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2015 年 NPT 再検討会議への出席等について（帰国報告） 
 

１ 概 要 

2015 年ＮＰＴ再検討会議に合わせ、その開催地であるアメリカ・ニューヨーク市に出張した。 

同会議のＮＧＯセッションでスピーチし、各国政府関係者等に、核兵器の非人道性や「核兵器禁止

条約」の早期実現に向けた取組の必要性を訴えた。また、平和首長会議の主催により３つの行事を開

催するとともに、関連する各種の会合に出席した。さらに、各国政府関係者等との面会、平和首長会

議からの要請文及び「核兵器禁止条約」の交渉開始等を求める市民署名の国連への提出等を通じ、核

兵器廃絶に向けた一層の努力を要請するとともに、核軍縮に関する情勢についての意見交換を行った。 

 

２ 出張者 

  広島市長（公益財団法人広島平和文化センター会長、平和首長会議会長） 松井 一實  

  公益財団法人広島平和文化センター理事長（平和首長会議事務総長） 小溝 泰義 ほか３名 

（「核廃絶！ヒロシマ・中高生による署名キャンペーン」の高校生 10 名及び引率教員１名が同行） 

   

３ 出張期間（市長及び随行者１名） 

平成 26 年 4 月 25 日（土）～5 月 3 日（日）６泊９日 

※理事長、高校生等は別日程 

 

４ 主要用務の報告 

(1) ４月２６日（日）   

 平和 NGO 主催集会・行進参加 

2015 年 NPT 再検討会議に合わせて開催された平和 NGO

集会で挨拶を行い、被爆者団体を始めとする様々な平和

NGO 団体の参加者に対し、力を合わせて核兵器のない平和

な世界の実現に向け、大きなうねりを起こすよう呼び掛けた。

続いて、参加者と共に平和首長会議のバナーやプラカードを

掲げて大通りを行進し、2020 年までの核兵器廃絶をアピー

ルした。 

行進の終了後、アンゲラ・ケイン国連軍縮担当上級代表と

タウス・フェルーキ NPT 再検討会議議長に「核兵器禁止条約」の交渉開始等を求める市民署名約 110

万筆の目録を手渡すと共に、参加者に「核兵器禁止条約」締結に向けた世界的な動きを創り出そう

と呼び掛けた。 
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(2) ４月２７日（月）  

ア NPT 再検討会議開会式等の傍聴 

    国連本部で開催された NPT 再検討会議の開会式及び一

般討論演説を傍聴した。冒頭、潘基文国連事務総長から

のメッセージとして、「各国政府は広島、長崎の被爆者

の経験から学ぶべきである」との訴えが披露された。 

 

イ ヒロシマ・ナガサキアピール集会の開催 

平和首長会議の主催により、広島・長崎の声を結集し、

核兵器廃絶を広く世界に訴えることを目的とした「ヒロシ

マ・ナガサキアピール集会」を開催し、被爆者や市民団体、

ユース非核特使、国連・日本政府関係者等約 100 人が参

加した。 

広島・長崎両市長の挨拶（長崎市長は欠席のため代読）

の後、バージニア・ガンバ国連軍縮担当次席上級代表が挨

拶し、近年の核兵器の非人道性の気運醸成に大きな役割

を果たしている被爆者の活動に敬意を表された。その後、

ガンバ次席上級代表に対し、平和首長会議からの要請文、

「核兵器禁止条約」の交渉開始等を求める約 110 万筆の

署名目録、及び広島女学院高校の生徒が折った折鶴を手

渡した。続いて岸田外務大臣が挨拶し、被爆者の思いを

胸に、ＮＰＴ再検討会議の成功に向け積極的に貢献する

とともに、「核兵器のない世界」に向けたメッセージを国

際社会に力強く発信していくとの決意を述べられた。 

このほか、広島と長崎の被爆者による証言や、市民団体、

ユース代表が活動報告を行い、広島県知事がスピーチを行

った。 

最後に、「ヒロシマ・ナガサキアピール in ニューヨーク」

を採択し、この中で、①世界の為政者が早期に広島と長崎

を訪問し、被爆の実相と被爆者の切実な平和のメッセージ

を理解するとともに、自国民にも積極的に奨励すること、②今後の核軍縮交渉において、核兵器

がもたらす非人道的な結末についての視点を持ち、一層の理解促進に努めること、③核兵器不拡

散条約（NPT）第 6 条に則り、全ての締約国が、核兵器廃絶の当事者であることを再確認し、核

兵器禁止条約の締結に向けた誠実な交渉を開始するとともに、非締約国も当事者意識を持って交

渉に加わること、の３点をこの度の NPT 再検討会議の最終文書に盛り込むよう求めた。このア

ピール文は、後日 NPT 締約国に配布した。 

 

ウ 連合・ITCU 主催の労働組合セミナーへの出席 

  「核兵器廃絶に向けた労働組合の役割」をテーマとする同セミナーに出席し、約 50 名の参加

者の前で挨拶して、署名活動等日頃の平和活動に敬意を表すると共に平和首長会議の取組に対す

る支援と協力を呼びかけた。 
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エ 「国連原爆展 2015」オープニングへの出席 

日本原水爆被害者団体協議会が主催する「国連原爆展

2015」に、被爆者、国連、政府関係者等約１５０名と共に

出席し、挨拶とテープカットを行った。この展示に合わせ、

広島平和記念資料館と長崎原爆資料館が提供した被爆資

料や原爆ポスターも展示された。 

 

(3) ４月２８日（火） 

ア 各国政府関係者との面会 

① セバスチャン・クルツ オーストリア外務大臣  

クルツ外務大臣と面会し、核兵器の非人道性に関する

認識が高まっている今こそ、核兵器廃絶に向け、NPT 第

６条に基づき核兵器を禁止するための議論を始めるべ

きであるとの意見で一致した。 

② タウス・フェルーキ NPT 再検討会議議長 

ヒロシマ・ナガサキアピール集会での採択文書を手交

して、3つの要請項目を訴え、特に、核兵器禁止条約の

締結に向けた誠実な交渉を開始することが重要である

点を強調した。フェルーキ議長は、先般（４月３日）の

広島訪問を踏まえ、議長としての責任を果たしたいとの

強いコミットメントを述べられた。 

 

イ 2015 自治体労働者平和のつどい in New York への出席 

  主催団体である日本自治体労働組合総連合が取り組んでいる平和活動への敬意を表するとと

もに、平和首長会議の取組を紹介する挨拶を行った。 

 

(4) ４月２９日（水） 

ア 平和首長会議ニューヨーク集会出席 

  平和首長会議の主催により、リーダー都市を始めとする加盟都市、平和 NGO、国連及び政府関

係者等 70 名が出席して、「平和首長会議ニューヨーク集

会」を開催した。 

  冒頭の広島市長の挨拶、アンゲラ・ケイン国連軍縮担

当上級代表の挨拶に続いて、バンコク、フォンゴトンゴ

及びメキシコシティの 3 都市にリーダー都市認定証の

交付を行った。各リーダー都市からは、平和首長会議の

核兵器廃絶に向けた活動への支持表明と共に、地域固有

の課題にも取り組んでいきたいとの決意表明があった。また、長崎市やフロン市など役員都市や

加盟都市からもこれまでの実績と今後の取組についての発表があった。 

   続いて行ったパネルディスカッションでは、小溝理事長のコーディネートの下、平和 NGO の参

加者が、ＮＰＴ再検討会議後の核兵器廃絶に向けた法的整備の具体的な取組や核兵器廃絶に向け

た市民社会の役割について議論した。 

最後に 2020 年までの核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けた決意を示す「ニューヨークアピ

ール」を採択した。このアピール文は、後日 NPT 締約国に配布した。 
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イ 記録映画「あの日何があったのか」上映会出席 

  国連主催により行われた、広島の被爆者で映像作家の

田邊雅章氏による記録映画「あの日何があったのか」の

上映会で挨拶を行い、田邊氏に敬意を表すとともに、会

場に来た国連・各国政府関係者に対し、被爆地訪問を呼

び掛けた。映画は、原爆投下前の広島を再現した CG や被

爆体験証言など構成にも良く工夫が凝らされており、被

爆の実相を伝える手法として新鮮かつ画期的なものであ

った。 

 

ウ 広島県主催サイドイベントへの出席 

  「核兵器の非人道性と法的枠組み」をテーマとする広島県主催サイドイベントに県知事等と共

に出席した。パネルディスカッションにおいて、核兵器の非人道性の議論の高まりを核兵器禁止

の法的枠組みへと具現化していくことが重要だという観点から、①被爆の実相と被爆者の訴えが

核兵器廃絶の最も重要な基盤かつ推進力となること、②世界の為政者が核兵器廃絶の最も重要な

責任を負っていること、③核兵器廃絶に向け、世界の為政者の行動を促す決め手は、幅広い市民

社会の結集にあること、を訴え、核兵器のない平和な世界の実現に向け、それぞれの立場で力を

合わせ努力することを呼び掛けた。 

 

(5) ４月３０日（木） 

ア 2015 平和首長会議主催ユースフォーラムの開催 

    平和首長会議の主催により、昨年に続き２回目となる

「2015 平和首長会議主催ユースフォーラム」を開催し、

「核廃絶！ヒロシマ・中高生による署名キャンペーン」

に参加した高校生 10 名、ナガサキ・ユース代表団の大

学生２名、中国新聞ジュニアライター２名、タイ・バン

コク市の大学生及びインド・コーチ市の青年（ビデオメ

ッセージによる参加）が、それぞれの平和活動や平和へ

の思い、核兵器廃絶に向けた取組への決意等を発表した。 

会場との質疑応答の中で、田上市長を始め数人から、被爆者の思いが既に若い人たちに着実に

伝わっていること、今後も継続して次世代への継承の取組を行うことが重要であること等の感想

が述べられ、被爆者からも若い人たちの熱心な活動に対する感謝の言葉があった。 

 

イ 日韓モンゴルＮＧＯワークショプへの出席 

「北東アジア非核兵器地帯はグローバルな核ゼロに貢献する」をテーマとする同ワークショッ

プに出席して、挨拶を行い、核兵器廃絶の実現には、核兵器を禁止する法的枠組みが不可欠であ

ると同時に、「核抑止」に基づく安全保障を脱却し、同じ人類としての同朋意識に根差すより安

定した平和の基礎を作らなければならないと述べた上で、北東アジアの非核兵器地帯化の取組も

重要なアプローチであり、平和首長会議と共に力を尽くすよう呼び掛けた。 

 

ウ アダム・シャインマン米国大統領特別代表（核不拡散担当）との面会 

米国の国際安全保障・不拡散担当国務次官補上級顧問などを歴任し、同国における安全保障、

不拡散、軍備管理分野のキーパーソンの一人であるシャインマン特別代表と面会し、①オバマ大

統領の広島・長崎訪問の実現、②核兵器の廃絶に向けた国際的な環境づくりにおける米国のリー
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ダーシップ発揮、③NPT 第 6 条に基づく核軍縮における

誠実な交渉義務に従って、核兵器禁止条約またはそれと

同様の法的枠組みについての議論を進めることを要請

した。シャインマン特別代表は、オバマ大統領の広島訪

問については認識していると述べ、核兵器禁止条約につ

いては、一つ一つの合意や活動を重ねながら段階的に取

り組むことが重要であり、すぐに取り掛かる状況にはな

いとしつつも、個々の段階を必ずしも一歩ずつ進める必

要はなく、複数のステップを同時に踏むことにより核兵

器削減への加速を図ることも視野に入れていると述べた。 

 

エ 国連創立７０周年記念未来につなぐヒロシマ平和祈念コンサートへの出席 

本市の被爆７０周年記念事業及び国連創設７０周年

記念事業として、広島邦楽連盟とともに「国連創立７０

周年記念未来につなぐヒロシマ平和祈念コンサート」を

開催した。国連や各国政府関係者等約１００名の出席者

に対し、平和祈念をテーマとする楽曲の演奏や琴が紡ぎ

だす日本情緒あふれる音色を通じ、平和の大切さを訴え

た。 

 

(6) ５月１日（金） 

ア アトミック・ヘリテージ・ファンデーション理事長との面会 

       マンハッタン計画関係施設の国立歴史公園化を推進  

してきた同財団のシンシア・ケリー理事長に、長崎市長  

及び被爆者数名と共に面会した。面会では、被爆地とし 

ての懸念や意見を伝えると共に、核兵器の非人道性を伝  

える展示内容にしてもらいたいとの要望を行った。広島  

市長はさらに、核兵器に関する対話と教育を行う際に大 

切な点として、原爆が、罪のない市民の上に投下され多   

くの被害者を出し、その後も何十年に渡って肉体的にも 

精神的にも苦しめているという事実を明確に示すとともに、マンハッタン計画の結果、今なお 1 

万 6 千発を超える核兵器が国際社会に存在しているという事実を提示し、歴史を正しく検証でき

るようにすべきであると伝えた。これに対しケリー理事長は、今後も被爆地との対話を継続して

いきたいという意欲を示すとともに、面会の最後には「私たちの真のゴールは、核兵器廃絶だと

いうことを訴えたい」と力強く述べた。 

 

イ 2015 年ＮＰＴ再検討会議ＮＧＯセッションへの出席 

    ＮＰＴ再検討会議の公式プログラムであるＮＧＯセッ

ションでスピーチを行い、核兵器がいかに非人道的で

「絶対悪」であるかを各国の政府代表に対し強く訴えた。

その中で、近年、核兵器の非人道性についての問題意識

が国レベルで着実に広がっている点を評価する一方で、

国家間の対立やテロ行為が核軍縮交渉の進展を阻んで

いるとする考えに強く反対の意を述べた。さらに、世界
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の為政者に対し、今こそ核兵器廃絶に向けリーダーシップを発揮すべきであると強く呼び掛ける

とともに、核不拡散条約（NPT）第６条に規定する核軍縮交渉を誠実に行う義務は全ての締約国

にあることに触れ、一刻も早く核兵器禁止条約に関する交渉を始めることの重要性を訴えた。 

 

５ 総括 

(1)  今回の NPT 再検討会議は、核兵器の非人道性の議論の高まりを背景にして核兵器廃絶の具体的な

進展を期待する空気が広がる一方で、この流れが法的禁止の議論に向かうことに、核保有国等が警

戒感を強める状況の中で開催された。 

こうした中、今回の出張では、NGO セッョンでのスピーチ等あらゆる機会を捉えて、核保有国を

始めとする NPT 締約国に対し、核兵器の非人道性を強調すると共に、NPT 第 6 条に沿って核軍縮

の誠実交渉義務を果たし、核兵器禁止条約またはそれと同様の趣旨の法的枠組みについての交渉を一

刻も早く開始すべきことを一貫して訴えた。また、米国やオーストリア等の政府高官との個別の意見

交換の場を持ち、核兵器廃絶に向け一歩でも二歩でも前進するよう政治的リーダーシップを発揮する

よう強く要請するなど、限られた時間の中で非常に意義深い要請活動を行うことができた。 

 

(2)  平和首長会議では今回、「ヒロシマ・ナガサキアピール集会」、「平和首長会議ニューヨーク集会」、

「2015 平和首長会議ユースフォーラム」の主催行事を行った。何れも平和首長会議関係者はもとよ

り、被爆者から次代を担う若者まで幅広い年齢層の市民、そして多くの NGO 関係者の参加を得て、

被爆地のメッセージを対外的に強く発信する機会を作ると共に、平和首長会議による取組の輪を広げ

る上でも非常に意義深いものであった。 

ア 今回初めて開催した「ヒロシマ・ナガサキアピール集会」においては、志を同じくする市民の

声を一つにして、ヒロシマ・ナガサキの悲願である一日も早い核兵器廃絶を訴えるための具体的

な目標となる「ヒロシマ・ナガサキアピール」を国際社会に向けて発信できたことは大きな意義

があった。 

イ 「平和首長会議ニューヨーク集会」では、アジア、ヨーローッパ、アフリカ、中米等各大陸

からリーダー都市や副会長都市等が参加し、リーダー都市の認定書交付を行うと共にそれぞれ

の取組実績や今後の取組方針を発表したことにより、今後平和首長会議の結束を固め、地域グ

ループ化を一層進めていく上で重要な一歩となる節目の会議になった。 

ウ 「2015 平和首長会議ユースフォーラム」では、若い人たちの熱心な発表を通じて、着実に次

世代への継承が進みつつあることを実感することができた。同時に、今後若い世代を核兵器廃絶

と世界恒久平和の実現に向けた将来のリーダーに育成することが、ますます重要なテーマになっ

ていることを再確認した。 

 

(3) 以上、一連の行動を通じて改めて感じたことは、被爆地ヒロシマの市長、平和首長会議の会長   

  への期待の大きさである。このため、被爆地ヒロシマの重要な使命として、核兵器の非人道性を訴

える原点となる被爆建物や樹木など実相を語り継ぐものを「守り」、被爆者の「こんな思いを他の誰

にもさせてはならない」という平和へのメッセージを「広め」、そして、その思いを将来世代や国境

を越えて世界に「伝える」取組に最善を尽くすことの重要性を再認識した。また、平和首長会議につ

いては、緒に就いたばかりのリーダー都市を中心とする地域グループ化を着実に推進していくことに

より、地球規模での核兵器廃絶の気運を拡大していく必要性を強く感じると共に、その取組は、この

世界的なネットワークを活用する手法として非常に効果的であるとの確信を深めた。 


