2020年度 平和首長会議行動計画に基づく取組等一覧
（実施予定を含む）
2020年8月17日
海外での取組
国

実施日

都市・団体

- 8月9日

内容

リンク

【被爆75年事業】同市は8月6日と9日の
広島・長崎への原爆投下時刻にイチョウ
の木を植える植樹式を開催した。8月5日
に同市長は平和首長会議が作成したメッ
セージビデオ“ノーモアヒロシマ！ノー
モアアガサキ！”を披露した。

https://www.fremantle.wa.go
v.au/whats-on/peace-park75th-anniversary-%E2%80%93hiroshima-nagasaki

オーストラリア

フリマントル

8月5日

オーストリア

ウィーン

8月6日

【被爆75年事業】現地市民団体及びNGO
団体による追悼イベントを実施した。
【被爆75年事業】ベルギー支部の多くの
自治体が、広島の原爆投下時刻である8
月6日8時15分に平和首長会議の旗を掲揚
し、長崎の原爆投下時刻である8月9日11
時2分に旗を下ろす取組に参加した。

ベルギー

ベルギー支部

8月6日

ベルギー

ベルギー支部

8月

【被爆75年事業】イーペル市の呼び掛け
により、ベルギー国内の45の加盟都市が
原爆に関するポスター展を開催した。

5月16日

国連が2017年に定めた「平和に共存する
国際デー」を記念して、同市が中心と
なって活動する「共生に関する市長の国
際研究機関」は各都市や首長が発出した
結束と団結を求めるメッセージを公開し
た。
同市は併せて、共生をテーマにしたウェ
ビナーや若者たちとのオンラインパネル
ディスカッションの実施を支援した。

6月5日

同市は、「環境の日」に国連環境計画と
提携して、フェイスブック上でのライブ
http://www.mayorsforpeace.org/
イベント、環境問題専門家などの有識者
english/whatsnew/activity/2020
によるトークイベント、市長と市民間の
May_Montreal.html
対談、市の新たな施策や取組の発表など
の関連イベントを開催する。

8月6日

【被爆75年事業】同市は平和首長会議の
旗を市庁舎のバルコニーに掲揚した。同
市長は“ノーモアヒロシマ！ノーモアナ
ガサキ！”をテーマに核兵器廃絶を訴え
る内容のメッセージビデオをSNS上で公
開した。

【被爆75年事業】同市と現地市民団体
「核軍縮のための市民行動」が追悼イベ
ントとしてピアノリサイタルを開催し
た。

カナダ

カナダ

カナダ

モントリオー
ル

モントリオー
ル

モントリオー
ル

フランス

サント

8月6日

ドイツ

アム・メレン
ゼー

8月6日

- 8月9日

- 8月9日

https://observatoirevivreensembl
e.org/en/idltp2020-citiesunited-in-solidarity-againstcovid-19

https://www.sudouest.fr/202
0/08/09/saintes-fin-descommemorations-desbombardements-d-hiroshimaet-nagasaki-77312131531.php
https://www.hannover.de/Leb
en-in-der-RegionHannover/Politik/Politische
【被爆75年事業】同市は平和首長会議の
-Gremien/Mayors-for旗を掲揚した。
Peace/Aktivitäten/Aktionenzum-75.-Jahrestag-desAtombombenabwurfs

1/6

国

ドイツ

実施日

都市・団体
アシャッフェ
ンブルク

内容

7月8日

【被爆75年事業】同市は、フラッグデー
に市庁舎の中庭で平和首長会議の旗を掲
げた。

リンク

ドイツ

バート・ベ
ヴェンセン

8月6日

https://www.hannover.de/Leb
en-in-der-Region【被爆75年事業】同市は追悼イベントを Hannover/Politik/Politische
開催し、市内の教会の鐘を5分間に渡っ -Gremien/Mayors-forて鳴らした。
Peace/Aktivitäten/Aktionenzum-75.-Jahrestag-desAtombombenabwurfs

ドイツ

ベルリン

8月6日

【被爆75年事業】同市と核戦争防止国際
医師会議の現地支部は追悼イベントを実
施した。

8月6日

https://www.bonn.de/microsi
【被爆75年事業】同市はラインアウエ公 te/en/press園内の日本庭園近くにおいて被爆樹木の releases/august-2020/a植樹式を実施した。
tree-of-peace-for-bonnsrheinaue-park.php

8月6日

https://www.hannover.de/Leb
en-in-der-RegionHannover/Politik/Politische
【被爆75年事業】同市は平和の鐘の展示
-Gremien/Mayors-for等追悼イベントを実施した。
Peace/Aktivit%C3%A4ten/Akti
onen-zum-75.-Jahrestag-desAtombomben%C2%ADabwurfs

8月6日

https://www.hannover.de/Leb
en-in-der-Region【被爆75年事業】同市は追悼イベントを
Hannover/Politik/Politische
開催し、講演会や詩の朗読、合唱、折り
-Gremien/Mayors-for鶴体験等のイベントを行った。折り鶴は
Peace/Aktivit%C3%A4ten/Akti
老人ホームや病院に寄贈された。
onen-zum-75.-Jahrestag-desAtombomben%C2%ADabwurfs

ドイツ

ドイツ

ドイツ

ボン

クリービッツ

デュルメン

ドイツ

エルバンゲン

8月6日

https://www.hannover.de/Leb
en-in-der-Region【被爆75年事業】同市は原爆が投下され Hannover/Politik/Politische
た時刻に7分半にわたって鐘を鳴らし
-Gremien/Mayors-forた。
Peace/Aktivit%C3%A4ten/Akti
onen-zum-75.-Jahrestag-desAtombomben%C2%ADabwurfs

ドイツ

エムデン

8月6日

【被爆75年事業】同市はエムデン平和
フォーラムを開催し、2017年に植樹した
被爆樹木に新しいプレートを設置した。

8月6日

https://www.hannover.de/Leb
en-in-der-RegionHannover/Politik/Politische
【被爆75年事業】同市は広島平和記念公
-Gremien/Mayors-for園のバラをEGA公園に植樹した。
Peace/Aktivit%C3%A4ten/Akti
onen-zum-75.-Jahrestag-desAtombomben%C2%ADabwurfs

8月3日

https://www.hannover.de/Leb
en-in-der-Region【被爆75年事業】同市は広島・長崎の原 Hannover/Politik/Politische
爆投下に関連するポスターを作成し街中 -Gremien/Mayors-forに掲示した。
Peace/Aktivit%C3%A4ten/Akti
onen-zum-75.-Jahrestag-desAtombomben%C2%ADabwurfs

ドイツ

ドイツ

ドイツ

エアフルト

エッセン

ドイツ支部

7月8日

- 8月10日

【被爆75年事業】ドイツの350以上の平
和首長会議加盟都市は、市庁舎に平和首
長会議の旗を掲げた。フラッグデーは、
1996年7月8日、国際司法裁判所が核兵器
による威嚇または使用の合法性に関する
勧告的意見を発表したことを記念して行
われている。

2/6

https://www.hannover.de/Leben
-in-der-RegionHannover/Politik/PolitischeGremien/Mayors-forPeace/Aktivitäten/Flaggentagder-Bürgermeister-für-denFrieden

国

ドイツ

ドイツ

ドイツ

ドイツ

ドイツ

ドイツ

実施日

都市・団体

グライフス
ヴァルト

ハーゲン・ア
ム・トイトブ
ルガー・ヴァ
ルト

ハノーバー

ハノーバー

ハノーバー

カールスル―
エ

内容

リンク

8月6日

https://www.hannover.de/Leb
en-in-der-RegionHannover/Politik/Politische
【被爆75年事業】同市は大聖堂の平和の
-Gremien/Mayors-for鐘を鳴らした。
Peace/Aktivit%C3%A4ten/Akti
onen-zum-75.-Jahrestag-desAtombomben%C2%ADabwurfs

8月6日

https://www.hannover.de/Leb
en-in-der-RegionHannover/Politik/Politische
【被爆75年事業】同市は平和の鐘を鳴ら
-Gremien/Mayors-forし、礼拝を行った。
Peace/Aktivit%C3%A4ten/Akti
onen-zum-75.-Jahrestag-desAtombomben%C2%ADabwurfs

4月19日

同市は、「世界平和のための合唱団
(World Choir for Peace)」のメンバー
http://www.mayorsforpeace.org/
である28か国の歌手がオンライン上で集
english/whatsnew/activity/2020
い、コロナ禍の中で連帯するメッセージ
May_Hannover.html
を込めたミュージックビデオの制作を支
援した。

7月8日

https://www.hannover.de/Leb
en-in-der-Region同市は、原爆投下から75年を追悼する一
Hannover/Politik/Politische
連のイベントの幕開けとして、フラッグ
-Gremien/Mayors-forデーに核軍縮に向けた取組に関するプレ
Peace/Aktivitä
ゼンテーションを開催した。
ten/Flaggentag-der-Bü
rgermeister-für-den-Frieden

8月6日

【被爆75年事業】同市は、追悼イベント
を実施した。午前8時15分に同市長がエ
ギディエン教会の鐘をつき、複数の宗教
の代表者が平和の祈りを捧げた。イベン
トの終わりには、市役所の裏にある池で
灯籠流しを実施した。

8月9日

https://www.hannover.de/Leb
en-in-der-RegionHannover/Politik/Politische
【被爆75年事業】同市は原爆ポスター展
-Gremien/Mayors-forを開催した。
Peace/Aktivit%C3%A4ten/Akti
onen-zum-75.-Jahrestag-desAtombomben%C2%ADabwurfs

https://www.hannover.de/Leb
en-in-der-RegionHannover/Politik/Politische
-Gremien/Mayors-forPeace/Aktivit%C3%A4ten/Akti
onen-zum-75.-Jahrestag-desAtombomben%C2%ADabwurfs

https://www.hannover.de/Leb
en-in-der-RegionHannover/Politik/Politische
-Gremien/Mayors-forPeace/Aktivit%C3%A4ten/Akti
onen-zum-75.-Jahrestag-desAtombomben%C2%ADabwurfs
https://rponline.de/nrw/staedte/krefe
ld/krefeld-japanerin-singtwiegenlied-fuer-die-opfervon-hiroshima_aid-52582981

ドイツ

キール

8月6日

【被爆75年事業】同市はスイレンの花に
灯を灯し、水面に浮かべる追悼イベント
を実施した。

ドイツ

クレーフェル
ト

8月6日

【被爆75年事業】同市はクレーフェルト
動物園において追悼イベントを開催し、
被爆樹木に日本語のプレートを設置し
た。

8月6日

https://www.hannover.de/Leb
en-in-der-Region【被爆75年事業】同市は追悼イベントを Hannover/Politik/Politische
実施したほか、核兵器廃絶を求める署名 -Gremien/Mayors-for活動を行った。
Peace/Aktivit%C3%A4ten/Akti
onen-zum-75.-Jahrestag-desAtombomben%C2%ADabwurfs

8月6日

https://www.hannover.de/Leb
en-in-der-RegionHannover/Politik/Politische
【被爆75年事業】同市は地域の教会にあ
-Gremien/Mayors-forる平和の鐘を鳴らした。
Peace/Aktivit%C3%A4ten/Akti
onen-zum-75.-Jahrestag-desAtombomben%C2%ADabwurfs

ドイツ

ドイツ

マイエン

ネッセ・アプ
フェルシュ
テット

3/6

国

ドイツ

実施日

都市・団体

ノイミュンス
ター

内容

リンク

8月6日

https://www.hannover.de/Leb
en-in-der-RegionHannover/Politik/Politische
【被爆75年事業】同市は追悼イベントを
-Gremien/Mayors-for実施した。
Peace/Aktivit%C3%A4ten/Akti
onen-zum-75.-Jahrestag-desAtombomben%C2%ADabwurfs

ドイツ

ノットゥルン

8月6日

https://www.hannover.de/Leb
en-in-der-RegionHannover/Politik/Politische
【被爆75年事業】同市は歴史地区におい
-Gremien/Mayors-forて追悼イベントを実施した。
Peace/Aktivit%C3%A4ten/Akti
onen-zum-75.-Jahrestag-desAtombomben%C2%ADabwurfs

ドイツ

ヴァルスロー
デ

8月6日

http://www.stadt【被爆75年事業】同市は平和首長会議の
walsrode.de/media/custom/28
旗を掲揚した。
68_1794_1.PDF?1596520789

ドイツ

ヴェツラー

8月6日

- 8月9日

https://evangelisch-an【被爆75年事業】同市は平和会議を開催
lahn-und-dill.de/event/75し、市庁舎前で平和首長会議の旗を掲揚
jahre-atombombenabwurfした。
hiroshima/

ドイツ

ブッペルター
ル

8月6日

https://www.hannover.de/Leb
en-in-der-RegionHannover/Politik/Politische
【被爆75年事業】同市は平和首長会議の
-Gremien/Mayors-for旗を市庁舎に掲揚した。
Peace/Aktivit%C3%A4ten/Akti
onen-zum-75.-Jahrestag-desAtombomben%C2%ADabwurfs

インド

インパール

8月6日

【被爆75年事業】同市は追悼イベントを
開催し、広島市長からのメッセージと共
に平和宣言を読み上げた。

8月6日

【被爆75年事業】現地の反核NGOである
CNDの主催でメリオン・スクエア・ガー https://www.ie.embデンにおいてヒロシマ・ナガサキデーイ japan.go.jp/itpr_en/11_0000
ベントを実施し、日本大使館の代表、同 01_00020.html
市長などが出席した。

8月3日

【被爆75年事業】同市長は被爆樹木二世
のイチョウの木の紹介と共に「ノーモア https://www.facebook.com/13
ヒロシマ！ノーモアナガサキ！」を題材 74491696149233/posts/262809
とするメッセージビデオを作成し、公開 9434121780/
した。

8月6日

【被爆75年事業】同市は8月9日に広島と
長崎の平和宣言を配布するとともに、8
月6日から14日まで市立図書館に核兵器
や平和、軍縮に関する図書コーナーを設
置した。

アイルランド

イタリア

イタリア

ロシア

ダブリン

チェルヴィア

チェルヴィア

ボルゴグラー
ド

- 8月14日

http://www.comunecervia.it/
citta/notizie/notizia/id75-anniversario-del-lanciodella-bomba-atomica-cerviaaderisce-alla-campagnasenza-atomica.html

8月6日

【被爆75年事業】同市は平和記念式典を
開催し、午前8時15分に平和の鐘を鳴ら
http://www.welcomevolgograd
して1分間の黙とうを行った。加えて、
city.com/NewsEn.aspx?idn=48
同市は広島で起きた悲劇や平和事業に関
5
する記事を市のウェブサイトに掲載し
た。
【被爆75年事業】同支部は、スペイン政
府に核兵器禁止条約への署名及び批准を
促すため、関連ポスターと共に写真を
撮ってSNSで拡散する#NEVERAGAINキャン
ペーンをICANのメンバーであるFandiPau
と共に実施した。

https://wp.granollers.cat/a
lcaldesperlapau/2020/07/30/
accio-de-fundipau-i-de-laxarxa-dalcaldes-ialcaldesses-per-la-pau-perreclamar-la-fi-a-les-armesnuclears/

スペイン

カタルーニャ
支部

7月31日

スペイン

クベレス

5月19日

同市議会は、核兵器禁止条約を支持する
決議を全会一致で採択した。

スペイン

ゲルニカルモ

4月26日

https://www.eitb.eus/es/noticias
同市は、ゲルニカ爆撃83周年の追悼式を /sociedad/detalle/7192831/bom
ライブ配信した。
bardeo-gernika-83-aniversariohomenajes-actos-recuerdo----/

-

4/6

国

スペイン
カナダ
英国

実施日

都市・団体
バルセロナ
モントリオー
ル
マンチェス
ター

内容

リンク

http://www.mayorsforpeace.org/
加盟都市がコロナ禍の中、市民の連帯を
english/whatsnew/activity/2020
呼びかける取組を実施した。
Apr_Initiatives.html

4月

- 8月9日

http://prbangkoken.com/invitation-toparticipate-in-the-2020peace-memorial-ceremony【被爆75年事業】同市は平和記念式典と and-exhibition-on-the原爆ポスター展を開催した。
occasion-of-the-75thanniversary-of-the-atomicbombings-of-hiroshima-andnagasaki-on-august-6-92020-at/
【被爆75年事業】現地の反核NGOである https://www.thetelegraphand
CNDの主催でヒロシマデーウェビナーが argus.co.uk/news/18636407.h
開催され、同市長及び同市の司教が参加 iroshima-memorial-eventした。
bradford-moves-online/

タイ

バンコク

8月6日

英国

ブラッド
フォード

8月

英国

ブライトン

8月6日

【被爆75年事業】ヒロシマデーイベント
が開催され、同市長が出席した。

英国

エディンバラ

8月6日

【被爆75年事業】同市は王立植物園で3
本の被爆樹木の植樹式を実施した。

英国

グラスゴー

8月6日

英国

グラストンベ
リー

8月9日

【被爆75年事業】同市は長崎に原爆が投
下された午前11時2分に黙とうを実施し
た。

英国

キースリー

8月6日

https://www.keighleynews.co
【被爆75年事業】追悼イベントが開催さ
.uk/news/18633711.keighleyれ、同市長が広島平和宣言を読み上げ
event-marks-hiroshimaた。
anniversary/

英国

リーズ

8月9日

【被爆75年事業】現地の反核NGOである
CNDの主催でナガサキデーイベントが開
催され、同市長が献花を行った。

英国

ルイシャム

8月9日

【被爆75年事業】ナガサキデーイベント
が開催され、同市長が参加した。

英国

マンチェス
ター

4月15日

英国・アイルランド支部の業務を担当す http://www.mayorsforpeace.org/
るショーン・モリス氏は核兵器禁止条約 english/whatsnew/activity/2020
に関する取材を受けた。
May_Manchester.html

5月22日

同市は、22人が亡くなったテロ事件の3
周年を記念するイベントを開催し、マン
チェスター大聖堂から追悼の祈りをライ
ブ配信した。

・ 8月9日

https://vimeo.com/446312121
/26201cd380

【被爆75年事業】同市は8月6日に広島追
悼イベントを実施し、8月9日にはオンラ
インで長崎追悼イベントを実施した。

https://secure.manchester.gov.u
k/news/article/8428/may_22_terr
or_attack_third_anniversary_and_m
emorial_update?utm_content=&ut
m_medium=email&utm_name=&ut
m_source=govdelivery&utm_term=

英国

マンチェス
ター

英国

マンチェス
ター

8月5日

https://secure.manchester.g
【被爆75年事業】同市議会は、市議会の
ov.uk/news/article/8516/man
ホームページに特設ページを作成し同市
chester_remembers_the_event
の核兵器廃絶に向けた取組や被爆75年事
s_of_hiroshima_and_nagasaki
業等を掲載した。
_75_years_on

英国

マンチェス
ター

8月9日

【被爆75年事業】同市は長崎原爆の日に
特別オンラインセミナーを実施した。

英国

オックス
フォード

8月9日

【被爆75年事業】ヒロシマ・ナガサキ
デーイベントがボン広場で開催され、同
市長が出席した。

英国

シェフィール
ド

8月6日

https://www.sheffieldtelegr
【被爆75年事業】ピースガーデンにおい aph.co.uk/news/politics/lor
てヒロシマデーイベントが開催され、同 d-mayors-peace-call市長が出席した。
sheffield-hiroshima-dayvigil-2939461
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国

実施日

都市・団体

内容

英国

スターリング

8月6日

【被爆75年事業】ヒロシマデーイベント
がピュラー記念公園のピースガーデンで
夜通し開催され、同市長が出席した。

英国
アイルランド

英国・アイル
ランド支部

5月15日

ブリーフィングペーパー第28号を発行

リンク

http://www.mayorsforpeace.o
rg/english/whatsnew/activit
y/data/2020/UK_Briefing_No_
28.pdf

英国
アイルランド

英国・アイル
ランド支部

7月3日

【被爆75年事業】同支部はウェビナーを
開催し、平和首長会議の取組の進捗状況
http://www.mayorsforpeace.o
や平和教育の発展及び原爆投下から75
rg/english/whatsnew/activit
年、スレブレニツァの虐殺から25年の追
y/2020Jul_UKchap.html
悼イベントへの支援について協議を行っ
た。

英国
アイルランド

英国・アイル
ランド支部

7月27日

ブリーフィングペーパー第29号を発行

英国
アイルランド

英国・アイル
ランド支部

8月11日

ブリーフィングペーパー第30号を発行

米国

バークレー

7月28日

【被爆75年事業】同市議会は核戦争を防
止する決議を全会一致で採択した。

米国

デモイン

6月22日

同市長は、合衆国に対し核戦争を阻止す
るための国際的な取組を主導し、核兵器
禁止条約を受け入れるよう呼びかける宣
言に署名した。

米国

デモイン

6月30日

同市長は第88回全米市長会議年次総会に
http://www.mayorsforpeace.org/j
おいて、核兵器廃絶を訴え平和首長会議
p/ecbn/resolution/20200630.htm
を支持する決議文を提案し、満場一致で
l
採択された。

米国

ロチェスター

8月6日

【被爆75年事業】同市は記念式典を開催
し、イベントの様子をロチェスター科学
博物館のフェイスブックページで配信し
た。

ヨーロッパ支
部

5月6日

同支部は、国連事務総長によるグローバ http://www.mayorsforpeace.org/
ルな即時停戦の呼び掛けを支持する声明 english/whatsnew/activity/2020
を発出した。
May_EUChapt.html
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