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ウイルス・地球環境・核兵器、人類の生存の危機

平和行進＆世界大会の成功

▲第６回理事会（大保連会議室）

ト」や「行進フラッグ」を大
いに活用します。
大阪原水協は「平和行進チラ
シ（版下）
」を作成し、加盟団
体・地域に配ります。
オンライン世界大会・平和の
波を成功させよう
原水爆禁止世界大会大阪集会
５月８日、原水爆禁止世界
大会実行委員会総会が開催さ
れました。
その概要は、
◇ 国 際 会 議 ・８月 ２日 （日 ）１
０：００～
◇世界大会・
広島デー大会
８月６日（
木）
１０時～
◇世界大会・
長崎デー大会
８月９日（
日）
※いずれもＷＥＢセミナー
形式、参加者１０００人
他のユーチュウブも
大阪原水協は、この提起を
うけて８月６日（木）エルお
おさか南館で１９時より、世
界大会大阪集会を開催します。
催し内容の概略は、世界大会
広島デー大会（録画）を参加
者で視聴、原水協からの行動
提起、被爆者や他団体からの
決意表明、最後に「平和の波」
出発の記念撮影
（詳細は次号）
８月９日（日）は、天王寺と
ナンバ高島屋前で１０時半か
ら署名宣伝行動、１１時０２
分「全員黙とう」で「平和の
波」行動の終結となります。
各地域でも同様な
「平和の波」
行動を展開します。
それらの行動に必要な「平

被ばく７５年 いまこそ声をあげよう！
大阪原水協は、５月
１４日第６回理事会
を大阪市内で開催
しました。新型コ
ロナ対策で通常は
原水協事務所で
開催されていま
したが、「密」
にならない工夫
をして全員マス
クをつけての会
議でした。
情勢の論議で
は、ＮＰＴ再検
討会議が延期さ
れ、核保有国が
新たな核軍拡の
危険性、日本に
「敵基地攻撃」
（毎日新聞）の
中距離ミサイル
の日本配備の可
能性が現実味を
帯びているとの
指摘もあります。
その後、４月１
６日の日本原水協
常任理事会（オン
ライン）の報告が
ありました。また、
新型コロナの影響でこ
の間の
「ヒバクシャ近畿訴訟」
が延期となっていること、５
月３０日に予定していた「ヒ
バクシャ近畿訴訟完全勝利を
めざすつどい」を延期するこ
となどの報告があり、議題に
うつりました。

議題は「２０２０国民平和
大行進」と「原水爆禁止２０
２０オンライン世界大会」に
ついて議論をしました。
「府民感情に配慮した平和行
進を粛々と実施しよう」
６月３０日（火）から始ま
る国民平和大行進は４月９日
に実行委員会が発足して実施
要綱が決定しています。理事
会で改めて今年度の平和行進
の留意点を確認し、地域原水
協においてもコロナ対策に十
分配慮したとりくみを確認し
ました。出された意見をまと
めると、
①規模を縮小しても粛々と実
施する②市役所などの集合・
解散場所では役所を尋ねる府
民の感情によったアピールを
する③宣伝カーにはアルコー
ル消毒など準備する④熱中症
の危険がある場合、行進を中
止することもある⑤医療従事
者が大変な時期ではあるが行
進には看護師を民医連の協力
で配置する⑥飛沫感染の防ぐ
ため行進者のピースコールや
うたごえなどは中止、などで
す。そ
のため
府民ア
ピール
する平
和行進
グッズ
として
「行進
ペナン

和グッズ」
を用意しています。
今年度の世界大会は現地、
広島や長崎に代表派遣する取
り組みではありませんが、大
会成功を願う団体・個人のみ
なさんは、
「行進ペナント」
に
記名していただいて、大阪原
水協役員が現地広島にお届け
します。広島実行委員会では
８月４日（火）
、原爆ドームか
原爆資料館を全国から集まっ
た「行進ペナント」で人間の
鎖をつくる予定です。広島
にあなたの思いを届けます。
「行進ペナント」は７月３１
日までに大阪原水協に届けて
くださ
い。８
月２か
３日に
広
島実行
委員会
に届け
ます。

全 国 から 送 ら れ

たペナント。今

年度は原 爆ドー

ムなどに人間の

鎖 と と も に 飾ら

れる予定です。

▲2018 年世界大会閉会総会の会場 ２階席の壁に
全国の「行進ペナント」が飾られています。
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核兵器禁止条約批准国

5 月 19 日 中米のベリーズ批准

3７か国（あと 13 か国で 50 か国に）

ヒバクシャ国際署名数

５９万８１８４筆（４月 30 日現在）

党能
も勢
反の
対現
し地
てで
い闘
まい
しの
た先
。頭
に立っていた大阪平和を守
る会能勢支部が発行する
機関紙「こぶし」

大阪原水協は五月
七日、五月晴れの
もと６・９行動を
上六近鉄前で行い
ました。コロナ禍
での宣伝活動、「原
爆と人間」展パネ
ルをソーシャル・
ディスタンスを守
って楽しく市民に
訴えました。
参加した民医連
の代表は「マスク
も消毒液も不足。
医療機関は崩壊寸

府内通し行進者結団式

＊6 月 30 日（日）11:45

国民平和行進幹線コース

(柏原市役所・大和川河川敷)

奈良から引き継ぎ集会

裁松谷訴訟でしめした被爆と
被害の因果関係、被爆の実相
と正面から向き合わない判決
内容となっています。
さらに、
地裁では争点になっていなか
った事実認定
（
「浦上川で水浴
びをした」などの証言）につ
いても被爆当時、原告が幼児
であったことによる記憶や証
言のあいまいさを理由にして
疑問視していること、放射性
降下物についての原告の主張
も無視していることなど、
「不当だった地裁判決よりも
更に悪く、評価すべきところ
な全くない不当判決であり、
被爆者の実態を見ず耳を傾け
ずに、大したことはないとい
う 傲 慢な 態度で あっ た」（藤
原弁護団長）内容となってい
ます。
Ｓさんからは、
「目下、
長崎
で入院中であり移動もままな
らず、傍聴支援の皆さんには
感謝するばかりです」とのお
礼のメッセージが届けられま
した。
原告が勝利
「
国は国は控訴するな！」
６月３日大阪地裁は厚労省
による「原爆症認定申請却下
処分」を取り消すとの判決を
示しました。この間、不当判
決が続いていましたが、今回
の判決は被爆者を救済する当
然の判決です。喫緊の課題は
国に控訴させない事です。

第 5 回理事会

今から
５０年前、
大阪能勢
天王地区
にミサイ
ル基地建
設を計画
した防衛
庁
（当時）
の計画が
判明し、
地元から
反対の運
動が生起
したのは
７０年６
月でした。
今年は５
０年を迎
えます。
どのよう
な闘いで
あったか
振り返り
ましょう。
入り
（ナイキ基地反対の声）
＊同日、能勢町議会「ナイキ
設置反対」全員一致決議
＊６月３０日「能勢のナイ
キ・Ｊ基地反対大阪連絡会
議」を結成（平和が事務局）
＊７月１日「能勢町へのナイ
キ基地建設に反対する声
明」発表（大阪原水協・大
阪平和を守る会連名）
＊８月６日 原水爆禁止世界
大会・広島大会、９日長崎
大会に大阪代表団は「能勢
町へのナイキ基地設置反
対」ゼッケンをつけて参加
これ以降、大阪の平和・民
主勢力が総力をあげて反対運
動を展開し、７年間の闘いの
結果、
１９７７年３月１８日、
三原防衛庁長官（当時）が衆
議院予算委員会で“断念”表
明があり、闘いは勝利で終結
しました。連絡会議は次のよ
うに総括しています。
一 能勢町議会の反対決議を
はじめ１万町民の強い反対
の意志
二 地元の闘いに連帯した大
阪府下の平和・民主勢力の
闘い
（大阪総評も反対運動）
三 黒田革新府政の誕生、能
勢周辺自治体の反対決議
四 全国の基地反対の闘いと
連帯したこと
以上の総括とあわせて当時
（１９７２年衆議院選挙）
、
日本共産党（大阪選出６名）
、
日本社会党、公明党などの政

前です。家族から仕事に行か
ないでと訴えられる中、仕事
をしています」
、
共産党の代表
からは「戦闘機などの軍事費
を削り、医療や福祉など生活
関連に予算を回すべきではな
いでしょうか」
、
４月のニュー
ヨークでのＮＰＴ再検討会議、
世界大会に参加予定していた
労働者からは「核兵器禁止条
約を一日でも早く実現しよ
う」
と訴えました。
参加者は大阪労連、
大阪平和委員会、
大阪民医連、大教
組、日本共産党、
大阪非核の会、大
阪原水協など１６
人（写真左）でし
た。署名活動がと
りくみにくい状況
のなか「ヒバクシ
ャ国際署名」は６
名のかたから寄せ
られました。
＊＊＊＊＊＊＊＊
五月二十七日、大阪高裁第
二民事部は、原爆症認定を求
めて控訴していたＳさん（７
７歳、長崎の爆
心地から４㌔地
点の直爆とその
後の入市被爆。
被爆当時３歳余、
前立腺がん）に
対 し 、「 控 訴 棄
却」の不当判決
を下しました。
この判決は、
原爆症集団訴訟
以来の長い闘い
の中で築き上げ
てきた到達点を
踏まえず、最高

＊6 月 13 日（木）10:30

大阪にもあったミサイル基地反対運動
能勢ナイキ・Ｊ基地化阻止５０周年～１９７０年６月～

防衛庁の第三次防衛力整備
計画にもとづいて、航空自衛
隊第四高射群配備計画の具体
化として大阪防衛施設局が、
大阪府豊能郡能勢町天王地区
の深山をミサイル基地の予定
地に策定し、
準備を開始した。
配備予定のナイキ・Ｊは、ア
メリカのナイキ・ハーキュリ
ーズという核ミサイルを非核
化（三菱重工業）したもの。
但し、いつでも核弾頭に付け
替えられるというもの。
反対運動を概略すると、
＊６月１８日天王部落総会反
対決議
＊６月２５日平和行進大阪入
り（池田）
＊６月２６日平和行進能勢町

当面の予定

＜写真提供：田村茂美氏＞
連絡会と共産党国会議員団（73.3.2）田村氏提供

▲71.10.17 能勢ナイキ反対関西集会後の行進
▲能勢ナイキ・Ｊ配備問題で防衛庁と交渉する大阪
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コロナ禍でもソーシャル・ディスタンスを守り ６・９行動

ヒバクシャ近畿訴訟
大阪高裁判決不当判決

