
２０１３年度各自治体非核・平和施策紹介 毎年各自治体で実施される非
核平和施策を紹介します。こ
れは市町村の関係部門へのア
ンケートを基に当会が集約し
た今年度のものです。関係者
の皆さんのご協力に感謝しま
す。（5月集約）                                         

自治体 大阪府 大阪市 

担当課 府民文化部人権室 総務局行政部総務課 

住民への啓蒙活動や施策 

大阪府・大阪市の出資法人である財団法人大

阪国際平和センター（ピースおおさか）において

通年で、戦争・平和に関する展示、映画上映、

資料貸出、戦跡ウォーク等を実施。（小・中学生

は入館料無料、子ども向け映画上映等） 

ピース大阪において映画上映会等を実施 

上記以外の施策 特になし 

予算 
大阪国際平和センター（ピースおおさか）への補

助金  54,521千円 

平成25年度 当初予算40,063千円、（財団法人

大阪国際平和センターへの運営補助） 

常設の非核・平和資料館ま

たは施設 

大阪国際平和センター(ピースおおさか） 

大阪市中央区大阪城 2-1 

http://www.peace-osaka.or.jp/ 

大阪国際平和センター(ピースおおさか） 

大阪市中央区大阪城 2-1 

 

日本非核宣言自治体協議

会への加盟状況 
未加盟 未加盟 

世界平和市長会議への加

盟状況 
未加盟 加盟 

HP 

大阪府ＨＰ

（http://www.pref.osaka.jp/jinken/indexhtml

）で、「ピースおおさか」の催し等を紹介 

大阪市 HPにおいて平和都市宣言を掲載

（http://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/000

0005381.html) 

地域の草の根運動や NGO

などへの後援・共催 
平和行進等へ知事メッセージを送付 平和行進等にかかるメッセージを送付 

非核平和に関する懇談会

実施状況 
特になし 実績なし 

放射線測定器の所有の有

無及び種類、活用状況 

 

 

 

有 

 

 

 

γ線用シンチレーションサーベイメータ 

γ線電離箱式サーベイメータ 

α線用シンチレーションサーベイメータ 

GM計数管式サーベイメータ 

中性子線用サーベイメータ 

可搬式モニタリングポスト 

可搬式サンプラー   

（活用状況）  

緊急事態に備え、防災担当職員及び危機

管理室職員を対象とした機器の取扱い研

修会などで活用している。 

シンチレーション式サーベイメータ―、個人用積

算線量計 

活用状況 

①東日本大震災により生じた廃棄物の処理にあ

たり、舞洲工場、北港処分地、市内２４区役所の

空間線量率を測定し、安全に処理出来ているこ

とを確認し、その数値をホームページ等で公表し

ている。②「東日本大震災により生じた災害廃棄

物の広域処理に関する労働安全衛生指針」に基

づき、舞洲工場、北港処分地の職員のうち、定め

られた作業に従事する者が作業環境管理を行う

ために着用している。 

地下核実験や未臨界核実

験等への抗議状況 

平成 25 年 2 月 12 日に北朝鮮が行った核実験

に対する抗議文を送付(平成 25年 2月 13日) 

 

（最新）平成 25 年 2 月 13 に朝鮮民主主義人民

共和国（北朝鮮）が行った核実験に対する抗議

及び中止を要請 

姉妹都市・友好都市との国

際交流 

9 カ国１０都市との友好交流提携を締結 

中国・上海市、江蘇省 インドネシア・東ジャワ

州、フランス・ヴァルドワーズ県、オーストラリア・

クイーンズランド州、ロシア・沿海地方、アメリカ・

カリフォルニア州、イタリア・ロンバルディア州、ア

ラブ首長国連邦・ドバイ市、ベトナム・ホーチミン

市 

世界８都市と姉妹・友好都市提携を行い、幅広い

分野で交流を行っている。サンフランシスコ(アメ

リカ）、サンパウロ(ブラジル）シカゴ(アメリカ）上海

(中国）メルボルン(オーストラリア）サンクト・ペテル

ブルグ(ロシア）ミラノ(イタリア）ハンブルク(ドイツ） 

被爆者数 6692人      

所管部署なし 

内認定被爆者数 280人 

被爆者団体名 一般社団法人大阪府原爆被害者支援協会 

被爆者援護施策 
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」

に基づく施策の実施 
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自治体 堺市 

担当課 人権企画課 

住民への啓蒙活動や施策 

・平和と人権資料館企画展（原爆パネル展 7/2～9/29） 

平和と人権を考える市民のつどい」の開催（7/13） 

（堺市が構成団体となっている世界人権宣言促進堺連絡会の主催） 

「平和と人権展」の開催 8/5～8/9 

小・中学生への啓蒙活動や施策 

上記以外の施策 ８月に「非核平和宣言都市・堺市」の懸垂幕を市役所、各区役所に掲揚 

予算 

平和と人権を尊重するまちづくり条例推進事業費 2,387,000円 

自由都市・堺 平和貢献賞 3,930,000円 

平和と人権展 2,297,000円 

平和と人権資料館運営費 16,520,000円 

世界人権宣言促進堺連絡会事業補助金 1,215,000円 

啓発塔 2,500,000円 

堺原爆被害者の会補助金（2団体に交付） 160,000円  

常設の非核・平和資料館または施設 
「堺市立平和と人権資料館」(フェニックスミュージアム）堺市中区深井清水町 1426 堺市

教育文化センター内 

日本非核宣言自治体協議会への加盟

状況 
加盟 

世界平和市長会議への加盟状況 加盟 

HP 

堺市 HP    http://ｗｗｗ.ｃｉｔｙ.ｓａｋａｉ.ｌｇ.ｊｐ/ 

人権部 HP http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/jinken/jinken/index.html  

堺市立平和と人権資料館 HP 

http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/jinken/jinken/heiwajinkenshiryokan/index.html 

堺市人権教育推進協議会 HP  http://www.jinkenkyo.jp/ 

地域の草の根運動や NGOなどへの

後援・共催 

平和団体の取り組みに対し、飲み物の提供等による協力（平成 24年度実績） 

・反核平和の火リレー、第３１回関西網の目反核平和マラソン、原水爆禁止国民平和大

行進、被爆６７周年 ２０１２年非核・平和行進 

・堺原爆展（堺原爆被害者の会、堺原爆被害者２世の会主催）の後援 

非核平和に関する懇談会実施状況 未定 

放射線測定器の所有の有無及び種類 

シンチレーションサーベイメータ 2台   

電離箱式サーベイメータ（2台） 

ＧＭ計数管式サーベイメータ（2台）  

エネルギー補償型ＧＭ管         

中性子サーベイメータ（3台） 

ポケット線量計（5台） 

（活用状況） 

災害発生時の現場における使用、並びにそれらの災害に備えた訓練時に使用（消防局

で所有） 

ＧＭサーベイメーター             

（活用状況）放射線の影響に関する健康相談で必要がある場合に使用（保健所 保健

医療課所有） 

シンチレーションスペクトロメータ     

（活用状況）市内に流通する農水畜産物を対象に検査を実施する。平成 25年度の予定 

検体数は 20検体。但し、国が指定する 17都県産の食品を優先（衛生研究所所有） 

地下核実験や未臨界核実験等への抗

議状況 

アメリカ合衆国新型核実験について中止要請 

アメリカ合衆国臨界前核実験について中止要請 

朝鮮民主主義人民共和国の核実験実施について抗議 

姉妹都市・友好都市との国際交流 
姉妹都市   バークレー市（アメリカ合衆国）、ウェリントン市（ニュージーランド） 

友好都市   連雲港市（中華人民共和国） 

被爆者数 613人(平成２5年３月末） 

内認定被爆者数 33人 

被爆者団体名 

堺原爆被害者の会(広長会） 

堺原爆被害者２世の会（堺広長 2世の会） 

美原区原爆被害者の会 

被爆者援護施策 
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく健康診断（大阪府からの委託によ

る） 各種申請等の大阪府への経由等 
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自治体 豊中市 

担当課 人権文化部 人権政策室 

住民への啓蒙活動

や施策 

平和月間事業 

①「人権パネル展」「沖縄基地問題について」（予定）8月（予定）②人権文化のまちづくり講座 「沖縄基地問題の

その後について」8月（予定）（豊中人権まちづくりセンター） 

①「いじめと人権」をテーマにした講演会 8月下旬②ヒューマン・ライツコンサート 7/27③平和人権パネル展（内容

調整中）8月中旬④平和映画会（内容調整中）8/12（蛍池公民館） 

平成 25年度 戦没者並びに空爆犠牲者追悼式 10/1（とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ） 

非核平和都市宣言 30周年①パネル展 8/1～8/14（第二庁舎ロビー）②タペストリー掲出 8/1～10/31（第二庁舎

市民ロビー）③横断幕 8/6～8/30（豊中駅前広場第一庁舎前④図書館レシート 7月下旬～8月（岡町図書館） 

・旭堂南北一人語り「ひ・ろ・し・ま」※平和の大切さを考える機会として「ひ・ろ・し・ま」にまつわる被爆者の思いを

テーマとした演目による講談、一人語り 8/24（豊中市伝統芸能館） 

わがまち蛍池「平和と人権週間」 ほたる平和映画会 8/12 ※・戦争と平和に関する映画の上映 ・関連資料の展

示・貸出（蛍池公民館） 

展示「戦争と平和の本」  市内８図書館において、近代から現在までの戦争と平和に関する本を幅広く集め、展

示・貸出を実施。岡町図書館 8/1～8/31服部図書館 8/1～8/31庄内図書館 8/1～8/30 高川図書館 8/1～

8/31 千里図書館 8/1～9/1東豊中図書館 7/30～9/1 野畑図書館 7/2～9/1 蛍池図書館 7/20～8/31 

平和月間パネル展 8/16～8/21（豊中市立青年の家いぶき）※豊中市の平和月間に合わせ、大阪国際センター

所蔵の写真パネル及び説明パネル及び説明パネルにより、戦争の悲惨さを知ってもらうため、いぶき利用者の

方々に紹介する。平和月間パネル展「大阪に残る戦争の傷あと」8/7～8/12（中央公民館）※大阪府下に今に残

る空襲の痕跡などの写真パネル 20枚を展示 

①パネル展 戦時下を生きる―学童疎開の子どもたち―7/25～7/31（庄内公民館２階ロビー）②映画会 アニメ

「一六地蔵物語―戦争の犠牲になった子どもたち」「はだしのゲン」上映 7/29～7/31（庄内公民館２階第１学習室） 

平和に関する映画上映 8/27（千里公民館）※映画上映を通じて、平和について考える機会を提供することによ

り、非核平和都市・豊中として、核や戦争のない平和な世界の実現をめざします。 

つぶやき展 1/24～1/30（第二庁舎市民センター）※子どもたちのつぶやきから人権保育を市民に発信するととも

に豊中市人権保育基本方針に基づいた子どもの人権について考える 

（Ｈ25年 5月 25日現在情報、事業内容変更等発生する場合あり） 

上記以外の施策  

予算 1,003,500円 

常設の非核・平和
資料館・施設 

なし 

日本非核自治体協
議会への加盟 

加盟 

世界平和市長会議
への加盟 

加盟 

ホームページ http://www.ｃity.toyonaka.osaka.jp/top/jinken_gakushu/hikakuheiwa/index.html 

地域の草の根運動
や NGOなどへの
後援・共催 

 
市民団体の平和の取り組みへの後援を行っている 

非核平和に関する懇
談会実施状況 

実施実績なし 

放射線測定器の所
有の有無及び種類 

電離箱式・GM式（ポケット含む）・シンチレーション式  

地下核実験や未臨
界核実験等への抗
議状況 

駐日アメリカ合衆国特命全権大使ジョン・Ｖ・ルース氏あてに計 4 回・朝鮮民主主義人民共和国 国防委員第一

委員会 金正恩委員長及び国連同国代表部申 善 虎あてに計 1回大阪府豊中市長名で抗議文を送付 
2012年 9月 20日付 新型の核性能実験の実施に対して 
2012年 9月 25日付 新型の核性能実験の実施に対して   （アメリカ合衆国） 

2012年 12月 7日付  臨界前核実験の実施に対して 
2013年 3月 13日付 新型の核性能実験の実施に対して    
2013年 2月 12日付 核実験を実施したとの報道に接して（朝鮮民主主義人民共和国） 

姉妹都市・友好都市
との国際交流 

アメリカ合衆国サンマテオ市と姉妹都市提携を行っている。 
少年野球チームの交流試合、高校生英語弁論大会の開催、同大会成績優秀者を親善使節として同市に派遣 

被爆者数 把握していない 

内認定被爆者数 把握していない 

被爆者団体名 豊中市原爆被害者の会 

被爆者援護施策 高齢被爆者相談等事業 
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自治体 吹田市 高槻市 

担当課 人権文化部 人権平和室 市民生活部人権課 

住民への啓蒙活動や施策 

・小・中学生への啓蒙では人権と平和をテーマにした「じ

んけん作品」の募集 
・市民平和のつどい 
 非核平和資料展「原爆パネル展」・「大阪大空襲パネル

展」及び市民から寄贈された戦時中の生活用品や軍隊
に関する資料の展示 8/2～8/8 
「伝統芸能で伝える平和への思い」8/5 

・平和祈念資料室の管理運営 市民から提供された戦時
中の生活用品や軍隊に関する現物資料等の常設展示
及び平和に関する資料の収集と貸出し、・平和映画会、

平和に関するイベントの開催。  
 

「非核・平和への取り組み」 ・非核平和都市宣言文
の周知（HP や看板等） ・全国非核平和都市宣言
自治体との連携 ・核実験への中止要請と抗議 

・平和モニュメントの管理 ・被爆の石の管理 ・平
和展事業の開催  ・その他事業  被爆アオギリ２
世及び被爆クスノキ 2世の植樹 ・資料保全（タチソ

パネル模型、語り部ビデオ等） 平和啓発パネルの
貸出し ①今年度の「平和展事業」8/8、8/9 ・常設
展  ・パネル展示（広島・長崎からのメッセージ） ・

小学校の平和学習のＤＶＤ上映 ・折鶴・平和の木
展示 ・被爆者の語り ・平和を願う絵本の読み聞か
せ ・戦中食試食(8 日のみ）ほか ・講演会（８日）テ

ーマ「平和へのメッセージ～被爆ピアノコンサート～」
矢川光則さんによる被爆ピアノについてのお話 ・朗
読弾き語り（ピアニスト・ソプラノ）ほか ・音楽祭：テ

ーマ「愛・いのち・平和」市民参加の音楽祭(9日） 

上記以外の施策 

本年度は本市非核平和都市宣言３０周年に当るため、市
内中学生１８人を平和大使として広島市に派遣する（５年
毎に実施）日本非核宣言自治体協議会に加盟し、広島

平和祈念式典及び長崎平和祈念式典参列 

非核平和都市宣言旗の作成 

各種非核平和行進隊へのメッセージ送付 
黙祷の実施（8月 6日と 9日） 

予算 
37,871,０００円 
 

非核平和都市宣言旗 21 千円、平和モニュメント等

の清掃・火災保険63千円、日本非核宣言自治体協
議会分担金 60 千円、平和展事業 825 千円 合計
969千円 

常設の非核・平和資料館ま

たは施設 

吹田市立平和祈念資料館 
 

資料館はないが、総合センター8F に人権・文化啓
発コーナーを設置し、非核・平和に関するビデオ、
DVD 等や、市民から寄贈していただいた戦争遺品
を展示している。 

日本非核宣言自治体協議
会への加盟状況 

加盟 加盟 

世界平和市長会議への加
盟状況 

加盟 加盟 

HP http://www.city.suita.osaka.jp/ 

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shim

in/jinken/gyomuannai/hikaku_ 
torikumi/index.html 

地域の草の根運動や NGO
などへの後援・共催 

吹田市「平和の塔」実行委員会 
平和行進への協力 

市が主催する平和展事業における企画運営を「一

般社団法人高槻市人権まちづくり協会」に委託して
いる。非核・平和に関するビデオ等を無償で貸し出
している。 

非核平和に関する懇談会
実施状況 

なし なし 

放射線測定器の所有の有
無及び種類、活用状況 

有 

シンチレーション式 １式 電子ポケット線量計 ４６
式 GM 管式１５式（表面汚染測定器４式含む） 電
離箱式 2 式、警報測定器８２式  活用状況：３か月

に一度、市内の空間放射線量率（１時間あたりの空
間放射線量）を測定し、ホームページで提供 

地下核実験や未臨界核実
験等への抗議状況 

2009年 5月及び 2006 年 10 月の朝鮮民主主義人民共
和国の地下核実験に対し朝鮮民主主義共和国及び朝
鮮民主主義人民共和国の国連大使あてに抗議文を送

付。２０１２年１２月のアメリカ合衆国の臨界前の核実験に
対し、在本邦アメリカ合衆国大使館特全権大使あてに抗
議文を送付。２０１２年８月のアメリカ合衆国の新型の核実

験に対し、在本邦アメリカ合衆国大使館特全権大使あて
に抗議文を送付。２０１２年４月から６月の間に行われたア
メリカ合衆国の新型の核実験に対し、在本邦アメリカ合衆

国大使館特全権大使あてに抗議文を送付。 

 
（過去の抗議については、HPに掲載） 

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shim
in/jinken/byomuannai/hikaku_torikumi/jikken_k
ogi.html 

 
 
 

姉妹都市・友好都市との国
際交流 

スリランカ モラトワ市、オーストラリア バンクスタウン市 
使節団の派遣、受入  文化・スポーツ交流 

平和を課題とした国際交流は実施していない 

被爆者数 250名 大阪府が把握 

内認定被爆者数   大阪府が把握 

被爆者団体名 吹田市原爆被害者の会（吹閃会） 高槻市原爆被害者の会 

被爆者援護施策 

原子爆弾被害者相談活動への援助 
原爆被害者支援活動補助金 

被爆者に対する療養旅費補助金 
原爆被害者２世健康管理手帳の交付、２世健康調査 
被爆者２世に対する医療費助成 

健康診断（大阪府からの委託による）、市バス無料
乗車証の交付 
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自治体 茨木市  箕面市 

担当課 市民文化部人権・男女共生課 人権文化部人権国際課 

住民への啓蒙活動や施策 

非核平和展を開催予定 7/30～8/4 

市役所本庁において、原爆死没者を慰霊し、

あわせて世界恒久平和を祈念するための黙

とうの実施を市民に呼びかける庁内放送を実

施予定 8/9 

阪急茨木市駅並びに JR茨木駅前にて非核

平和街頭啓発を実施予定 8月上旬 

平和関連のパネル展等を行う予定（らいとぴあ

21）  

平和関連のパネル展等を行う予定(ヒューマンズ

プラザ） 

戦時生活資料展予定（郷土資料館） 

以上、展示は日時未定 

 

上記以外の施策 

被爆石の設置(中央公園） 

市庁舎に懸垂幕を掲出 

市公用封筒に非核平和啓発標語を印刷 

市内各公共施設に非核平和都市宣言パネル

を設置 

箕面市非核平和都市宣言の周知・啓発など。 

予算 1,606,000円 
164千円（平和施策のみならず、人権、国際理解

などと一体化した事業として） 

常設の非核・平和資料館また
は施設 

市立文化財資料館の常設展示の一部に戦
時中の資料展示あり 

なし 

日本非核宣言自治体協議会
への加盟状況 

加盟 未加盟 

世界平和市長会議への加盟
状況 

加盟 加盟 

HP 市 HPに非核平和啓発記事を掲載 
http://www.city.minoh.lg.jp/kurashi/heiwajig
you/index.html 

地域の草の根運動やNGOな
どへの後援・共催 

大阪よどがわ市民生協主催の平和のつどい
への後援 

未定 

非核平和に関する懇談会実
施状況 

なし なし 

放射線測定器の所有の有無
及び種類、活用状況 

サーベイ＆ドジメーター4台、 
ポケット線量計 34台 
活用なし 

消防本部にて所有：サーベイメーター6個、ポケッ

ト線量計 17個 

活用状況： 随時 

地下核実験や未臨界核実験
等への抗議状況 

①昨年 9月 20日付で、同年 4月から６月に
実施された５度目となる米国による新型核性

能実験に対し、米国大使へ市長名で抗議文
を送付した。②昨年９月 25日付で、同年８月
に実施された６度目となる米国による新型核

性能実験に対し、米国大使へ市長名で抗議
文を送付した。③昨年１２月１０日付で、同月５
日に実施された２７回目となる臨界前核実験

に対し、米国大使へ市長名で抗議文を送付
した。④本年２月１３日付で、３回目となる北
朝鮮による核実験に対し北朝鮮大使へ市長

名で抗議文を送付した。⑤本年３月１３日付
で、昨年１０月から１２月の間に２回実施され
た、米国による核性能実験に対し米国大使へ

市長名で抗議文を送付した。 

その都度、市長名の抗議文を大使館宛送付。

（過去のデータはホームページ参照） 

 

姉妹都市・友好都市との国際
交流 

（姉妹都市）アメリカ合衆国ミネアポリス市 
(友好都市）中国安慶市 

国際協力都市：ニュージーランド・ハット市 

国際友好都市：メキシコ・クエルナバカ市 

青少年交流と異文化体験（ホームステイ、学校訪

問等） 

被爆者数 不明 117名 

内認定被爆者数 不明 不明 

被爆者団体名 茨木市原爆被害者の会 箕面市原爆被害者の会 

被爆者援護施策 茨木市原爆被害者の会に補助金を交付 

大阪府が年２回実施する健康診断を受診する市

内在住の被爆者への奨励金支給 
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自治体 池田市 摂津市 

担当課 池田市市長公室危機管理課 市長公室 人権女性政策課 

住民への啓蒙活動や施策 

・修学旅行で小学校は広島、中学校は長

崎・沖縄を訪れ平和学習を実施 

・各小・中学校とも７～８月に非核・平和に関

する学習を実施 

・人権や非核・平和をテーマにした作文やポ

スターを募集し、人権作文集・ポスターの展

示・募集を作成して、全児童生徒に配布 

・人権ポスター展を開催。 

７月・８月を平和月間と定め各種事業の実施 

・平和パネル展、平和演劇祭、市内公共施設に

おける映画会等 

・平和黙祷の実施 

・広島・長崎への記念式典への派遣（隔年）他  

上記以外の施策 平和行進団体の激励、メッセージ 平和行進団体の激励、メッセージ 

予算 605千円（市民安全実行委員会事務事業） 855千円（平和施策推進事業） 

常設の非核・平和資料館また
は施設 

なし なし 

日本非核宣言自治体協議会
への加盟状況 

未加盟 未加盟 

世界平和市長会議への加盟
状況 

加盟 加盟 

HP なし 

市 HPにて平和行政を掲示 

http://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/1-59

-0-0-0_6.html 

地域の草の根運動やNGOな
どへの後援・共催 

なし 平和行進の受入等の支援 

非核平和に関する懇談会実
施状況 

なし なし 

放射線測定器の所有の有無
及び種類、活用状況 

なし なし 

地下核実験や未臨界核実験
等への抗議状況 

平成 21年 5月 25日北朝鮮による核実験実

施に対する抗議文を送付 
実施（抗議文を送付） 

姉妹都市・友好都市との国際
交流 

交換学生の派遣（ローンセストン市） 
職員派遣(疎州市） 

オーストラリア クイーンズランド州 バンダバー

グ市 
中華人民共和国 安徹省蛙埠市 
 

被爆者数 市として把握していない 不明 

内認定被爆者数 市として把握していない ６０名 

被爆者団体名 池田市原爆被害者の会 
摂津市原爆被害者福祉協議会（1世、2世が構

成員） 

被爆者援護施策 水道料金減免(上下水道） 

１世 市立温水プール利用料減免（市の独自制

度） 

２世 原爆被爆者二世に対する医療費助成（市

の独自制度、医療費の一部負担金を公費で助

成。所得制限あり）  

一般健康診査（都道府県制度） 
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自治体 島本町 豊能町 能勢町 枚方市 

担当課 
総合政策部人権
推進課 

生活福祉部住民
人権課 

総務部総務課 政策企画部人権政策室 

住民への啓蒙活動や施策 
7月・人権と平和の
つどい 

 

小中学校の修学

旅行「広島・長崎」 

 

１２月に「人権と平和

のつどい」を開催予

定 

※枚方市では啓蒙活動という
表現は使用せず、啓発活動と
して実施。 

住民団体、学校単位で希望が
ある際に、戦争遺跡等の見学
説明会を開催 

8 月 平和映画会 
8 月中旬（予定） 平和資料室
特別展・その他 ３月 枚方市

平和の日記念事業 ・「平和の
燈火」「平和メッセージ発信」 

上記以外の施策 

平和・人権バスツ

アー、平和啓発ア
ニメ上映、 
終戦記念日に関

連した平和啓発記
事の掲載 

未定 該当なし 現在検討中 

予算 ４１０千円 なし 1,217 千円 9,109,000円 

常設の非核・平和資料館また
は施設 

人権・平和資料室 なし 該当なし 
枚方市立中央図書館 1 階 平
和資料室 

日本非核宣言自治体協議会
への加盟状況 

加盟 未加盟 未加盟 加盟 

世界平和市長会議への加盟
状況 

加盟 未加盟 未加盟 加盟 

HP 

あり
http://www.shim
amotocho.jp「平

和」でサイト内検索 

あり 
「非核平和都市宣
言」 

 

該当なし 

なし（基本的な情報は枚方市

HP 内に「枚方市の平和施策」
として設定 

地域の草の根運動やNGOな
どへの後援・共催 

平和市民マラソン

等へのメッセージ
の送付 

なし 特になし 特になし 

非核平和に関する懇談会実
施状況 

なし なし 未実施 特になし 

放射線測定器の所有の有無
及び種類、活用状況 
 

なし なし 所有していない なし 

地下核実験や未臨界核実験
等への抗議状況 

9/24、12/11、3/15
（米国大使館あ
て）、2/14（朝鮮民

主主義人民共和
国あて） 

なし 特になし 
日本非核宣言自治体協議会と
連動して抗議を行っている 

姉妹都市・友好都市との国際
交流 

なし なし なし 特になし 

被爆者数 20 人 不明 

町では把握していな

い 

枚方市としては把握していな 
い 

内認定被爆者数 20 人 不明 枚方市としては把握していない 

被爆者団体名 
島本エーボン被害
者の会 

豊能町原爆被害
者の会 

枚方市原爆被害者の会 
枚方市原爆被害者二世の会 

被爆者援護施策 
福祉金の支給、健
康診断に係る送迎
(月額 2,500円/人） 

なし 
「被爆者二世健康管理表」発

行事業 
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自治体 寝屋川市 守口市 門真市 

担当課 ①  人・ふれあい部 人権文化課 市民生活部人権室 人権政策課 

住民への啓蒙活動や施策 

①恒久平和を願う市民のつどい

8/10（寝屋川市民会館）・被爆ピ
アノコンサート ・平和に関する講
演会 講師：東 ちづるさん ・平

和のバラ写真展示 ・原爆・戦争
パネル展示 ・戦中食「すいとん」
試食コーナー②平和のバラ苗木

配布 12/7(寝屋川市立総合セン
ター１階） 平和のバラを育てるこ
とにより、幸福と恒久平和を再認

識するために、希望する市民に
抽選でバラの苗木を配布③親と
子の平和バスツアー8/2日帰り

（参加者・小学生以上の親子）姫
路市平和祈念館の見学等④平
和行進  6月～７月本庁玄関前

平和関係団体来庁予定 あいさ
つ、お茶の接待等⑤黙祷（庁内
放送） 寝屋川市民等来庁者に

対し、広島・長崎原爆投下日、終
戦記念日に黙祷の呼びかけ 

平和のつどい（講演会・アニメ映

画）8/9 

 

①人権・平和に関する講演会の

実施（予定）８月 内容：未定 

講師：未定③小・中学生への啓

蒙活動や施策 (1)市内小学校

で修学旅行等での平和学習の

実施 内容：千羽鶴の作成、原

爆資料館の見学、修学旅行前

の平和学習と原爆資料館見学

後の平和学習  (2）市内中学校

の修学旅行での平和学習の実

施、内容： 修学旅行前の平和

学習と沖縄での平和学習、その

後の平和学習 

 

上記以外の施策  
被爆の日に黙祷（8/6・8/9） 

終戦記念日に黙祷（8/15） 

①人権や平和に関するビデオの
購入と貸出 
②平和行進への対応 

予算 

恒久平和を願う市民のつどい
1105千円 平和のバラ苗木配布
192千円 親と子の平和バスツア

ー4千円 平和行進 5千円 

市予算 4万円 35,000円（担当課の総額） 

常設の非核・平和資料館ま
たは施設 

資料館はなし。（寝屋川市立総合

センターに展示コーナーは有） 
なし なし 

日本非核宣言自治体協議会
への加盟状況 

加盟 未加盟 未加盟 

世界平和市長会議への加盟
状況 

加盟 加盟 加盟 

HP 
http://www.city.neyagawa.osak
a.jp/index/soshiki/jinken.html 

なし なし 

地域の草の根運動や NGO
などへの後援・共催 

 検討中 
【後援】＜２５年度＞5/10現在で

後援の依頼はありません。 

非核平和に関する懇談会実
施状況 

寝屋川市原水爆禁止協議会との

懇談会（1/24実施） 
未実施 なし 

放射線測定器の所有の有無
及び種類、活用状況 

  無 無 

地下核実験や未臨界核実験
等への抗議状況 

朝鮮民主主義人民共和国におけ

る地下核実験に対し抗議文を送

付平成２5年 2月 12日 

 

平成２４年１０月１日アメリカ合衆
国へ新型核実験に対し抗議文

送付 平成２４年１２月１０日アメリ
カ合衆国へ臨界前核実験に対
し、抗議文送付 平成２５年２月１

３日朝鮮民主主義人民共和国
核実験に対し抗議文送付 
 

なし 

姉妹都市・友好都市との国
際交流 

姉妹都市：ニューポートニューズ
市（アメリカ合衆国バージニア州）

オークビル市（カナダオンタリオ
州） 
友好都市：和歌山県すさみ町 

姉妹都市：カナダ・ニューウェス

トミンスター市 
友好都市：中国・中山市 

オランダのアイントホ－フェン
市、ブラジルのサン・ジョゼ・ド

ス・カンポス市、兵庫県香美町と
姉妹都市交流（非核平和に関す
る交流は特になし） 

被爆者数 
215人（平成 25年度健康診断受

診対象者） 
109名 86人 

内認定被爆者数 不明 5名 不明 

被爆者団体名 
寝屋川市原爆被害者の会（広長
友の会） 

守口市原爆被害者の会 門真市原爆被害者の会 

被爆者援護施策 
健康診断（年 2回） 
 

なし 
平成２４年度より休会のため助成
なし 
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自治体 大東市 交野市 四條畷市 

担当課 生涯学習部人権啓発室 地域社会部暮らしの安心課 地域振興室人権政策課 

住民への啓蒙活動や施策 

・折り鶴コーナーの設置・千羽鶴
の作成 ・戦跡を巡るツアー 
・ヒロシマ平和バスツアー 
・広報誌や防災無線を使って、広
島・長崎の原爆投下時間に黙祷 
・平和パネル展 
・親と子で平和を考えるつどい 

平和祈念式典（未定） 
平和の鐘打鐘（市内寺院の協力
により 8/6、8/9実施予定） 
 

「平和人権展・語りつごう平和の
大切さ」（8/2～3）・平和人権パ
ネル展・子どもたちの笑顔写真
展 ・戦中食試食会 ・子ども平
和映画会 ・人権・平和ビデオ上
映会 ・黙とう呼びかけ（庁内放
送）来庁者及び職員に対し、広
島・長崎原爆投下日、終戦記念
日に黙とうの呼びかけを行う 

上記以外の施策 なし なし 
平和行進・平和の火リレー受入
れ 

予算 1,288千円 300,000円 356,000円 
常設の非核・平和資料館ま
たは施設 

なし 
戦争遺物の常設展示（交野市
向井田 2-5-1いきいきランド） 

なし 

日本非核宣言自治体協議会
への加盟状況 

加盟 未加盟 未加盟 

世界平和市長会議への加盟
状況 

加盟 加盟 加盟 

HP 
非核・平和の事業があるときに掲
載 

http://www.city.katano.osaka.
jp/  （HP上の各課紹介→地
域社会部暮らしの安心課に記
載） 

なし 

地域の草の根運動や NGO
などへの後援・共催 

なし 
交野市「平和と人権を守る都市
宣言」を進める実行委員会への
補助及び平和祈念式典の共催 

なし 

非核平和に関する懇談会実
施状況 

なし 
「平和と人権を守る都市宣言」を
進める実行委員会との会議開
催 

なし 

放射線測定器の所有の有無
及び種類、活用状況 

なし なし なし 

地下核実験や未臨界核実験
等への抗議状況 

・平成２４年４月から６月の間にア
メリカ合衆国がニューメキシコ州
のサンディア国立研究所で核兵
器の性能を調べるための実験を
実施した際、抗議文をアメリカ合
衆国大使館（アメリカ合衆国大統
領宛）に送付。・平成２４年８月２７
日にアメリカ合衆国がニューメキ
シコ州のサンディア王立研究所
で６度目となる新型核性能実験
を実施した際、抗議文をアメリカ
合衆国大使館（アメリカ合衆国大
統領宛）に送付。・平成２４年１２
月５日にアメリカ合衆国がネバダ
州の地下核実験場で 27度目と
なる未臨界核実験を実施した
際、抗議文をアメリカ合衆国大使
館（アメリカ合衆国大統領宛）に
送付。・平成２４年１０月から１２月
の間にアメリカ合衆国がニューメ
キシコ州のサンディア国立研究
所で核兵器の性能を調べるため
の実験を実施した際、抗議文を
アメリカ合衆国大使館（アメリカ合
衆国大統領宛）に送付。・平成２５
年２月１２日、朝鮮民主主義人民
共和国が３度目の地下核実験を
実施した際、抗議文を朝鮮民主
主義人民共和国国防委員会第
一委員長及び朝鮮民主主義人
民共和国国連大使に送付。 

核実験が行われたことが判明し
た時点で抗議文を送付 
 

アメリカ合衆国の臨界前核実験
に対する抗議及び中止要請（平
成２３年５月２６日） 
 

姉妹都市・友好都市との国
際交流 

なし 
カナダ・コリングウッド市  
派遣と受入れ事業 

友好都市： 
ドイツメアブッシュ市 

被爆者数 89名 70人 把握していない 

内認定被爆者数 7名 3人 把握していない 

被爆者団体名 大東市原爆被害者の会 原爆被害者の会 把握していない 

被爆者援護施策 団体補助交付金 なし なし 
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自治体 東大阪市 八尾市 松原市 

担当課 人権文化部人権室人権啓発課 文化国際課 総務部政策法務課 

住民への啓蒙活動
や施策 

住民へ     
７月平和アニメフェステバル、８月
平和資料展、平和パネル展などを
実施 
小中学生へ 
原爆被害者の体験講話、各学校で
の平和教室 
 

長崎被爆体験講話 市内小中学校
16校で実施（7月）  
非核・平和都市宣言３０周年記念
「平和のつどい」（８月） 
懸垂幕「非核・平和宣言都市 八尾
市」の設置（8月） 
黙とうの実施（8月） 
平和パネル展（8月） 
公用車に平和啓発のシートを取り
付け（8月） 
市民の戦争体験募集・FM 放送（随
時） 

平成２５年度非核平和展 8/5～8/9(市役
所１階市民ロビー）予定テーマ、予定企画
内容：「平和への願い、子どもたちの笑顔
のために」・原爆の図丸木美術館所蔵の
パネル展 ・大阪国際平和センター所蔵
のパネル展示・広島平和記念資料館所
蔵のパネル展示・ふるさとぴあプラザ所
蔵資料の企画展示 ・体験コーナー 折
鶴コーナー、昔のあそび体験、大型布製
紙芝居、玄米つき ・上映コーナー（戦争
関係のＤＶＤ等の上映）・読書コーナー
（平和関連の図書や絵本）・ご意見コーナ
ー ・啓発物品の配布  

上記以外の施策 人権・平和関連ビデオ貸出  

非核平和展で市民の皆さんが折った千
羽鶴を、市内小学校修学旅行時に、原
爆の子の像に捧げてもらう  
市役所正面に非核平和宣言都市の固
定型看板を設置  市役所中庭に平和
を願うアンネのバラ、愛吉・すずのバラ
を植栽 市役所 1階ロビーに平和の鐘
を設置 松原中央公園に平和の像を設
置 広告塔設置（市の施設敷地内に７
箇所） 

予算 平和行事経費 1,590千円 4,024千円 712千円 

常設の非核・平和
資料館または施設 

「平和の女神像」「平和の灯」「非核
平和都市宣言記念碑」他、非核「平
和都市」宣言のプレート及び碑を設
置 

平和モニュメント「光の道しるべ」 なし 

日本非核宣言自治
体協議会への加盟
状況 

加盟 加盟 未加盟 

世界平和市長会議
への加盟状況 

加盟 加盟 加盟 

HP 
事業についてはＨＰに掲載 
http://www.city.higashiosaka.osa
ka.jp/060/060060/index2.html 

http://www.city.yao.osaka.jp/sos
hiki/4-4-0-0-0_7.html 

松原市平和都市宣言及び 8月上旬開
催の非核平和展について掲載
http//www.city.matsubara.osaka.jp/ 

地域の草の根運動
や NGOなどへの
後援・共催 

住民への啓発活動は、東大阪市人
権啓発協議会、東大阪市人権擁護
委員会と共催。各団体の平和行進
に協賛 

中河内地域で行われる平和行進に
対するメッセージ対応（今年度は現
時点では申請なし） 

なし 

非核平和に関する
懇談会実施状況 

現在予定なし なし なし 

放射線測定器の所
有の有無及び種
類、活用状況 

サーベイメータ 
線量計 

消防本部において所有 
電離箱式サーベイメータ 1台、サー
ベイメータ1台レムガード 1台、電子
式個人線量計 5台、ポケット線量計
3台 活用状況：救助工作車に積
載しており、災害対応としている。 

サーベイメータ α・β用  γ・x用 
ポケット線量計 

活用状況：平成２３年度に東日本大震災
で岩手県に緊急消防援助隊を派遣し、
帰署時に各隊員の線量測定に使用し

た。平成２４年度は使用なし。 

地下核実験や未臨
界核実験等への抗
議状況 

米国、北朝鮮の核実験等に対して
抗議文を送付。 
 

平成 24年 9月 20日、在日アメリカ
合衆国大使館あてに新型の核性
能実験を実施したことに対して抗議
文郵送 平成 24 年 9 月 25 日、在
日アメリカ合衆国大使館宛に新型
の核性能実験を実施したことに対し
て抗議文を郵送。平成 24 年 12 月
10 日、在日アメリカ合衆国大使館
宛に臨界前核実験を実施したこと
に対して抗議文郵送平成２５年２月
１３日、朝鮮民主主義人民共和国
あてに核実験を実施したことに対し
て抗議文を郵送。 

アメリカ合衆国が、平成２４年４月から６
月の間に実施した新しいタイプの核実
験につき、抗議文書を平成２４年９月２１
日付で在日アメリカ大使館宛に送付。 
朝鮮民主主義人民共和国が、平成２５
年２月に実施した核実験につき、抗議
文書を平成２５年２月１３日付で朝鮮民
主主義人民共和国宛に送付。 
 

姉妹都市・友好都
市との国際交流 

アメリカのカリフォルニア州グレンデ
ール市と、ドイツのベルリン市ミッテ
区の 2 都市と姉妹都市関係にあ
る。 

・姉妹都市 アメリカ合衆国ワシント
ン州ベルビュー市 ・友好都市 中
華人民共和国上海市嘉定区 各種
の行政間交流、青少年交流事業を
行っている。 

なし 

被爆者数 認定事務が大阪府 不明（認定事務大阪府） 96名 
内認定被爆者数 認定事務が大阪府 不明（認定事務大阪府） 4名 

被爆者団体名 東大阪市原爆被害者の会 八尾市原爆被害者の会 松原市原爆被害者の会 

被爆者援護施策 被爆者検診 2回 
八尾市社会福祉関係団体育成事
業補助金 72000円/年 

松原市原子爆弾被爆者福祉給付金支
給事業、松原市原爆被害者の会へ補
助金の交付 
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自治体 富田林市 羽曳野市 河内長野市 

担当課 市民人権部 人権政策課 市民人権部 人権推進課 市民文化部人権推進室 

民への啓蒙活動や
施策 

広島原爆の日（8/6）、長崎原爆の
日（8/9）、終戦記念日（8/15）に市

役所内で黙祷と広報による市民へ
の周知、・小学生による非核・平和
ポスターの取組 ・ ｢第 29 回平和

を考える戦争展」8/9～11（展示） 
企画展「戦争が残したもの」 １５年
戦争・大阪大空襲と全国の空襲 

広島・長崎原爆について現物資料
とパネル展示、戦時下の富田林（市
民からの戦時品・遺品）戦時下の生

活ミニ体験 折り鶴、ピースアクセ
サリー、メッセージツリーなど （講演
会）平和記念講演会の開催  （映

画・人形劇・紙芝居など）・「親子平
和の旅」8/5～6 ８月６日に広島で
開催される「平和記念式典」に市民

代表として親子１組（２人）を派遣  

市広報紙による啓発 
庁内放送により正午に 1 分間の黙

祷をよびかけ 8/6、8/9、8/15 「平
和展」の開催(5/5）  
・市民フェスティバル会場におい

て、公益財団法人プラン・ジャパン
より借用の「５０カ国の子どもたち 
写真とライフストーリー」のパネル展

示 ・平和の願いを込めたハートの
風船の配布などを通じて平和の啓
発  

・「核兵器禁止条約」の交渉開始等
を求める市民署名コーナーの設
置 ・平和メッセージの募集  

平和啓発パネルの展示（8 月に予
定） 市役所コミュニティスクエアに
おいて、啓発パネルの展示・パンフ

レットの配架などを実施 

平和啓発事業として実施 
愛･いのち･平和展 7/26・7/27（市立市

民交流センター） 
①市内の戦争関連品や写真、戦時資
料の実物展示 

②折り鶴コーナーや平和メッセージの発
信 
③シベリア抑留語り部の講演 

④「すいとん」の試食体験など 
夏休み子ども映画の集い 8/31 予定（市
立市民交流センター） 

平和に関する映画上映を開催 
夏休み平和施設見学会（詳細未定） 

以外の施策 平和学習ビデオの貸し出し（通年） 

平和ゲートボール大会(5/8） 
憲法週間にちなみ、日本国憲法が
保有する平和主義の精神について
広く啓発し、平和の尊さについて考
えるきっかけになることを目的に開
催 「２０１３年羽曳野市ピースアピ
ール」の発表 啓発ビデオの貸し出
し 

 

予算 2,469千円(被爆者関係除く） 166,000円（平和推進事業予算） 415千円 

常設の非核・平和
資料館または施設 

なし なし なし 

日本非核宣言自治
体協議会への加盟
状況 

未加盟 加盟 未加盟 

世界平和市長会議
への加盟状況 

加盟 加盟 加盟 

HP 
http://www.city.tondabayashi.os
aka.jp/public/section/humanrigh
ts/index.html 

なし 市 HPの人権推進室に記載 

地域の草の根運動
や NGOなどへの
後援・共催 

・「平和大行進」の受け入れ、市長メ
ッセージの送付 ・その他、市民団
体等が実施する平和事業への後援 

なし 
国民平和大行進及び反核平和マラソン
大会に市長メッセージを送付 

非核平和に関する
懇談会実施状況 

２００８年、2011年に平和推進団体
と懇談会を実施 

「オスプレイの低空飛行訓練反対・
配備撤回自治体キャラバン行動」
に関する懇談会（4/17）安保破棄・
諸要求貫徹大阪実行委員会 

なし 

放射線測定器の所
有の有無及び種
類、活用状況 

なし なし なし 

地下核実験や未臨
界核実験等への抗
議状況 

地下核実験や未臨界核実験等が
行われた場合に抗議文を送付 

日本非核宣言自治体協議会及び
平和市長会議加盟国として抗議を
行っている。 

地下核実験や未臨界核実験等が行わ
れた場合には抗議文を送付。平成２４年
度には、２月に朝鮮民主主義人民共和
国へ抗議文を送付した。 

姉妹都市・友好都
市との国際交流 

姉妹都市：アメリカ合衆国ペンシル
バニア州ベスレヘム市 隔年で交
互に学生を派遣する交換学生事業
など実施 友好協力関係都市：中
華人民共和国四川省彭州市 

オーストリア国ウィーン市 13区ヒー
ツィングとの交流 

アメリカ合衆国インディア州カーメル市  

被爆者数 不明 79人 

河内長野市原爆被害者の会 
会員数 77名 

  
  

内認定被爆者数 不明 2名 

被爆者団体名 富田林原爆被害者の会 羽曳野市被爆者団体協議会 

被爆者援護施策 

原子爆弾被爆者見舞金の支給 原
子爆弾の被爆者を激励し、福祉の増
進を図るため、毎年８月に 5000円の
見舞金を支給（申請は７月中）。支給
対象者は「原子爆弾被爆者に対する
特別措置に関する法律」に基づき支
給される諸手当を現に受けている人
で、７月１日現在引き続き本市に 3か
月以上居住し、かつ住民基本台帳に
記録、または、外国人登録されてい
る人。 

団体助成金 
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自治体 柏原市 藤井寺市 大阪狭山市  太子町 

担当課 人権推進課 
市民生活部地域振興課人
権政策室 

総務部人権広報グルー
プ 

住民室住民人権グ
ループ 

住民への啓蒙活動
や施策 

・小中学校への戦争体験の話（人
権協会からの出前講座） 

・「柏原市平和展」の開催 8/3～5 
・柏原市市内全域で８月１５日に終
戦記念日の黙祷 

・関係機関から送付されたポスタ
ー・チラシ等を市内各施設に掲示 
・反戦、非核・平和に関するビデオ

などの視聴覚教材の貸出 

平和展の開催（8月） 

｢平和を考える市民のつ

どい」を開催。8/10（文
化会館） 
広報誌等で、8月６日・９

日・15日に黙祷を呼び
かけ 
 

終戦記念日の 1分
間黙祷 

 

上記以外の施策 

保育園と幼稚園の園児による平和

メッセージカードの作成（柏原市平
和展に展示） 
平和行進への協力 

なし なし 
庁舎窓口付近での
啓発ＤＶＤ放送 

 

予算 1,355千円 

人権団体に、人権啓発事

業・平和事業等の事業補助

金を交付 128万円 

 

未定 
（大阪狭山市人権協会
の事業費で実施） 

人権団体に、人権

啓発事業や平和事

業等の事業補助金

として 712千円 

常設の非核・平和
資料館または施設 

なし なし なし なし 

日本非核宣言自治
体協議会への加盟
状況 

未加盟 未加盟 未加盟 未加盟 

世界平和市長会議
への加盟状況 

加盟 加盟 加盟 加盟 

HP あり なし 
http://www.city.osaka
sayama.osaka.jp/ 
 

http://www.town.t
aishi.osaka.jp/guid
e/heiwa/heiwa.htm

l 

地域の草の根運動
や NGOなどへの
後援・共催 

なし 平和展事業 

市内の各団体に「平和

を考える市民のつどい」

への参加、参画を依

頼。ライオンズクラブが

開催する「国際平和ポ

スター展」の後援」 

なし 

非核平和に関する
懇談会実施状況 

なし なし 開催予定なし なし 

放射線測定器の所
有の有無及び種
類、活用状況 

なし 

シンチレーション式サーベイ

メータにより 

空間放射線量を測定し、ホ

ームページで紹介 

なし なし 

地下核実験や未臨
界核実験等への抗
議状況 

平成２２年１０月 1８日アメリカ合衆国
に臨界前核実験に抗議 
 

平成２２年９月アメリカネバ
ダ州臨界前核実験に対す
る抗議文送付 

平成１８年１０月、２１年５
月、２５年２月に北朝鮮
の核実験に対して、２２

年１０月の米国の臨界
前核実験に対して抗議
文を送付。 

なし 

姉妹都市・友好都
市との国際交流 

非核・平和を限定した国際交流は

無、 
イタリアグローセット市、中国河南省
新郷市 

 

黄山市(中国） 

姉妹都市 
アメリカ合衆国オンタリ
オ市 

親善及び相互協力意向
書を締結  
韓国金堤市 

兵庫県揖保郡太子

町、奈良県斑鳩町 

被爆者数 35人 38名 不明 ５人 

内認定被爆者数 35人 38名 
３７人（平成24年度被爆
者見舞金支給者数） 

５人 

被爆者団体名 柏原市原爆被害者の会 藤井寺市原爆被爆者の会 
大阪狭山市原爆被爆者
の会 

なし 

被爆者援護施策 
市から柏原市原爆被害者の会へ活
動費として補助 

上記団体に市補助金を交
付 

被爆者見舞金支給給付
事業 

太子町心身障害者
等給付金(４５００円/

年） 
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自治体 河南町 千早赤阪村 和泉市  

担当課 住民部人権男女共同社会室 総務課 
総務部 人権・男女参画室  人権国際

担当 

住民への啓蒙活動や施策 

小・中学生に対する平和を含
めた人権の作文・詩・標語等の

募集を行う 6月～9月 
平和を考えるパネル展 8月中
頃 

平和を考えるビデオ上映 8月
中頃 
平和を考える町民の集い 8月

末 

非核平和都市宣言懸
垂幕の掲出 

広報誌による啓蒙活動 
平和写真パネル展の
実施予定 

 

住民への施策 
第 15回平和千羽鶴展開催に伴う啓発と

千羽鶴の公募の呼びかけを5月広報紙で
実施、千羽鶴展は 7月初旬から 8月下旬
の間、市内公共施設等に展示 

平和映画会の実施を予定 
小・中学校生への施策 
各小・中学校へ「平和千羽鶴展」の案内  

学校向けの平和啓発ビデオの購入とその
貸し出し 
市民から寄贈いただいた戦時用備品の貸

し出し 

上記以外の施策 
平和人権バスツアー（広報で
募集を行い、バスで平和関連

施設を訪問）10月 

なし 

人権平和市民研修会の開催(戦跡等のフ

ィールドワーク等） 
平和の集いの開催(講演会・コンサートや
パネル展等） 

予算   予算計上なし 1,135,000円 

常設の非核・平和資料館または
施設 

なし なし なし 

日本非核宣言自治体協議会へ
の加盟状況 

未加盟 未加盟 未加盟 

世界平和市長会議への加盟状
況 

加盟 加盟 加盟 

HP なし なし 
平和施策(事業)の案内を行う 

http://www.city.izumi.osaka.jp/ 

地域の草の根運動やNGOなど
への後援・共催 

未実施 なし 
市民公募による｢和泉市人権平和事業実

行委員会」と連携・協働実施 

非核平和に関する懇談会実施
状況 

未実施 なし 

和泉市人権平和事業実行委員会が主催

の人権平和市民研修会として、戦争体験

者の講演を実施 

放射線測定器の所有の有無及
び種類、活用状況 

なし なし  なし 

地下核実験や未臨界核実験等
への抗議状況 

未実施 なし  

平成２５年２月１８日朝鮮民主主義人民共

和国の地下核実験について抗議文を送

付 

 

姉妹都市・友好都市との国際交
流 

なし なし 

姉妹都市：米国ミネソタ州ブルーミントン市  

交換学生の相互派遣事業 

泉州国際市民マラソンへのランナー招へ

い等 

友好都市：中国江蘇省南通市 

 文化交流等 

被爆者数 

把握していない 

不明  市としては実数を把握していない 

内認定被爆者数 不明 市としては実数を把握していない 

被爆者団体名 なし 原爆被爆者の会「和泉市楠の会」 

被爆者援護施策 なし 
上記の団体に補助金を交付の上、団体の
活動・福祉の向上を図る 
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自治体 泉大津市 高石市 忠岡町  

担当課 総合政策部人権市民協働課 総務部人権推進課 町長公室人権広報課 

住民への啓蒙活動や施策 

平和メッセージ展７/11～15
（いずみおおつ CITY アル
ザアトリウム） 

平和バス見学会(8/7） 
平和パネル展 7/17～7/31
（泉大津市役所１階ロビー） 

サイレン吹鳴（8/6・9・15） 
平和行進団体へのメッセージ 
「非核平和啓発看板」庁舎外

壁に掲出、非核平和柱など
を市内９か所に設置 
 

非核平和都市宣言」啓発塔の常設(庁舎

前） 「高石市非核平和展」(忘れないで平
和の尊さ）の開催（７/25～8/9） 
（小学６年生などから寄せられた「平和ハ

ガキ（約６4０枚）」の展示、非核・平和に関
する写真等パネルの展示、アニメビデオ
の映写 懸垂幕「核兵器のない平和な世

界をめざそう」の掲示(8月の1ヶ月間） 広
報紙(8月号）の人権のページに、非核・平
和に関する特集を掲載 

関係機関から送付されたポスター・チラシ
等の掲示・配布  
反戦、非核・平和に関するビデオなど視聴

覚教材の貸し出し 

・中学校では沖縄への修学旅行

の前に、平和学習を行ってい
る。・平和行進(町長メッセージ）７
月 

①啓発懸垂幕の掲示②街頭啓
発③ピース大阪見学会（8月初
旬予定）④非核平和パネル展

（8/2～8/9）⑤非核平和図書コ
ーナー設置（8/1～18）⑥終戦記
念平和祈念事業（町長メッセー

ジ、平和の鐘打鐘）  

上記以外の施策 なし 

平和を祈念し、市職員の黙とう（8/6・9）の

実施（広報紙で市民にも「黙とうに協力を」
と広く呼びかける） 

特になし 

予算 383千円   

非核平和事業啓発物品代
50,000円 
借上料 90,000円 

使用料 7８,000円 

常設の非核・平和資料館ま
たは施設 

なし   平和の鐘 

日本非核宣言自治体協議
会への加盟状況 

未加盟 加盟 加盟 

世界平和市長会議への加
盟状況 

加盟 加盟 加盟 

HP 

平和メッセージ展、平和パネ
ル展、及び平和バス見学会
の開催告知、参加者募集な

どを掲載。 ｈｔ
tp://www.city.izumiotsu.ｌ
ｇ.jp/ 

 
http://www.city.takaishi.lg.jp/kakuka/s

oumu/jinkensuishin_ka/hikakuheiwa/in
dex.html 

施政方針等に部分的に掲載あ
り 

http://www.town.tadaoka.os
aka.jp 

地域の草の根運動や
NGOなどへの後援・共催 

「平和パネル展」にて「戦没
者遺族の会」に一部展示ス
ペースを提供 

各種団体等が実施する「平和行進」等へ

のメッセージの手渡し 
特になし 

非核平和に関する懇談会
実施状況 

なし   特になし 

放射線測定器の所有の有
無及び種類、活用状況 

消防署において、ポケット線
量計、簡易の線量計を災害

時の備蓄としておいている 

有（ただし、委託先の堺市消防局が所有） なし 

地下核実験や未臨界核実
験等への抗議状況 

核実験に対して抗議文を提
出。直近では、平成２5年 2
月１２日に朝鮮民主主義人民

共和国が行った地下核実験
に対し、平成 25年 2月 13
日付で国防委員会第一委員

長宛に宛に抗議文を提出。 

平成２４年１０月１日、在日アメリカ合衆国
大使館に「新型の核性能実験に関する抗
議文」を送付  平成 24年 12月 12日、

在日アメリカ合衆国大使館に「臨界前核
実験に対する抗議文」を送付 
平成２５年２月１２日、在中朝鮮民主主義

人民共和国大使館に「核実験に対する抗
議文」を送付  平成２５年３月１４日、在日
アメリカ合衆国大使館に「核性能実験に対

する抗議文」を送付 

平成２１年５月、北朝鮮へ核実

験に対する抗議文を送付 平
成２４年９月、アメリカへ核実験
に対する抗議文を送付 平成２

４年１２月、アメリカへ臨界前核
実験に対する抗議文を送付 
平成２５年２月、北朝鮮へ核実

験に対する抗議文を送付 平
成２５年３月、アメリカへ核性能
実験に対する抗議文を送付 

日本非核宣言自治体協議会
が代表して抗議文を送付 

姉妹都市・友好都市との国
際交流 

地元で行われるマラソン大

会でランナーを交換派遣し
たり、中学生の交換留学を
行っている。 

姉妹都市：ロミタ市(米国） 

教育・文化・産業・経済の交流を通じて相
互理解、国際親善を推進 
ホームステイによる相互交流 

友好提携都市オーストラリア 

ピットウォーター市 
・泉州国際市民マラソンに毎年
２名の市民ランナーを招聘 

・青少年海外派遣交流事業、
青少年海外受入交流事業を
毎年交互に実施 

被爆者数 把握していない 24名 不明 

内認定被爆者数 把握していない 0 不明 

被爆者団体名 泉大津原爆被害者の会  忠岡町原爆被害者の会 

被爆者援護施策 活動運営補助金の交付  町単独制度なし 
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自治体 岸和田市 貝塚市 

担当課 自治振興課 人権政策課 

住民への啓蒙活動や施策 

①子ども平和映画会 6/22（マドカホール） 

 ・小学生対象に午前・午後映画を上映.「火垂るの墓」 

 ・平和関係写真パネルのロビー展示。 

②平和行進・マラソン湯茶接待（時期未定・市役所新玄

関） 平和行進・マラソン参加者に対し湯茶接待を行う 

③巡回平和パネル展（山直市民センター6/15～6/21、

市役所新玄関 6/24～7/2、産業高校 7/3～7/8、春木市

民センター7/9～7/16、東岸和田市民センター7/17～

7/23、女性センター7/25～8/1）  「戦時中の市民生

活」に関する写真パネルを展示し平和啓発を行う。 

④非核平和資料展（8/7～8/11自泉会館） 広島平和記

念資料館より借用するパネル「サダコと折り鶴」の展示、

原子爆弾投下当時の記録映像の上映、非核平和に関す

る現物資料等を展示し、平和啓発を行う。また、映画の

上映、朗読グループによる朗読劇を実施する予定。⑤

「被爆地・ヒロシマへの平和バス」（7/28～7/29 広島市） 

市民 40 人を広島へ派遣し、広島平和祈念資料館見学、

平和祈念公園見学、被爆体験講話聴講、平和ビデオ視

聴を通じ、非核平和に関する研修を行う。  

関係機関からのポスターやチラシの掲

示・配布 

「貝塚市平和教育基本指針」に基づき、

各学校が平和教育に組織的・計画的に

取り組む。 

小中学校で夏季休業中に平和登校を

実施。小学校は広島、中学校（１校を除

き）は長崎、沖縄への修学旅行で反戦・

平和を学習 

 

上記以外の施策 

国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館・公益財団法人長

崎平和推進協会が学校向けに無料で実施しているピー

スネット事業（長崎在住の被爆者がインターネットテレビ会

議システムを通じて小学校児童に被爆体験を語る）を岸

和田市立小学校 5校を対象に実施。 

原爆死没者の慰霊・平和祈念の黙祷・

平和記念像・核兵器廃絶平和宣言都市

碑・「平和のともしび」像 

 

予算 平和推進事業 1,641,000円 72万円 

常設の非核・平和資料館ま
たは施設 

なし なし 

日本非核宣言自治体協議
会への加盟状況 

加盟 未加盟 

世界平和市長会議への加
盟状況 

加盟 加盟 

HP 
市の HP①「組織でさがす」⇒「市民生活部 自治振興
課」②「分類でさがす」⇒市政情報「人権・平和」 
以上の経路から平和施策に関する事業を掲載 

なし 

地域の草の根運動や NGO
などへの後援・共催 

非核平和資料展開催については、行政と市民団体が 

「平和を考える戦争展実行委員会」を組織し、非核行政
施策に取り組んでいる。 

平和行進へのメッセージ・激励 

戦争と平和、人権を考えるつどい(不定

期開催） 

 

非核平和についての懇談
会実施状況 

平成２5 年 2 月 7 日原水爆禁止岸和田市協議会と懇談

会を行い、協議会側から 7 名、市側から職員４名が参加

し意見交換が行われた。（消防４階第２会議室） 

未実施 

放射線測定器の所有の有
無及び種類 

なし なし 

地下核実験や未臨界核実
験等への抗議状況 

アメリカ合衆国核実験への抗議文提出（平成 24 年 9 月
20日、平成 24年 9月 25日、平成２４年１２月７日、平成２
５年３月１３日）朝鮮民主主義人民共和国核実験へ抗議

文提出（平成 25年 2月 14日） 

無し 

姉妹都市・友好都市との国
際交流 

中国広東省汕頭市、米国カリフォルニア州サウスサンフ
ランシスコ市、大韓民国ソウル特別市永登浦区、中国上
海市楊浦区の３か国、４都市と姉妹・友好都市締結をし、

行政間交流だけでなく、青少年・マラソン・文化などの分
野での民間交流を実施している。 

姉妹都市：アメリカ合衆国カルバーシテ
ィ市と市民マラソン選手の相互交流や
小学生親善交流を行っている。 

被爆者数 105名 51名 

内認定被爆者数 把握できていない 0名 

被爆者団体名 岸和田市原爆被害者の会（はづき会） 1団体（貝塚市原爆被害者の会） 

被爆者援護施策 見舞金（一人当たり１万円/年） 被爆者見舞金 

15



 

自治体 泉佐野市  泉南市 阪南市 

担当課 市長公室 人権推進課 人権推進部 人権推進課 
総務部市民協働まちづくり
振興課 

住民への啓蒙活動や施策 

①「平和を考えるつどい」（予定） 

・反戦・平和に関するアニメ映画上映 

 ・広島・長崎原爆パネル展8/6前後に

開催予定(泉佐野市立中央図書館） 

②市広報への関連記事の掲載 

③庁内放送での黙祷の呼びかけ 

8/15 

 

①非核平和の集い 8/18（市
立文化ホール） 1 部：昔のうた

を歌う会メンバーによるなつか
しいメロディー ２部：落語+演芸
+講演 

ＮＰＯ法人国境なき芸能団代
表 笑福亭鶴笑さん 
ＮＰＯ法人国境なき芸能団とは

「私たちは世界にさきがけて憲
法で戦争を放棄した国民であ
り、誰よりも平和を願う国民で

す。私たちは芸能・文化を通じ
て心を届け、人々に希望の灯り
をともします。 

②懸垂幕の掲示 ８/1～8/30
（水道庁舎壁面） ③ビデオ上
映 8/1～8/15(市役所ロビー）

「しんちゃんのさんりんしゃ」 ④
非核平和の図書コーナー8/1
～8/30 （市立図書館） ⑤平

和を考えるパネル展 8/6～8/9
（市立青少年センター）  

非核平和パネル展開催

(8/5～8） 

街頭で啓発運動実施（８/

２予定） 

 

上記以外の施策 特になし なし 特になし 

予算 特になし 
非核平和の集いチラシ・ポスタ
ー印刷代 80,000円 非核平和
の集い事業費一式 200,000円 

特になし 

常設の非核・平和資料館ま
たは施設 

なし なし 特になし 

日本非核宣言自治体協議
会への加盟状況 

未加盟 未加盟 未加盟 

世界平和市長会議への加
盟状況 

加盟 加盟 加盟 

HP 実施事業に合わせて掲載予定 
8月に掲載予定 
http://www.city.sennan.osak
a.jp/ 

特になし 

地域の草の根運動や
NGOなどへの後援・共催 

①市民団体の 反戦平和のパネル展

示等への協力（展示用備品の貸出

等）②市民交流センターの「つどい」

等反戦・平和・人権への取組への協

力③その他、市民団体への後援・共

催は、予算の伴わない形で随時実施 

「非核平和の集い」を泉南市人

権啓発推進協議会と共催で実

施 

 

特になし 

非核平和に関する懇談会
実施状況 

未実施 予定なし 特になし 

放射線測定器の所有の有
無及び種類、活用状況 

ポケット線量計 
サーベイメータ 

（活用状況は特になし） 

なし なし 

地下核実験や未臨界核実
験等への抗議状況 

なし 

状況等により実験実施国へ抗

議文の送付を実施 

 

平成１８年１０月９日に実施
された朝鮮民主主義人民
共和国の地下核実験に対

して、日本国としての適切
な対応を求める文書（要
請書）を平成１８年１０月１１

日付で内閣総理大臣あて
に送付 

姉妹都市・友好都市との国
際交流 

中国 上海市 徐匯区、 
中国 上海区 宝山区 

予定なし なし 

被爆者数 大阪府において把握 36名 
市として把握していない 
（大阪府にて把握） 

 
内認定被爆者数 大阪府において把握 不明 

被爆者団体名 泉佐野原爆被害者協議会 泉南市原爆被害者の会 

被爆者援護施策 大阪府において実施 不明  特になし 
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自治体 熊取町 田尻町 岬町 

担当課 総務部人権推進課 
総務部企画人権課人権・男女

共生室 
総務部 人権推進課 

住民への啓蒙活動や施策 

①小・中学生がポスターを作成するこ

とにより平和を学習 

②啓発用パネル及び上記で作成した

ポスター展を開催 

平和について考えるパネル展 

町立学校における平和学習 

 

  

町内各小学校（３校）・中

学校(1校)で平和学習の

実施 

 

上記以外の施策 平和フィールドワーク なし  なし 

予算 144,000円 0円  0円 

常設の非核・平和資料館ま

たは施設 
なし なし なし 

日本非核宣言自治体協議

会への加盟状況 
未加盟 未加盟 未加盟 

世界平和市長会議への加

盟状況 
加盟 加盟 加盟 

HP 
特になし（人権推進課の業務として掲

載） 

http://www.town.tajiri.osaka.

jp/ 
なし 

地域の草の根運動や

NGOなどへの後援・共催 
申し出あれば協力する方向で検討 なし なし 

非核平和についての懇談

会実施状況 
未実施 なし なし 

放射線測定器の所有の有

無及び種類 

個人線量計 

GMサーベイメータ 

電離箱式サーベイメータ 

中性子サーベイメータ 

シンチレーションサーベイメータ 

可搬型ダストサンプラー 

（活用状況） 

定期的な保守・点検整備を行うととも

に、各機器の操作確認を実施してい

る 

 

なし なし 

地下核実験や未臨界核実

験等への抗議状況 
特に実施する予定なし なし なし 

姉妹都市・友好都市との国

際交流 

姉妹都市 オーストラリア・ミルドラ市

と提携 
なし なし 

被爆者数 把握していない 4名 7人 

内認定被爆者数 21名(被爆者手帳交付者） 0名 0人 

被爆者団体名 
泉佐野原爆被爆者協議会熊取地区

会 

泉佐野原爆被害者協議会 

 

一般社団法人大阪府原

爆被害者支援協会 

被爆者援護施策 
被爆者の健康管理及び福祉向上の

ための活動等に対する助成（補助金） 
なし なし 
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