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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
した今年度の抜粋です。関係者の皆さ
んのご協力に感謝します。

自治体
住民への啓蒙活動や施策の内容・草の根運動への後援・施策
その他施策、
今年度の予算額

ＮＰＴ再検討会議に関連して
①平和首長会議呼びかけの
署名への対応②ＮＰＴ再検討
会議への市長・住民代表等の
参加③ＮＰＴ再検討会議に向
けての具体的な取組

放射線測定器の所有の有無及び種類

大阪府

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、紙芝居、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）
平和行進等への知事メッセージを送付   その他の施策：特になし
ピースおおさかへの補助金175,705千円（展示リニューアル経費等を含む）

①特になし②考えていない③
特になし

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
搬型モニタリングポスト

大阪市
ピースおおさかにおいて、講演会・映画会等を実施
平成26年度　当初予算34,667千円（大阪国際平和センターへの運営補助）

①取り組みなし②予定なし③
特記事項なし

①シンチレーション式サーベイメータ—
②個人用積算線量計

能勢町 １２月に「人権と平和のつどい」を開催予定、その他の施策：該当なし、予算：953千円
①平成２６年度に加盟②考え
ていない③特になし

所有していない

豊能町 小中学校の修学旅行「広島・長崎」　　その他の施策：なし、予算：なし ①今後検討、②③なし なし

箕面市

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）展示は日時未定、　その他の
施策：箕面市非核平和都市宣言の周知・啓発など　予算：60千円（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）

①②③特になし
消防本部：サーベイメーター6個、ポケット線
量計17個
②環境政策課：サーベイメーター１個

池田市

・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　その他施策：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）

①取り組んでいない②考えて
いない③特になし

消防署の救助用資機材として整備

茨木市

＜非核平和都市宣言３０周年記念行事予定＞
①非核平和展を開催予定7/29～8/3②非核平和都市宣言３０周年記念式典8/3③被爆
ピアノコンサート8/3④阪急茨木駅並びにＪＲ茨木駅前にて非核平和街頭啓発を実施予
定8/6、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閉庁時間外なので前日に実施する
予定①8/5②8/8　その他施策：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　　予算：2,219千円

①検討中②不参加③現在予
定なし

サーベイ＆ドジメーター4台、
ポケット線量計34台

高槻市

「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」（予定）
8/7、8/8、常設展・パネル展示、小学校の平和学習のＤＶＤ上映、折鶴・平和の木展示、
平和を願う絵本の読み聞かせ、戦中食試食(8日のみ予定）ほか・講演会（7日）テーマ「核
兵器のない平和な世界をめざして」秋葉忠利さんによるお話、音楽祭：テーマ「愛・いの
ち・平和」市民参加の音楽祭（８日）、　その他施策：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：非核平和都市宣
言旗22千円、平和モニュメント等の清掃64千円、日本非核宣言自治体協議会分担金60
千円、平和展事業880千円　合計1,026千円

①現在のところ具体的な取り
組みは行っていない。②市単
独での参加は予定していな
い。③現在のところ、具体的な
取組は行っていない。

シンチレーション式　１台　電子ポケット線量
計　４６個　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

島本町
7月・人権と平和のつどい、戦中食試食体験、パネル展示　　その他施策：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　　　予算：698千円

①特記事項なし②考えていな
い③特記事項なし

なし

豊中市

平和月間事業
豊中市・沖縄市　兄弟都市提携４０周年事業　平和資料巡回展①7/14～7/18市役所第
二庁舎②7/22～7/27市民ギャラリー③7/29～8/3蛍池公民館④8/6～8/13中央公民館
⑤8/22ローズ文化ホール⑥8/23～8/26千里公民館、豊中市・沖縄市兄弟提携４０周年
事業　平和講演会9/6（豊中人権まちづくりセンター）映画上映「第一次世界大戦から１００
年　映画『西部戦線異状なし』8/27（豊中人権まちづくりセンター、旭堂南北一人語り「ひ・
ろ・し・ま」8/23（伝統芸能館）、平和ビデオ上映会8/6～8/13（中央公民館）、①第３１回
蛍池納涼祭前夜祭7/25ルシオーレ３階連絡デッキ②人権講演会（現在調整中）8/22（蛍
池公民館③平和・人権パネルの展示（現在調整中）8/4～8/28（蛍池公民館）④ほたる平
和映画会（現在調整中）8/18（蛍池公民館）パネル展『中東紛争』7/24～7/29（庄内公民
館）島唄が結ぶ平和の心～豊中市・沖縄市兄弟都市提携４０周年記念・平和月間事業～
8/29（千里公民館）平和月間パネル展および戦争と平和に関するビデオ上映会、パネル
展8/13～8/18　ビデオ上映8/13～8/15、8/18　（青年の家いぶき）、平成２６年度　戦没
者並びに空爆犠牲者追悼式10/3（とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ、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。①8/1～8/31岡町図書館②8/1～8/31服部図書館③
7/29～8/31庄内図書館④7/20～8/31庄内幸町図書館⑤8/2～8/31高川図書館⑥7/3
～9/3千里図書館⑦7/29～8/31東豊中図書館⑧7/1～8/31野畑図書館⑨7/19～8/31
蛍池図書館、草の根運動への後援・共催については、市民団体の平和の取り組みへの後
援を行っている。平成２６年５月２８日現在情報、事業内容変更等発生する場合あり。　予
算：1,032千円

①平和首長会議が主体で呼
びかけている署名等は、前向
きに検討する予定②予定なし
③平和首長会議総会等に出
席し、役員都市等と連携した
運営体制で一日も早い核兵器
廃絶に向けた取り組みの強化
に取り組んでいる

電離箱式・GM式（ポケット含む）・シンチレー
ション式
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自治体
住民への啓蒙活動や施策の内容・草の根運動への後援・施策
その他施策、
今年度の予算額

ＮＰＴ再検討会議に関連して
①平和首長会議呼びかけの
署名への対応②ＮＰＴ再検討
会議への市長・住民代表等の
参加③ＮＰＴ再検討会議に向
けての具体的な取組

放射線測定器の所有の有無及び種類

吹田市

・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「絵日記でつづる学童疎開」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8/2～8/7、「落語と浪曲の夕べ」
8/6、・平和祈念資料館の管理運営　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、平和映画会の開
催、その他平和に関するイベント　その他施策：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に参列。平成２５年度は市内の中学生を中心にし
た広島平和大使を広島市に派遣し、平和祈念式典に参列した。予算：36,510千円

①取り組んでいない②不参加
③なし

あり

摂津市
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、
その他施策：平和行進団体の激励、メッセージ　　予算：770千円（平和施策推進事業）

①していない②考えていない
③取り組みなし

なし

枚方市

※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月初旬～中旬（予定）　平和資料室特別展（パネル展・映画上映）　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」、その他施策：現在検討中
予算：7,742千円

①市として署名の呼びかけ等
は行っていないが、署名用紙
を庁舎受付に設置する形で協
力②現在検討中③今後検討

全β線測定装置

寝屋川市

（1）恒久平和を願う市民のつどい　①8/9（寝屋川市立中央公民館講堂）・平和に関する
講演会　講師：鎌田實さん　テーマ「チェルノブイリ・フクシマ～困難な時代をどう生きるか
～」　・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
②8/12恒久平和祈念の式典　市民の皆様から平和の折鶴を募集し、寄せられた折鶴を
恒久平和を願う千羽鶴にし、市内平和の塔にささげる。（2）平和のバラ苗木配布12/6(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8/１日
帰り（参加者・小学生以上の親子）滋賀県平和祈念館の見学等（４）平和行進７月（２回）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、予算：
恒久平和を願う市民のつどい①963千円②25千円、平和のバラ苗木配布197千円、親と
子の平和バスツアー4千円、平和行進4千円

①現在のところ取り組んでいな
い②現在のところ考えていな
い③非核平和都市宣言に基
づき、核兵器廃絶運動に粘り
強く取り組んでいくことが重要
であると考えている。

交野市
平和祈念式典（１０月予定）、平和の鐘打鐘（市内寺院の協力により8/6、8/9実施予定）
その他施策：なし　　予算：300,000円

①現在のところ取り組んでいな
い②検討していない③なし

なし

守口市
平和のつどい（講演会・アニメ映画）8/8　その他施策：被爆の日に黙祷（8/6・8/9）終戦記
念日に黙祷（8/15）、市予算4万円

①検討中②考えていない③未
定

なし

門真市

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②小・中学生へ
の啓蒙活動や施策「社会科」の授業における戦争や平和に関する学習や「特別活動」に
おける実地学習並びに「道徳の時間」「総合的な学習の時間」等における国際理解教育を
全小・中学校において進めている。③草の根運動への後援　時期的に早い段階のため、
平成26年度は「5月19日時点で後援の依頼なし」、その他施策：①人権や平和に関するビ
デオの貸出②平和行進への対応、予算：53千円（担当課総額）

①現在のところ取り組みなし②
予定なし③未定

なし

四條畷市

「平和人権展」（8/1～2）語りつごう平和の大切さ　・平和人権パネル展　・子ども平和展
（遊び、学習コーナー）　・戦中食試食会　・平和映画会　・親子フィールドワーク（天王寺動
物園：戦時中の動物園展）8/11　・黙とう呼びかけ（庁内放送等）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（8/6,8/9,8/15）、その他
施策：平和行進・平和の火リレー受け入れ、　予算：358千円

①取り組んでいない②考えて
いない③取り組んでいない

なし

大東市
・折り鶴コーナーの設置・千羽鶴の作成・戦跡を巡る平和バスツアー・ヒロシマ記者ツ
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、その他施策：なし、　予算：650千円

①特になし②考えていない③
特になし

所有していない

東大阪市
住民へ：　８月平和アニメフェステバル、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、　その他施策：人権・平和関連ビデオ貸出、予算：平和行
事経費　1,593千円

①今後の平和事業等で署名
活動を検討②市長参加未定、
住民代表参加は不明

サーベイメータ
線量計

八尾市

長崎被爆体験講話　市内小中学校16校で実施（7月）、「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）、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）、平和ウォーク（仮称）
予算：1,991千円

①平和のつどいで「核兵器禁
止条約」交渉開始等を求める
署名コーナー設置、参加者に
署名呼びかけ②予定していな
い③日本非核宣言自治体協
議会や平和首長会議のもとに
他都市と連携して取組

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

柏原市

・「柏原市平和展」の開催8/2～4、・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、その他施策：・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、予算：1,369千円

①平和首長会議に加盟し連動
した活動を行っている②参加
は考えていない③特に具体的
な取組は行っていない

なし



（５）2014 年　７月１日 第 162 号非核の政府を求める大阪の会ニュース

自治体
住民への啓蒙活動や施策の内容・草の根運動への後援・施策
その他施策、
今年度の予算額

ＮＰＴ再検討会議に関連して
①平和首長会議呼びかけの
署名への対応②ＮＰＴ再検討
会議への市長・住民代表等の
参加③ＮＰＴ再検討会議に向
けての具体的な取組

放射線測定器の所有の有無及び種類

松原市

平成２６年度非核平和展8/4～8/8(はーとビュー）予定テーマ、予定企画内容：　・原爆の
図丸木美術館所蔵のパネル展示、・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、　その他施策：非核平和展で市民が折った千羽鶴を、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：682千円

①なし②現時点でなし③なし

サーベイメータ
α・β用
γ・x用
ポケット線量計

藤井寺市
平和展の開催（8月）
予算：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

①平和展会場にて署名コー
ナーを設置

シンチレーション式サーベイメータ

羽曳野市

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、公益財団法人大阪国際平
和センター（ピースおおさ　か）より借用の「大阪空襲・市民生活」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、「平和パネル展」の開催（8月に予定）、市役所
コミュニティスクエア（ロビー）において、啓発パネルの展示及び「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、平和行進等へメッセージの送付、その他施
策：平和ゲートボール大会(5/7）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「２
０１４年羽曳野市ピースアピール」の発表
予算：166,000円（平和推進事業予算）

①「平和展＆人権展」及び「平
和パネル展」において、会場に
署名コーナーの設置、市役所
本館にて署名コーナーを常設
②③なし

なし

太子町
終戦記念日の1分間黙祷、その他施策：庁舎窓口付近での啓発ＤＶＤ放送、予算：人権
団体に人権啓発事業・平和事業等の事業補助を交付712千円

①現在対応なし②現在予定な
し③なし

なし

河南町

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、その他施策：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、

①②③未実施 なし

千早赤阪
村

平和写真パネル展の開催予定（8月）、非核平和都市宣言懸垂幕の掲出、その他施策：な
し、予算計上なし

①②③なし 所有なし

大阪狭山
市

｢平和を考える市民のつどい」を開催。8/9（文化会館）、広報誌等で、６、９、15に黙とうを
呼びかけ、平和に関するパネルの貸し出し。その他施策：なし、予算：未定（大阪狭山市
人権協会の事業費で実施）

①平和のつどい参加者に署名
のよびかけを行う②検討して
いない③平和のつどい等で啓
発パネルを掲示

消防にて所有：ポケット線量計14個、空間線
量計（ＧＭ計数管式）サーベイメーター1個、
表面汚染検査計（ＧＭ計数管式）サーベイ
メーター1個

富田林市

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30回平和を考え
る戦争展」8/8～10（展示）　企画展「命のビザ～杉原千畝」「永井隆博士の功績」（仮
題）、１５年戦争・大阪大空襲と全国の空襲、広島・長崎原爆についての現物資料とパネ
ル展示、戦時下の富田林（市民からの戦時品・遺品）、折り鶴、ピースアクセサリー、メッ
セージツリーなど、（平和記念講演会）伊賀孝子さん（大阪戦災傷害者・遺族の会　代
表）、（映画・人形劇・紙芝居など）、・「親子平和の旅」8/5～6、８月６日「広島平和記念式
典」に市民代表として親子１組（２人）を派遣、　その他施策：平和学習ビデオの貸し出し
（通年）、　予算：2,464千円(被爆者関係除く）

①「平和を考える戦争展」の来
場者に「核兵器禁止条約」の
交渉開始等を求める署名への
協力をお願いし、集まった署名
は平和首長会議へ送付②派
遣予定なし③平和首長会議が
取り組む署名活動への協力と
市民レベルでの気運を高める
啓発活動に取り組んでいる

なし

河内長野
市

平和啓発事業として実施
愛･いのち･平和展7/25・7/26（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「茶がゆ」の試食体験など、夏休み子ども映画の集い8/30（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8/7（「ソフィア・堺」等を予定）、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、「広島原爆の日」
（8/6）、「長崎原爆の日」（8/9）「戦没者を追悼し、平和を祈念する日」（8/15）には庁内放
送により正午に1分間の黙とうを実施。また、黙とうのよびかけを広報紙により市民へ周知。
予算：415千円

①平和首長会議に加盟し連動
した活動を行っている②市長
及び住民代表の参加は考えて
いない③行なっていない

環境放射線モニター（ハンディタイプ）γ線
測定用

高石市

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（７/2３～8/８）（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、
平和に関連するビデオの映写等、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、その他施策：平和を祈念し、市職員の黙とう（8/6・9）の実施呼
びかけ（広報紙で市民にも「黙とうに協力を」と広く呼びかける）

①市ロビー受付の署名箱にて
市民に協力を依頼②考えてい
ない

有（ただし、委託先の堺市消防局が所有）



2014 年　７月１日 第 162 号（６）非核の政府を求める大阪の会ニュース

自治体
住民への啓蒙活動や施策の内容・草の根運動への後援・施策
その他施策、
今年度の予算額

ＮＰＴ再検討会議に関連して
①平和首長会議呼びかけの
署名への対応②ＮＰＴ再検討
会議への市長・住民代表等の
参加③ＮＰＴ再検討会議に向
けての具体的な取組

放射線測定器の所有の有無及び種類

堺市

・平和と人権資料館企画展「平和首長会議ポスター展」7月～9月、平和と人権資料館特
別展開催8/20～28、ピースシネマ「堺大空襲」上映7/9、平和と人権を考える市民のつど
い」の参加（7/6）（堺市と協力して人権活動に取り組んで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8/1～8/6、「さかいっこ」作文、私からの人権メッセー
ジ募集、
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２５年度実績）反核平和マ
ラソン、反核平和の火リレー、国民平和大行進、被爆68周年　２０１３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、　その他施策：８月
に「非核平和宣言都市・堺市」の懸垂幕を市役所、各区役所等に掲揚、　　予算：平和と
人権を尊重するまちづくり条例推進事業費2,252,000円、自由都市・堺平和貢献賞
11,774,000円、平和と人権展2,250,000円、平和と人権資料館運営費16,433,000円、世
界人権宣言促進堺連絡会事業補助金1,214,000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、

①「平和と人権資料館」に於、
毎年度、企画展を開催。今年
度７月から平和首長会議加盟
都市5000達成記念「原爆ポス
ター展」の開催を予定、平和
首長会議の取組の周知に取り
組んでいる。②今のところ、市
長出席の予定なし③「ふぇにっ
くすだより」で「核兵器をめぐる
国際情勢」をトピックスで掲載
等、さまざまな機会を通じて市
民に核兵器の脅威を伝え続け
るとともに、核兵器廃絶の国際
的な取組の周知に努力

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2台、
パンケーキ型GM管1台、中性子サーベイ
メータ3台、ポケット線量計6台（消防局所有）
ＧＭサーベイメーター（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（衛
生研究所所有）

和泉市

市民公募による「和泉市人権平和事業実行委員会」と連携・協働で実施　第16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(『少年Ｈ』）を8/23に実施、
各小・中学校へ「平和千羽鶴展」の案内、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、その他施策：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示等）、
予算：1,０８６千円

①取り組んでいない②考えて
いない③なし

なし

泉大津市

平和メッセージ展７/10～14（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8/1～8/8（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、　その他施策：なし　　予算：386千円

①取り組みなし②考えていな
い③なし

消防署において、ポケット線量計、簡易の線
量計を災害時用として備蓄

忠岡町

・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（8/15）③ピース大阪見学会（8/5）④非核平和
パネル展（8/12～8/19）⑤非核平和図書コーナー設置（8/1～8/18）⑥終戦記念平和祈
念事業（町長メッセージ、平和の鐘打鐘）8/15、　その他施策：特になし　　予算：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

①署名予定②予定なし③特に
なし

所有せず

岸和田市

①子ども平和映画会6/21（マドカホール）・小学生対象に午前・午後映画を上映.（ガラス
のうさぎ）・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
写真パネルを展示し平和啓発を行う。地域紛争下の子どもたちに関するパネル　桜台市
民センター6/11～6/17→八木市民センター6/18～6/24→市役所新玄関6/25～7/2→
山直市民センター7/3～7/9→春木市民センター7/10～7/16→東岸和田センター7/17
～7/24、ミニミニ原爆展　産業高校7/3～7/16→女性センター8/7～8/12④非核平和資
料展（7/30～8/3自泉会館）、第五福竜丸とマーシャル諸島の核被害に関するパネル展
示、原子爆弾に関するパネル、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」
（7/27～7/28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。
その他施策：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。　予算：平和推進事業　1,606千円

①具体的な取組はしていない
②考えていない③具体的な取
組はしていない。但し、毎年実
施している平和啓発事業を継
続して行い、市民に平和の大
切さ、戦争の悲惨さを伝えるこ
とが重要だと考えている。

アロカ（株）ＩＣＳ－３２１

貝塚市

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、草の根運動への後援・施策、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）、その他施策：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：78万円

①取り組んでいない②考えて
いない③取り組んでいない

なし

熊取町
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
その他施策：平和フィールドワーク　予算：137千円

①組織的な取組なし②考えて
いない③組織的な取組は考え
ていない

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

泉佐野市

①「平和を考えるつどい（映画会）」（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、　その他施策：特になし　予算：
特になし

①平成24年度に１か月間、市
役所に署名コーナーを設ける
など集まった署名を平和首長
会議事務局に報告②予定して
いない③特になし

ポケット線量計
サーベイメータ

田尻町
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、
その他施策：なし　　　予算：0円

①②③なし なし

泉南市

①非核平和の集い8/17（市立文化ホール）1部：戦争体験記発表　２部：「平和の祈り」コン
サート　ソプラノ歌手　大島久美子さん＆ピアニスト　泉南市人権啓発推進協議会等と共
催で実施②懸垂幕の掲示８/1～8/31（市役所壁面）③ビデオ上映8/1～8/15(市役所ロ
ビー）「つるにのって—とも子の冒険」④非核平和の図書コーナー及び非核平和写真展
8/1～8/3１（市立図書館）⑤「ヒロシマ・ナガサキ」パネル展・実物資料展示8/5～8/8（市
立青少年センター）その他施策：なし、予算：非核平和の集い事業費360千円

①取り組んでいない②考えて
いない③なし

なし

阪南市 非核平和パネル展開催(8/4～7）、その他施策：特になし、予算：特になし ①②③特になし 所有していない

岬町 町内各小学校（３校）・中学校(1校)で平和学習の実施、その他施策：なし、予算：0円 ①②③なし なし






