ

の思いを共有し、抗議

し流れを 変えて い こ

う」と呼びかけました。 

続いてあいさつした

原水禁国民会議の谷雅

志事務局長は、被爆７

８周年の原水禁大会に

向け、「コロナ以前の取

り組みに戻すこと、さ

らには新たな取り組み

も進めて行かなくてはならない」と広島大会成功に向けた協力が要請されました。また、

高校生平和大使の東京行動の際、ウランを輸出しているカザフスタンの大使館で、原発が

ない理由を尋ねたところ「市民の声が原発を認めない」と話されていたことを紹介し、

「市民の声が大きな力になる」と日本でも改めて声を上げていくことの重要性を指摘しま

した。 

あいさつに続いて、大瀬敬昭事務局長から２０２２年度活動報告、決算報告、２０２３

年度活動方針、２０２３年度予算案が提案され、満場一致の拍手で承認されました。運動

方針では、特に①情報発信の強化②運動継承のための原水禁学校の開催③福島の現地の実

情を知り、運動を学ぶための「第３回福島現地交流団」の派遣、などを今年度の重点課題

として取り組むことになりました。 

役員改選では、代表委員に秋葉忠利、金子哲夫、高橋克浩の３名、事務局長に大瀬敬昭、

常任理事２６名を選出しました。 

総会ではまた、「Ｇ７サミット広島開催にあたっての広島選出の岸田文雄総理大臣への

申し入れ」が提案されました。原案を作成された秋葉忠利代表委員が雪のために総会出席

がかなわなかったため、金子代表委員がその意図を説明。「核保有国が核の先制使用をし

ないということを宣言すること、プーチンの脅しに他の保有国の説得が効果を持つにはそ

れこそが前提」と申し入れの最重要点が述べられ、全体の拍手で承認されました。 

総会終了後には、髙橋代表委員が「福島第一原発の視察報告」。そこでは、事故原発の

原子炉が直接見える７０メートル地点まで行くことが可能になっているものの、それ以降

は防護服なくしては近寄れないこと。帰還困難区域は建物の中も外も事故当時のまま放置

状態にあること。東電の説明では、見学に入る人たちの受ける被ばく量は問題ないとの説

明を受けるものの、線量計が鳴ると言葉では表現できない恐ろしさを感じたことなど報告

されました。 
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広島選出の岸田文雄総理大臣への申し入れ 

――G7 サミット広島開催に当って―― 

2023 年  月  日 

広島県原水禁 

 

今年 5 月に開催される G7 サミットは、貴職の働き掛けによって広島で開催される運びになりま

した。広島選出の総理大臣として G7 サミットを、「ヒロシマ」に込められた被爆者や市民の思い

・祈りならびにこれまでの歴史を踏まえて、「ヒロシマ」の意味を世界に広める場にしたいという

貴職の強力な意思表示だと受け止めています。 

 

その貴職の思いと、主権者としての私たち市民レベルでの「ヒロシマ」理解に齟齬なきことを期

するため、改めて「ヒロシマ」の意味を確認し、「全体の奉仕者」(憲法 15 条)のトップとしての貴

職と共有すべくここに申し入れを行います。 

 

⓪ 「ヒロシマ」の意味は、被爆の実相を我がこととして理解し、被爆者のメッセージを謙虚かつ

真摯に受け止め、核兵器のない平和な世界を実現することにある。仮初にも、その「ヒロシマ」

の意味を蔑ろにしたり、力による支配正当化のための免罪符として利用したりするようなことが

あってはならない 

 

①  例えば、長崎以降は核兵器が使われなかった事実は大切だが、それは、『ヒロシマ』の著

者、ジョン・ハーシーが 1985 年に述べたように、被爆者が自らの体験を証言し世界に訴え続け

てきたからである。つまり被爆者が「核抑止力」を持つ。それを認めずに、核兵器の所有や使用

の脅しが核兵器使用を思い留めさせているという「核抑止論」を容認する口実に使うことは決し

て許されない。 

 

② 今こそ、被爆者亡き後の世界で核兵器を使わせないために何をすべきなのかを議論すると

きである。そのためには法的手段である核兵器禁止条約に頼る以外の道はない。 

 

③ その第一歩は、核保有国が「核の先制使用はしない」と宣言することである。核保有三か国

の首脳が同時に広島後に集うという歴史的な意味はこの宣言以外にはあり得ない。同時に喫

緊の世界的課題の一つ、プーチン大統領の核使用の脅しに対する他の核保有国の説得を効

果あらしめるためにはこの前提が必要不可欠である。 

 

④ 今年没後 100 年を迎える初の広島出身総理大臣だった加藤友三郎は、ワシントンで軍縮

条約をまとめる中心的な役割を果した。当時の軍部を抑えて我が国の軍拡路線を軍縮路線に

大転換させ、日米敵対から協調の方向を打ち出しただけでなく、会議には参加していなかった

中国やソ連との関係も改善し、世界全体の未来を明るくした。同じく広島出身の総理大臣とし

て、貴職もその故事に倣って、今こそ我が国が日本の軍縮のみならず、G7 には参加していな

い国々も含めた世界の軍縮と協調のためのリーダーシップを発揮する機会として今回のサミッ

トを意義あらしめるべきである。就中、ウクライナ戦争を一日も早く終らせるため、「ヒロシマ」の

力と権威に依拠した和平工作を始めるべきである。 

 

以上、「ヒロシマ」の意味を再確認し、G7 サミットを「ヒロシマ」の意思実現のための新たな出発

点とするため、貴職が断固たる決意の下、世界のリーダーとしての力を余すところなく発揮され

んことを期待しています。  
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１.27 ネバダ・デーで座り込み 
 

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、33 年

後の 1984 年 1 月

27 日、全米各地で反

核集会が開催されまし

た。 

集会の呼びかけはイ

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、

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、この日が

「ネバダ・デー国際共

同行動日」となり、コ

ロナ禍の昨年を除き広

島では毎年座り込み行

動を続けています。 

 今年も、１月２７日

の午後０時１５分から

３０分間、慰霊碑前座

り込み行動を実施し５

３人が参加しました。 

座り込みにあたって

あいさつした金子哲夫

代表委員は、原水禁の

運動も当初は核実験の

被害者のことを十分認

識していなかったこと

や、70 年代から 80

年代にかけて毎年原水

禁大会に核実験による

被害者を招き、核被害者との思いを共有してきたこと。そして、「アメリカは今、爆発を

伴う核実験を行ってはいないが、臨界前核実験は、今もネバダで行われている。核被害者

への補償、そして新たな核被害者を出さない、そのためにも、核実験場の閉鎖を求める」

と、座り込みの意義が述べられました 

また、県被団協の箕牧智之理事長も、「核兵器禁止条約が発効して 2 年となり、核兵器

は違法となった。G7 広島サミットが行われるが注目していきたい」とあいさつされまし

平和公園慰霊碑前での座り込み（写真上）、府中地区でのス
タンディング（下） 
 
朝の雪と朝方の小ぶりの雨で路面は揺れていたので、今年

もスタンディングで１・27 ネバダデーを行いました。 
府中地区原水禁の仲間と府中市職労の執行部、青年部、女

性部も参加してくれました。 
終わりに、県原水禁常任理事の水田豊府中市議が「ロシア

が原子爆弾を使うと言っていることからも今日の取り組みの
意義は大きい」と話されました。 

 
報告者 府中地区原水禁事務局 小川敏男 
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た。 

座り込みは最後に、自治労の村主公夫さんからアピールが読み上げられ、全体の拍手で

確認しました。アピール文は、首相官邸、アメリカ大使館、ロシア大使館に送付されまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「１.２７ネバダ・デー」ヒロシマからのアピール 

  

 今日 1 月 27 日は、1984 年、米国の市民団体の呼びかけで始まった核実験場閉鎖・

核実験禁止を求めるネバダ・デー国際共同行動日です。 

昨年 2 月、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まり、今なお終戦・停戦に至

らず間もなく 1 年となります。この間には、プーチン大統領による核兵器の使用・威

嚇発言があり、原発や核施設への攻撃も行われました。つい先日もメドベージェフ前

大統領が「通常戦争での核保有国の敗北は、核戦争の引き金になり得る」と威嚇する

など、核兵器使用への危機、原発攻撃による放射能被害の可能性が続いています。 

一方で、核兵器の廃絶を求めて 2017 年に国連で採択された「核兵器禁止条約」は、

署名国・批准国とも増加し、本年１月９日時点で署名 92 か国・地域、批准 68 か国・

地域へと拡大を続けています。国際世論が大きく核廃絶へと動き始めていることは確

かです。 

しかし、当事者である核保有国、そしてアメリカと軍事同盟を結んでいる国や NATO

諸国が条約に背を向けています。とりわけ日本は、唯一の戦争被爆国でありながら署

名も批准もせず、昨年６月に行われた締約国会議にも、オブザーバー参加すら拒否

し、国際社会の中でも大きな批判を浴びています。 

この中で５月に開催される G7 広島サミットでは、核兵器の不使用あるいは廃絶への

道筋・決意が示されなければなりません。 

私たちは改めて、日本政府が被爆地ヒロシマの思いを受け止め、「核兵器禁止条約」

に署名・批准に動き、G７広島サミットの議長国として、核兵器の廃絶へリーダーシッ

プを発揮することを強く求めます。そして被爆地ヒロシマの市民として、「核と人類は

共存できない」という先達の言葉を心に刻み、全世界に訴えます。 

 ◆ネバダを始めすべての核実験場を閉鎖させよう！ 

◆核保有国と「核の傘」の下にある国々は、直ちに核兵器禁止条約に参加し、核兵

器開発・核実験全面禁止を実現しよう！ 

◆ロシアによる、核の使用・威嚇は絶対に許さない！ 

 ◆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！ 

２０２３年１月２７日 

「１・２７ネバダ・デー」市民行動一同 
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総がかり行動 国会開会に合わせ街宣 

 

「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」は、国会開会日であっ

た１月２３日、本通り青山前で

街宣行動を行い５１人が参加し

ました。 

街宣は、軍事費倍増ではなく

①子育て・保育にもっと予算を

②貧困者への生活支援の重視を

③軍事費を生活、学費などに使

えばどれだけ豊かになるか、な

ど４人の弁士が訴えました。 

県原水禁の金子哲夫代表委員は、岸田首相が次々と進めている防衛費の増額・専守防衛

から敵基地攻撃能力保有への防衛政策の転換、G７の国々を訪問しての各国との軍事同盟

・協力の在り方の深化、さらには原発の新増設への転換などの重要課題に対し、「昨年１

２月の臨時国会閉会後の岸田首相の様々な政策決定は、全く国民の声を無視したもの。国

会そのものを無視したもの」とその政治手法を強く批判。その上で、「今国会に一番求め

られているのは、日本国憲法に基づき、国会が国会としての役割をしっかりと果たすこと。

そのためには、それぞれの問題点に真摯に向き合い、質問には正面から答え論議を深める

こと。そして国会の論戦に市民がもっともっと注目することが大切」と訴えました。 

 

 

核兵器禁条約発効２年 

ウクライナに平和を！ 核戦争を許すな！ 

原爆ドーム前でキャンドルメッセージ 

 核兵器禁止条約発効２

年となる１月２２日、「核

兵器廃絶をめざすヒロシマ

の会」が呼びかけるキャン

ドルメッセージが行われま

した。 

ウクライナ戦争の停戦・

終結を求めるとともに、核

保有国に核兵器の廃絶、日

本政府に核兵器禁止条約へ

の署名・批准を求めました。 

 

 


