
  

 

被爆地広島・長崎の訪問について（要請） 

 

謹啓 向春の候 貴台にはますます御清祥のことと心からお喜び申し上げます。  

本年６月、我が国で開催される「２０１９年Ｇ２０大阪サミット」の機会に、是非と

も貴台に被爆地広島・長崎を訪問していただきたいとの願いをお伝えしたいと存じます。 

１９４５年８月の原爆の投下により、広島と長崎の街は、一瞬のうちに廃墟と化し、

多くの尊い命が失われました。辛うじて生き残った被爆者は、平均年齢が８２歳を超

える中、放射線による後障害や差別・偏見に苦しみながらも「核兵器のない世界」の実

現を強く願い、「こんな思いを他の誰にもさせてはならない」と自らの辛い体験を語り

続けています。 

貴台におかれましては、被爆地において一発の原子爆弾がもたらした被爆の実相を深

く理解いただくとともに、被爆者の平和への切なる願いを受け止めていただきたく存じ

ます。そして、「核兵器のない世界」こそが私たちの目指すべきゴールであるとの認識

を共有していただき、私たちが全ての国の為政者に求めているように、理性と洞察力を

持って核兵器廃絶に向かって行動を起こしていただくことを心から希望いたします。 

世界にいまだ１万４千発を超える核兵器がある中、意図的であれ偶発的であれ、核

兵器が炸裂したあの日の広島・長崎の姿を再現させ、人々を苦難に陥れる危険性は核

兵器が存在する限りなくなりません。そうした中、核超大国であり、世界的に大きな

影響力を有する貴国の果たされる役割はますます大きくなっています。私たちは、貴

台が「核兵器のない世界」に向けて、各国の立場や考え方の違いを乗り越えてリーダー

シップを発揮していただくことを心から望んでおります。 

被爆地の両市民は、貴台の訪問を心から歓迎いたしますとともに、貴台と共に「核兵

器のない世界」を目指して取り組んでいくことを希望しています。 

また、日本でのＧ２０関係閣僚会合に出席される貴国の閣僚にも被爆地を訪問して

いただければ誠に幸甚に存じます。 

末筆ながら、貴台のますますの御活躍と御健勝を心からお祈りいたします。 

謹言 

 

２０１９年２月１２日 

広島市長     松井 一實 

長崎市長     田上 富久 

米ロ首脳宛 



 

 

被爆地広島・長崎の訪問について（要請） 

 

謹啓 向春の候 貴台にはますます御清祥のことと心からお喜び申し上げます。  

本年６月、我が国で開催される「２０１９年Ｇ２０大阪サミット」の機会に、是非と

も貴台に被爆地広島・長崎を訪問していただきたいとの願いをお伝えしたいと存じます。 

１９４５年８月の原爆の投下により、広島と長崎の街は、一瞬のうちに廃墟と化し、

多くの尊い命が失われました。辛うじて生き残った被爆者は、平均年齢が８２歳を超

える中、放射線による後障害や差別・偏見に苦しみながらも「核兵器のない世界」の実

現を強く願い、「こんな思いを他の誰にもさせてはならない」と自らの辛い体験を語り

続けています。 

貴台におかれましては、被爆地において一発の原子爆弾がもたらした被爆の実相を深

く理解いただくとともに、被爆者の平和への切なる願いを受け止めていただきたく存じ

ます。そして、「核兵器のない世界」こそが私たちの目指すべきゴールであるとの認識

を共有していただき、私たちが全ての国の為政者に求めているように、理性と洞察力を

持って核兵器廃絶に向かって行動を起こしていただくことを心から希望いたします。 

世界にいまだ１万４千発を超える核兵器がある中、意図的であれ偶発的であれ、核

兵器が炸裂したあの日の広島・長崎の姿を再現させ、人々を苦難に陥れる危険性は核

兵器が存在する限りなくなりません。そうした中、核保有国であり、世界的に大きな

影響力を有する貴国の果たされる役割はますます大きくなっています。私たちは、貴

台が「核兵器のない世界」に向けて、各国の立場や考え方の違いを乗り越えてリーダー

シップを発揮していただくことを心から望んでおります。 

被爆地の両市民は、貴台の訪問を心から歓迎いたしますとともに、貴台と共に「核兵

器のない世界」を目指して取り組んでいくことを希望しています。 

また、日本でのＧ２０関係閣僚会合に出席される貴国の閣僚にも被爆地を訪問して

いただければ誠に幸甚に存じます。 

末筆ながら、貴台のますますの御活躍と御健勝を心からお祈りいたします。 

謹言 

 

２０１９年２月１２日 

広島市長     松井 一實 

長崎市長     田上 富久 

 

 

 

その他の核保有国（英、仏、中、印）首脳宛 



被爆地広島・長崎の訪問について（要請） 

 

謹啓 向春の候 貴台にはますます御清祥のことと心からお喜び申し上げます。  

本年６月、我が国で開催される「２０１９年Ｇ２０大阪サミット」の機会に、是非と

も貴台に被爆地広島・長崎を訪問していただきたいとの願いをお伝えしたいと存じます。 

１９４５年８月の原爆の投下により、広島と長崎の街は、一瞬のうちに廃墟と化し、

多くの尊い命が失われました。辛うじて生き残った被爆者は、平均年齢が８２歳を超

える中、放射線による後障害や差別・偏見に苦しみながらも「核兵器のない世界」の実

現を強く願い、「こんな思いを他の誰にもさせてはならない」と自らの辛い体験を語り

続けています。 

貴台におかれましては、被爆地において一発の原子爆弾がもたらした被爆の実相を深

く理解いただくとともに、被爆者の平和への切なる願いを受け止めていただきたく存じ

ます。そして、「核兵器のない世界」こそが私たちの目指すべきゴールであるとの認識

を共有していただき、私たちが全ての国の為政者に求めているように、理性と洞察力を

持って核兵器廃絶に向かって行動を起こしていただくことを心から希望いたします。 

世界にいまだ１万４千発を超える核兵器がある中、意図的であれ偶発的であれ、核

兵器が炸裂したあの日の広島・長崎の姿を再現させ、人々を苦難に陥れる危険性は核

兵器が存在する限りなくなりません。そうした中、私たちは、世界的に大きな影響力

を有する貴台が「核兵器のない世界」に向けて、各国の立場や考え方の違いを乗り越え

てリーダーシップを発揮していただくことを心から望んでおります。 

被爆地の両市民は、貴台の訪問を心から歓迎いたしますとともに、貴台と共に「核兵

器のない世界」を目指して取り組んでいくことを希望しています。 

また、日本でのＧ２０関係閣僚会合に出席される貴国の閣僚にも被爆地を訪問して

いただければ誠に幸甚に存じます。 

末筆ながら、貴台のますますの御活躍と御健勝を心からお祈りいたします。 

謹言 

 

２０１９年２月１２日（１３日） 

広島市長     松井 一實 

長崎市長     田上 富久 

 

 

 

 

非核保有国、招待国、EU首脳宛（核兵器禁止条約未署名国） 

ドイツ、イタリア、カナダ、アルゼンチン、オーストラリア、韓国、サウジアラビア、

トルコ、スペイン、シンガポール、オランダ、エジプト、セネガル 



 

被爆地広島・長崎の訪問について（要請） 

 

謹啓 向春の候 貴台にはますます御清祥のことと心からお喜び申し上げます。  

貴国におかれては、核兵器禁止条約に署名（・批准（メキシコ・ベトナム・タイの

み））されるなど、国際社会の先頭に立って核兵器廃絶の推進に向けて大きな役割を果

たされていることに心から敬意を表します。 

１９４５年８月の原爆の投下により、広島と長崎の街は、一瞬のうちに廃墟と化し、

多くの尊い命が失われました。辛うじて生き残った被爆者は、平均年齢が８２歳を超

える中、放射線による後障害や差別・偏見に苦しみながらも「核兵器のない世界」の実

現を強く願い、「こんな思いを他の誰にもさせてはならない」と自らの辛い体験を語り

続けています。 

世界にいまだ１万４千発を超える核兵器がある中、意図的であれ偶発的であれ、核

兵器が炸裂したあの日の広島・長崎の姿を再現させ、人々を苦難に陥れる危険性は核

兵器が存在する限りなくなりません。このような被爆者の平和への切なる願いを受け

止めていただいている貴台には、本年６月、我が国で開催される「２０１９年Ｇ２０大

阪サミット」の機会に、是非とも被爆地広島・長崎を訪問していただき、「核兵器のな

い世界」に向けて更なるアピールをしていただくことを心から望んでおります。 

被爆地の両市民は、貴台の訪問を心から歓迎いたしますとともに、貴台と共に「核兵

器のない世界」を目指して取り組んでいくことを希望しています。 

また、日本でのＧ２０関係閣僚会合に出席される貴国の閣僚にも被爆地を訪問して

いただければ誠に幸甚に存じます。 

末筆ながら、貴台のますますの御活躍と御健勝を心からお祈りいたします。 

謹言 

 

２０１９年２月１２日（１３日） 

広島市長     松井 一實 

長崎市長     田上 富久 

 

 

 

 

 

 

非核保有国、招待国首脳宛（核兵器禁止条約署名・批准国） 

ブラジル、インドネシア、メキシコ、南アフリカ、ベトナム、タイ、チリ 



 

 

被爆地広島・長崎の訪問について（要請） 

 

謹啓 向春の候 貴台にはますます御清祥のことと心からお喜び申し上げます。  

本年１１月、我が国で開催される「２０１９年Ｇ２０愛知・名古屋外務大臣会合」の

機会に、是非とも貴台に被爆地広島・長崎を訪問していただきたいとの願いをお伝えし

たいと存じます。 

１９４５年８月の原爆の投下により、広島と長崎の街は、一瞬のうちに廃墟と化し、

多くの尊い命が失われました。辛うじて生き残った被爆者は、平均年齢が８２歳を超

える中、放射線による後障害や差別・偏見に苦しみながらも「核兵器のない世界」の実

現を強く願い、「こんな思いを他の誰にもさせてはならない」と自らの辛い体験を語り

続けています。 

貴台におかれましては、被爆地において一発の原子爆弾がもたらした被爆の実相を深

く理解いただくとともに、被爆者の平和への切なる願いを受け止めていただきたく存じ

ます。そして、「核兵器のない世界」こそが私たちの目指すべきゴールであるとの認識

を共有していただき、私たちが全ての国の為政者に求めているように、理性と洞察力を

持って核兵器廃絶に向かって行動を起こしていただくことを心から希望いたします。 

世界にいまだ１万４千発を超える核兵器がある中、意図的であれ偶発的であれ、核

兵器が炸裂したあの日の広島・長崎の姿を再現させ、人々を苦難に陥れる危険性は核

兵器が存在する限りなくなりません。そうした中、核超大国であり、世界的に大きな

影響力を有する貴国の果たされる役割はますます大きくなっています。私たちは、貴

国が「核兵器のない世界」に向けて、各国の立場や考え方の違いを乗り越えてリーダー

シップを発揮していただくことを心から望んでおります。 

被爆地の両市民は、貴台の訪問を心から歓迎いたしますとともに、貴国と共に「核兵

器のない世界」を目指して取り組んでいくことを希望しています。 

末筆ながら、貴台のますますの御活躍と御健勝を心からお祈りいたします。 

謹言 

 

２０１９年２月１２日 

広島市長     松井 一實 

長崎市長     田上 富久 

 

 

 

 

 

米国国務長官、ロシア外務大臣宛 



 

 

 

被爆地広島・長崎の訪問について（要請） 

 

謹啓 向春の候 貴台にはますます御清祥のことと心からお喜び申し上げます。  

本年１１月、我が国で開催される「２０１９年Ｇ２０愛知・名古屋外務大臣会合」の

機会に、是非とも貴台に被爆地広島・長崎を訪問していただきたいとの願いをお伝えし

たいと存じます。 

１９４５年８月の原爆の投下により、広島と長崎の街は、一瞬のうちに廃墟と化し、

多くの尊い命が失われました。辛うじて生き残った被爆者は、平均年齢が８２歳を超

える中、放射線による後障害や差別・偏見に苦しみながらも「核兵器のない世界」の実

現を強く願い、「こんな思いを他の誰にもさせてはならない」と自らの辛い体験を語り

続けています。 

貴台におかれましては、被爆地において一発の原子爆弾がもたらした被爆の実相を深

く理解いただくとともに、被爆者の平和への切なる願いを受け止めていただきたく存じ

ます。そして、「核兵器のない世界」こそが私たちの目指すべきゴールであるとの認識

を共有していただき、私たちが全ての国の為政者に求めているように、理性と洞察力を

持って核兵器廃絶に向かって行動を起こしていただくことを心から希望いたします。 

世界にいまだ１万４千発を超える核兵器がある中、意図的であれ偶発的であれ、核

兵器が炸裂したあの日の広島・長崎の姿を再現させ、人々を苦難に陥れる危険性は核

兵器が存在する限りなくなりません。そうした中、核保有国であり、世界的に大きな

影響力を有する貴国の果たされる役割はますます大きくなっています。私たちは、貴

国が「核兵器のない世界」に向けて、各国の立場や考え方の違いを乗り越えてリーダー

シップを発揮していただくことを心から望んでおります。 

被爆地の両市民は、貴台の訪問を心から歓迎いたしますとともに、貴国と共に「核兵

器のない世界」を目指して取り組んでいくことを希望しています。 

末筆ながら、貴台のますますの御活躍と御健勝を心からお祈りいたします。 

謹言 

 

２０１９年２月１２日 

広島市長     松井 一實 

長崎市長     田上 富久 

 

 

 

 

その他の核保有国（英、仏、印）外務大臣宛 

その他の核保有国（中）国務委員兼外交部長宛 

 



 

被爆地広島・長崎の訪問について（要請） 

 

謹啓 向春の候 貴台にはますます御清祥のことと心からお喜び申し上げます。  

本年１１月、我が国で開催される「２０１９年Ｇ２０愛知・名古屋外務大臣会合」の

機会に、是非とも貴台に被爆地広島・長崎を訪問していただきたいとの願いをお伝えし

たいと存じます。 

１９４５年８月の原爆の投下により、広島と長崎の街は、一瞬のうちに廃墟と化し、

多くの尊い命が失われました。辛うじて生き残った被爆者は、平均年齢が８２歳を超

える中、放射線による後障害や差別・偏見に苦しみながらも「核兵器のない世界」の実

現を強く願い、「こんな思いを他の誰にもさせてはならない」と自らの辛い体験を語り

続けています。 

貴台におかれましては、被爆地において一発の原子爆弾がもたらした被爆の実相を深

く理解いただくとともに、被爆者の平和への切なる願いを受け止めていただきたく存じ

ます。そして、「核兵器のない世界」こそが私たちの目指すべきゴールであるとの認識

を共有していただき、私たちが全ての国の為政者に求めているように、理性と洞察力を

持って核兵器廃絶に向かって行動を起こしていただくことを心から希望いたします。 

世界にいまだ１万４千発を超える核兵器がある中、意図的であれ偶発的であれ、核

兵器が炸裂したあの日の広島・長崎の姿を再現させ、人々を苦難に陥れる危険性は核

兵器が存在する限りなくなりません。そうした中、私たちは、世界的に大きな影響力を

有する貴国が「核兵器のない世界」に向けて、各国の立場や考え方の違いを乗り越えて

リーダーシップを発揮していただくことを心から望んでおります。 

被爆地の両市民は、貴台の訪問を心から歓迎いたしますとともに、貴国と共に「核兵

器のない世界」を目指して取り組んでいくことを希望しています。 

末筆ながら、貴台のますますの御活躍と御健勝を心からお祈りいたします。 

謹言 

 

２０１９年２月１２日（１３日） 

広島市長     松井 一實 

長崎市長     田上 富久 

 

 

 

 

非核保有国外務大臣宛（核兵器禁止条約未署名国） 

ドイツ、イタリア、カナダ、アルゼンチン、オーストラリア、韓国、サウジアラビア、

トルコ 

 



 

 

 

被爆地広島・長崎の訪問について（要請） 

 

謹啓 向春の候 貴台にはますます御清祥のことと心からお喜び申し上げます。  

貴国におかれては、核兵器禁止条約に署名（・批准（メキシコのみ））されるなど、

国際社会の先頭に立って核兵器廃絶の推進に向けて大きな役割を果たされていること

に心から敬意を表します。 

１９４５年８月の原爆の投下により、広島と長崎の街は、一瞬のうちに廃墟と化し、

多くの尊い命が失われました。辛うじて生き残った被爆者は、平均年齢が８２歳を超

える中、放射線による後障害や差別・偏見に苦しみながらも「核兵器のない世界」の実

現を強く願い、「こんな思いを他の誰にもさせてはならない」と自らの辛い体験を語り

続けています。 

世界にいまだ１万４千発を超える核兵器がある中、意図的であれ偶発的であれ、核

兵器が炸裂したあの日の広島・長崎の姿を再現させ、人々を苦難に陥れる危険性は核

兵器が存在する限りなくなりません。このような被爆者の平和への切なる願いを受け

止めていただいている貴台には、本年１１月、我が国で開催される「２０１９年Ｇ２０

愛知・名古屋外務大臣会合」の機会に、是非とも被爆地広島・長崎を訪問していただき、

「核兵器のない世界」に向けて更なるアピールをしていただくことを心から望んでおり

ます。 

被爆地の両市民は、貴台の訪問を心から歓迎いたしますとともに、貴国と共に「核兵

器のない世界」を目指して取り組んでいくことを希望しています。 

末筆ながら、貴台のますますの御活躍と御健勝を心からお祈りいたします。 

謹言 

 

２０１９年２月１３日 

広島市長     松井 一實 

長崎市長     田上 富久 

 

 

 

 

 

 

 

非核保有国外務大臣宛（核兵器禁止条約署名・批准国） 

ブラジル、インドネシア、メキシコ、南アフリカ 



 

 

被爆地広島・長崎の訪問について（要請） 

 

謹啓 向春の候 貴台にはますます御清祥のことと心からお喜び申し上げます。  

貴台におかれては、２０１６年４月に開催されたＧ７広島外相会合の際に、被爆地広

島を訪問していただき、「核のない世界」の実現に向けた力強いメッセージを出してい

く必要性を強調し、「広島宣言」を発出していただいたことに感謝申し上げます。 

御存じのように、１９４５年８月の原爆の投下により、広島と長崎の街は、一瞬のう

ちに廃墟と化し、多くの尊い命が失われました。辛うじて生き残った被爆者は、平均

年齢が８２歳を超える中、放射線による後障害や差別・偏見に苦しみながらも「核兵器

のない世界」の実現を強く願い、「こんな思いを他の誰にもさせてはならない」と自ら

の辛い体験を語り続けています。 

世界にいまだ１万４千発を超える核兵器がある中、意図的であれ偶発的であれ、核

兵器が炸裂したあの日の広島・長崎の姿を再現させ、人々を苦難に陥れる危険性は核

兵器が存在する限りなくなりません。このような被爆者の平和への切なる願いを受け止

めていただいている貴台には、本年１１月、我が国で開催される「２０１９年Ｇ２０愛

知・名古屋外務大臣会合」の機会に、是非とも欧州連合の関係者の皆様とともに被爆地

広島・長崎を訪問していただき、「核兵器のない世界」に向けて更なるアピールをして

いただくことを心から望んでおります。 

被爆地の両市民は、貴台の再訪を心から歓迎いたしますとともに、欧州連合の皆様と

共に「核兵器のない世界」を目指して取り組んでいくことを希望しています。 

末筆ながら、貴台のますますの御活躍と御健勝を心からお祈りいたします。 

謹言 

 

２０１９年２月１３日 

広島市長     松井 一實 

長崎市長     田上 富久 

 

 

 

 

 

EU外務・安全保障政策上級代表宛 


