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原水爆禁止大阪府協議会
【当面 の行動提起】
8月 2日 世界大会国際会議 がオ ンライ ンで行われま した。世界的な コロナ ウイルスの
感染 は、貧困層 をは じめ、社会的弱者 の間 で深刻化 して い ます。 自然環境 を破壊 し、貧
困 と格差、医療・教育 の削減 な どを招 いた新 自由主義的政策 は、人 の命 を守 るとい う点
で脆弱 だった こ とを明 らか に しま した。そ の一方 で世界 の諸国 では約 2兆 ドル (200兆
円)が 新 たな核兵器開発 を含 む軍事費 に費 や して い ます。不 要不急 の軍事費予算 を削減
し、 コロナ対策 に回す ることを世界 の諸国民 は願 ってい ます。
国連 は今 日の事態 について「国連 の 75年 の歴史 において、莫大 な破壊力 を持 つ兵器
によ り安全保 障 を確保 しようとす る愚か さが これほ ど明 らか にな った こ とはない」と表
「核兵器禁止 条約」発効 まで 10カ 国 の批准 とな り、核兵器廃絶 をめ ざすた
明 しま した。
たか い も新 しいス テ ージな ります。
日本政府 も含 む、「抑止力」 の名 による核兵器 へ の固執 は、新 たな拡散 と対立 の原因
となってお り、 こ うした行為 は、人類 をさらな る危機 にさらす もので しか あ りませ ん。
唯一 の戦争被爆国 で ある日本政府 の責任 は重大 で、速や か に核兵器禁止条約 に参加す る
とともに、核兵器 のな い世界的流れ の先頭 に立つ こ とが求 め られて い ます。そ して、世
界 の平和 の流 れ に逆行す る、沖縄 。辺野古 の米軍新基地建設や憲法違反 の敵基地攻撃 な
ど自衛 隊 の任務拡大、日米軍事同盟 の下 で 日本 を戦争す る国 にす る動 きに私 たちは反対
します。
この ような情勢 の下、当面 の行動提起 を行 い ます。
①

「ヒバ クシャが訴 える国際署名」を引 き続 き 69行 動 な どで取 り組 む ととも、
「核兵
器 の ない世界」 を求め る運動 を広範 な社会運動 と連 帯 して さらに発展 させ ます。

②

「核 の傘」 に依存す る日本政府 に対 し、核兵器禁止条約 に批准す るよう求め る、市
議会議会 か らの意 見書採択運動 を引 き続 き強めてい きます。また、労組、市民団体 と
ともに「核兵器禁 止 条約批准」運動 を、強 めて い きます。

③

平均年齢 83歳 超 える被爆者 の証言 を聞 く機会 をつ くりま しょう。 また原爆 パ ネル
展 は じめ、核兵器使用 の非人道性 を訴 える活動 を強化 して い きま しょう。

④

大阪平和委員会 や大阪安保実行委 員会 とともに、軍事費削減、アメ リカ軍事基地 の
撤去 な ど反戦、平和 の諸課題 に基 づ く運動 との共同 を発 展 させて い きます。

◎

9月

の国連開会 日行動や核兵器廃絶国際デ ーに宣伝行動 を取 り組む とともに、10月

〜11月 に「国連軍縮週間 のつ どい」 を開催 して い きます。
以

上
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