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北東アジアの非核兵器地帯化を支持します 

 

私たちは、北東アジアに非核兵器地帯を設立するための努力を支持します。それは、「核兵器

のない世界」に向けた国際的気運を高めるとともに、北東アジア地域の安定と平和を实現する

ための緊急で時宜を得たイニシャティブです。 

 

北東アジア非核兵器地帯を設立するという目標を掲げることは、現在行われている韓国、朝

鮮民为为義人民共和国（北朝鮮）、日本、中国、ロシア、米国による「6 か国協議」に新しい積

極的な次元をもたらすでしょう。６か国協議が掲げている「朝鮮半島の検証可能な非核化」（6

か国共同声明。05 年 9 月 19 日）という目標がより大きなビジョンの下に置かれるからです。 

 

「核兵器のない世界」の实現は、核兵器保有国だけでなく、とりわけ安全保障を核の傘に依

存している国を含む全ての国の責務です。そのためには、すべての国が核兵器に依存しない安

全保障政策に移行する道を追求する責任があります。北東アジア非核兵器地帯は、日本、韓国

など北東アジアの関係国にこのような道筋を提供することになります。 

 

北東アジア非核兵器地帯の現实的な一つの形として「3＋3」の枠組みがあります。それは韓

国、北朝鮮、日本の 3 か国が中心となって非核兵器地帯を形成し、近隣核兵器国（中国、ロシ

ア、米国）がこれを支持して安全の保証を与えるというものです。この形は 1992 年の「朝鮮半

島の非核化单北共同宣言」と日本の非核三原則を基礎にできる利点があります。 

 

私たちは、世界中の国政、地方政治にたずさわる政治家の皆さん、市民団体及び個人の皆さ

んが、北東アジア非核兵器地帯を支持し、その实現のためにともに力を出しあうことを呼びか

けます。 

（呼びかけ）ＮＰＯ法人ピースデポ 

 
 

＜賛同＞（２０１２年２月２１日現在） 

 

●自治体首長（２８９名） 

北海道 

安久津勝彦（足寄町長） 

伊藤喜代志（比布町長） 

蝦名大也（釧路市長） 

清澤茂宏（芦別市長） 

工藤壽樹（函館市長） 

工藤 広（稚内市長） 

小谷毎彦（北見市長） 

小林康雄（士幌町長） 

坂下一幸（様似市長） 

佐々木智雄（剣淵町長） 

佐藤多一（津別町長） 

佐藤広高（釧路町長） 

佐藤芳治（上川町長） 

嶋 保（余市町長） 

鈴木直道（夕張市長） 

高橋定敏(留萌市長) 

竹中 貢（上士幌町長） 

田村光義（中札内村長） 

中宮安一（七飯町長） 

新村卓实（奥尻町長） 

西川将人（旭川市長） 

福島世二（倶知安町長） 

伏見悦夫（大樹町長） 

本間順司（古平町長） 

村瀬 優（広尾町長） 

米沢則寿（帯広市長） 

高橋貞光（せたな町長） 

髙橋敏彦（北上市長） 

髙橋幹夫（美唄市長） 

 

岩手県 

菅原正義（平泉町長） 

山本正徳（宮古市長） 

 

宮城県 

伊藤拓哉（色麻町長） 

大友善助（角田市長） 

齋藤邦男（亘理町長） 

佐々木功悦（美里町長） 

滝口 茂（柴田町長） 

 

秋田県 

栗林次美（大仙市長） 

齊藤滋宣（能代市長） 

長谷部 誠（由利本荘市長） 

横山忠長（にかほ市長） 

 

山形県 

内谷重治（長井市長） 

佐藤 清 (村山市長) 

佐藤誠七（白鷹町長） 

安部三十朗（米沢市長） 

 

福島県 

佐藤 力（国見町長） 

鈴木義孝（三春町長） 

高橋宣博（桑折町長） 

 

群馬県 

阿久津貞司（渋川市長） 

岡野光利（富岡市長） 

富岡賢治（高崎市長） 

星野巳喜雄（沼田市長） 

安樂岡一雄（館林市長） 

 

栃木県 

斎藤文夫（日光市長） 

津久井富雄（大田原市長） 

 

茨城県 

海野 徹（那珂市長） 

高橋 靖（水戸市長） 

中島 栄（美浦村長） 

中山一生（龍ヶ崎市長） 

保立一男（神栖市長） 
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村上達也（東海村長） 

吉原英一（坂東市長） 

 

埼玉県 

石津賢治（北本市長） 

川合善明（川越市長） 

久喜邦康（秩父市長） 

 

千葉県 

井崎義治（流山市長） 

伊澤史夫（白井市長） 

石井俊雄（長生村長） 

岩田利雄（東庄町長） 

太田 洋（いすみ市長） 

金坂昌典（大網白里町長） 

北村新司（八街市長） 

小泉一成（成田市長） 

齊藤 隆（横芝光町長） 

佐渡 斉（四街道市長） 

猿田寿男（勝浦市長） 

椎名千収（山武市長） 

菅澤英毅（多古町長） 

根本 崇（野田市長） 

水越勇雄（木更津市長） 

蕨 和雄（佐倉市長） 

山崎山洋（印西市長） 

 

東京都 

小林正則（小平市長） 

馬場一彦（東久留米市長） 

邑上守正（武蔵野市長） 

矢野 裕（狛江市長） 

 

神奈川県 

青木 健（真鶴町長） 

阿部孝夫（川崎市長） 

海老根靖典（藤沢市長） 

大矢明夫（清川村長） 

落合克宏（平塚市長） 

加藤憲一（小田原市長） 

加藤修平（单足柄市長） 

中﨑久雄（大磯町長） 

服部信明（茅ヶ崎市長） 

平井竜一（逗子市長） 

古谷義幸（秦野市長） 

山口昇士（箱根町長） 

 

新潟県 

上村清隆（湯沢町長） 

篠田 昭（新潟市長） 

関口芳史（十日町市長） 

谷井靖夫（小千谷市長） 

二階堂 馨（新発田市長） 

 

富山県 

澤﨑義敬（魚津市長） 

脇 四計夫（朝日町長） 

堀内康男（黒部市長） 

 

石川県 

粟 貴章（野々市町長） 

 

福井県 

奈良俊幸（越前市長） 

 

山梨県 

石田壽一（西桂町長） 

志村 学（富士川町長） 

角野幹男（昭和町長） 

中込博文（单アルプス市長） 

望月仁司（身延町長） 

 

長野県 

青木 悟（下諏訪町長） 

足立正則（飯山市長） 

井出玄明（北相木村長） 

牛越 徹（大町市長） 

太田紘熙（白馬村長） 

熊谷元尋（高森町長） 

近藤清一郎（千曲市長） 

清水 澄（原村長） 

白鳥 孝（伊那市長） 

菅谷 昭（松本市長） 

田上正男（上松町長） 

田中勝巳（木曽町長） 

藤巻 進（軽井沢町長） 

牧野光郎（飯田市長） 

 

岐阜県 

日置敏明（郡上市長） 

藤原 勉（本巣市長） 

堀 孝正（瑞穂市長） 

水野光二（瑞浪市長） 

室戸英夫（北方町長） 

 

静岡県 

栗原裕康（沼津市長） 

齊藤 栄（熱海市長） 

清水 泰（焼津市長） 

鈴木 尚（富士市長） 

須藤秀忠（富士宮市長） 

豊岡武士（三島市長） 

 

愛知県 

石川英明（豊明市長） 

江戸 滿（扶桑町長） 

大野紀明 (稲沢市長) 

片岡恵一（岩倉市長） 

榊原純夫（半田市長） 

田中志典（犬山市長） 

林 郁夫（知立市長） 

籾山芳輝（武豊町長） 

 

三重県 

岩田昭人（尾鷲市長） 

 

滋賀県 

泉 峰一（米原市長） 

西澤久夫（東近江市長） 

橋川 渉（草津市長） 

藤澤直広（日野町長） 

宮本和宏（守山市長） 

 

京都府 

太田貴美（与謝野町長） 

門川大作（京都市長） 

寺尾富爾（京丹波町長） 

松山正冶（福知山市長） 

山崎善也（綾部市長） 

 

奈良県 

岩﨑万勉（平群町長） 

竹内幹郎（宇陀市長） 

仲川げん（奈良市長） 

西本安博（安堵町長） 

東川 裕（御所市長） 

平岡 仁（広陵町長） 

森 宏範（三郷町長） 

山下 真（生駒市長） 

吉田誠克（大和高田市長） 

 

大阪府 

神谷 昇（泉大津市長） 

竹内 脩（枚方市長） 

田中誠太（八尾市長） 

馬場好弘（寝屋川市長） 

吉田友好（大阪狭山市長） 

 

兵庫県 

酒井隆明（篠山市長） 

嶋田雅義（福崎町長） 

中川智子（宝塚市長） 

山中 健（芦屋市長） 

 

和歌山県 

井本泰造（かつらぎ町長） 

田嶋勝正（串本町長） 

 

鳥取県 

竹内 功（鳥取市長） 

竹内敏朗（江府町長） 

松本昭夫（北栄町長） 

近藤宏樹（安来市長） 

 

島根県 

田中増次（江津市長） 

 

岡山県 

井出紘一郎（真庭市長） 

片岡聡一（総社市長） 

黒田 晋（玉野市長） 

高木直矢（笠岡市長） 

武久顕也（瀬戸内市長） 

西田 孝（勝央町長） 

 

広島県 

入山欣郎（大竹市長） 

藏田義雄（東広島市長） 

小坂政司（竹原市長） 

滝口季彦（庄原市長） 

竹下正彦（北広島町長） 

眞野勝弘（廿日市市長） 

羽田 皓 (福山市長) 

浜田一義（安芸高田市長） 

平谷祐宏（尾道市長） 

松井一實（広島市長） 

三村裕史（熊野町長） 

山岡寛次（海田町長） 

山口寛昭（世羅町長） 

吉田隆行（坂町長） 

和多利義之（府中町長） 
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徳島県 

河野俊明（石井町長） 

 

香川県 

綾 宏（坂出市長） 

新井哲二（丸亀市長） 

大西秀人（高松市長） 

大山茂樹（さぬき市長） 

白川晴司（観音寺市長） 

平岡政典（善通寺市長） 

藤井秀城（東かがわ市長） 

 

愛媛県 

井原 巧（四国中央市長） 

清水 裕（大洲市長） 

清水雅文（愛单町長） 

髙須賀 功（東温市長） 

 

高知県 

今西芳彦（本山町長） 

岡﨑誠也（高知市長） 

門脇槇夫（香美市長） 

笹岡豊徳（須崎市長） 

杉村章生（土佐清水市長） 

田中 全（四万十市長） 

戸梶眞幸（日高村長） 

矢野富男（梼原町長） 

吉岡珍正（越知町長） 

 

福岡県 

有吉哲信（宮若市長） 

釜井健介（豊前市長） 

齊藤守史（飯塚市長） 

篠﨑久義（粕屋町長） 

松岡 賛（嘉麻市長） 

三浦 正（篠栗町長） 

三田村統之（八女市長） 

单里辰己（志免町長） 

八並康一（行橋市長） 

 

佐賀県 

江頭正則（吉野ヶ里町長） 

谷口太一郎（嬉野市長） 

 

長崎県 

井上俊昭（新上五島町長） 

奥村槇太郎（雲仙市長） 

黒田成彦（平戸市長） 

田上富久（長崎市長） 

田中隆一（西海市長） 

友広郁洋（松浦市長） 

中尾郁子（五島市長） 

葉山友昭（長与町長） 

平瀬 研（時津町長） 

藤原米幸（单島原市長） 

古庄 剛（佐々町長） 

松本 崇（大村市長） 

宮本明雄（諫早市長） 

 

熊本県 

荒木義行（合志市長） 

北里耕亮（小国町長） 

田嶋章二（苓北町長） 

田中信孝（人吉市長） 

廣瀬親吾（水上村長） 

前畑淳治（荒尾市長） 

宮本勝彬（水俣市長） 

元松茂樹（宇土市長） 

森本完一（錦町長） 

安田公寛（天草市長） 

 

大分県 

是永修治（宇佐市長） 

坂本和昭（九重町長） 

佐藤陽一（日田市長） 

橋本祐輔（豊後大野市長） 

吉本幸司（津久見市長） 

 

宮崎県 

黒木健二（日向市長） 

首藤正治（延岡市長） 

谷口義幸（日单市長） 

戸敷 正（宮崎市長） 

橋田和实（西都市長） 

 

鹿児島県 

荒木耕治（屋久島町長） 

渋谷俊彦（出水市長） 

隅元 新（伊佐市長） 

長野 力（西之表市長） 

前田終止（霧島市長） 

元田信有（宇検村長） 

森 博幸（鹿児島市長） 

 

沖縄県 

新垣邦男（北中城村長） 

安里 猛（宜野湾市長） 

石嶺傅實（読谷村長） 

稲嶺 進（名護市長） 

上間 明（西原町長） 

翁長雄志（那覇市長） 

川満栄長（竹富町長） 

儀間光男（浦添市長） 

島袋俊夫（うるま市長） 

島袋義久（大宜味村長） 

城間俊安（单風原町長） 

東門美津子（沖縄市長） 

中山義隆（石垣市長） 

野国昌春（北谷町長） 

浜田京介（中城村長） 

 

（注：首長氏名は賛同した時点のもの。）

 

●自治体関係団体（２団体） 

平和市長会議 

日本非核宣言自治体協議会 

 

 

 

連絡先：ＮＰＯ法人ピースデポ 

 〒223-0062横浜市港北区日吉本町 1-30-27-4日吉グリューネ 1F 

 E-mal: office@peacedepot.org  TEL: 045-563-5101  FAX: 045-563-9907 

 


