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 １年間のセンターの歩みと世界の平和・国際交流関連の主な動き 

（令和２年 4 月１日～令和３年３月３１日。太字は本財団関連の事業を示す。） 

 

令和２年（２０２０年） 

４月６日   ○国立広島原爆死没者追悼平和祈念館は、被爆の１５年後に急性白血病で

亡くなり、原爆ドームの保存運動につながる日記を残した楮山ヒロ子さん

の遺影を登録したと発表。 

４月７日   ○広島平和記念資料館の入場者数が、２０１９年度に１７５万８７４６人

となり、１９５５年の開館以来で最多となった。新型コロナウイルスの感

染拡大で２月２９日から臨時休館しているが、昨年４月の本館リニューア

ルの効果や外国人旅行者の関心の高さを背景に、実質１１カ月間での更新。 

○安倍首相は、新型コロナウイルスの感染拡大に備える改正特別措置法（新

型コロナ特措法）に基づく政府対策本部の会合を官邸で開き、緊急事態を

宣言。対象地域は東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の７都府

県（～５月６日）。 

４月９日   ○広島市は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、１２日までとし

ていた平和記念資料館の臨時休館を５月１７日まで延ばすと決定。２月２

９日に始まり、大型連休を挟んで２カ月半に及ぶことに。 

○広島市の松井市長は、８月６日に平和記念公園で営む平和記念式典につ

いて、参列者の密集を避けるために、規模の縮小を検討する考えを明らか

にした。 

       ○防衛省は、領空侵犯の恐れがある外国機に対し、航空自衛隊の戦闘機が

２０１９年度に９４７回の緊急発進（スクランブル）をしたと発表。過去

３番目の多さで、うち約７割の６７５回は中国機が対象だった。 

４月１０日  ○広島県内での新型コロナウイルスの感染の広がりを受けて、広島市と三

次市、府中町の２市１町は、全ての市町立学校を来週半ばから５月６日ま

で一斉に臨時休校にすると決定。 

       ○日本原水協は、原水爆禁止世界大会がオンラインで４月２５日深夜に実

施され、被爆者らも参加すると明らかにした。当初はニューヨークで今月

下旬に開催予定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大で中止された。 

       ○防衛省のシンクタンク防衛研究所は、日本周辺の安全保障環境を分析し

た年次報告書「東アジア戦略概観２０２０」を公表。中距離核戦力（ＩＮ

Ｆ）廃棄条約の失効を受け、ロシアが北方領土を含む極東地域に中距離ミ

サイルを配備する恐れがあると懸念を表明。 

４月１１日  ○政府と自民党が航空自衛隊Ｆ２戦闘機の後継となる次期戦闘機の海外輸

出案を、３月から議論し始めたことが分かった。だが、憲法の平和主義や

武器輸出を規制する「防衛装備移転三原則」に抵触する恐れがあり、実現

は見通せない。 

４月１３日  ○広島県の湯崎知事は、県独自の「感染拡大警戒宣言」を出した。全ての

県民に平日か休日かにかかわらず、５月６日まで外出を自粛するよう要請。 
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４月１４日 ○平和首長会議は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、世界の加盟都

市をはじめとする市民の連帯を呼び掛ける会長メッセージを日英両語で

出した。 

○広島県は、核兵器を巡る世界３６カ国の２０１９年の取り組みを３分野

で採点した「ひろしまレポート」を公表。米ロ間の条約失効や米国の情報

公開の低下で「停滞・逆行のスパイラル」と分析。 

       ○中国四国防衛局は、山口県と岩国市に陸上自衛隊木更津駐屯地に配備す

る輸送機オスプレイ２機を、５月上旬に米軍岩国基地に陸揚げすると伝え

た。 

       ○韓国軍合同参謀本部は、北朝鮮が同日午前７時ごろから約４０分間にわ

たり、南東部の江原道文川付近から短距離巡航ミサイルと推定される数発

の飛翔体を、北東の日本海側に向けて発射したと明らかにした。 

       ○国際通貨基金（ＩＭＦ）は、最新の世界経済見通しを発表し、新型コロ

ナウイルスの感染拡大の悪影響で、２０２０年の世界全体の実質成長率が

マイナス３.０％に落ち込むと予測。比較可能な１９８０年以来、最悪に。 

４月１５日  ○米国務省は、軍縮・軍備管理に関する報告書を公表し、中国が爆発力を

抑えた小規模核実験を実施した可能性があるとの見方を示した。 

４月１６日  ○安倍首相は、新型コロナウイルスの感染増加に対応する緊急事態宣言の

対象地域を全都道府県に拡大（～５月６日）。７日に発令した東京、大阪な

ど７都府県から対象地域を追加。新たに対象となった地域の知事は、法的

根拠のある外出自粛要請が可能となった。 

４月１８日  ○広島県は、政府の緊急事態宣言に基づき、県内の店舗や施設に広く休業

を要請(期間は２２日から５月６日まで)。 

４月２０日  ○本川小の平和資料館に、当時の本川国民学校で被爆し唯一生き残った児

童だった居森（旧姓筒井）清子さん（２０１６年に８２歳で死去）の体験

を伝えるパネルが加わった。同館の展示内容充実のため、広島平和記念資

料館が協力。 

４月２１日  ○放射線影響研究所は、毎年８月に２日間開いている研究施設の一般公開

（オープンハウス）の中止を決定。新型コロナウイルスの感染を予防する

のが目的で、１９９５年に開始して以降で初めて。 

       ○防衛省は、米軍普天間飛行場の移設先、名護市辺野古沿岸部の埋め立て

海域東側にある軟弱地盤の改良工事のため、公有水面埋立法に基づき、設

計変更を県に申請した。県の承認が必要だが、玉城知事は認めない方針。 

       ○延期が決まった核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議について、議長に

内定しているグスタボ・スラウビネン氏は、新たな日程に関し「来年１月

４～２９日に開くのが唯一の選択肢だ」との見解を示した。 

４月２２日  ○イラン革命防衛隊は、同国初の軍事衛星を打ち上げ、軌道に乗せること

に成功したと発表。 

４月２４日  ○新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、平和首長会議は、８月３～６

日に広島市で開催予定だった総会を延期すると発表。原則として４年に１

回開く総会の先送りは初めて。 
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４月２５日  ○広島平和記念資料館が本館の大規模リニューアルから１年を迎えた。２

０１９年度の入館者数は過去最多の１７５万８７４６人を記録。 

       ○世界各地の国際非政府組織による核兵器廃絶の世界大会が、オンライン

で実施された。ニューヨークで２７日に開幕予定だった核拡散防止条約

（ＮＰＴ）再検討会議に合わせて現地で開く予定だったが、再検討会議が

延期され、オンライン開催に変更。 

４月２７日  ○延期された核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議は、加盟国に対して、

延期の時間を生かして建設的な対話を求める共同アピールを出した。２７

日が当初の開催日だったのに合わせた対応で、次回会合での合意文書の採

択を訴えた。 

４月３０日  ○広島県は、核拡散防止条約（ＮＰＴ）に加盟する１９０カ国・地域に、

核軍縮の推進を求める要望書を送った。 

５月１日   ○日本軍縮学会は、「コロナウイルス危機と軍縮」と題した声明を発表。 

５月３日   ○三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の３メガバンク、ゆうちょ

銀行を含む国内の１６銀行が、核兵器を運搬するミサイル製造などに携わ

る企業への投資や融資を自制する指針を定めていることが、全国の銀行を

対象にした共同通信のアンケートで分かった。 

５月４日   ○広島平和記念資料館が、２月末から休館する中、２０１８年度に被爆者

や遺族から寄贈された資料を紹介する「新着資料展」の内容をホームペー

ジで公開。 

○政府は、新型コロナウイルス特別措置法に基づく対策本部会合で緊急事

態宣言に関し、全都道府県を対象としたまま５月３１日まで２５日間延長

すると決定。 

５月５日   ○東京電力福島第１原発事故で避難指示が出た福島県７市町村の１歳児の

甲状腺被曝線量は、市町村別で平均１．２～１５ミリシーベルトにとどま

るとの研究結果を国際医療福祉大学などのチームが英科学誌電子版に発表。 

       ○米シンクタンクの戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）は、衛星写真に基づ

き、北朝鮮の平壌国際空港近くで、弾道ミサイル開発計画に関連する可能

性の高い新たな施設が今年後半にも完成し、運用開始の準備が整うとの分

析結果を公表。 

５月６日   ○政府は地上配備型迎撃システム「イージス・アショア」について、現行

案の陸上自衛隊新屋演習場（秋田市）への配備を断念し、新たな候補地と

して秋田県内の国有地を軸に選定する調整に入った。 

５月８日   ○臨時休館が続く広島平和記念資料館について、松井市長は、政府の緊急

事態宣言の解除が見込まれる６月１日をめどに再開を目指すと表明。混雑

による密集を避けるため、新たに入館制限を導入する。 

       ○陸上自衛隊木更津駐屯地に配備する輸送機オスプレイ２機が、岩国市の

米軍岩国基地に到着。米本土から輸送された自衛隊機の陸揚げは今回が初

めて。 

５月１１日  ○国連と市民社会の組織間で調整役を務める団体 Reaching Critical Will

が、ピースボートの川崎共同代表や平和首長会議のジャッキー・カバソ専
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門委員などに起草を呼び掛け、世界のＮＧＯ等が各国政府に対して核軍縮

の進展を求める共同声明を作成し、核拡散防止条約（ＮＰＴ）の無期限延

長を決めた日から２５周年を迎えた同日、締約国に対してＥメールにより

送信。平和首長会議は賛同団体として名を連ねた。 

       ○国立原爆死没者追悼平和祈念館は、広島市出身の被爆作家、原民喜の遺

影を登録したと発表。 

５月１２日  ○新型コロナウイルス感染拡大防止のため、５月および６月に開催を予定

していた第２回理事会および定時評議員会の開催を中止することとし、書

面により議案等を審議することとした。 

５月１３日  ○広島市は、平和宣言の文案を検討する懇談会の初会合を中止し、書面に

よる意見聴取に変更すると明らかにした。 

       ○原子力規制委員会は定例会合で、日本原燃の使用済み核燃料再処理工場

（青森県六ケ所村）の安全対策が新規制基準に適合しているとする「審査

書案」を了承。本格稼働の前提となる審査に事実上合格。 

５月１４日  ○政府は、新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言について、

３９県の解除を初めて決定。 

５月１５日  ○広島県は、新型コロナウイルス特別措置法に基づく政府の緊急事態宣言

の対象地域から外れたのを受けて、店舗、施設に対する休業要請の多くを

解除。 

５月１７日  ○国の被爆者対策の基本理念を議論するため１９７９～８０年に設けられ

た厚生相（当時）の私的諮問機関で、サンフランシスコ講和条約の交渉担

当だった元外務省条約局長が「原爆投下の人命破壊は国際法違反で、米国

に損害賠償責任がある」と発言していたことが分かった。 

５月２０日  ○九州電力は、川内原発２号機の運転を停止。テロ対策のために義務付け

られた「特定重大事故等対処施設」（特重施設）の完成が、期限の５月２１

日に間に合わないため。特重施設の完成遅れによる原発停止は、３月に運

転を止めた仙台１号機に続いて全国２例目。 

       ○平和記念公園で、原爆慰霊碑に納めている原爆死没者名簿に外気を当て

て湿気を取る「風通し」が行われた。市職員が昨年より２冊増えた名簿１

１８冊のページをめくった。 

５月２１日  ○国立広島原爆死没者追悼平和祈念館は、広島県出身の被爆作家、大田洋

子の遺影を登録したと発表。 

５月２２日  ○トランプ米政権は、偵察機による領空での相互監視活動を認めたオープ

ンスカイ（領空開放）条約の脱退をロシアに通告。 

       ○米紙ワシントン・ポスト電子版は、トランプ政権の安全保障担当者らが

核実験の再開について議論したと伝えた。核軍縮の新たな枠組み作りに消

極的な中国やロシアをけん制する狙いだが、結論は出なかったもよう。 

５月２３日  ○日ロ両政府が協議している北方領土での共同経済活動の法的枠組みを巡

り、ロシア側が北方領土で日ロどちらの法律が適用するかという「管轄権

問題」の棚上げを提案していることが分かった。 

５月２４日  ○北朝鮮の朝鮮中央通信は、朝鮮労働党中央軍事委員会拡大会議が開かれ、
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金正恩党委員長が指導したと伝えた。新部隊の編成や人事を討議し「核戦

争抑止力を一層強化し、戦略武力を高度の臨戦状態で運営するための新た

な方針」が提示された。新方針の具体的な内容は不明。 

５月２５日  ○政府は、新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言を全面解

除した。 

５月２６日  ○広島市は、臨時休館中の広島平和記念資料館を、６月１日に再開すると

決定。２月２９日に臨時休館へ入って以来、約３カ月ぶりの開館となる。 

       ○県内在住の中国出身者らでつくる「県華僑華人総会」と外国人の就労や

生活支援活動を行っている「外国人支援センター」の２団体が、本財団に

マスク２０００枚を届けた。 

５月２７日  ○トランプ米政権は、対イラン制裁の猶予措置を縮小し、同国西部アラク

の重水炉をプルトニウムが抽出しにくいように改造する工事など、原子力

関連の３事業を新たに制裁対象にすると発表。        

５月２８日  ○中国の第１３期全国人民代表大会第３回会議は、香港に国家安全法制を

導入する方針を決定し、閉幕した。香港で続く共産党政権に批判的な抗議

デモを抑え込む狙い。 

５月２９日  ○太平洋戦争開戦の地となった米国ハワイ州の真珠湾で、広島平和記念資

料館が初めて開催する予定だった原爆展を延期に。ホノルル市の戦艦ミズ

ーリ記念館で７月上旬から９月３日まで開く計画だったが、新型コロナウ

イルスの影響で断念。 

○広島市は、６月１日に再開する広島平和記念資料館で、館内の新型コロ

ナウイルスの感染予防対策と準備状況を公開。 

○松井市長は、８月６日の平和記念式典の参列者席を例年と比べて９割減

らし、最大８８０席にすると明らかにした。 

５月３０日  ○長崎県と市、長崎大でつくる核兵器廃絶長崎連絡協議会が、核兵器や新

型コロナウイルス、気候変動をテーマにした長崎大教員と有識者の対談の

収録の様子を報道機関に公開。 

６月１日   ○広島平和記念資料館など各地の施設が再開。臨時休校が続いていた県内

の公立小中高校も、一部を除いて約１カ月半ぶりに再開。 

       ○資料館地下 1 階の廊下で資料展「この世界の（さらにいくつもの）片隅

に 広島のすずさん展」が始まる。 

６月２日   ○ロシアのプーチン大統領は、米国による宇宙での軍拡やロシアへの攻撃

を念頭に、核戦力で対抗する指針を定めた文書に署名。 

６月３日   ○日本原水協と原水禁国民会議が、それぞれ８月上旬に広島、長崎で開い

ている原水爆禁止世界大会について、今年はオンラインでの開催に切り替

えることが分かった。 

６月５日   ○広島市は、国連のグテレス事務総長が８月６日の平和記念式典に参列す

る意向だと、あらためて確認できたと明らかにした。訪問がかなわない場

合はビデオメッセージを送るとの回答を得たという。 

       ○広島市は、今年の平和記念式典で松井市長が読む平和宣言について、文

案を検討する懇談会の委員７人が書面で寄せた意見の概要を公表。５月中
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旬の初会合を中止したのを受けた対応で、世界的な感染拡大や核兵器禁止

条約への言及が目立った。 

   ○原爆の日の夜に原爆ドーム前の元安川を約７千個の灯篭が彩る「とうろ

う流し」で、実行委員会は、一般市民の参加を中止すると明らかにした。 

   ○国際原子力機関（ⅠＡＥＡ）は、イランが秘密に行っていた可能性があ

る過去の核関連活動を巡り、ＩＡＥＡが求めている査察を同国が拒否し続

けているとして「深刻な懸念」を示し、即座の全面協力を求める報告書を

まとめた。 

６月６日   ○国立天文台など九つの研究組織でつくる自然科学研究機構が、軍事応用

できる基礎研究に対し防衛省が助成する「安全保障技術研究推進制度」へ

の不参加を決めたことが分かった。 

６月７日   ○朝鮮半島出身者で日本の植民地時代に広島で被爆し、１９４５年年末ま

でに死亡した人たちの一部が、広島市の死没者調査で把握されていないと

みられることが韓国の被爆者団体の資料から明らかになった。漏れは相当

数に上るとみられる。 

       ○三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループが企業に対する投融資指針を改定

し、核兵器の製造への融資を禁止すると明記したことが分かった。 

６月８日   ○米政府高官は、米政府がロシアと６月中に軍備管理を巡る高官協議を開

くことで合意し、中国を招待したと発表。米ロ間で来年２月に期限切れと

なる新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）の延長交渉が膠着状態となる中、

米中ロ３カ国による新たな協議が実現するかどうかが焦点に。 

６月９日   ○長崎大学核兵器廃絶研究センター（ＲＥＣＮＡ）は、世界９カ国が６月

時点で約１万３４１０発の核弾頭を保有しているとの推計結果を発表。昨

年より約４７０発減少。ロシア、米国に次ぎ、中国が今年初めて３位とな

り、米中関係が悪化する中、中国が抑止力として核弾頭を増やす政策を進

めていることが背景にあると分析。 

６月１２日  ○広島市は、広島平和記念資料館で受け取っている料金について、現在の

名称「観覧料」を使わないようにすると明らかにした。 

○北朝鮮の李善権外相は、北朝鮮の戦略目標は米国の長期的な軍事的脅威

に対処するため「より確実な力を育てる」ことだと述べ、核戦力増強を続

ける方針を表明。 

６月１３日  ○広島市の児童が平和への思いを発表する「こどもピースサミット」が西

区民文化センターであった。作文の事前審査で選ばれた小学６年生２０人

が登壇。２人が大賞に決まり、８月６日の平和記念式典でこども代表とし

て「平和への誓い」を読み上げる。 

６月１５日  ○河野防衛相は、山口、秋田両県で進めてきた地上配備型迎撃システム「イ

ージス・アショア」の配備計画を停止すると発表。 

       ○ストックホルム国際平和研究所（ＳＩＰＲＩ）は、今年１月時点の核弾

頭総数が世界で計１万３４００個となり、昨年同時点から４６５個（約

３％）減少したとの推計を発表。 

６月１６日  ○北朝鮮は、南西部・開城にある南北共同連絡事務所を爆破した。韓国統
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一省が確認し、北朝鮮の国営メディアも、連絡事務所を「完全に破壊する

措置」を取ったと報じた。 

６月１９日  ○政府は、新型コロナウイルスの感染拡大防止で要請していたと都道府県

境をまたぐ移動の自粛要請を全面的に解除。 

       ○政府は外交・安全保障の長期指針となる国家安全保障戦略を年内に改定

する方向で検討に入った。地上配備型迎撃システム「イージス・アショア」

に代わるミサイル防衛が重要議題となり、敵基地攻撃能力の保有を視野に

入れる。 

       ○国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の定例理事会は、イランが秘密に行った可

能性がある過去の核関連活動の解明に向け、ＩＡＥＡへの全面協力と査察

受け入れを同国に求める決議を賛成多数で採択。 

６月２２日  ○被爆の影響で心筋梗塞や甲状腺機能低下症を患っているのに原爆症と国

が認めないのは不当として、被爆者１１人が原爆症の認定申請の却下処分

の取り消しなどを国に求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁の三木昌之裁

判長は、５人の却下処分を取り消し、原爆症と認めた。６人については一

審広島地裁判決を支持し、請求を退けた。 

       ○米国とロシアは、ウィーンで軍備管理や戦略的安定に関する高官協議を

行った。来年２月に期限が切れる、米ロ間で唯一残る核軍縮の枠組みであ

る新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）の延長問題が最大の焦点に。 

６月２３日  ○沖縄県は、太平洋戦争末期の沖縄戦で命を落とした２０万人超を悼む「慰

霊の日」を迎えた。最後の激戦地、糸満市摩文仁の平和祈念公園で、県な

どが主催する沖縄全戦没者追悼式が営まれた。 

６月２５日  ○広島市は、広島平和記念資料館の常設展示で入館者に払ってもらう「観

覧料」の表記を見直す時期について、１０月をめどにしていると明らかに

した。 

６月２６日  ○１９歳で被爆死した河本明子さんが生前愛用し、爆心地から約２．５㎞

で被爆したピアノが、平和記念公園にある被爆建物のレストハウスに運び

込まれた。改修工事を経て７月１日に再オープンするレストハウスで常設

展示される。 

６月２７日  ○８月６日の平和記念式典で、こども代表が読み上げる「平和への誓い」

の文案を考える会議が、広島平和記念資料館であった。市内の小学６年生

２０人が参加。 

６月３０日  ○中国国営通信新華社によると、全国人民代表大会常務委員会の会議は、

中国政府による香港の統制強化を目的とした「香港国家安全維持法」を全

会一致で可決、同法は成立した。香港政府が公布し、香港返還２３年に当

たる７月１日に合わせて施行する構え。 

７月１日   ○広島平和記念資料館は、新型コロナウイルスの影響で休止していた団体

客の受け入れと、被爆者による証言活動などを再開した。 

       ○広島市と音楽を通じて国際交流を続けてきたポーランドのワルシャワ

市が、核兵器廃絶を目指す平和首長会議に加盟。昨年８月、広島交響楽団

がワルシャワ市で演奏した際、鑑賞に訪れた松井市長が加盟を要請してい
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た。 

○被爆者健康手帳を持つ被爆者は３月末時点で１３万６６８２人となり、

１４万人を割り込んだことが厚生労働省のまとめで分かった。平均年齢は

０．６６歳上がり過去最高の８３．３１歳。 

       ○日本被団協は、被爆７５年の節目となる２０２０年度の運動方針を決め

た。核兵器禁止条約の署名、批准に後ろ向きな日本政府に対し、「核なき世

界」の実現に尽力するよう求める内容。 

       ○平和記念公園の被爆建物レストハウスが、改修を終えて約２年半ぶりに

オープン。 

７月２日   ○被爆７５年の原爆の日を前に広島市は、平和記念公園の原爆供養塔に納

められた遺骨のうち、名前が分かりながら遺族に引き取られていない８１

４人分の名簿を、全国の自治体など１９７０カ所に発送。うち１人につい

ては中国新聞の取材をきっかけに、遺族へ返還する調整が進んでいる。 

７月６日   ○被爆の影響で甲状腺機能低下症などを患っているのに原爆症と認めない

のは不当として、被爆者１１人が原爆症の認定申請の却下処分の取り消し

などを国に求めた訴訟で、原告側の弁護団は、５人を原爆症と認め、６人

の請求を退けた広島高裁判決を受け入れ、上告しないことを決めた。国側

も上告しない方針で、上告期限を過ぎる７日に高裁判決が確定する見通し。 

７月７日   ○広島市は、国連のグテレス事務総長が８月６日の平和記念式典への参列

を断念したと明らかにした。 

       ○カトリック広島司教区やカトリック長崎大司教区などは、被爆７５年の

節目に合わせ、民間の平和活動を支える「核なき世界基金」を設立。 

７月８日   ○河野防衛相は衆院安全保障委員会の閉会中審査で、敵基地攻撃能力に関

し、現行憲法の範囲内で保有の是非を検討する考えを表明。 

       ○米ＣＮＮは、北朝鮮の首都平壌に近い施設で、核弾頭の製造を活発に続

けている可能性があると報じた。米ミドルベリー国際大学院の研究者が最

新の衛星写真を分析した結果としている。 

７月９日   ○自民党の「被爆者救済と核兵器廃絶推進議員連盟」は、市内最大級の被

爆建物「旧陸軍被服支廠」の全４棟のうち、県所有の３棟を約３０億円か

け保存する案を加藤厚生労働相に説明。 

７月１０日  ○広島市は、被爆７５年の原爆の日に平和記念公園で営む平和記念式典の

概要を発表。新型コロナウイルスの影響で、都道府県の遺族代表の参列は

２６人と、これまでで最少となる。各国代表の出席は現時点で９３カ国と

２番目に多く、欧州連合（ＥＵ）の代表も予定。 

７月１３日  ○広島市の松井市長は、河野防衛相が検討する考えを示した敵基地攻撃能

力の保有について、政府に慎重な議論を促した。「被爆者をはじめ、国民世

論を十分に考慮して議論してほしい」と求めた。 

７月１４日  ○広島県世羅町の旧甲山町地区の被爆者たちでつくる「甲山原爆被害者協

議会」が、今月内での解散を決めた。 

       ○広島市の松井市長が被爆７５年の原爆の日に平和記念式典で読み上げる

平和宣言の文案が分かった。新型コロナウイルスの感染拡大と悪化する核
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情勢を重ね合した上で、危機を前に世界の「連帯」を訴える内容。連帯を

象徴する言葉として、昨年１０月に死去した元国連難民高等弁務官の緒方

貞子さんの言葉を引用。 

７月１５日  ○広島平和記念資料館は、新型コロナウイルスの影響で臨時休館に入った

２月末以来、約４カ月半ぶりとなる館内での被爆証言を実施。 

       ○アフリカ南部ボツワナが核兵器禁止条約に批准した。批准は４０番目。 

７月１６日  ○トランプ米大統領は、米西部ニューメキシコ州アラモゴード近郊の「ト

リニティ・サイト」で人類史上初の核実験を行ってから７５年を迎えたの

に合わせて声明を発表し、この実験を「素晴らしい偉業だ」とたたえた。 

７月１８日  ○広島、長崎の原爆被爆者の子でつくる「全国被爆二世団体連絡協議会」

は、長崎市の長崎原爆資料館で、被爆７５年を機にシンポジウムを開催。 

７月１９日  ○被爆７５年に合わせて中国新聞社が全国の被爆者団体を対象に実施した

アンケートで、回答した団体のうち４割近い３７．１％が、被爆８０年と

なる２０２５年に活動を継続できていないと考えていることが分かった。 

７月２０日  ○平和首長会議は、新型コロナウイルスの影響で広島を訪れることができ

ない人に向けて、広島、長崎両市長や被爆者、各国の代表たち２３人が寄

せたメッセージを約７分間にまとめた動画を作成。被爆７５年事業の一環

で、ユーチューブなどで発信。 

７月２１日  ○基町高創造表現コースの生徒１５人が制作してきた、被爆者の証言を基

に描く「原爆の絵」１５点が完成。広島国際会議場で８月５日から、今回

の１５点を含む約４０点を展示する。 

○地上配備型迎撃システム「イージス・アショア」計画断念を受けたミサ

イル防衛の代替策として、政府、自民党内で海上自衛隊のイージス艦増隻

など２案が浮上していることが分かった。もう一つの案は、地上に分離し

て設置した高性能レーダーで弾道ミサイルを探知し、海上にある護衛艦が

迎撃ミサイルで撃ち落とす。 

７月２２日  ○生涯をかけて原爆被害の実態を明らかにした広島平和記念資料館の初

代館長、長岡省吾氏が収集した資料の展示会が、同館で開催。初めて一般

公開する、溶けて固まった皿の塊などの約８０点をはじめ、活動を記録し

た写真パネルなど計約１６０点を紹介。 

７月２３日  ○広島市は、平和記念式典の会場設営を開始。新型コロナウイルスの感染

を防ぐため、据え付けるテントは昨年と同じ４１張りとする一方、参列者

向けの席数は例年の１割の最大８８０席とするなど、式典規模を縮小する。 

７月２５日  ○平和記念公園の原爆の子の像の建立を発案し、小中高生が活動していた

「広島折鶴の会」の世話人として原爆ドームの保存にも貢献した河本一郎

さんの遺影が、国立原爆死没者追悼平和祈念館に近く登録される。 

７月２７日  ○自民党の「被爆者救済と核兵器廃絶推進議員連盟」の代表世話人を務め

る寺田稔氏が中国新聞の取材に応じ、「旧陸軍被服支廠」について「全４棟

を保存するべきとは考えない」との認識を示した。 

       ○北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は、朝鮮戦争休戦６７年に際して平壌

で開かれた「全国老兵大会」で演説し、北朝鮮は核保有国として世界が認
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めざるを得ない戦略的地位についたと強調した。 

７月２８日  ○広島平和記念資料館は、被爆体験証言を受け継ぐ伝承者による講話を、

初めてオンラインで開催。 

       ○広島市が全国の若手記者を招くジャーナリスト研修「ヒロシマ講座」が、

広島国際会議場で始まった。ブロック紙と地方紙で働く２３～３１歳の記

者６人が参加。 

７月２９日  ○原爆投下後に放射性物質を含んだ「黒い雨」を浴びて健康被害が生じた

のに、国の援護対象区域外だったのを理由に被爆者健康手帳の交付申請を

却下したのは違法として、広島市や広島県安芸太田町の７０～９０代の男

女８４人（うち９人は死亡）が市と県に却下処分の取り消しを求めた訴訟

で、広島地裁の高島義行裁判長は、全員の却下処分を取り消し、被爆者と

認めて手帳を交付するよう命じる判決を言い渡した。 

       ○原子力規制委員会は定例会合で、日本原燃の使用済み核燃料再処理工場

（青森県六ケ所村）の安全対策が新規制基準に適合しているとする「審査

書」を決定。工場は正式に審査に合格。 

７月３０日  ○自民党のミサイル防衛検討チームは党本部で会合を開き、検討チーム事

務局が提示した敵基地攻撃能力の保有を含めた提言案を全会一致で了承。 

７月３１日  ○広島創価学会は、平和推進活動の一環で長年収集してきた被爆体験の証

言映像などの資料１６４点を、国立原爆死没者追悼平和祈念館へ寄贈。 

８月１日   ○原爆で行方が分からなくなった人の消息を知る手掛かりとなる「原爆罹

災者名簿」の公開が、広島国際会議場３階の研修室で始まった（～６日）。

２万３０３９人の名前や最期の状況を確認できる。 

８月２日   ○中国人民解放軍出身の核ミサイル専門家が、敵の発射した核ミサイルを

着弾前に探知し、核兵器で反撃する早期警戒システムを中国が備えている

と明言したことが分かった。 

       ○日本原水協などの原水爆禁止世界大会が始まり、オンラインによる国際

会議を開催。被爆７５年の節目の大会は新型コロナウイルスの感染拡大を

防ぐため広島や長崎などに集う形での開催を断念し、オンラインで実施。 

８月３日   ○国立広島原爆死没者追悼平和祈念館は、２００２年の開館以来初めてホ

ームページを全面リニューアル。米軍による原爆投下から７５年目の節目

に合わせて変更。 

○広島大文書館は、１９５６年に結成された広島県原爆被害者団体協議会

の設立準備や、初期の活動状況を示す資料の原本を確認したと発表。５５

年９月～６１年４月ごろに発信した文書の控えや理事会の記録、関係者の

書簡など約５００点があった。 

       ○国連安全保障理事会の北朝鮮制裁委員会の下で制裁違反の有無を調べる

専門家パネルは、北朝鮮が核兵器開発を続けており「弾道ミサイルに搭載

する小型核兵器を恐らく開発した」と複数の関係国がみていることを明ら

かにした。 

８月４日   ○平和首長会議が「平和教育ウェビナー」を開催。核兵器を巡る世界情勢

に係る講演、広島の青少年（ユースピースボランティア）および長崎の青
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少年（ナガサキ・ユース代表団）のほか５つの加盟都市の青少年が行って

いる平和活動の報告などを、オンラインで配信。 

○安倍首相は、自民党ミサイル防衛検討チーム座長の小野寺元防衛相らと

官邸で会い、敵基地攻撃能力の保有を含めた抑止力向上を求める提言を受

け取った。 

８月６日   ○本財団や広島市などは、平和記念公園で「子どもたちの平和のメッセー

ジ展」を開催。毎年この日に開く「ひろしま子ども平和の集い」が、新型

コロナの感染拡大で中止となったため、子どもたちの平和への思いを発信

しようと企画。 

○広島市は原爆死没者慰霊式・平和祈念式（平和記念式典）を平和記念公

園で営んだ。松井市長は平和宣言で、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に

は、市民や国家の「連帯」が必要と強調。日本政府を含む各国に核兵器禁

止条約への署名・批准を強く求めた。式典は異例の小規模での開催。 

       ○平和記念式典への参列を断念した国連のグテレス事務総長がビデオメッ

セージを寄せ、式典で放映された。モニターの画面越しに「核兵器の危険

を完全に排除する唯一の方法は、核兵器を完全に廃絶することだ」と強調。 

       ○核兵器禁止条約の批准書をナイジェリアとアイルランド、ニウエの３カ

国が国連に寄託し、批准手続きを完了、批准した国・地域は４３に。 

       ○米大統領選で民主党候補となるバイデン前副大統領は、広島への原爆投

下から７５年に合わせて声明を発表し「広島、長崎の恐怖を二度と繰り返

さないため、核兵器のない世界に近づけるよう取り組む」と表明。オバマ

前大統領が掲げた長期的な目標「核なき世界」を引き継ぐ決意を明確にし

た。 

８月７日   ○平和と核兵器廃絶を訴える「ピースナイター２０２０」が、マツダスタ

ジアムで行われた。大型ビジョンで市長などのビデオメッセージを放映し、

カープの選手たちはユニホームの袖に原爆ドームと折り鶴をデザインし

たワッペンを着けて試合に臨んだ。 

８月９日   ○広島平和記念資料館で「長崎原爆犠牲者慰霊の会」があった。被爆者や

市民たち約５０人が参加し、核兵器廃絶と世界恒久平和を誓った。新型コ

ロナウイルスの感染防止対策で座席数を減らしたため、参加者数は昨年の

半分に。 

○長崎の「原爆の日」。爆心地に近い長崎市松山町の平和公園で「長崎原爆

犠牲者慰霊平和祈念式典」が営まれた。田上市長は平和宣言で、小型核兵

器の開発などが進み、「使用される脅威が現実のものになっている」と危機

感を表明。各国の指導者に連帯を促し、実効性のある核軍縮の道筋を示す

よう求めた。 

８月１１日  ○原爆投下後の「黒い雨」に国の援護対象区域外で遭い、健康被害を訴え

る広島県内の原告全８４人に被爆者健康手帳を交付するよう広島市と県へ

命じた７月２９日の広島地裁判決で、被告の市と県は、控訴を決定。政府

に対して、控訴の断念と被害者の幅広い救済を「政治決断」するよう求め

てきたが、政府が控訴の条件として「援護対象区域の拡大にもつながる検
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証をする」との姿勢を示したため、受け入れに転じた。 

８月１２日  ○広島平和記念資料館は、９月１日以降の常設展示の見学について、イン

ターネットでの事前予約を開始。新型コロナウイルスの感染を防ぐため、

当日に現地で整理券を配って入場者数を制限してきたが、修学旅行など予

定を立てて行動する団体客などのために見学しやすいようにする。 

○原爆の放射性物質を含んだ「黒い雨」に国の援護対象区域外で遭い、健

康被害を訴える広島県内の原告全８４人に被爆者健康手帳を交付するよう

広島市と広島県に命じた７月２９日の広島地裁判決で、被告の市と県、訴

訟に参加する厚生労働省は、広島高裁に控訴。 

       ○原水禁国民会議などの原水爆禁止世界大会は、オンラインで福島大会を

開いた。「福島の悲劇を二度と繰り返してはならない」「原発も核も戦争も

ない平和な世界の実現に向けて前進しよう」と訴えるアピール文を採択し、

世界大会を締めくくった。 

       ○ロシア軍参謀本部は、ロシアを狙う敵の弾道ミサイル発射を察知した時

点で自動的に「核攻撃」とみなし、核兵器で反撃する方針を明らかにした。

ロシアは核の先制使用を否定してきたが、核弾頭の有無にかかわらず全て

のミサイル攻撃に核で反撃する考えを公表したことで、核兵器使用の基準

を引き下げたことが裏付けられた。 

８月１３日  ○日米開戦の舞台となった米ハワイ・真珠湾に浮かぶ戦艦ミズーリ記念館

で、ハワイで初となる「ヒロシマ・ナガサキ原爆・平和展」が開幕。広島、

長崎両市などの主催。新型コロナウイルスの影響で開幕が約１カ月遅れ、

被爆者による証言もオンラインでの実施に切り替える。 

○米ホワイトハウスは、イスラエルとアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）が国交

正常化で合意したと発表。３カ国の共同声明で明らかにした。パレスチナ

問題を抱えるイスラエルは、アラブ諸国のうちエジプトとヨルダンとしか

国交がなく、他国との関係正常化を目指していた。 

８月１５日  ○政府主催の全国戦没者追悼式が日本武道館で行われた。新型コロナウイ

ルス感染症の影響で、２０府県の遺族が欠席となったが、参列者は戦役者

約３１０万人を悼み、不戦の誓いを新たにした。天皇陛下は昨年に続き、

お言葉に「深い反省」との文言を盛り込まれた。 

８月２１日  ○広島平和記念資料館は、原爆展を開いている米国ハワイ州の戦艦ミズー

リ記念館の職員を対象に、オンラインによる被爆体験の証言会を開催。８

歳で被爆した小倉桂子さんが証言。 

○関西電力は、原則４０年の運転期間を超えた美浜原発３号機と高浜原発

１号機について、早ければ来年１月ごろと３月ごろに再稼働させるとの工

程を明らかにした。２基は、国の審査で最長２０年の延長運転に必要とさ

れた安全対策工事が来月完了する見込み。地元自治体の同意を得て再稼働

すれば、東京電力福島第１原発事故後に「原則４０年、最長で延長２０年」

のルールができて以降初となる。 

８月２２日  ○国立広島原爆死没者追悼平和祈念館が、研修室を会場にコンサートを開

催。シベリア抑留や、原爆で弟を失った体験から反戦と反核を訴え続けた
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画家、四国五郎さんの詩に曲をつけた歌が披露された。 

８月２６日  ○岩国市の米軍岩国基地に米海兵隊が最新鋭ステルス戦闘機Ｆ３５Ｂを追

加配備する計画について防衛相が市に説明。既存のＦＡ１８ホーネット戦

闘攻撃機１２機を段階的にＦ３５Ｂ１６機に更新する。 

       ○イランと国際原子力機関（ＩＡＥＡ）は、２００３年の核兵器開発疑惑

を巡りＩＡＥＡが要請していた査察をイランが受け入れることで合意。査

察を拒否していたイランが譲歩して方針を転換することで、ＩＡＥＡとの

対立は解消に向かう見通しになった。 

       ○広島市議会は、会派代表の議員でつくる政策立案会議を開き、議員提出

を目指す平和推進条例（仮称）のたたき台を示した。平和構築に向けた市

や市民、議会の役割を明記。今秋の市民意見募集（パブリックコメント）

などを通じて素案を策定し、本年度中に市会議本会議に条例案を提出する。 

８月２８日  ○安倍首相が官邸で会見し辞任する意向を表明。体調が悪化し、首相の職

務を継続するのは困難と判断、退陣を決めた。「安倍一強」を誇った最長政

権は２０１２年１２月の第２次内閣発足から約７年８カ月で幕を閉じる。 

８月３１日  ○安倍首相が自身の在任中に、敵基地攻撃能力保有の方向性を示す意向を

固め与党幹部に伝えていたことが分かった。山口と秋田への配備を断念し

た地上配備型迎撃システム「イージス・アショア」計画の代替案の考え方

も同時に打ち出す。 

９月１日   ○広島平和記念資料館で、展示替えされた被爆者の作品「市民が描いた原

爆の絵」６点の公開が始まった。原爆投下の直後に大量発生したウジやハ

エがテーマの作品を選んだ。 

       ○米国防総省は、中国の軍事動向に関する年次報告書を発表し、中国の核

弾頭数が今後１０年間で「少なくとも倍増すると推定される」と指摘。現

在の弾頭数を２００発台前半とみており、４００発台となる計算。 

９月２日   ○米空軍は、核弾頭を搭載可能な大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「ミニッ

トマン３」の発射実験を、西部カリフォルニア州バンデンバーグ空軍基地

で行ったと発表。 

９月３日   ○被爆建物「旧陸軍被服支廠」で、保存・活用に１棟当たり３３億円と見

込む耐震化費用をより安くできる工法を探るため、広島県が建物の強度の

再調査に乗り出す方針を固めた。建物本体を構成するれんが塀の強度を調

べたところ、２０１７年の前回調査の想定を大きく上回ったため、費用を

大幅に圧縮できる可能性が出てきたという。 

       ○広島市は、世界遺産の原爆ドームの鋼材を塗り替えるなどの保存工事を

開始。当初は２０１９年１０月までに終える予定だったが、相次ぐ入札不

調で着工が遅れていた。来年３月まで工事を進める。 

９月４日   ○被爆建物「旧陸軍被服支廠」で、広島県の湯崎知事は、１棟を保存・活

用するのに必要な３３億円のうち耐震化費用の２８億円について、３分の

１程度に減らせる可能性があると明らかにした。実現すれば、全３棟の耐

震化費用を約３０億円に圧縮できる。１０月に始める詳細な調査と有識者

の意見を踏まえて固め、本年度内にも新たな保存の方向性を示す。 
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       ○イラン核合意の検証に当たる国際原子力機関（ＩＡＥＡ）は、イランの

低濃縮ウラン貯蔵量は８月２５日時点で、２１０５．４㌔に増加したと報

告書をまとめた。核合意が定める上限は２０２．８㌔で、これを大幅に上

回り増加が続いている。濃度は４．５％以下にとどまった。 

９月５日   ○政府が、秋田と山口への配備を断念した地上配備型迎撃システム「イー

ジス・アショア」計画の代替案として、弾道ミサイル迎撃に特化した専用

艦建造を有力案とする方針を米側に伝達したことが分かった。 

９月７日   ○広島で被爆し、被爆証言の収集や保存に取り組んだ日本被団協の元代表

委員の岩佐幹三氏が、千葉県船橋市の自宅で死去した。９１歳。 

９月８日   ○イラン原子力庁のサレヒ長官は、核開発の中枢を担う中部ナタンズの核

関連施設の一部が７月に爆発で破壊されたことを受け、同施設近くの山間

部に新たな施設を建造すると表明。ウラン濃縮に用いる遠心分離機の組み

立てに使うという。 

９月９日   ○核兵器廃絶を訴える署名活動「核廃絶！ヒロシマ・中高生による署名キ

ャンペーン」の生徒代表４人が、広島市役所を訪れ、２０１９年３月以降

に集めた３万８４８７筆の署名を松井市長に渡した。平和首長会議を通じ

国連に届ける。 

       ○国連のグテレス事務総長はオンラインで会見し、新型コロナウイルスの

感染拡大で８月の広島訪問を断念したことに「強い不満を感じている」と

した上で「来年こそ広島に行きたい。軍縮は国連創設以来の優先課題だ」

と表明。 

９月１１日  ○安倍首相は、安全保障政策に関する談話を発表。ミサイル阻止に関する

新たな方針を検討している点に触れた。相手領域内で弾道ミサイルを阻止

する「敵基地攻撃能力」を念頭に、次の政権に議論を促した格好。 

       ○原発の高レベル廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定に向けた文献調査

について、北海道神恵内村の商工会が、応募検討を求める請願を村議会に

提出していたことが分かった。国が２０１７年に処分の適地を示した科学

的特性マップを公表後、応募検討に向けた動きが判明するのは村から約４

０㌔離れた寿都町に続き全国２例目。 

９月１４日  ○リチャード米戦略軍司令官は、中国の核弾頭数が今後１０年間で倍増す

るとの国防総省の分析に関し、運搬手段となるミサイルなどの能力も高め

ていると指摘。 

９月１５日  ○イスラエルのネタニヤフ首相は、米ホワイトハウスで、トランプ米大統

領の仲介で中東のアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、バーレーンのそれぞれの外

相と共に、国交正常化の合意文書に署名。パレスチナ問題で対立してきた

イスラエル国交を結ぶとアラブ諸国は計４カ国に。 

９月１６日  ○日立製作所は、英国の原発新設計画から撤退すると発表。英政府の支援

拡大を求めていたが調整が難航し、採算改善が見込めないとして、昨年１

月にプロジェクトを凍結していた。 

９月１６日  ○自民党の菅義偉総裁は、衆参両院本会議での首相指名選挙で第９９代首

相に選出された。夜の皇居での首相任命式と閣僚認証式を経て自民、公明
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両党連立による菅内閣が発足。 

９月１８日  ○田村厚生労働大臣は、広島市への原爆投下直後に降った「黒い雨」を巡

る援護対象区域拡大を視野に入れた検証の方法について「例えばＡＩ（人

工知能）や、場合によってはスーパーコンピューターを使ったシミュレー

ションを行う」と述べた。 

９月２０日  ○東京電力福島第１原発事故の記録を後世に伝える福島県のアーカイブ拠

点施設「東日本大震災・原子力災害伝承館」が、第１原発が立地する双葉

町で開館。 

９月２１日  ○国連が定めた「国際平和デー」を記念し、本財団などが平和記念公園で

記念行事を開いた。被爆７５年の節目に、被爆者や高校生たち約５０人が

核兵器廃絶への思いを新たにした。 

       ○米国の「核の傘」に安全保障を依存する日韓や欧州などの同盟国の元首

脳や元閣僚計５６人が、核兵器の保有や使用を禁じる核兵器禁止条約の支

持を表明し、自国の指導者に条約参加を求める連名の公開書簡を発表。 

       ○地中海の島国マルタは、核兵器の保有や使用を全面禁止する核兵器禁止

条約の批准書を国連に寄託し、批准手続きを完了。批准は４５番目。 

９月２４日  ○広島市への原爆投下直後に降った放射性物質を含む「黒い雨」を巡る国

の援護対象区域の検証で、厚生労働省は、作業に必要な費用を２０２１年

度予算の概算要求に盛り込む方針を示した。 

９月２８日  ○交通ルールや１１０番通報について知ってもらおうと、本財団と県警が、

広島に住む外国人を対象に安全教室を開いた。四つの国と地域の１５人が

参加。 

○公益財団法人ヒロシマ・ピース・センターは、第３２回谷本清平和賞に

詩人アーサー・ビナードさんを選んだと発表。 

９月３０日  ○マレーシアは、核兵器の保有や使用を全面禁止する核兵器禁止条約の批

准書を国連に寄託し、批准手続きを完了した。批准は４６番目。 

１０月１日  ○広島平和記念資料館は修学旅行シーズンとなる１０、１１月、閉館時間

を１時間延長して午後７時までとする。新型コロナウイルス対策のため入

館者数を制限する中、できるだけ多くの若い世代に原爆被害を学んでもら

えるようにする狙い。 

○広島市が養成する「被爆体験伝承者」に応募した９期生の研修がスター

ト。３年間の研修を経て活動開始を目指す。市は同時に、被爆者が自らの

体験を語る「被爆体験証言者」も募集したが、本年度の応募は２０１２年

度の制度開始以来、初めてゼロに。 

○米欧の軍事同盟、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）が本部を置き、米国の

「核の傘」に頼るベルギーの新政府が、核兵器禁止条約を肯定的に評価す

る異例の政策を発表。新政府はＮＡＴＯ加盟国の義務を果たすとも明言し、

禁止条約に加わる可能性はほぼないが、核兵器廃絶国際キャンペーン（Ｉ

ＣＡＮ）は「小さいが重要な一歩」と歓迎。 

１０月２日  ○２０１７年に国連で採択された核兵器禁止条約の批准国・地域が今月中

にも発効に必要な５０に達する見通しであることが分かった。５０カ国・
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地域が批准手続きを終了してから９０日後に発効する。 

１０月４日  ○東京都主催の「原爆犠牲者追悼のつどい」が東京都葛飾区であった。都

内の被爆者たち１３４人が出席。広島、長崎への原爆投下による犠牲者を

悼むとともに、核兵器禁止条約の早期発効と日本政府の参加を求めた。 

１０月５日  ○広島平和記念資料館は、新型コロナウイルスの感染防止のために設定し

ている常設展示の入場者数の上限を、現行の３０分当たり１５０人から２

００人に緩和。国のイベント入場などに関する制限緩和を受けた対応。 

１０月６日  ○核兵器禁止条約の参加を各国に求める「ヒバクシャ国際署名」の連絡会

は、約４年半で１２６１万２７９８筆が集まったと発表。批准国・地域の

数が今月中にも条約発効に必要な５０へ達する見通しの中、活動を今月末

まで続け、来年１月に国連へ提出する。 

１０月８日  ○原発の高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、北

海道寿都町の片岡春雄町長と神恵内村の高橋昌幸村長は、文献調査に進む

意向を相次いで明らかにした。 

１０月９日  ○第５回理事会を開催。 

       ○ノルウェーのノーベル賞委員会は、２０２０年のノーベル平和賞を、飢

えのない世界を目指し食糧支援を続ける国連機関、世界食糧計画（ＷＦＰ、

本部ローマ）に授与すると発表。 

１０月１０日 ○北朝鮮は、朝鮮労働党創建７５年を迎え、平壌の金日成広場で大規模な

軍事パレードを行った。金正恩党委員長が演説し、敵対勢力の脅威を抑え

込むため「自衛的手段としての戦争抑止力を引き続き強化していく」と述

べた。新型大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）とみられる同国最大級のミサ

イルも公開。 

１０月１３日 ○原爆投下後に放射性物質を含む「黒い雨」に国の援護対象区域外で遭い、

健康被害を訴える広島県内の男女８４人（うち１２人は死亡）が被爆者健

康手帳の交付を求めた訴訟で、原告全員への手帳交付を命じた７月の一審

広島地裁判決を不服として控訴した広島市、県、国側が、控訴審で「原告

が被爆者である科学的知見は存在しない」と主張する方針であることが分

かった。内部被曝の危険性を重視した地裁の判断も誤りと批判し、判決の

取り消しを求めている。 

       ○南太平洋の島国ツバルは、核兵器の保有や使用を全面禁止する核兵器禁

止条約の批准書を国連に寄託し、批准手続きを完了。批准は４７番目。 

１０月１５日 ○日本は、核兵器廃絶を目指す核廃絶決議案を国連総会第１委員会（軍縮）

に提出した。日本の核廃絶決議案提出は２７年連続。核兵器の保有や使用

を全面禁止する核兵器禁止条約に直接触れない内容。 

１０月１８日 ○イランとの武器の売買を禁じる国連安全保障理事会の制裁措置が期限を

迎えた。イラン外務省は声明で、武器禁輸の措置は「全て自動的に解除さ

れた」と宣言、今後は武器の調達先や輸出に関していかなる法的制約も受

けないと主張。 

１０月１９日 ○岸防衛相は、オーストラリアのレイノルズ国防相と防衛省で会談し、平

時から自衛隊が官邸や航空機を守る「武器等防護」の対象に、オーストラ
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リア軍を加える調整に入ることで合意。２０１５年の安全保障関連法で可

能となった自衛隊の新任務の一つで、東・南シナ海での台頭が目立つ中国

を念頭に警戒監視活動を強化する。 

１０月２１日 ○新型コロナウイルスの世界的大流行の影響で今春から来年１月に延期さ

れた核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議について、議長を務めるスラウ

ビネン氏が、来年８～９月に再延期する可能性を含めて調整を始め、一部

加盟国に打診したことが分かった。 

       ○公明党の山口代表は、茂木外相と外務省で面会し、核兵器の保有や使用

を全面的に禁じる核兵器禁止条約について、締約国会議へのオブザーバー

参加を検討する要望書を渡した。 

       ○核兵器の保有や使用を全面禁止する核兵器禁止条約に反対する米国が、

複数の条約批准国に、批准を取り下げるよう求める書簡を送っていたこと

が分かった。禁止条約が発効に必要な批准数５０まであと３カ国・地域に

迫る中、条約発効の影響を懸念した米国が批准国に圧力を加えた形。 

１０月２３日 ○核兵器禁止条約の批准数が２カ国増え、４９カ国・地域に。 

       ○イスラエルは、アフリカ北東部のアラブ国家スーダンと国交正常化に合

意。仲介した米国との３カ国共同声明で発表。これに先立ちトランプ大統

領は同日、スーダンのテロ支援国家指定を解除する方針を議会に通告し、

正常化合意を後押し。 

１０月２４日 ○核兵器禁止条約の批准数が、発効に必要な５０カ国・地域に達した。９

０日後の来年１月２２日に発効する。 

１０月２５日 ○核兵器禁止条約の発効が確定したのを受け、平和首長会議は、今後の条

約の具体的な運用について協議する締約国会議への参加を核保有国とそ

の同盟国に強く求めていくと表明する公開書簡を、１９３の国連加盟国な

どに送付。 

１０月２７日 ○広島の被爆者７団体などでつくる「ヒバクシャ国際署名」広島県推進連

絡会は会合を開き、９月で終える予定だった活動を年末まで延長すると決

定。 

       ○核兵器禁止条約が来年１月２２日に発効するのを受け、広島市議会は臨

時本会議で、日本政府に対し、条約への加盟や締結国会議への参加を求め

る意見書案を全会一致で可決。また、被爆地広島での同会議開催を国連に

働き掛けるよう初めて要請した。意見書は菅首相や茂木外相たちに送った。 

１０月２８日 ○放射線影響研究所の外部諮問委員会は、被爆者の血液など保存試料の研

究利用に関する助言を取りまとめた。ゲノム（全遺伝情報）解析など最新

技術を生かした研究を念頭に、軍事研究の排除や被爆者の同意を得ること

など慎重な対応を求める内容。 

       ○松井市長は、Ｊ１サンフレッチェ広島の公式戦があったエディオンスタ

ジアム広島で、核兵器禁止条約の来年１月２２日の発効を伝え、平和の構

築へ行動を促すビデオメッセージを流した。 

１０月２９日 ○核兵器禁止条約の来年１月２２日の発効に向け、日本原水協は、日本政

府に条約への署名・批准を求める署名活動を開始。 



18 

 

       ○新型コロナウイルスの世界的大流行の影響で今春から来年１月に延期さ

れた核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議について、議長を務めるスラウ

ビネン氏は、再延期が決まったと発表。来年８月２～２７日に開く方向。 

       ○米空軍は、核弾頭が搭載可能な大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「ミニッ

トマン３」の発射実験を西部カリフォルニア州のバンデンバーグ空軍基地

で行ったと発表。 

１１月３日  ○来年１月に発効する核兵器禁止条約を考えるシンポジウムが、広島平和

記念資料館であった。平和首長会議、ピースボート、ANT-Hiroshima が共

同開催。 

       ○国連総会の第１委員会（軍縮）は、日本が２７年連続で提出した核兵器

廃絶決議を賛成多数で採択。賛成は昨年より９カ国減って１３９カ国とな

り、来年１月に発効する核兵器禁止条約に直接触れない内容となったこと

も影響したとみられる。反対は５、棄権が３３。決議は１２月に国連総会

で採択される見通し。 

１１月５日  ○政府・与党は、日本を標的とした弾道ミサイルを相手国領域内で阻止す

る「敵基地攻撃能力」の保有を巡り、年末に修正を見込む防衛力整備の指

針「防衛計画の大綱」への明記を見送る方針を固めた。 

       ○米国による広島市への原爆投下後に降った「黒い雨」の被害を巡り、山

本博司厚生労働副大臣は、援護対象区域を再検証し、拡大を念頭に議論す

る検討会を近く発足させる方針を示した。 

       ○菅首相は参院予算委員会で、来年１月に発効が決まった核兵器禁止条約

の締約国会議に関し、被爆地の広島や長崎での開催に否定的な見解を示し

た。 

１１月６日  ○広島市の松井市長は、来年１月２２日に発効する核兵器禁止条約への署

名、批准を日本政府が否定したのを受け「発効は大きな転換点であり新た

なステージ。条約の実効性を高める締約国会議への参加を求めていく」と

述べた。あらためて未批准国も可能なオブザーバー参加などを要請する考

えを示した。 

       ○広島市への原爆投下後に降った「黒い雨」を巡る国の援護対象区域の再

検証作業で、広島県は鎌田七男・広島大名誉教授を、広島市は小池信之副

市長を参加させる方針を決めた。 

１１月８日  ○米大統領選は、民主党のバイデン前副大統領が勝利を確実にした。激戦

の東部ペンシルベニア州を制し、当選に必要な選挙人の過半数を獲得。共

和党のトランプ大統領は敗北を認めず、本格的な法廷闘争に入ると強調。 

１１月１２日 ○菅首相は、米大統領選で勝利を確実にした民主党のバイデン前副大統領

と初めて電話会談し、日米同盟を一層強化する重要性を確認。バイデン氏

は沖縄県・尖閣諸島が米国による防衛義務を定めた日米安保保障条約第５

条の適用対象だと明言。 

１１月１３日 ○広島市は、核兵器禁止条約の来年１月２２日発効を伝えるメッセージを、

平和記念公園内の広島国際会議場に張り出した。 

       ○広島市は、理化学研究所から引き渡された遺骨２８点を平和記念公園に
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ある原爆供養塔に納めた。市は名前が分かる遺骨について、情報提供を呼

び掛け、遺族と確認できれば返還する。 

１１月１４日 ○広島国際会議場で、「第２１回国際フェスタ２０２０」を開催（～１５

日）。 

１１月１６日 ○「黒い雨」の被害を巡り、厚生労働省は国の援護対象区域を再検証する

検討会の初会合を東京都内で開いた。厚労省は降雨区域のシミュレーショ

ンや土壌分析など五つの調査手法を説明。医学や気象を専門とする委員は、

東京電力福島第１原発事故以降に得られた最新の知見や黒い雨を浴びた被

爆者の手記を生かすよう求めた。 

       ○米紙ニューヨーク・タイムスは、トランプ大統領が大統領選での敗北が

確実となった後に、対立するイランの核関連施設を攻撃するための具体案

の提示を政権幹部に求めたと伝えた。ペンス副大統領ら幹部は大規模な軍

事衝突に発展する可能性があるとして止めたとしている。 

１１月１７日 ○原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡

り、経済産業省は北海道の寿都町と神恵内村での文献調査の実施に向けた

原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）の事業計画変更を認可。機構は同日

から調査を開始したと明らかにした。調査期間は約２年で、両町村にはそ

れぞれ最大２０億円が交付される。 

       ○米国防総省ミサイル防衛局は、日米が共同開発している迎撃ミサイル「Ｓ

Ｍ３ブロック２Ａ」が初めて大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）迎撃実験に

成功したと発表。 

１１月１９日 ○「黒い雨」の被害を巡り、国の援護対象区域を再検証する厚生労働省の

検討会の初会合が開催されたのを受け、広島市の松井市長は、被害者救済

の立場に立って区域拡大に向けて検証するようあらためて求めた。 

１１月２０日 ○広島市の松井市長と長崎市の田上市長は、核兵器禁止条約の来年１月２

２日発効確定を受け、外務省や与野党幹部らを訪ね、政府の同条約への署

名と批准を要請。当面は発効後１年以内に開催される締約国会議にオブザ

ーバー参加し、核保有国と非保有国の「橋渡し役」として核軍縮にリーダ

ーシップを発揮するよう求めた。 

１１月２３日 ○日没後の静かな雰囲気の中で平和を願う若者の集い「Ｐｅａｃｅ Ｎｉ

ｇｈｔ Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ（ピース・ナイト・ヒロシマ）２０２０」が、

平和記念公園であった。中高生と大学生でつくる実行委員会が独自の平和

宣言を発表。実行委と市が初めて企画。 

１１月２５日 ○広島市が、理化学研究所から引き取った原爆犠牲者の遺骨のうち、「道原

菊馬」さんと記された遺骨について、漢字が１字違いの道原菊間さんの遺

骨と結論付けた。市が菊間さんの遺族から申し出を受け、調べていた。 

１１月２６日 ○日米両政府が共同運営する放射線影響研究所の移転問題で、新たな移転

先の候補に広島大霞キャンパスが浮上していることが分かった。移転の早

期実現を求める広島市はこれまで市総合健康センターへの入居を提案して

きたが、決定には至っていない。 

１２月１日  ○本財団が委嘱する「被爆体験証言者」を、広島市外に無料で派遣する事
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業がスタート。派遣に伴う交通費や宿泊費、謝礼を国が全額負担する。 

○広島市議会は、会派代表の市議でつくる政策立案検討会議を開き、議員

提案を目指す平和推進条例（仮称）の素案をまとめた。素案は、核兵器廃

絶と恒久平和の実現に向けて市の義務と市議会、市民の役割を明記。市は

被爆体験の継承などに取り組むと定める。 

１２月２日  ○イランで、核開発の大幅な拡大を政府に義務付ける法が成立。イラン核

合意の制限破りを加速する内容で、穏健派ロウハニ政権は強く反対したが、

１１月の核科学者暗殺事件を受け国会の保守強硬派が押し切った。 

１２月３日  ○日米両政府が共同出資で運営する放射線影響研究所は、現在地の比治山

公園から移転候補地に、広島大霞キャンパスを加えたと正式に発表。 

１２月５日  ○核兵器廃絶を訴える本年度の「高校生平和大使」の結団式が、広島市東

区のホテルであった。新型コロナウイルスの影響で例年より半年遅い開催

となったが、全国から２８人が参加。 

１２月７日  〇米国・ハワイ郡ヒロ町にあるハワイ大学ヒロ校で、「ヒロシマ・ナガサ

キ原爆・平和展」が開幕。 

       〇常設の原爆展を開設している国連の見学ツアーガイドなどに向けた研

修プログラムとして、広島平和記念資料館ツアーを、オンラインで実施。 

○国連総会本会議は、日本が毎年提出している核兵器廃絶決議案を賛成多

数で採択。賛成は昨年より１０カ国少ない１５０カ国で、反対は中国やロ

シアなど４カ国、棄権が３５カ国。 

１２月８日  ○廿日市市に住む岩田キヨ子さんが、平和記念公園の原爆供養塔に安置さ

れていた兄の道原菊間さんの遺骨を受け取った。遺骨は、広島市が理化学

研究所から１１月に引き取り、遺族を捜していた。 

１２月９日  ○広島県の湯崎知事は、被爆建物「旧陸軍被服支廠」の利活用について、

国と市を交えた３者で検討を進める考えをあらためて示した。 

１２月１１日 ○新型コロナウイルスの感染急拡大を受けた広島市の対策本部員会議は、

広島平和記念資料館など不特定多数が訪れる施設を順次休館すると決定。 

○広島市での新型コロナウイルス感染の急拡大で、１２日から来年１月３

日までの対策期間中、広島県は集中対策を正式決定。 

１２月１２日 ○生命保険最大手の日本生命保険など生保主要４社が、核兵器製造・関連

企業への投融資を自制していることが分かった。 

１２月１７日 ○被爆建物「旧陸軍被服支廠」で、広島県が進めていた耐震性の再調査の

結果が判明。耐震化して保存、活用するために必要な概算工事費は１棟当

たり１７億７千万円で、２０１７年度の前回調査で見込んだ３３億円のほ

ぼ半額に。 

１２月１９日 ○地域で暮らす外国人に日本語を教えているボランティア向けの講座を

オンラインで開催。１年以上の経験がある市内の８人がビデオ会議システ

ムで参加し、指導力を高めるヒントを学んだ。 

１２月２１日 ○政府の２０２１年度予算案で、厚生労働省は、広島原爆の「黒い雨」被

害の援護対象区域を再検証するため、研究者らへの調査委託費として１億

５千万円を盛り込んだ。１１月に開いた専門家検討会の初会合で、降雨エ
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リアを探る気象シミュレーションや土壌分析、文献調査など五つのワーキ

ンググループの設置が決まったことから計上。 

１２月２３日 ○広島市は、姉妹・友好都市提携を結ぶ海外６都市との交流を手助けする

「ヒロシマ・メッセンジャー」の１２人を選び、市役所で委嘱式を開いた。 

１２月２５日 ○広島平和記念資料館、広島国際会議場などにおける「新型コロナ感染拡

大防止集中対策」として、臨時休館期間を来年１月１７日まで延長するこ

とが決定。 

１２月２９日 ○バイデン次期米大統領が、新型核弾頭の開発などトランプ政権下の核兵

器近代化計画の見直しを検討していることが分かった。軍事費増大への懸

念のほか、オバマ前政権の副大統領として「核なき世界」を訴えてきた経

緯もあり、ロシアなどとの軍縮交渉を重視する政策へ転換を図る。 

１２月３０日 ○被爆者の健康影響に関する広島市内の二つの研究機関が共同で歴史資料

を保存、整理し、「デジタル・アーカイブス」をつくる方針であることが分

かった。放射線影響研究所と広島大原爆放射線医科学研究所が、原爆被害

や研究の歩みに関わる資料をデジタル保存し、データベースを構築。資料

を社会へ発信し、研究者たちが使いやすくする。 

１２月３１日 ○欧州連合（ＥＵ）を離脱した英国が加盟国待遇のままでいられた移行期

間が終了し、英国はＥＵを「完全離脱」。英国がＥＵの前身組織に参加した

のは１９７３年。 

 

令和３年（２０２１年） 

１月１日   ○核兵器廃絶を目指す平和首長会議の活動を海外から支援する専門委員

に、核兵器禁止条約制定を主導したオーストリアの前外務省軍縮局長、ト

ーマス・ハイノツィ氏が就任。 

１月４日   ○イランは、中部フォルドゥの核関連地下施設で、ウランの濃縮度を２０％

に引き上げた。核合意の制限を大幅に破る重大な違反で、核兵器級の９０％

の高濃縮ウラン製造に近づいた。 

１月８日   ○核兵器のない世界の実現へ、広島県が「ひろしま国際平和創造センター」

（仮称）を４月１日に開設する方針を固めたことが分かった。核兵器廃絶

に向けた明確な国際的合意が２０３０年に国連で達成される、という目標

を設定。核軍縮をはじめ関連分野の人材を集積し、研究する機能を備える

組織として、核兵器廃絶の具体策を探る役割を担う。 

１月９日   ○北朝鮮の朝鮮中央通信は、金正恩朝鮮労働党委員長の党大会での演説詳

細を伝えた。２０日に発足するバイデン米新政権との対決姿勢を鮮明にし

た。核戦力の増強方針を表明。短・中距離弾道ミサイルなどへの搭載を念

頭に戦術核の開発を進め、核による先制攻撃を排除していないことも明ら

かに。 

１月１０日  ○広島県被団協（坪井直理事長）は、２２日発効の核兵器禁止条約への参

加を日本政府に働き掛けることなどを求める要望書を、自民党の「被爆者

援護と核兵器廃絶推進議員連盟」に提出。 

       ○北朝鮮の朝鮮労働党は、平壌で開催中の党大会で金正恩氏を党総書記に
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選出。党トップとしての党委員長ポストを廃止し、２０１１年に死去した

父の故金正日総書記の肩書を復活させた。 

１月１２日  ○被爆建物「旧陸軍被服支廠」で、湯崎知事は国、市を交えた３者で利活

用策の検討を始める考えを示した。昨年１２月に公表した耐震性の再調査

の結果を基に将来像を議論し、「２棟解体、１棟の外観保存」という県方針

の扱いを判断へ。 

１月１３日  ○日本被団協など４８団体でつくる「ヒバクシャ国際署名」の連絡会は、

核兵器禁止条約への参加を各国に求める署名の最終集計が、１３７０万２

３４５筆になったと発表。国内外の被爆者や協力団体などが約４年８カ月

かけて集めた。 

１月１４日  ○広島県は、新型コロナウイルスの集中対策期限を１７日から２月７日へ

再延長する方針を明らかにした。広島市全域で、全国で初めて国の緊急事

態宣言の対象地域に準じた対策を取るのが柱。 

１月１５日  ○新型コロナウイルス感染拡大防止のため広島県が集中対策期間を延長

したのを受け、広島市は、市内外から不特定多数の人が訪れる広島平和記

念資料館などの臨時休館を２月７日まで延長すると発表。 

○広島市議会の政策立案検討会議は、議案提案を目指す平和推進条例（仮

称）の素案に対し、市民から幅広く意見を募る「パブリックコメント」を

始める。意見を参考に年度内の条例成立を目指す。 

       ○北朝鮮の首都平壌の金日成広場で、朝鮮労働党大会の記念行事として軍

事パレードが行われ、金正恩総書記が閲兵した。新型とみられる潜水艦発

射弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）「北極星５」を公開したが、開発状況は不明。 

       ○松井市長は被爆建物「旧陸軍被服支廠」の利活用について、費用の一部

を市が負担することもあり得るとの認識を初めて示した。 

       ○トランプ米政権が昨年１１月、西部ネバダ州の核実験場で、核爆発を伴

わない臨界前核実験を行ったことが、米ロスアラモス国立研究所の文書で

明らかになった。同政権下では２０１９年２月以来で３回目とみられる。 

１月１７日  ○米国が昨年１１月に西部ネバダ州で臨界前核実験を実施したことを受

け、松井市長と湯崎知事は、米国のトランプ大統領にそれぞれ抗議文を送

った。いずれも東京の米国大使館にファックス、郵送した。平和首長会議、

広島市議会、広島県原水協も抗議文を送った。 

１月１８日  ○米国が昨年１１月に臨界前核実験をしたことが判明し、広島県内の被爆

者団体や連合広島など１２団体でつくる核兵器廃絶広島平和連絡会議は、

平和記念公園の原爆慰霊碑前で抗議の座り込みをした。 

１月２０日  ○ブラジル被爆者平和協会（旧・在ブラジル原爆被爆者協会）が昨年末で

解散していたことが分かった。日本政府による在ブラジル被爆者援護策が

一定に進んだのを受け、３６年の活動に一区切りをつけた。 

       ○米大統領選で勝利した民主党のバイデン氏が、ワシントンの連邦議会議

事堂で宣誓し、第４６代大統領に就任。トランプ前大統領の看板政策を覆

す１７の文書に署名し、地球温暖化対策の枠組み「パリ協定」への復帰を

国連に申請。 
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１月２１日  ○バイデン新大統領の就任を受け、松井市長と田上市長は、両被爆地への

訪問と、核兵器廃絶への取り組みを要請する連盟の書簡を米国大使館へ送

った。 

       ○バイデン米政権は、期限切れが２月５日に迫るロシアとの新戦略兵器削

減条約（新ＳＴＡＲＴ）に関し、条約規定に基づき最長の５年間の延長を

目指す新方針を示した。 

１月２２日  ○核兵器禁止条約が、批准国それぞれの現地時間午前０時に発効。核兵器

の開発や使用を全面禁止する国際条約が効力を持つ一方、核保有国や米国

の「核の傘」に依存する日本政府は参加していない。 

       ○オーストリアのシャレンベルク外相は、同日発効した核兵器禁止条約に

ついて「７５年におよぶ被爆者の闘いがなければ制定できなかった」と指

摘。今年末にも同国首都ウィーンで開催される条約の第１回締約国会議に

被爆者を招待すると述べた。 

       ○米国のサキ大統領報道官は、ホワイトハウスで記者会見し、北朝鮮の核・

ミサイル開発は「世界の平和と安全保障にとって深刻な脅威だ」と述べ、

日本や韓国など同盟国と協議した上で東アジア政策の「新たな戦略」を策

定すると表明。 

       ○オーストリアの首都ウィーンで今年末にも開催見通しの核兵器禁止条約

の第１回締約国会議に、条約に署名していないスイスとスウェーデンの欧

州２カ国がオブザーバーとして参加することが分かった。 

       ○カンボジアが、核兵器の保有や使用を全面禁止する核兵器禁止条約の批

准書を国連に寄託し、批准手続きを完了した。これで批准は５２カ国・地

域に。 

１月２３日  ○核兵器禁止条約発効の記念行事「核なき世界へスタート！」が、広島・

長崎・東京の３会場で開催。平和首長会議と市民団体が協働。新型コロナ

ウイルス感染対策のために無観客とし、インターネットで配信。 

１月２４日  ○広島市が、核兵器禁止条約の第１回締約国会議への参加を念頭に、２０

２１年度当初予算案に関連費用を盛り込む方針であることが分かった。被

爆に実態を発信し、核兵器廃絶を目指す平和首長会議の会長を務めている

松井市長の出席を想定。 

１月２５日  ○米国が広島、長崎に投下する前の１９４５年７月１６日、西部ニューメ

キシコ州の「トリニティ・サイト」で実施した人類史上初の核実験を巡り、

当時の同州住民のがんの発生は放射性降下物（フォールアウト）被ばくの

影響で最大約千例増えたと見積もられることが、米国立がん研究所の分析

で分かった。核実験の実施から約７５年を経て、健康被害に関する本格的

な調査結果がまとめられたのは初めて。 

１月２６日  ○米国とロシア両政府は、新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）の延長で

合意したと発表。バイデン米大統領は、就任後初めてロシアのプーチン大

統領と電話会談し、５年間の延長を確認。米ロ間に唯一残った核軍縮条約

である新ＳＴＡＲＴは存続が決まり、配備戦略核の均衡を維持する見通し

に。 
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１月２７日  ○広島市は、世界遺産の原爆ドームの保存工事の現場を報道機関に公開。

ドームの保存工事は１９６７年に始まり、今回が５回目。 

１月２８日  ○広島市の松井市長は、核兵器禁止条約の第１回締約国会議に参加したい

との考えを表明。国内外８千都市以上が加盟している平和首長会議の会長

も務めており、市長と会長の双方の立場から会議の中で核兵器廃絶を訴え

たいと意欲を示した。 

○菅首相は、バイデン米大統領と初の電話会談を行った。日米同盟を強化

し「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け緊密に連携する方針を確

認。バイデン氏は、沖縄県・尖閣諸島が米国による防衛義務を定めた日米

安全保障条約第５条の適用対象だと改めて明言。 

２月１日   ○ミャンマー国軍は、昨年１１月の総選挙で不正があったと主張し、アウ

ン・サン・スー・チー国家顧問兼外相とウィン・ミン大統領を拘束するな

どクーデターを実行。１年間の非常事態を宣言し、ミン・アウン・フライ

ン国軍総司令官に立法、行政、司法の全権が移譲されたと発表。軍出身の

ミン・スエ副大統領を臨時大統領に任命。 

○イラン核合意の検証に当たる国際原子力機関（ＩＡＥＡ）は、イランが

核合意で認められていない新設のウラン濃縮用遠心分離機を稼働させたと

する報告書をまとめ、加盟国に伝えた。 

２月２日   ○広島県は、核兵器のない世界の実現に向けた各国や市民への新提案「ひ

ろしまイニシアチブ」の骨子案を公表。核兵器廃絶へ、遅くとも２０３０

年には核保有国を含む明確な国際合意を達成するよう国際社会で働き掛け

を強めるなど、四つの柱からなる。４月１日に新設する任意団体「ひろし

ま国際平和創造センター」（仮称）を軸に取り組みを進める。 

２月３日   ○米国とロシア両政府は、戦略核弾頭の配備数とミサイルなどの運搬手段

の総数を制限する新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）を５年間延長した

と正式に発表。 

２月４日   ○核兵器禁止条約の発効を受け、日本被団協や広島・長崎の市民団体が参

加する「核兵器廃絶日本ＮＧＯ連絡会」は、外務省とオンラインで意見交

換した。連絡会側は条約の速やかな署名・批准を求めたが、外務省側は米

国の核抑止力が必要だとして参加しない考えをあらためて示した。 

       ○被爆建物「旧陸軍被服支廠」で、県が２０２１年度当初予算案に保存や

安全対策の事業費を計上しないことが分かった。 

２月６日   〇原爆被害の実相を正しく英語で伝えるため、被爆の概要および英語での

表現方法について学ぶ機会を提供する「英語で伝えようヒロシマセミナ

ー」（第１部）を、オンラインで開催。 

２月８日   ○広島市は、昨年１２月から臨時休館していた広島平和記念資料館を約２

カ月ぶりに開館。 

       ○資料館は、「広島平和記念資料館総合図録－ヒロシマをつなぐ－」の館

内販売を開始。公式図録の刷新は１９９９年以来約２２年ぶり。実物資料

を柱に据えた２年前の展示リニューアルを反映した内容。 

２月１０日  ○広島市と広島県は、被爆２世の健康診断結果を記す「健康記録簿」を６
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月上旬までに作成し、配布を始める方針を明らかにした。 

       ○イラン核合意の検証に当たる国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のグロッシ事

務局長は、イランが金属ウランを製造したことを確認したとＩＡＥＡ加盟

国に報告。金属ウラン製造は新たな核合意違反に当たる。 

２月１１日  ○県や広島大など県内１０機関でつくる放射線被曝者医療国際協力推進協

議会（ＨＩＣＡＲＥ）は、設立３０年を記念するシンポジウムをオンライ

ンで開催。被爆地広島の知見を「世界のヒバクシャ」の医療に役立てても

らおうと活動してきた歩みを回顧。 

２月１２日  ○被爆建物「旧陸軍被服支廠」で、県は国による重要文化財（重文）の指

定に向けた調査が必要との認識を初めて示した。文化財に詳しい建築の専

門家の意見を踏まえて、指定は困難としていた従来の考えを改めた。国の

重文になれば耐震化費用に原則５０％の補助を受けられるため、財源面か

らも可能性を見極める必要があると判断。 

２月１３日  〇原爆被害の実相を正しく英語で伝えるため、被爆の概要および英語での

表現方法について学ぶ機会を提供する「英語で伝えようヒロシマセミナ

ー」（第２部）を、オンラインで開催。 

２月１６日  ○米医師で、核戦争防止国際医師会議（ＩＰＰＮＷ）を設立した平和活動

家バーナード・ラウン氏が、東部マサチューセッツ州チェストナットヒル

の自宅で死去した。９９歳。 

２月１７日  ○原爆投下後に放射性物質を含む「黒い雨」に国の援護対象区域外で遭い、

健康被害が生じたと訴える広島県内の男女８４人（うち１２人は死亡）が

被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟の控訴審の第２回口頭弁論が、広島高

裁であり、結審した。判決は７月１４日の予定。昨年７月の一審広島地裁

判決は全員を被爆者と認め、手帳の交付を命じた。 

２月１８日  ○米国による広島市への原爆投下後に降った「黒い雨」の被害を巡り、厚

生労働省は、国の援護対象区域を再検証する検討会の第２回会合を都内で

開いた。降雨区域を調べるための気象シミュレーションと土壌調査を京都

大、広島大、長崎大が連携して実施することが決まった。また、新たに被

爆者の体験記を調べる部会を設置した。 

       ○被爆建物「旧陸軍被服支廠」で、湯崎知事は「２棟解体、１棟の外観保

存」とする現行方針案の見直しを含めて最終的な方向性を検討すると表明。

見直しに言及したのは初めてで、現段階での解体着手は「適当でない」と

する認識も示した。 

２月２１日  ○イラン核合意の検証に当たる国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のグロッシ事

務局長は、イランが通告通り抜き打ち査察の受け入れを停止すると述べる

一方、最大３カ月間は必要な検証作業を続けられる取り決めをイランと結

んだと述べた。 

２月２２日  ○広島市は、理化学研究所から昨年引き渡された原爆犠牲者の遺骨のうち、

名字を確認していた「伊勢岡」さんの遺族が判明したと発表。引き渡され

た遺骨で名字や名前が分かっている４人のうち、身元が判明したのは２人

目。 
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２月２３日  ○イランは、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）に抜き打ち査察など強い権限を

認めた「追加議定書」の履行を通告通り停止した。 

       ○イラン核合意の検証に当たる国際原子力機関は、兵器級に近づく濃縮度

２０％のウランをイランが２月１６日時点で１７．６㌔貯蔵しているとす

る報告書をまとめた。 

       ○フィリピンとアフリカ東部の島嶼国コモロが、核兵器の保有や使用を全

面禁止する核兵器禁止条約の批准書を国連に寄託し、批准手続きを完了。

５４番目。 

２月２４日  ○広島平和記念資料館が、本館で常設展示する資料を入れ替えるため臨時

休館（２４～２６日の３日間）。長期間の展示による劣化を防ぎ、様々な

資料を紹介するため。 

２月２６日  ○広島平和記念資料館は、本館で常設展示する原爆犠牲者の遺品の入れ替

え作業を報道陣に公開。２０１９年４月に本館がリニューアルオープンし

て以来、初めての大規模な入れ替えで、約６０点を交換。 

２月２７日  ○広島平和記念資料館は、原爆投下後の「黒い雨」が国の被爆者援護対象

区域外で降る光景が描かれた「原爆の絵」を本館で展示。黒い雨を巡って

は、区域外で浴びるなどした８４人による集団訴訟で、広島地裁が原告全

員へ被爆者援護手帳の交付を認め、国は区域の再検証を進めている。 

       〇資料館で「被爆７５年企画展 広島平和記念資料館のあゆみ 第二部 

８月６日へのまなざし－資料を守り伝え続ける」がスタート。 

３月１日   ○被爆後の混乱の中、自ら負傷しながら救護活動に力を尽くしたイエズス

会の外国人神父たちの軌跡を紹介する企画展「わが命つきるとも－神父た

ちのヒロシマと復活への道」が、国立広島原爆死没者追悼平和祈念館で始

まった。米国出身の詩人アーサー・ビナードさんがナレーションを務める。

○静岡県焼津市のマグロ漁船第五福竜丸が米国のマーシャル諸島ビキニ環

礁での水爆実験で被曝して６７年となり、日本原水協や原水禁国民会議が

それぞれ主催するビキニデー集会がオンラインで開かれた。 

３月２日   ○広島市は、平和記念公園の地下に残る旧中島地区の被爆遺構の展示公開

に向けた有識者懇談会を中区で開催。園内に整備して２０２１年度末の公

開を目指すとした展示施設について、遺構の劣化を防ぐために設計の一部

を変えると説明。 

３月３日   ○政府がバイデン米政権に対し、北朝鮮の非核化に向けてトランプ前米政

権が取り組んだ米朝２国間交渉を継続するよう要請したことが分かった。 

３月７日   ○ビキニ事件で被曝し、核廃絶を訴え続けた静岡県焼津市のマグロ漁船「第

五福竜丸」の元乗組員、大石又七さんが、神奈川県三浦市の病院で死去し

た。８７歳。 

３月９日   ○外務省は、８月に予定される核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議をに

らみ、核保有国と非保有国が合意できる核軍縮の道筋を探る官民会合をオ

ンラインで開催。広島、長崎を含む国内外の有識者が、再検討会議で議長

を務めるスラウビネン氏に意見を届けた。官民会合は２０１７年１１月に

できた賢人会議の後継組織で、昨年３月の初開催に続き２回目。広島から
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小泉理事長が出席。 

○国連放射線影響科学委員会は、東京電力福島第１原発事故による住民へ

の影響などに関する２０２０年版報告書を公表。「放射線に関連した将来的

な健康影響が認められる可能性は低い」などと指摘し、甲状腺がんについ

ても被曝が原因ではないとの見解を示した。     

３月１０日  ○被爆建物「旧陸軍被服支廠」を巡り、湯崎知事は、耐震化して内部見学

できるようにする案を基に、安全対策の検討を進める考えを表明。 

３月１６日  ○日米両政府は、外務・防衛担当閣僚による安全保障協議委員会（２プラ

ス２）を都内で開いた。共同文書を発表し、中国を名指しして「ルールに

基づく国際体制を損なう、他者に対する威圧や安定を損なう行動に反対す

る」と宣言。 

       ○英政府は、冷戦終結後で最も包括的な外交・安全保障政策の一体的見直

しとなる「統合レビュー」を公表し、核弾頭保有数の上限を１８０発から

２６０発に引き上げると表明。核軍縮方針を転換し、核戦力を増強する中

国や関係が悪化するロシアに対抗、安保環境の変化に対応する狙い。 

３月１７日  ○世界各国に核兵器禁止条約への参加を促す「ヒバクシャ国際署名」キャ

ンペーンがドイツの平和団体「国際平和ビューロー」（ＩＰＢ）の主宰する

２０２０年度のショーン・マクブライド平和賞に選ばれ、授賞式があった。 

       ○広島県は、２０３０年までの核兵器廃絶の国際合意を掲げる「ひろしま

イニシアチブ」の推進へ、４月１日に設ける新組織「へいわ創造機構ひろ

しま（ＨＯＰｅ）の概要を発表。 

３月１８日  ○米国による広島市への原爆投下後に降った「黒い雨」の被害を巡って厚

生労働省が進める援護対象区域（大雨地域）の再検証で、国立広島原爆死

没者追悼平和祈念館に被爆直後の降雨を記した被爆体験記などの資料が

１６８５編あることが分かった。３割弱に当たる４８９編が広島県と広島

市が降雨域として推定し、援護対象区域に加えるよう求めるエリアに含ま

れていた。 

       ○英政府が核弾頭保有数の上限を１８０発から２６０発に引き上げる方

針を表明したのを受け、平和首長会議の松井会長はコメントを発表し、「核

兵器のない世界を希求するわれわれは大きな懸念を抱いている」と訴えた。 

       ○広島市議会は、各会派の代表でつくる政策立案検討会議を開き、本年度

中を目指してきた平和推進条例の制定を２０２１年度に先送りすると決

めた。素案に対する意見公募に過去最多の５９８の個人・団体から延べ９

９４件の意見が寄せられ、内容の精査に時間が必要だと判断。 

３月１９日  ○広島市は、広島平和記念資料館の常設展示の入場者数の制限を４月１日

から解除すると発表。資料館は昨年２月２９日以降、臨時休館や入場制限

を続けており、制限がなくなるのは１年１カ月ぶり。 

３月２２日  ○二つの広島県被団協など広島の被爆者７団体は、日本政府に条約の署

名・批准を求める署名活動を開始。 

３月２４日  ○韓国軍合同参謀本部関係者は、北朝鮮が２１日午前に中部の平安南道・

温泉から巡航ミサイルと推定される２発を発射したと明らかにした。いず
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れも短距離で黄海に向けて発射した。 

３月２５日  ○北朝鮮は、弾道ミサイル２発を日本海に向けて発射した。日本領域には

到達せず、日本に排他的経済水域（ＥＥＺ）の外に落下した。北朝鮮の弾

道ミサイル発射は昨年３月２９日以来で、１月２０日のバイデン米政権発

足後初めて。 

３月２６日  ○広島市教委は、元中国新聞社カメラマンの松重美人さんが被爆当日の市

内で市民の惨状を撮影した写真ネガフィルム５点を市重要有形文化財に指

定した。原爆被災写真のネガが市の文化財に指定されるのは初めて。 

       ○世界遺産・原爆ドームで市が進めてきた戦後５回目の保存工事で、現場

作業が終了。天井の鋼材が被爆当時に近い焦げ茶色に塗り直されるなどし

た。 

３月２９日  ○長崎大学核兵器廃絶研究センター（ＲＥＣＮＡ）は、広島、長崎両市と

本財団が開設している「広島・長崎講座」に対し、軍縮教育の教材を提供

すると発表。核なき世界を目指す上で、次世代の人材育成を重視するＲＥ

ＣＮＡと本財団の意向が一致。 

３月３０日  ○第５回理事会および第７回評議委員会を開催。 

３月３１日  〇広島平和記念資料館地下 1 階の廊下で、資料展「紙芝居 はだしのゲン 

複製原画展」が始まる。 


