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松井かずみ後援会会報

平成28年1月発行
「松井かずみ後援会」合同行事）
「松井かずみを囲む会」
（勉強会）開催（「松井さんを支える会」

・後援会総会議事

平成２７年１１月７日
（土）、
「 松井さん
を支える会」
・
「松井かずみ後援会」初の
合同行事となる
「松井かずみを囲む会
（勉強会）」
がメルパルク広島にて開催さ
れました。
当日は、土曜夕刻の開催にもかかわら
ず両会の会員に多数出席をいただき盛
会となりました。
行事は
「松井かずみ後援会」、平岡会
長の開会挨拶に始まり、続いて松井一實広島市長による勉強会
が開催されました。勉強会のテーマは
「安佐市民病院の立替方針と
周辺地区のまちづくり」
でした。
勉強会の後は
「松井さんを支える会」椋田副会長による挨拶、
乾杯の発声で懇親会に移行、参加された方々は各テーブルにおい
て交流を深めました。松井市長も全テーブルを廻り、参加者との情報
交換等に努め、和やかな雰囲
気で懇親会が進行しました。
最後には
「松井さんを支える
会」仁田副会長が登段、一本
締めによって締めくくり散会とな
りました。両組織では今後も合
同行事を企画実施してゆく予
定です。

松井市長講演
「安佐市民病院の立替方針と周辺地区のまちづくり」
「松井さんを囲む会（勉強会）」
において松井市長は、
１．
可部地区のまちづくりと安佐市民病院の立替方針、
２．
白
木・高陽・安佐地区のまちづくりの内容について、1時間
あまり講演しました。
講演内容については、当日の講演資料の一部を掲載
しております。
参加者も熱心に聞き、
なかにはメモをとりながら聞き入
る方もありました。講演後の会場では
「松井市長のまちづく
りに対する考え方や実現に向けた手法、今後の方向性等
を知る、良い機会になった。」
「安佐市民病院関係の全体
像をつかむことができた。」等の感想があり、参加いただい
た方々の理解を深めることとなりました。

おおよそ5年後の可部地区の交通アクセス状況
（見込み）

★
☆

★
ＪＲ可部線の延伸
による整備

★ 病院を移転する場合に整備
☆ 病院を移転する場合に前倒し整備

復興まちづくりビジョン
による前倒し整備

松井市長の海外歴訪について
松井市長は市長としての市政の舵取り以外に、平和首長会議会長、広島平和文化センター会長といった役割
を担い、国際平和都市広島の顔として、海外との交流に努めています。
昨年10月にはブラジル、
そして11月にはヨーロッパ３カ国を歴訪しました。
どのような訪問活動であったのか、
その
一端を本誌にて紹介します。

１．ブラジル広島文化センター創立 60 周年記念式典への参加
〜日程 平成２７年１０月２２日〜２７日 ２泊６日〜

■10/22 ・広島発
■10/23 ・サンパウロ着 ・サンパウロ副市長訪問 ・サンパウロ市
議会議長訪問及び植樹式
■10/24 ・ブラジル被爆者平和協会会長との面会 ・ヒロシマ・ナ
ガサキ原爆ポスター展開会式出席 ・サントス市長訪問
・サントス市での平和への取組に関するプレゼンテーション
■10/25 ・ブラジル広島文化センター創立６０周年記念式典及び祝
賀会出席 ・サンパウロ発
■10/26 ・移動
■10/27 ・広島着

〜概

■創立60周年記念式典での松井市長あいさつ

ブラジルには多くの広島県出身者が移住しており、
１９５５年にブラジル広島文
化センター
（旧ブラジル広島県人会）
が発足し、以後、南米最大の県人会とし
て、会員の福利向上及びブラジルと広島の交流に関する様々な活動を行っ
てきました。
今回、同センターが創立６０周年記念式典をサンパウロ市で開催するにあ
たって、広島市長及び広島市議会議長に招待状が寄せられました。
これを受
け、
同センター関係者に対し広島市を代表して祝意を表すとともに、現地日系
人等との人的ネットワークを広げ、今後の広島とブラジルが一層の交流促進
の契機とするため、記念式典へ松井市長及び議長が出席しました。
また、
こ
の機会に、
サンパウロ市内で開催されるヒロシマ・ナガサキ原爆ポスター展開
会式に出席したほか、平和首長会議リーダー都市であるサントス市において、
市長が平和への取組についてのプレゼンテーションを行い、南米における平
和首長会議の活動及び平和の推進のための取組の強化を図りました。

■サンパウロ市議会議長訪問

■サンパウロ市議会敷地にて
〜両市の友好を記念した植樹式〜

■ブラジル被爆者平和協会役員の方々と面会

要〜

■ヒロシマ･ナガサキ原爆ポスター展

■原爆展会場視察の様子

〜開会式出席(ポスター展主催者の方々と)〜

■サントス市長訪問
〜サントス市長(左端)と〜

■広島市の被爆、復興及び平和への取組に関するプレゼンテーション

2．第9回平和首長会議理事会出席及び国連ウイーン事務所での原爆展開設式典出席
〜日程 平成27年11月10日〜19日 8泊10日〜

■11/10
■11/11
■11/12
■11/13

■11/14
■11/15
■11/16
■11/17

■平和首長会議理事会後の記念撮影

■11/18
■11/19

・広島発
・ベルギー、
イーペル着 ・イーペル副市長と面会
・第９回平和首長会議理事会 ・軍葬セレモニーへ参加
・第９回平和首長会議理事会 ・2020ビジョンキャンペー
ン協会役員会
・イギリス、
マンチェスター ・マンチェスター市のリーダー
都市就任セレモニー他
・移動日
・イギリス、
ロンドン ・ロンドン副市長との面会、他
・オーストリア、
ウイーン ・国連ウイーン事務所での原爆展
開設式典への出席他
・ウイーン発
・広島着

〜概

要〜

ベルギー・イーペル市（平和首長会議、
リーダー都市）
において開催する第９回
平和首長会議理事会に出席し、平和首
長会議の今後の取組について審議・決
定するとともに、平和関連行事に参加し
ました。
また、
オーストリア・ウイーン市にある国連
ウイーン事務所での原爆展開設式典に
出席したほか、
イギリスのマンチェスター
市（平和首長会議、
リーダー都市）及び
ロンドン市を訪問し、関連行事への出席
や市長等との意見交換を行いました。

■平和首長会議理事会の様子
11月12,13日と理事会が開催され、11都市が出席して平和首長会議の今後の取組等について
議論されました。
具体的には2020年ビジョンの目標年次はそのままとした上で
「核兵器禁止条約の締結」
に継続
的に取り組むことにし、今後、集中して取り組む事項として、①核兵器の人道的影響とリスクに関
する啓発活動、②各国為政者への被爆地訪問の要請、③加盟都市を2020年までに10,000都
市とすること、④青少年交流を通じた被爆の実相の継承、⑤広島事務局へのインターン招聘等
を決定しました。
また、核兵器廃絶を目指す2020ビジョンに基づく活動に加え、貧困・難民・気候変動等の緊急
課題にも、平和首長会議規約に従って取り組むこととされました。併せて、2017年の総会開催
地を長崎市とし、2020年に広島市で総会を開催することが確認されました。

■国連ウイーン事務所での
原爆展開設式典、市長挨拶

訪問各国︑
各都市での交流の様子

■イーペル市副市長との面会（ベルギー）

■オーストリア外務大臣との面会（オーストリア）

「プロジェクトG」記念行事出席（マンチェスター・イギリス）
■平和イベント

■原爆展会場にて
（国連ウイーン事務所・オーストリア）

平和首長会議
1982年、国連軍縮特別総会において、荒木武・広
区域別加盟都市数（27.12.1 現在）
島市長（当時）
が、世界の都市が国境を超えて連帯し、
区域
国・地域数
加盟都市数
ともに核兵器廃絶への道を切り開こうと
「核兵器廃絶に
2,842
30
アジア
向けての都市連帯推進計画」
を提唱し、広島・長崎両
（1,607）
（1）
市長から世界各国の市長宛にこの計画への賛同を求 （アジアの内日本）
めた。
128
9
オセアニア
平和首長会議は、
この趣旨に賛同する都市（自治 アフリカ
364
47
体）
で構成された国際機構。
2,617
47
現在、世界１６１カ国・地域６,94０都市の賛同を得 ヨーロッパ
309
3
北アメリカ
ている。
（2015年12月1日現在）
国別にみると最も多くの都市が加盟しているのは日 ラテンアメリカ・カリブ海地域
680
25
本で広島、長崎を筆頭に１,６０７都市が加盟している。
6,940
161
合計
ヨーロッパでも多くの都市が加盟しており、今回の理事
会開催地のベルギーではイーペル市を初め３７８都市が加盟している。
平和首長会議会長 松井一實 広島市長（日本）
同副会長 田上富久 長崎市長（日本）
他、世界14都市に副会長都市があり、
これらの都市はリーダー都市とされている。

松井一實（まついかずみ）
プロフィール
■昭和28年（1953年）
１月８日生 広島市東区牛田 出身
■学歴
広島市立牛田小学校、広島市立牛田中学校、広島市立基町高等学校、京都大学法学部 卒業
■主な経歴
昭和51年（1976年） 労働省入省
平成元年（1989年） 在英国日本大使館一等書記官
平成14年（2002年） 厚生労働省大臣官房総務課長
平成18年（2006年） 厚生労働省大臣官房総括審議官（国際担当） ILO理事（政府代表）
平成20年（2008年） 中央労働委員会事務局長
平成23年（2011年） 第36代広島市長就任
平成27年（2015年） 広島市長再選（二期目） 現在に至る
■家族
妻、三女一男
■座右の銘
「温故知新」
■趣味
コーラス
（バス担当）、油絵、最近は書道
■好きな食べ物 お好み焼き
（うどん派）

松井かずみ後援会

入会のご案内

松井かずみ後援会は松井かずみの政治活動を支援することを目的とする団体です。
よりよい広島市政の発展を願い、講演会・座談会・研修会等の開催や、関係諸団体との連携、会員相
互の親睦を深める活動等を行います。
本後援会は、松井かずみを応援していただける個人の方なら入会いただけます。広島市を「世界に誇れ
るまち」にするため、今後とも全力投球できるよう多くの方々のご協力・ご支援をお願いいたします。
【入会申込】
入会申込手続きは後援会事務局へ電話、
ＦＡＸまたはＥ-Ｍａ
ｉ
ｌにてお問い合わせください。
後援会ホームページ
（matsui.hiroshima.jp）
のお問い合わせページからもアクセスできます。

《編集後記》
後援会会報第5号をお届けします。
さて今回は松井市長の広島を離れた国際的な活動について取り上げました。今後とも松井市長の幅広い各種活動につい
て、
お知らせできればと考えております。今後ともご支援、
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
松井かずみ後援会会報
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松井かずみ後援会

会報編集室

松井かずみ後援会事務所
〒730-0806 広島市中区西十日市町10-12第３西十日市ビル303
E-Mail matsuikoenkai@ae.auone-net.jp Tel：082-233-2467 Fax：082-233-2478

