
平和市長会議ニュース（2013 年 5 月）第 41 号 

 

平和市長会議加盟自治体の皆様 

 

平素より平和市長会議の活動にご支援・ご協力いただき、心より感謝申し上げます。 

平和市長会議の近況をお知らせします。 

 

＜＜今号の内容＞＞ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

◆ＮＰＴ再検討会議第 2回準備委員会への出席 

◆平和市長会議運営体制充実に向けた意見交換・情報交換及び 2020キャンペーン協会役員会の開催 

◆第８回平和市長会議総会参加登録受付中(6月 10日登録締切) 

◆核兵器問題の将来の方向性に関する合同セミナーの開催[4月 19日 イギリス・エジンバラ市] 

◆加盟都市 5,000突破を記念する原爆ポスター展を開催しましょう！ 

◆「核兵器禁止条約」の交渉開始等を求める市民署名活動を展開しましょう！ 

◆加盟都市の活動報告(兵庫県西宮市) 

◆4月の平和市長会議会長訪問 

◆平和市長会議加盟自治体数: 156か国・地域 5,617自治体 

＊＊＊＊＊＊＊ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆ＮＰＴ再検討会議第 2回準備委員会への出席[4月 22日～25日、スイス・ジュネーブ市] 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

スイス・ジュネーブ市で開催された NPT再検討会議第 2回準備委員会に、広島市長、長崎市長をは

じめ 8 都市の代表からなる平和市長会議代表団が参加しました。準備委員会の NGO セッションで広

島・長崎両市長がスピーチし、各国政府関係者等に核兵器の非人道性と「核兵器禁止条約」の早期実

現に向けた取組の必要性を訴えるとともに、準備委員会議長に「核兵器禁止条約」の交渉開始等を求

める市民署名約 26 万筆を提出し、同条約の早期実現に向けた尽力をお願いしました。また、天野万

利軍縮会議日本政府代表部特命全権大使、カジムジョマルト・トカエフ国連欧州本部長、フレッド・

タナー ジュネーブ安全保障政策センター所長、クリスティーヌ・ベアリ赤十字国際委員会副総裁、

アンゲラ・ケイン国連軍縮担当上級代表や各国政府代表等多くの関係者と面会し、一日も早い核兵器

廃絶に向けた尽力をお願いしました。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆平和市長会議運営体制充実に向けた意見交換・情報交換及び 2020キャンペーン協会役員会の開催[4月

23日、24日 スイス・ジュネーブ市] 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

NPT 再検討会議第 2 回準備委員会に合わせ、4 月 23 日、役員都市間で平和市長会議運営体制充実

に向けた意見交換・情報交換を行い、今年 8 月に広島で開催する平和市長会議総会での提案に向け、

役員都市等と運営体制の充実方策について意見交換等を行い、合意しました。 

（１）平和市長会議メンバーシップ納付金の負担(1都市当たり毎年 2,000円) 

（２）平和市長会議の地域グループ化の推進(リーダー都市の選定と支部の設置) 

（３）被爆樹木の種の配付・育成と平和記念公園内にある「平和の灯」の分火・継承 

また、4 月 24 日、平和市長会議 2020 キャンペーン協会役員会を開催し、同協会の 2012 年度の会

計や活動状況などの報告事項について承認するとともに、今後の 2020 ビジョンキャンペーンの行動

計画等について意見交換を行いました。 



 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆第 8回平和市長会議総会参加登録受付中(6月 10日登録締切) 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

既にお知らせしているとおり、平和市長会議では、本年 8 月 3 日（土）から 8 月 6 日（火）までの日程

で第 8 回総会を広島市において開催します。 

現在、総会参加登録ウェブサイトで参加登録を受付中です。このウェブサイトでは、参加登録のほか、

自治体や NGO の平和活動を紹介するブースの出展希望や総会における発言のご希望を受け付けます。ま

た、宿泊予約、観光プログラムの申し込みを行うことができます。 

総会開催期間中の 8 月 5 日（月）には今年度の国内加盟都市会議を開催しますので、是非前向きに参加

をご検討ください。首長様の参加が難しい場合は、代理の方に参加していただければと思います。併せて、

貴自治体と交流のある姉妹都市等と共に参加することもご検討いただければ幸いです。 

先の NPT 再検討会議第 2 回準備委員会では、核兵器の非人道性を中心とした議論が行われました。こ

れまで一貫して核兵器の非人道性を訴えてきた被爆地広島で開催される総会の成功に向けて、多くの加盟

都市の皆さまのご参加をお待ちしています。 

 

会期：平成 25 年（2013 年）8 月 3 日（土）～6 日（火） 

会場：広島国際会議場 

基調テーマ：「核兵器のない世界」の実現を目指して―「ヒロシマ・ナガサキの心」を世界に― 

参加登録受付：4 月 8 日（月）~ 6 月 10 日（月） 

*宿泊予約、観光プログラム申し込みは 6 月 17 日（月）まで 

 

平和市長会議のホームページから、総会の会議概要や参加登録の手続き方法等を盛り込んだアドバンス

プログラムのダウンロードや、総会参加登録ウェブサイトへのアクセスが可能です。 

▼平和市長会議ホームページ：http://www.mayorsforpeace.org/jp/ 

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆核兵器問題の将来の方向性に関する合同セミナーの開催[4月 19日 イギリス・エジンバラ市] 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 4 月 19 日、イギリスのエジンバラ市で、英国非核自治体協会（NFLA）スコットランドフォーラム及び、

平和市長会議、アボリション 2000、核軍縮・不拡散議員連盟（PNND）により、2013 年の核兵器問題の

展望等に関する合同セミナーが開催されました。セミナーでは、秋葉忠利平和市長会議前会長を含む、核

兵器廃絶に長年尽力してきた多彩なスピーカーが発言しました。 

 

▼詳細記事：英国非核自治体協会ホームページ（英語） 

http://www.nuclearpolicy.info/docs/events/NFLA_Edinburgh_NW_joint_seminar.pdf 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆加盟都市 5,000突破を記念する原爆ポスター展を開催しましょう！ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

平和市長会議では、加盟都市 5,000 突破を記念した原爆ポスター展を、国内外の加盟都市をあげて取り

組んでいます。オーストリア・ウィーン市での開催を皮切りに、現在までに新宿区（東京都）や堺市（大

阪府）、イギリス・ロンドン市、ロシア・ボルゴグラード市、アフガニスタン・カブール市など、250 を超

える自治体がすでに開催しています。ぜひポスター展開催にご協力ください。 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/ecbn/projects/poster/index.html.  

 

※ポスター概要：標準サイズ A２版、18 枚＋参考情報１枚 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/


※この原爆ポスター展は、一昨年 11 月にスペインのグラノラーズ市で開催した第８回理事会及び昨年１

月に開催した国内加盟都市会議において、加盟都市 5,000 突破を記念して、全加盟都市を挙げて新たなポ

スター展を開催することとした決議に基づくものです。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「核兵器禁止条約」の交渉開始等を求める市民署名活動を展開しましょう！ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

2020 年までの核兵器廃絶を実現するために最も効果的な方法は、世界のすべての国が「核兵器禁止条約」

を締結することです。「核兵器禁止条約」とは、核兵器の製造、保有、使用等を全面的に禁止する条約です。 

その早期実現を目指し、一昨年 11 月の平和市長会議理事会及び昨年 1 月の第 1 回平和市長会議国内加

盟都市会議において、条約の交渉開始等を求める市民署名活動を加盟都市を挙げて展開することが決定さ

れました。 

皆様のご協力により、2013 年 5 月 1 日現在、743,698 筆の署名が集まっています。 

全加盟都市を挙げて積極的に署名活動を展開しましょう。（署名はインターネットからも可能です。） 

 

▼署名用紙（PDF） 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/petitionform_jp.pdf. 

▼オンライン署名 

https://www.ssl-hiroins.city.hiroshima.jp/pcf/jp/form.htm. 

▼関連情報：広島市の市民署名活動の展開 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1333414321137/index.html. 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆加盟都市の活動報告 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

*兵庫県西宮市 

 西宮市は、平成 24 年度の平和事業として、原爆展の開催（7 月）、平和灯ろう流しの実施、親子広島バ

スツアーの開催、終戦記念日に向けての街頭啓発（以上 8 月）、平和非核都市啓発看板の設置（12 月）

を行いました。 

 

平和市長会議ホームページの活動紹介コーナーでも、加盟都市のみなさんの平和活動を紹介しています。 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/activites/membercity/index.html. 

 

＜＜貴自治体の平和活動の情報をお知らせください＞＞ 

平和市長会議ホームページの「加盟都市の活動」コーナーに掲載する情報をお待ちしています。 

貴自治体のホームページにリンクする形でご紹介しますので、記事のタイトル、英語版の有無、リンク先

等の詳細を、次のアドレスにご連絡ください。 

▼E メール: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp. 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆4月の平和市長会議会長訪問 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 松井一實広島市長・平和市長会議会長は、４月に次のような外国人来訪者の表敬訪問を受けました。そ

の際に平和市長会議の取組および加盟要請への協力をお願いしました。 

４月１日（月） アレクサンダー・リャベッカ アフガン・チェルノブイリ協会会長 

4 月 12 日（金） ブルース・ミラー 駐日オーストラリア大使 

▼関連情報：広島市/日々の動静―2013 年４月 

mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp


http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1364558026526/index.html 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆平和市長会議加盟自治体数: 156か国・地域 5,617自治体 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

皆様のご理解とご協力により、今月 30 都市が新たに加盟し、平和市長会議の加盟自治体数は 5 月 1 日

現在で 5,617 自治体（156 か国・地域）となりました。 

このうち日本国内では、宮城県大崎市など新たに 16 自治体が加盟し、国内の加盟自治体数は 1,318 自

治体です。 

海外については、オランダ加盟都市 4 市長からの呼び掛けにより、先月に続いて同国から 3 都市が加盟

したほか、ブラジル、カメルーンからもそれぞれ 2 都市が加盟しました。 

引き続き近隣未加盟自治体や姉妹都市への働き掛けなど皆様のご支援をよろしくお願いします。 

▼５月 1 日付新規加盟自治体一覧. 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2013/newmembers1305_jp.pdf 

▼加盟自治体マップ 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/membercity/map.html. 

 

＊＊＊ 本メールニュースに関するご意見、お問合せ、 

連絡先変更等は下記までご連絡ください＊＊＊ 

平和市長会議事務局  

〒730-0811 広島市中区中島町 1－5 

（公財）広島平和文化センター 国際部 平和連帯推進課 

TEL:082-242-7821 FAX:082-242-7452  

Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1364558026526/index.html
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2013/newmembers1305_jp.pdf

