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1945年８月９日、午前11時２分

 被害状況（当時の推定人口24万人）
死者 
負傷者 
罹災人員

73,884人
74,909人
120,820人

罹災戸数　　
全焼
全壊
半壊
焼失土地面積

18,409戸
11,574戸
1,326戸
5,509戸

6,702,300㎡（2,031,000坪）

※半径4km以内の全焼、全壊の世帯員数
り さい

り さい

  ※半径4km以内の全戸数、市内戸数の約36%
 
 
 

原爆資料保存委員会報告（昭和25年7月発表）

平和について考えよう
　長崎平和宣言は、８月９日の「ながさき平和の日」の原爆犠牲者慰霊平和祈念式典で市長が読みあげるも
のです。
　この冊子は、長崎平和宣言を皆さんにより深く理解していただき、戦争のない世界をつくるためにはどう
したらよいか、家庭や学校などで話し合っていただくために作りました。
　世界各地の紛争や難民、飢餓、貧困、さらに人権問題や地球環境のことなど、身の周りの様々なことがら
を通して平和について考えてみましょう。

　1945年（昭和20年）８月６日午前８時15分、広島に人類史上初めての原子爆弾が投下されました。その３
日後の８月９日午前11時２分には、長崎の上空で２発目の原子爆弾がさく裂しました。この爆弾は、広島に
投下されたウラン235を原料としたものと異なり、プルトニウム239を原料にしたより強力な原子爆弾でした。
　爆発の瞬間、まず、放射線が放出され、続いて猛烈な熱線と爆風がまちを襲いました。
　放射線は、爆発によって飛び出した中性子線などが人間の体内に入って細胞を破壊し、大勢の人たちを死
亡させました。また生き残った人たちも白内障や白血病、甲状腺がんをはじめ各種がんなどの病気で苦しめ
られています。
　熱線は、原子爆弾が爆発した真下の地上で3,000～4,000度の高熱で、爆心から3.5キロメートル以内にある
建物や樹木を黒こげにし、人間に火傷を負わせました。その後発生した火災は、全市の３分の１を焼き尽く
しました。
　爆風（衝撃波）は、１キロメートル離れた所で秒速160メートルに達し、分厚い鉄筋コンクリート造りの
建物以外はすべて壊しました。中心地から２キロメートル離れた所でも巨大な台風なみの秒速60メートルの
強い風でした。このため浦上地域の学校、病院、工場はすべて壊れ、そこに働いていた職員や生徒、動員さ
れていた学生のほとんどが亡くなりました。
　爆発により、巨大な火の球が現れ、「太陽が落ちた！」と思うほどでした。火の球は太陽の100倍もの明る
さで、中心部分は数百万度であったと推定されています。

　このほか、強制連行された人たちや、捕虜として長崎にいた人たちも被爆しました。正確な数はわかりませ
んが、死亡者は朝鮮人・数千～一万人、中国人・百数十人、オランダ、イギリス、オーストラリア人捕虜・
百数十～二百人とみられています。
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ICANのノーベル平和賞受賞と市民社会による次世代継承
　2017（平成29）年７月７日、核兵器を「使う」ことはもちろん、「持つ」「つくる」などすべてを禁止する「核
兵器禁止条約」が生まれました。
　核兵器保有国などの大国の意見がリードされがちだった国連の中で、小さな国が力を合わせて核兵器に
ノーを突きつけたこの条約の成立までには多くの困難がありましたが、その中で、小さな国々をサポート
したのが、「核兵器廃絶国際キャンペーン（ICAN）」でした。
　ICANは、市民の立場から平和をつくる活動をしている組織（NGO）の集まりです。メンバーは外交官で
もなく、被爆体験があるわけでも被爆体験を聞いて育ったわけでもない、20～ 30代の世界の若者たちが中
心です。核兵器の非人道性を訴える国などと協力して、世界の国々の代表と対話し、核兵器を国際法で禁
止する運動を世界で展開してきました。
　その活動の功績が認められ、核兵器禁止条約が成立した年の10月に、ノーベル平和賞を受賞しました。
　近年、核兵器廃絶に向けた国際的なNGOの活動が活発となる一方、市民社会による次世代への継承活動
も始まっています。

　高齢化が進む被爆者に代わって、被爆体験を語り継ぐ次世代の講話者を育てていこうと、長崎市では、「家
族・交流証言者」を支援する取り組みを行っています。被爆体験を受け継ぐ意志がある方は誰でも参加でき、
被爆者からの聞き取りやさまざまな研修を経て講話者となった家族・交流証言者は、日本国内のさまざま
な地域や平和イベントで活動しています。
　国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館の事業で育成された朗読ボラン
ティアは、現在「被爆体験を語り継ぐ　永遠の会」として、祈念館で
の常駐朗読や定期朗読、資料館来場者向けの朗読会（毎月９日）を実
施しています。学校などへの出張朗読も行っています。
　（公財）長崎平和推進協会の平和案内人のうち、有志で結成された市
民活動グループ「ピースバトン・ナガサキ」は、学校や団体に出向き、
「出前講座」として、講義と紙芝居の上演などを組み合わせた平和学習
を行うなど、新しい語りを研究し、実践しています。

　若い人たちも積極的に平和の発信と被爆の継承活動を行っています。
　15歳（中学生を除く）から30歳未満のメンバーで構成される「長崎市青少年ピースボランティア」は、
被爆の実相などについて学び、平和の大切さを伝える活動をしています。毎年８月８日、９日には、全国
から長崎に訪れる若者と長崎の若者が平和を一緒に学ぶ「青少年ピースフォーラム」のホスト役として、
進行や運営を行っています。

　街頭で核兵器廃絶の署名活動を続けている高校生もいます。集
めた署名は「高校生平和大使」により、2001（平成13）年から毎年、
ジュネーブにある国連欧州本部に届けられています。この署名活
動は日本全国に広がり、署名数は延べ167万人にもおよびます。
　長崎県と長崎市、長崎大学で構成する「核兵器廃絶長崎連
絡協議会」では、2013（平成25）年から「ナガサキ・ユース
代表団」を育成しています。核兵器を巡る国際会議への参加
などの活動を通じて、次世代を担う長崎の若者が最新の国際
情勢を学ぶとともに、平和の分野で活躍する世界の人々と出
会い、ネットワークを広げています。

特集
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「永遠の会」の定期朗読会

と わ



長 崎 平 和 宣 言

2018年（平成30年） ８月９日

長 崎 市 長 田　上　富　久　
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　73年前の今日、８月９日午前11時２分。真夏の空にさく裂した一発の原子爆弾により、長崎の街は無残な姿に
変わり果てました。人も動物も草も木も、生きとし生けるものすべてが焼き尽くされ、廃墟と化した街にはおび
ただしい数の死体が散乱し、川には水を求めて力尽きたたくさんの死体が浮き沈みしながら河口にまで達しまし
た。15万人が死傷し、なんとか生き延びた人々も心と体に深い傷を負い、今も①放射線の後障害に苦しみ続けて
います。
　原爆は、人間が人間らしく生きる尊厳を容赦なく奪い去る残酷な兵器なのです。

　1946年、創設されたばかりの国際連合は、核兵器など大量破壊兵器の廃絶を国連総会決議第１号としました。
同じ年に公布された日本国憲法は、平和主義を揺るぎない柱の一つに据えました。広島・長崎が体験した原爆の
惨禍とそれをもたらした戦争を、二度と繰り返さないという強い決意を示し、その実現を未来に託したのです。
　昨年、この決意を実現しようと訴え続けた国々と被爆者をはじめとする多くの人々の努力が実り、国連で
②核兵器禁止条約が採択されました。そして、条約の採択に大きな貢献をした核兵器廃絶国際キャンペーン
（ＩＣＡＮ）がノーベル平和賞を受賞しました。この二つの出来事は、地球上の多くの人々が、核兵器のない世界
の実現を求め続けている証です。
　しかし、第二次世界大戦終結から73年がたった今も、世界には14,450発の核弾頭が存在しています。しかも、
核兵器は必要だと平然と主張し、核兵器を使って軍事力を強化しようとする動きが再び強まっていることに、被
爆地は強い懸念を持っています。
　③核兵器を持つ国々と核の傘に依存している国々のリーダーに訴えます。国連総会決議第１号で核兵器の廃絶
を目標とした決意を忘れないでください。そして50年前に④核不拡散条約（ＮＰＴ）で交わした「核軍縮に誠実
に取り組む」という世界との約束を果たしてください。人類がもう一度被爆者を生む過ちを犯してしまう前に、
核兵器に頼らない安全保障政策に転換することを強く求めます。
　そして世界の皆さん、核兵器禁止条約が一日も早く発効するよう、自分の国の政府と国会に条約の署名と批准
を求めてください。
　日本政府は、核兵器禁止条約に署名しない立場をとっています。それに対して今、300を超える地方議会が条約
の署名と批准を求める声を上げています。日本政府には、唯一の戦争被爆国として、核兵器禁止条約に賛同し、
世界を非核化に導く道義的責任を果たすことを求めます。
　今、朝鮮半島では非核化と平和に向けた新しい動きが生まれつつあります。 ⑤南北首脳による「板門店宣言」や
初めての米朝首脳会談を起点として、粘り強い外交によって、後戻りすることのない非核化が実現することを、
被爆地は大きな期待を持って見守っています。日本政府には、この絶好の機会を生かし、日本と朝鮮半島全体を
非核化する⑥  「北東アジア非核兵器地帯」の実現に向けた努力を求めます。

　長崎の核兵器廃絶運動を長年牽引してきた二人の被爆者が、昨年、相次いで亡くなりました。その一人の土山
秀夫さんは、核兵器に頼ろうとする国々のリーダーに対し、こう述べています。「あなた方が核兵器を所有し、ま
たこれから保有しようとすることは、何の自慢にもならない。それどころか恥ずべき人道に対する犯罪の加担者
となりかねないことを知るべきである」。もう一人の被爆者、谷口稜曄さんはこう述べました。「核兵器と人類は
共存できないのです。こんな苦しみは、もう私たちだけでたくさんです。人間が人間として生きていくためには、
地球上に一発たりとも核兵器を残してはなりません」。
　二人は、戦争や被爆の体験がない人たちが道を間違えてしまうことを強く心配していました。二人がいなく
なった今、改めて「戦争をしない」という日本国憲法に込められた思いを次世代に引き継がなければならないと
思います。

　平和な世界の実現に向けて、私たち一人ひとりに出来ることはたくさんあります。
　被爆地を訪れ、核兵器の怖さと歴史を知ることはその一つです。自分のまちの戦争体験を聴くことも大切なこ
とです。体験は共有できなくても、平和への思いは共有できます。
　長崎で生まれた核兵器廃絶一万人署名活動は、高校生たちの発案で始まりました。若い世代の発想と行動力は
新しい活動を生み出す力を持っています。
　⑦折り鶴を折って被爆地に送り続けている人もいます。文化や風習の異なる国の人たちと交流することで、相
互理解を深めることも平和につながります。自分の好きな音楽やスポーツを通して平和への思いを表現すること
もできます。市民社会こそ平和を生む基盤です。「戦争の文化」ではなく「平和の文化」を、市民社会の力で世界
中に広げていきましょう。

　東日本大震災の原発事故から７年が経過した今も、放射線の影響は福島の皆さんを苦しめ続けています。長崎は、
復興に向け努力されている福島の皆さんを引き続き応援していきます。
　被爆者の平均年齢は82歳を超えました。日本政府には、今なお原爆の後障害に苦しむ被爆者のさらなる援護の
充実とともに、今も被爆者と認定されていない「被爆体験者」の一日も早い救済を求めます。
　原子爆弾で亡くなられた方々に心から追悼の意を捧げ、私たち長崎市民は、核兵器のない世界と恒久平和の実
現のため、世界の皆さんとともに力を尽くし続けることをここに宣言します。
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ことばの解説

　原爆による放射線障害は、急性障害と後障害
に分けられます。急性障害は大量の放射線を浴
びたときに出る症状で、嘔吐、下痢、発熱、皮
下出血などを発症し、多くの人が死亡しました。
後障害は、被爆して数年から数十年してから現
れる症状で、がんや白血病、白内障などがあり
ます。1946（昭和21）年初めから、火傷が治っ
たあとが盛り上がるケロイド症状が現れました。
また、母親の胎内で被爆した胎内被爆児は出生
後も死亡率が高く、死を免れても小頭症などの
症状が現れることもありました。さらに、1950（昭
和25）年頃からは、白血病、甲状腺がん、乳がん、
肺がんなど様々な病気の発生率が高くなり始め
ました。
　放射線が年月を経て引き起こす影響について
は、未だ十分に解明されておらず、調査や研究
が今も続けられています。

　核兵器は一旦使用されれば、地球に大きな被
害を与えるだけでなく、存在する限り、誤って
使われたり、テロなどに使われたりする危険性
があります。NPT（４で解説）で約束した核軍
縮を守らない５か国にいらだった国々の間で、
この危険な核兵器を法的に禁止しようとする動
きが、2010（平成22）年頃から高まってきました。
　そして、そのような核兵器を持たない国々の

主導のもと、三度にわたる核兵器の非人道性を
考える国際会議の開催、核軍縮に関する国連作
業部会の開催、国連での核兵器禁止条約に向け
た交渉会議を経て、2017（平成29）年７月、国
連加盟国の６割を超える122か国が賛成し、核兵
器禁止条約が採択されました。

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

白血病

乳がん
甲状腺がん

肺がん
胃がん
大腸がん

放射線による被害
※原爆による被害は、放射線以外にも熱線によるやけどや
　爆風による傷害などもあります。

【核兵器禁止条約を巡る動き】

1995（平成7）年11月　核兵器使用の違法
性を問う国際司法裁判所の審理で広島、長崎
両市長が意見陳述

1996（平成8）年7月　国際司法裁判所が、
一発で無差別に人々を殺傷する核兵器を使用
することは、「人道法の原則及び規則に一般
的に違反する」と勧告

2010（平成22）年4月　国際赤十字委員会
総裁が「核兵器の非人道性」をもとに、核兵
器の禁止と廃絶を訴える

2010（平成22）年5月　NPT再検討会議で、
核軍縮のための行動計画に「すべての国が常
に国際人道法を含む全ての国際法を順守する
必要性を再確認する」との文言を盛り組む

2013（平成25）年3月、2014（平成26）
年2月、12月　第１回ノルウェー、第２回
メキシコ、第３回オーストリアで「核兵器の
非人道性に関する国際会議」を開催

2015（平成27）年4月　NPT再検討会議
で、核軍縮に関する国連作業部会を設置する
ことを勧告 

2016（平成28）年12月　国連総会で、条約
の制定交渉会議を2017年に開始することを
求める決議文を採択

2017（平成29）年3月　条約の制定交渉会
議が始まる

2017（平成29）年7月　条約の制定交渉会
議で核兵器禁止条約が賛成多数で採択

2017（平成29）年9月　国連総会で条約の
調印開始

1 放射線の後障害

2 核兵器禁止条約

おう

はくないしょう

と

まぬが しょう しょうとう
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ことばの解説
　条約の前文には被爆者の苦しみと被害を深く
心に留めるとしています。被爆者の「私たちの
経験を、もう、だれにもさせたくない」という
願いを、国際社会がしっかりと受けとめました。
　しかし、採択されただけでは、条約は力を持
ちません。本当に力を持つためには、それぞれ
の国の法律で条約を認め、締結する意志を最終
的に決定しなければなりません。これを「批准」
と言います。その批准国が50か国となることで、
条約は「発効」し、初めて力を持ちます。
　日本を含む核兵器に依存する国々などは、条
約に今も署名しないとしていますが、条約が発
効すれば、それらの国に対する批判や圧力が高
まり、核軍縮を進める力となることが期待され
ています。

　相手国が攻撃してきた場合、核兵器で反撃す
るという姿勢を見せることによって相手国の攻
撃を思いとどまらせようとすることを、核兵器
の抑止力といいます。しかし、抑止力に固執す
ると、お互いに相手国より強力な核兵器を保有
したり開発しようとしたりするために、核の拡
散につながり、逆に核兵器による攻撃の危険性

が高まる可能性があります。
　日本や韓国、NATO（北大西洋条約機構）に
加盟する非核保有国は、いずれも核兵器は保有
していませんが、アメリカの持つ核兵器の抑止
力を「核の傘」に例えて、その抑止力に依存し
ている国々です。
　これに対し、核兵器の抑止力に頼らない方法
で国の安全を保障しようとする考え方を、「非核
の傘」といいます。長崎市は、その現実的で具
体的な方法として、北東アジア非核兵器地帯（６
で解説）を提案しています。

　核不拡散条約（NPT）は、核保有国が増える（核
が拡散する）ことを防ぐ目的でつくられた条約
で、1970（昭和45）年に発効しました。2003（平
成15）年１月に一方的に脱退を表明している北
朝鮮も含めると、現在の国連加盟国の中で、イ
ンド、パキスタン、イスラエル、南スーダンの
４か国を除く191か国・地域が加入しています。
　主な内容は、以下の３つです。
⑴  「核不拡散」
　当時、すでに核兵器を保有していたアメリカ・
ロシア（旧ソビエト）・イギリス・フランス・中
国の５か国だけに核兵器の保有を認め（核兵器
国）、それ以外の国（非核兵器国）が保有するこ
とを禁止しています。
⑵  「核軍縮」
　全廃に向けて核兵器を減らしていく努力を核
兵器国に約束させる代わりに、この５か国だけ
が当面は核兵器を持つことを認め、それ以外の
国が新たに持つことを禁じています。
⑶  「原子力の平和的利用」
　非核兵器国には、原子力の平和利用が認めら
れており、原子力技術や核物質を使用する場合
は、必ずそれが平和利用であるかどうかを確認
するために、国際原子力機関（IAEA）の検査を
受ける義務があります。

3 核兵器を持つ国々と核の傘に依存して
いる国々

4 核不拡散条約（NPT）

核兵器禁止条約署名式　Photo Credit : ICAN

ていけつ

ひじゅん
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ことばの解説
・再検討会議
　核不拡散条約（NPT）では、条約が定める義
務の履行状況を確認し、締約国の取り組みを強
化するため、５年毎に再検討会議と、その間に
３回から４回の準備委員会が開催されます。
　2015（平成27）年の再検討会議において、参
加国の多くが核兵器の非人道性（一発で多くの
人々を無差別に殺傷する核兵器を使用すること
は、人間として許されないこと）に言及し、核
兵器禁止に向けた法的枠組みについての議論を
速やかに開始すべきであると訴えました。
　2018（平成30）年４月23日から５月４日まで
開催された、2020年核不拡散条約（NPT）再検
討会議第２回準備委員会は、核兵器禁止条約が
採択されて初めて開催される準備委員会でした
が、核兵器禁止条約を巡る核兵器に依存する国々
と核兵器を持たない国々との対立は深まったと
指摘される一方、NGO、被爆者団体、若者など
の市民社会の存在感に期待する声も上がりまし
た。

　1910（明治43）年から日本の統治下となって
いた朝鮮半島は、第二次世界大戦終結後、北緯
38度線を境に、北側を旧ソビエト（現ロシア）が、
南側をアメリカが占領することになり、それま
でひとつの国だった朝鮮民族が分断されました。
1948（昭和23）年に、韓国と北朝鮮の両国がで
きたことにより、分断は深まりました。そして、
1950（昭和25）年６月25日、北朝鮮が南下した
ことで、朝鮮戦争が始まりました。多くの死者
を出したこの戦争は1953（昭和28）年に休戦し
ましたが、いつ戦闘が始まるかもしれない緊張
した関係がいままで続いていました。
　そのような中、今年４月27日、軍事境界線で
ある板門店で、韓国の文在寅大統領と北朝鮮の
金正恩朝鮮労働党委員長が南北首脳会談を行い、

会談の成果として発表された「板門店宣言」で、
年内での朝鮮戦争の終結と、朝鮮半島の非核化
に向けて努力する意志を示しました。
　そして、南北首脳会談後の６月12日、シンガ
ポールで、アメリカのトランプ大統領と北朝鮮
の金委員長が初めての米朝首脳会談を開き、ア
メリカは北朝鮮の体制の保証を約束すること、
同時に、北朝鮮は朝鮮半島の非核化に取り組む
ことを確認し、共同声明を発表しました。
　長く対立していたアメリカと北朝鮮の首脳会
談は歴史的な一歩となり、今後の動向が注目さ
れています。

　地域の国々が条約を結び、核兵器の製造、実験、
取得、保有などをしないと約束した地域のこと
を「非核兵器地帯」といいます。条約によって
核戦争の危機をなくし、国際的な緊張をやわら
げることで、核兵器の役割を減らし、核保有国
が核兵器を開発したり、保有したりする動機を
なくしていくことにもつながります。
　地球の南半球は、1967（昭和42）年のラテン・
アメリカ核兵器禁止条約のほか４つの条約（南
極条約、南太平洋非核地帯条約、アフリカ非核
兵器地帯条約、東南アジア非核兵器条約）によっ
て、すでに陸地のほとんどが非核化されていま
す。
　北半球でも、1998（平成10）年にモンゴルの「非
核地位」が国連で認められ、2009（平成21）年
には中央アジア（ウズべキスタン、タジキスタン、
キルギス、トルクメニスタン、カザフスタン）
非核兵器地帯条約が発効されています。
　「北東アジア非核兵器地帯」とは、日本と韓国
と北朝鮮の３か国を｢非核兵器地帯｣にしようと
するものです。条約が実効力を持つためには、
３か国に核兵器が存在せず、近隣の核保有国（ア
メリカ、ロシア、中国）が、３か国を核兵器で
攻撃をしないと約束することが必要になります。

5 南北首脳による「板門店宣言」や
初めての米朝首脳会談

6 「北東アジア非核兵器地帯」

ムン・ジェイン

キム・ジョンウン
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ことばの解説
　朝鮮半島の平和に向けた国際的な動きを千載
一遇の好機として、北東アジア全体の平和のた
めに日本政府が果たすべき役割は大きいと言え
ます。

　日本で鶴は縁起のよいものとされ、願いをこ
めて折り紙で鶴を折るという文化が古くからあ
ります。千羽折ると願いが叶う、これが千羽鶴
です。

　広島原爆で被爆した佐々木禎子さんは、白血
病の闘病を続けながら、回復を祈って鶴を折り
続けましたが、12歳の若さで亡くなりました。
広島平和記念公園の「原爆の子」のモデルとし
て、禎子さんと折り鶴は、平和のシンボルにな
っています。広島と長崎には、毎年全国各地か
らたくさんの千羽鶴が届いています。
　イタリア北部エミリア・ロマーニャ州に住ん
でいる長崎市出身の豊島文さんと、マッシモ・
ベルサーニさん夫妻は、イタリアの子どもたち
に鶴を折りながら、折り鶴の持っている意味や
平和の大切さを伝えるという平和授業を行って
います。できた折り鶴は、長崎市内の小学校に
送られています。

北東アジア非核兵器地帯構想

おう と

はく

まぬが しょう しょうとう

ないしょう

世界の非核兵器地帯

アフリカ非核兵器地帯条約
（ペリンダバ条約）
（1996年4月調印）

南太平洋非核地帯条約
（ラロトンガ条約）
（1985年8月調印）

東南アジア非核兵器地帯条約
（バンコク条約）
（1995年12月調印）

モンゴル
非核兵器地帯地位
1998年12月
国連総会会議で認知( )

南極条約
（1959年12月調印）

宇宙条約
（1967年1月調印）

海底非核化条約
（1971年2月調印）

ラテン・アメリカおよび
カリブ地域における
核兵器禁止条約

（トラテロルコ条約）
（1967年2月調印）

中央アジア非核兵器地帯条約

（2006年9月調印）

7 折り鶴

折り鶴による平和授業のようす

さだ

あや

こ
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青少年ピースボランティア育成事業
　青少年が、被爆体験の継承と平和意識の高揚を図ることを目
的として、被爆の実相や戦争について学び、さまざまな視点か
ら平和について考え、行動しています。

青少年ピースフォーラム
　8月8日・9日の2日間、全国から長崎に集まる青少年と長崎の
青少年とが一緒に被爆の実相や平和の尊さについて学習し、交
流を深めます。

平和学習発表会
　中学生の皆さんが日頃取組んでいる平和学習の成果を発表す
るとともに、その取組みを知る機会として、市内の中学校から
生徒の代表や教員が参加しています。

市民大行進
　国連軍縮週間（10月24日から1週間）の土曜日、原爆で犠牲
になられた方々を追悼し、平和を訴えるため、平和祈念像前か
ら原爆落下中心地までを行進します。

国連軍縮週間行事「市民のつどい」
　国連軍縮週間（10月24日から1週間）の土曜日、市民の平和
意識高揚のため、戦時食の振る舞い、折り鶴コーナーやミニコ
ンサートの開催などのイベントを行っています。

世界平和祈念ポスター・標語展
　平和を願い、平和の尊さを伝えるポスターや標語を募集し、
入賞作品を長崎原爆資料館に展示します。

語り継ぐ被爆体験（家族・交流証言）推進事業
　被爆者が高齢化する中、被爆体験を次世代が語り継ぐ「家族・
交流証言講話」を行うための支援を行っています。

平和の灯事業
　8月8日、平和公園の平和の泉で、小･中学生などが平和への
願いを書いた約5,000個の手作りキャンドルに火を灯し、平和を
願います。

　

核兵器廃絶と世界の恒久平和の実現のために、長崎市はさまざまな活動に取り組んでいます。
̶ 長崎市の主な平和活動 ̶



がけ

爆心地から600mのところ
にあった長崎医科大学。爆風
のすさまじさで、正門の門柱
が傾いてしまいました。

浦上天主堂の正面入口付
近に安置されています。

原爆で崩壊した浦上天主堂
の鐘楼のひとつが、今も原
爆のすさまじさを物語って
います。

永井隆博士が住んでいた、
2畳1間の家。隣の記念館
には、博士の遺品や写真など
が展示されています。

山里小学校の崖に掘られた
防空ごう。熱線や爆風によ
り負傷した多くの人々がこ
の中で亡くなりました。

む ざん

原子爆弾で無惨に崩れた、浦
上天主堂の聖堂の南側遺壁。
その一部を移築したものです。

浦上天主堂遺壁

約1,500点以上の被爆資料を
展示している常設展示室や約
25,000冊を収蔵する図書室
があります。

長崎原爆資料館

はく

り

まぬが

爆心地から約800mのところ
にあり、原爆の爆風を受けな
がらも、鳥居の片方だけが奇
跡的に倒壊を免れました。柱
の表面に彫られた奉納者の名
前は、熱線の影響で表面が剥
離しています。

山王神社二の鳥居

ざんむ
原爆の生き証人でもある、被爆
した大クス。無惨な傷跡を 
残していますが、今でもしっか
りと根を張っています。

被爆の大クス

旧長崎医科大学門柱 被爆した聖像 如己堂・永井隆記念館

山里小学校防空ごう跡

浦上天主堂旧鐘楼
しょう にょ こ どうろう

こわ かわら

原爆で壊れた家の瓦やレンガ、
熱でとけたガラスなどが、今
でも埋まっています。

被爆当時の地層

長崎南山学園長崎南山学園

平和公園下
バス停

神学校前
バス停

大橋バス停

大橋バス停

平和公園

市民プール前
バス停

松山町バス停

平和公園松山町平和公園松山町
防空ごう群防空ごう群

松山町バス停

浦上天主堂前
バス停

原爆落下
中心地

長崎原爆資料館

医学部前
バス停

如己堂下バス停

浦上天主堂
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破壊された長崎刑務所浦上
刑務支所の遺壁。 原爆死没者の無縁遺骨など

が安置されています。

原爆で破壊さ
れた城山国民
学校（現城山
小学校）の校
舎の一部。原
爆の悲惨さを
物語る写真な
どが展示され
ています。

浦上刑務支所遺壁 旧城山国民学校校舎長崎市原子爆弾無縁
死没者追悼祈念堂

ひ さん

坂本
国際墓地

合同庁舎前
バス停坂本町バス停

県医師会館

岩川町バス停

浜口町
バス停

大学病院前
バス停

国立長崎原爆死没者
追悼平和祈念館

バス停

原爆資料館電停

※爆心地、 及び は、平成28年10月3日、
　国の文化財に指定されました。
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　私たちのまち長崎は、古くから海外文化の窓口として発展し、諸外国との交流を通じて豊かな
文化をはぐくんできました。
　第二次世界大戦の末期、昭和20年（1945年）８月９日、長崎は原子爆弾によって大きな被害
を受けました。私たちは、過去の戦争を深く反省し、原爆被爆の悲惨さと、今なお続く被爆者の
苦しみを忘れることなく、長崎を最後の被爆地にしなければなりません。
　世界の恒久平和は、人類共通の願いです。
　私たち長崎市民は、日本国憲法に掲げられた平和希求の精神に基づき、民主主義と平和で安全
な市民生活を守り、世界平和実現のために努力することを誓い、長崎市制施行100周年に当たり、
ここに長崎市民平和憲章を定めます。

１　私たちは、お互いの人権を尊重し、差別のない思いやりにあふれた明るい社会づくりに努め
　ます。

１　私たちは、次代を担う子供たちに、戦争の恐ろしさを原爆被爆の体験とともに語り伝え、平
　和に関する教育の充実に努めます。

１　私たちは、国際文化都市として世界の人々との交流を深めながら、国連並びに世界の各都市
　と連帯して人類の繁栄と福祉の向上に努めます。

１　私たちは、核兵器をつくらず、持たず、持ちこませずの非核三原則を守り、国に対してもこ
　の原則の厳守を求め、世界の平和・軍縮の推進に努めます。

１　私たちは、原爆被爆都市の使命として、核兵器の脅威を世界に訴え、世界の人々と力を合わ
　せて核兵器の廃絶に努めます。

　私たち長崎市民は、この憲章の理念達成のため平和施策を実践することを決意し、これを国の
内外に向けて宣言します。


