ヒバクシャ国際署名 60 万筆を超える
－北海道民の会結成 1 周年記念集会開かれる－
9 月 29 日（土）、札幌市のエルプラザでヒバ
クシャ国際署名を進める北海道民の会の結成
1 周年記念集会が開かれました。同会は昨年 9
月 26 日、道内の各界を代表する 12 名の呼びか
けに応えて、幅広い団体と個人が道民過半数の
署名を集めようとして結成されました。現在
120 団体、150 数名の個人が賛同参加していま
す。当日の集いには 60 余名が参加しました。
麻田信二呼びかけ人代表（道生協連会長）の
挨拶に続き、前半は「核兵器のない世界のため
に私たちにできること」をテーマにパネル・ディスカッション。基調報告をした上田文雄さ
ん（前札幌市長、よびかけ人代表のお一人）は「広島・長崎の体験から平和憲法は生まれた。
9 条の改憲を許してはならない」と提起しました。
パネラーは高校生ふたりと札幌平和委員会青年部の佐々木さん。立命館慶祥高校 2 年の常
本亮太くんは「私は 1 年のとき道内の戦争遺跡をめぐって体験者の話を聞き語り継ぎ部をし
ていこうと考えた。2 年の今年スタディ・ツアーで広島へ行くことができた。私は現場に足
を運んで体験者の話を聞き、今と昔をつないでいきたい」と話し、室蘭栄高校 2 年の鈴木結
理さんは「私は去年第 20 代の高校生平和大使として国連欧州本部に行き、私たちが集めた
核兵器の廃絶と平和な世界をめざす署名を提出した。今も月 1 回署名活動をしている。核兵
器の廃絶は人類共通の課題、私たちの力は微力だけど無力ではない」と語りました。
佐々木瑛さんは「私は大学 2 年の時に原水爆禁止世界大会で広島へ行った。被爆者の話を
聞いて核兵器をなくすために行動しなければと思った。青年としていろんな活動を工夫して
やっている。核兵器禁止条約が採択されたことに確信をもちたい。政府は参加しないと言っ
ているが、参加するような政府を作りたい」と話しました。
広島・長崎と憲法を結ぶ上田さんの話、高校
生のみずみずしい発言、青年らしい活動の工夫
の報告は、参加者に大きな感銘を与えました。
後半は北海道民の会事務局から 1 年の活動
と会計の報告があり、9 月 20 日現在署名が
602,107 筆に達し今開かれている国連総会（第
一委員会）に届けられること（全国では
8,300,403 筆、10/2 発表）、また原水協集約に
よって道内の地方自治体首長の賛同署名が 114
にのぼること、
26 日の国連軍縮デーに条約署名

国が 67、批准国が 19 か国に増えたことが報告されました。今後はそれぞれの団体と個人で
もうひとまわり広く署名を広げること、参加団体と個人をさらに広めること、秋以降は知事、
議員、議会等への働きかけを強めること、などが提起されました。
さらに、生協 9 条の会からは毎月１回世話人会を開いて署名活動を継続し 1,532 筆を集め
たこと、カトリック正義と平和協議会からは、カトリックの中心バチカン市国は最も早く条
約を批准し、「焼き場の少年」をカードにして広く配り、いろんな機会に署名を呼び掛けて
いる、会としてもいろんな機会に署名をよびか
けている、とそれぞれ報告されました。
最後に 94 歳になる被爆者協会理事の小野崎
浅治さんが「二度とあのようなことを繰り返さ
せてはならない。ともに頑張りましょう」と挨
拶し会を閉じました。
引き続き JR 札幌駅南口広場で、高校生の常
本くんを含めて 20 数名で署名・宣伝活動を行
いました。30 分余りで 80 筆の署名が寄せられ
ました。
なお当日配布資料に一部不備がありました。訂正後の賛同・参加の団体と個人名を以下に記
します（9 月 20 日現在）。結成総会の資料（このホームページにあります）も参考にして下
さい。
賛同・参加団体 120 団体
＜平和・市民団体関係＞ 41 団体
＜医療・福祉関係＞ 10 団体
＜労働組合関係＞ 5 団体
＜文化・芸術・宗教関係＞ 5 団体 北海道 YMCA（掲載区分変更）
＜九条の会関係＞ 59 団体 北広島九条の会（追加）
賛同・参加個人 139 名（一部団体含む） 匿名・名前非公表 17 名
肘井博行 髙﨑 暢 中村睦男 石塚信夫 姉崎洋一 大崎道子 高澤俊英 麻田信二
上田文雄 高遠菜穂子 髙栁 薫 殿平善彦 飛田稔章 橋本智子 福地保馬 鳴海典子
河野怜子 眞田 保 北明邦雄 本間正幸 稲垣正策 中山龍平 星野フサ 中里明雄
小檜山博 三宅信一 吉田亜希 福尾俊太郎 新国久男 北明登志江 佐藤悠久子 岩本
萬 長沼 斉 佐藤礼人 佐藤亮子 上山睦恵 嶋本義雄 新婦人白石支部 オチリョウ
タ 木内映子 宮川恭一 鈴木澄江 渥美正江 上野（以下不明） 川窪静子 平山沙織
臼意茂理夫 田中三沙子 堀 澄兄 後藤美和子 建交労札幌学童保育支部 矢島 収
石川忠雄 高松修二 村上 毅 落合孝徳 山根泰子 岩淵美保子 久保田イク子 平真
知子 永井千春 金子祥子 札幌 YMCA 黄瀬芙美子 飯原慶子 大橋章子 永原元枝 土
井純子 村田由香里 浅野英彦 浅野光子 宮本 享 小島むつ子 佐藤広美 金子廣子

山本二朗 今野マスコ 村田千佳 仲 綾子 佐々木利隆 久保田正子 後藤昌男 金子
一郎 金子義彦 水島カコ 服部十郎 背戸盛治 大友 廣 松田ひとえ 平方亮三 畠
悦子 松田春江 山下 進 鈴木幸子 宮井マサコ 川端ひろ子 福原正和 松本ヨシ
加藤秀雄 大畑茂徳 斉藤 薫 築保慶子 新見静男 石井洋子 石川一美 山下 巌
坂田節子 村田福康 住田良仁 中田吉則 小玉京子 大串雅彦 津田富美子 塩川哲男
石藤朋子 田中恵子 宮田由美子 蛸星淳子 増山和則 秋山陽一郎 今野義憲 宇井三
喜子 工藤順次 越智 豊 村田 守 駒井禮子 深井利春 木村秀雄 吉田美紀子 小
原裕子 岡野義弘 鈴木 旭 北原英気 鍋谷 斎 森田富夫 森田きよ子 池辺晋一郎
谷口満里子 笠島享子
賛同署名道議会議員 14 名
自民党・道民会議
本間勲
民主党・道民連合
小林郁子・沖田清志・三井あき子・広田まゆみ・高橋亨・北口雄幸
小岩 均（追加）
北海道結志会
滝口信喜・大河昭彦
日本共産党
佐野弘美・宮川潤・菊池葉子・真下紀子

