
Scrap the Japan-India Nuclear Agreement: 
 
 

An international appeal to Prime Minister Shinzo Abe and Narendra Modi 
 
The Indian Prime Minister Narendra Modi is scheduled to visit Japan on the 31st of 
August. On 1 September Mr. Modi and Japanese PM Mr. Shinzo Abe are expected to 
finalize the Japan-India Nuclear Cooperation Agreement. We, the concerned citizens 
and civil society groups of Japan, India and the world urge both the Prime Ministers 
to immediately terminate the negotiations. 
 
This agreement effectively turns back the wheel of reckoning after Fukushima by 
rehabilitating global nuclear corporates in India which is violently imposing 
reactor projects on vulnerable people. Also, it sets an unacceptable precedent by 
legitimizing India`s nuclear weapons, manufactured by using international nuclear 
technology. 
 
The nuclear accident at Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant demonstrated to the 
world that once a nuclear accident occurs, it affects the society and our life far 
into the future in unexpected and dangerous ways. In the light of this accident, 
Japan's plans to build new nuclear power plants are next to impossible, and even 
restarting the existing reactors is highly objectionable and untenable. 
 
Given these problems in the domestic realm, Mr. Abe has looked abroad to salvage the 
declining nuclear industry of Japan. The Abe administration has negotiated nuclear 
corporation agreements with many countries, and currently possesses huge plans to 
export nuclear technology. Given the current situation of Japan, where people 
continue to suffer from the unfolding disaster in the Fukushima Daiichi nuclear 
plant, it is embarrassing that Japan that has experienced the accident and 
disastrous consequences of this technology is thoughtlessly exporting nuclear 
technology to other countries. 
 
The Japan-India Nuclear Cooperation Agreement has multiple unacceptable 
implications. India possesses nuclear weapons, and had tested them twice without 
joining the Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT). Conclusion of the Japan-India 
Nuclear Cooperation Agreement would be a de-facto legitimization of India's nuclear 
arms. Furthermore, Japanese supply of nuclear technology will boost India`s nuclear 
arsenal as India would use imported reactors and fuel for its civilian reactors and 
its domestic uranium reserves would be entirely free for weapons production. It 
implies that by concluding this treaty, Japan would effectively be participating in 
India’s nuclear weapons program. 
 
If we allow this agreement to be concluded, it would be a sin not only against 
Hibakushas who survived the a-bombs in Hiroshima and Nagasaki but would also 
undermine Japan`s role in the world for global nuclear disarmament. 
 
Prime Minister Abe, you are traveling all over the world as an ambassador of the 
nuclear industry. Export of nuclear technology is the key for Japan's economic 
revival in your worldview. You have the penchant for lecturing to the world about 
the lessons learnt from Fukushima and Japan's responsibility to provide safe nuclear 
power plants. However, if there is any lesson to be learnt from Fukushima, it is not 
to continue with the oxymoron of nuclear safety but for detailed and immediate 
evacuation plans in Japan. We believe that our primary responsibility is to 
demonstrate that we can create the world without nuclear power, not to act under 
pressure from pro-nuke countries like U.S. and France. The lucrative nuclear market 
in India cannot be allowed to undermine these principles. 
 
Prime Minister Modi, the Indian government has announced that the effects of 



Fukushima nuclear accident are not “really crucial." Please visit Fukushima while 
you are in Japan, and see how people are suffering, see for yourself how this 
ongoing nuclear accident continues to destroy lives. If you can put yourself in the 
survivors’ shoes, you will give up your plan to promote more nuclear power. Invoking 
Fukushima is a cruel joke if you cannot stand on the side of the Fukushima 
survivors 
 
We request both the Prime Ministers to stop any further discussion on the 
Japan-India Nuclear Cooperation Agreement, and withdraw from the negotiations. In 
the post-Fukushima world, it would be more prudent to discuss about creating a 
future without nuclear weapons and nuclear power. 
 
【signature】   Name                         individuals or organizations 
              Country 
 
●Australia 
Acknowledging Ngarrindjeri Land and Waters 
Anti Nuclear Alliance of Western Australia (ANAWA) 
Beyond Nuclear Initiative 
Environment Centre Northern Territory 
Friends of the Earth 
freistadter mutter gegen atomgefahr 
Helfenstein Soup Council 
People for Nuclear Disarmament 
Women's International League for Peace and Freedom 
 
●Austria 
AFAZ 
The Independent Salzburg Platform Against Nuclear Dangers 
 
●Canada 
les Artistes pour la Paix/Artists for Peace 
Physicians for Global Survival 
Greenspiration 
 
●China 
Universal Humanism, Hong Kong 
 
●France 
Echo-echanges 
よそものネット?フランス 
 
●Germany 
Atomkraftfreie Welt-SAYONARA Genpatsu Duesseldorf e.V. 
Burgerinitiative Umweltschutz Luchow-Dannenberg 
 
●Hong Kong 
Hong Kong Alliance Against Nukes 
 
●India 
All India Network of Individuals NGOs working with National / State Human Rights 
Institutions [AiNNI] 
Bhavnagar Jilla Gram Bachao Samiti 
EKTA (Committee for Communal Amity) 
Greenpeace India 
Honorary National Working Secretary, Human Rights Defenders' Alert-India[HRDA] 
india people's science campaign 
Jharkhand Bachao Andolan 



Jharkhandi Organisation Against Radiation, Jadugoda 
National Alliance of People's Movements 
National Alliance of People's Movement, Gujarat 
Paryavaran Suraksha Samiti 
Radical Socialist,India 
The Humanist Party of India 
 
●Indonesia 
WALHI Propinsi Kepulauan Bangka Belitung/ Friends Of The Earth 
 
●Japan 
ICBUW‐Japan 

Ｉ女性会議 
あおぎり 
青森県六ヶ所村・花とハーブの里 
AKAY(フィリピンAKAYプロジェクトをともに創る会) 
アジア共同行動日本連絡会議 
アジアこどもプロジェクト 
アジア太平洋資料センター（PARC) 
アジア連帯講座 
アジェンダ・プロジェクト 
足元から地球温暖化を考える市民ネットたてばやし 
アスキャップ・地球ハーモニー 
ATTAC関西グループ 
ATTAC京都 
ATTAC Japan（首都圏） 
APLA 
安全食品連絡会 
生きさせろ！にいがた 
市原憲法を活かす会 
いのち・未来 うべ 
今、憲法を考える会 
いまこそ原発を問う連続講座 
イマジン＠せや 
イラク平和テレビ局inJapan 
いわき母笑みネットワーク 
インド・パキスタン青少年と平和交流を進める会 
美しい錦川を未来へ手渡す会 
AMネット 
エコタウン事業を知る会 
エコビレッジ コスタリカ村 
npo百笑屋敷 
えねみら・とっとり（エネルギーの未来を考える会） 
FoE Japan 
大阪全労協 
大阪の海と空を戦争に使わせない会 
ODA改革ネットワーク 
ODA改革ネットワーク関西 
オールターナティブズ 
汚染水問題を憂う京都府民の会 
外国人への差別を許すな・川崎連絡会議 
香川連帯ユニオン 
核燃やめておいしいごはん 
核のごみキャンペーン関西 
核のごみキャンペーン・中部 



核兵器廃絶をめざすヒロシマの会（HANWA） 
風下の会・福島 
柏崎巻原発に反対する在京者の会 
カトリックさいたま上福岡 
かぶら屋 
鎌倉平和学習会 
鎌倉・岐れ路の会 
上関原発阻止被告団 
上関原発止めよう！広島ネットワーク 
関西*母と科学者の会 
関西共同行動 
関西フィリピン人権情報アクションセンター 
クオータ制の実現をめざす会 
九州・自然エネルギー推進ネットワーク 
9条改憲阻止共同行動 
9条連 
9とよさかピースの会 
9プラス25改憲阻止市民の会・宝塚 
京都・水と緑をまもる連絡会 
きょうと緑 
グリーンピース・ジャパン 
銀河市民放射能測定所 
銀河のほとり     
金曜アクション浜松 
草の根の会・中津 
グリーン市民ネットワーク高知 
グローバリゼーションを問う広島ネットワーク 
経産省前テントひろば 
玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会 
原子力規制を監視する市民の会 
原子力資料情報室 
原水爆禁止調布市民会議 
原爆と原発を考える京都市民の会 
原発いらない！ちば 
原発いらない福島の女たち 
原発いらん！下関の会 
原発いらん！山口ネットワーク 
原発おことわり三重の会 
原発・核燃とめようかい 
原発さよなら四国ネットワーク 
原発さよなら千葉 
原発事故を考える高槻市民の会 
原発震災を防ぐ風下の会 
原発ゼロ上牧行動 
原発ゼロを実現する会・東京 
原発とめよう！九電本店前ひろば 
原発とめよう飯能 
原発なしで暮らしたい共同行動 
原発のない未来を地域から創る会 
原発はいらない神奈川の会 
原発はごめんだヒロシマ市民の会 
原発反対八王子行動 
原発メーカー訴訟の会 
原発やめよう/つながろう関西・マダム会議 
原発を考えるキリスト者の会 



原発を考える品川の女たち 
憲法リテラシー向上委員会 
憲法を生かす会 
憲法を活かす市民の会・やまぐち 
玄米と旬の野菜・MOMONGA 
「幸福の経済学」プロジェクトin京都 
甲府でもやるじゃんネット 
こおりやま「楽笑村」 
コトパンジャン・ダム被害者住民を支援する会 
子どもの人権と教科書の問題を考える新居浜の会 
子どもの未来プロジェクト・港北 
子どもの未来を楽しくする会・飯能 
子どもを守る会・京田辺 
在日朝鮮人作家を読む会 
サブラカ農園 
さよならウラン連絡会 
さようなら柏崎刈羽原発プロジェクト 
さようなら原発・生まれ変わろう日本 
さようなら原発１０００万人署名十区御委員会 
さよなら玄海原発の会・久留米 
さよなら原発＠めぐろ 
さよなら原発・神奈川／オルタナティブ神奈川 
さよなら原発神戸アクション 
さよなら原発品川アクション 
さよなら原発ステッカーの会 
さよなら原発ヒロシマの会 
さよなら原発！三鷹アクション 
さよなら原発箕面市民の会 
3.11福島を忘れない『原発ゼロ・高槻deパレード』実行委員会 
しあわせのたね 
志賀原発・命のネットワーク 
静岡県太田川ダム研究会 
自然エネルギー推進ネット・光 
自然農園おーけー 
自然の灯をともし原発を葬る会鹿児島 
品川・平和憲法を生かす会 
島根原発増設反対運動 
市民エネルギー研究所 
市民のひろば 
ジャーニー・トゥー・ザ・フューチャー 
自由空間創楽邑 
十万年生きる愉快な仲間(さる)たち 
首都圏反原発連合 
ジュビリー関西ネットワーク 
商社九条の会・東京 
食政策センター・ビジョン２１ 
除染廃棄物の焼却を危惧する全国委員会 
新空港反対東灘区住民の会 
鈴蘭台食品公害セミナー 
STOP原子力★関電包囲行動 
ストップ・ザ・もんじゅ 
STOP！浜岡原発 
ストップ秘密保護法かながわ 
瀬戸ふるさと農園 
全港湾西成労働センター分会 



全国一般労働組合全国協議会山口連帯労働組合 
全国労働組合連絡協議会 
先住民族の10年市民連絡会 
全石油昭和シェル労働組合 
全石油スタンダード・ヴァキューム石油労働組合 
川内原発建設反対連絡協議会 
川内つゆくさ会 
全日本建設運輸連帯労働組合 
全日本港湾労働組合関西地方大阪支部 
ソーラーネット 
ソウル・フラワー・ユニオン 
そらとも 
たちあがる市民グループ＠高知 
脱原発大分ネットワーク 
脱原発・滋賀☆アクション 
脱原発四万十行動 
脱発の日実行委員会 
脱原発の日実行委員会・福岡 
脱原発はりまアクションの会 
脱原発福島ネットワーク 
脱原発へ！関電株主行動の会 
脱原発・放射能汚染を考える北摂の会 
脱原発ポスター展 
脱原発を考える市民講座・四日市 
脱原発をめざす新潟市民フォーラム 
脱原発をめざす仏教者ネットワーク岡山 
田布施町まちづくり研究会 
たんぽぽ舎 
チェチェンニュース編集室 
チェルノブイリ子ども基金 
チェルノブイリ・ヒバクシャ救援関西 
地球倫理協会 
千葉県放射性廃棄物を考える住民連絡会 
地方自治を考える市民の会 
中国電力スラップ訴訟止めよう会 
Dear Child 
ティナラク織の会「カフティ」 
手わたしプレス 
電気代一時不払いプロジェクト 
天竜平和を守る会 
東京一般労働組合東京音楽大学分会 
東京・生活者ネットワーク 
東京電力と共に脱原発をめざす会 
東電前アクション！ 
東北アジア情報センター（広島） 
時を見つめる会 
徳山ダム建設中止を求める会 
怒髪天を衝く会 
豊橋いのちと未来を守る会 
長崎ＹＷＣＡ 
なくそう浜岡原発・天竜の会 
七つ森書館 
西崎孝一と県議会を一新する光市民の会 
西田勝・平和研究室 
虹とみどりの会 



ニセコの粉雪を守ろう会 
日刊ベリタ 
日本消費者連盟 
日本消費者連盟関西グル‐プ 
日本を変える会・フクオカ 
日本YWCA 
No Nukes Asia Actions 
ノーニュークス・アジアフォーラム・ジャパン 
No Nukes！野にゆく会 
NO NUKES MORE HEARTS 
ハイロアクション福島 
バスストップから基地ストップの会 
八王子市民放射能測定室（ハカルワカル広場） 
ハチの干潟調査隊 
浜岡原発を考える静岡ネットワーク 
浜松市天竜消費生活研究会 
反原発自治体議員・市民連盟 
反原発労働者行動実行委員会 
反戦・反貧困・反差別共同行動きょうと 
バンビの木箱 
ピースアクト出水 
ピースウォーク山口 
ピースサイクル神奈川ネットワーク 
ピースネット静岡 
ピースリンク広島・呉・岩国 
ピープルズ・プラン研究所 
常陸24条の会 
避難・移住･帰還の権利ネットワーク 
被爆二世の会 
非暴力アクションネットワーク（HANET) 
Hiroshima-Kaminoseki Link 
広島・長崎被爆70周年・世界核被害者フォーラム実行委員会 
ふぇみん婦人民主クラブ 
福岡地区合同労働組合 
福島原発3０キロ圏ひとの会 
福島原発事故緊急会議 
ふくしま地球市民発伝所 
ふくしま月あかりの会 
福島老朽原発を考える会 
福保労聖家族の家分会 
不戦へのネットワーク 
仏教徒非戦の会・福岡 
プルトニウムなんていらないよ！東京 
プルトニウムフリーコミニケーション神奈川 
ふろむあーす＆カフェオハナ 
ぶんぶんトークの会 
平和憲法をひろげる兵庫県民会議 
平和・人権・環境を守る岐阜県市民の声 
平和と生活をむすぶ会 
平和と民主主義をめざす全国交歓会 
平和と民主主義をめざす全国交歓会・広島 
「平和への結集」をめざす市民の風 
ベクレルフリー北海道  
ぺんぎんぺり館とおともだち 
ボイス・オブ・ヒロシマ  



放射性物質拡散NO!の会 
放射能から豊中の市民・子どもを守る会 
北海道自由エスペラント協会 
マインドライフメンタルケアルーム 
ママデモ 
みさと屋・野菜食堂 
「緑の市民講座」実行委員会 
緑の党グリーンズジャパン 
緑ふくしま 
美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会 
みらいアクション青森 
未来といのちを守る会・泉州 
未来の生活を考える会 
未来の福島こども基金 
未来をつむぐ母の会 
Moｘ反対伊方の会 
森のこや 
ヤ~ルーの会 
雪谷十姉妹の会 
歴史をたずねる会@杉並 
劣化ウラン研究会 
労働者共闘 
六ヶ所みらい映画プロジェクト 
若狭連帯行動ネットワーク 
若手農家ネットワーク・ゆうきの環かざぐるま 
早稲田の杜の会 
 
●Korea 
アジア平和市民ネットワーク 
 
●Netherlands 
WISE (World Information Service on Energy) International 
 
●Philippines 
Kilusan para sa Pambansang Demokrasya 
Nuclear-Free Bataan Movement 
Struggle for Environmental Protection and Regeneration 
Youth for Nationalism and Democracy 
 
●Russia 
Ecodefense 
 
●Sri Lanka 
Free Trade Union Development Center 
GVD.Tilakasiri  
 
●Sweden 
Swedish Peace Council 
The Swedish Anti Nuclear Movement 
Women for Peace and The Peoples Campaign against Nuclear Power and Nuclear 
Weapons 
The Peoples Campaign against Nuclear Power and Nuclear Weapons 
 
●Taiwan 
台湾環境保護連盟 
Presbyterian Church in Taiwan 



 
●Turkey 
nukleersiz 
 
●USA 
Coalition Against Nukes 
Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space 
Nuclear Information and Resource Service 
仏法山禅源寺 
 
●WI 
Nukewatch 
 
22 countries, 353 organizations, 2136 individuals, current 
 
 
 
 
 
 


