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請願・陳情の審査
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日本政府に核兵器全面禁止のための決断と行動を求める意見書
2010年５月の核不拡散条約（NPT）再検討会議は、「核兵器のない世界の平和と安全を達成する」ことに合意し、
「すべての国家は核兵器のない世界を達成し維持するために必要な枠組みを築く特別な努力をする必要がある」と
強調した。次回2015年ＮＰＴ再検討会議を前に、いま、世界のすべての国の政府と市民社会には、この目標を現実
に変えるために協力し、行動することが強く求められている。
しかし、それから４年が経った今も、「核兵器のない世界」を達成する具体的な道筋は見えていない。米ロ間の
合意を含め、一定数の核兵器が削減されたとはいえ、世界にはなお約１万７千発の核兵器が貯蔵、配備され、他方
では朝鮮半島をめぐる緊張に見られるように、新たな核開発の動きも続いている。意図的であれ偶発的なものであ
れ核兵器が使われる危険は現実に存在している。
この状態を打開し核兵器をなくすためには、国際社会が一致して核兵器を全面的に禁止する以外に方法はない。
国際司法裁判所も断じたように、核兵器の使用は「国際人道法の原則と規則」に反するものであり、世界で唯一、
国民が核の惨禍を体験した日本には、核兵器の非人道性を訴え、その全面禁止を主張する道義的根拠と重い責任が
ある。
いま核兵器を持つわずかな数の国が決断すれば、核兵器禁止条約の交渉を開始できる条件が生まれている。この
決断と行動を遅らせることは、第２、第３のヒロシマ、ナガサキにつながる危険を放置することになる。
さらに、北朝鮮の核開発をめぐって軍事的緊張が高まっているなかで、国際紛争の解決手段としての武力行使と
威嚇を憲法で放棄した日本が核兵器全面禁止のために行動することは、朝鮮半島の非核化、日本と東アジアの平和
と安全を促進するうえでもきわめて重要である。
2013年10月、「核兵器の人道的影響に関する共同声明」が125カ国の連名で発表された。この声明は、核兵器の残
虐性、「非人道性」を告発し、「核兵器のない世界」へ前進することをめざしており、「核兵器がいかなる状況の
下でも決してふたたび使われないことが人類生存の利益である」と述べ、核兵器が使用されないことを「保証する
唯一の道は、その全面廃絶である」とし、すべての国が核兵器使用の阻止、核軍縮などのために「責任」を負って
いることを強調している。
共同声明に日本政府も賛同したことは、唯一の被爆国であり、憲法の平和原則と「非核三原則」をかかげる国と
して当然の姿勢である。しかし、これで問題が終わったわけではない。核兵器は全面的に禁止されるべきである。
2015年４月のＮＰＴ再検討会議にむかって、「核兵器のない世界」への行動が直ちに開始されるよう、ジュネー
ブの軍縮会議（ＣＤ）をはじめ核軍縮・廃絶と安全保障にかかわる諸機関で、「共同声明」の署名国として、日本
政府が、核兵器全面禁止条約の交渉開始のために努力するよう要望する。
（提出先）内閣総理大臣・総務大臣・外務大臣
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新聞購読料への消費税軽減税率適用を求める意見書

新聞は、国内外の多様な情報を、新聞社が持つ戸別配達網により全国にほぼ同じ時刻に届けることで国民の

知る権利及び議会制民主主義を下から支え、あわせて文化の興隆の中軸の役割を果たし続けている。実際に我

が国は、新聞普及率が他国に比して高水準にあり、国土も狭く資源に乏しいながらも戦後世界有数の先進国に
なれたことは、新聞の普及によるところが大きいと考える。

しかしながら近年、活字離れが進む中、書籍とともに新聞の購読率は低下傾向にあり、新聞をまったく知ら

ないで育つ子どもたちがふえるなど、次世代の知的水準へ深刻な影響を及ぼすものと深く憂慮される。さらに

今回の増税により、新聞離れが加速されることも懸念されている。国民がより少ない負担で、全国の新聞を購
読できる環境を維持していくことは、民主主義と文化の健全な発展に不可欠である。

欧米各国においては、「知識には課税せず」「新聞には最低の税率を適用すべし」との認識のもと、一定
の要件を備えた新聞等に対しては軽減税率を適用していることからも、本町議会は国に対し、
消費税率引き上げの際には新聞購読料への軽減税率を適用するよう強く求める。
（提出先）内閣総理大臣・財務大臣
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