
平和首長会議ニュース（2016 年 10 月）第 82 号 

 

平和首長会議加盟自治体の皆様 

 

平素より平和首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。 

平和首長会議の近況をお知らせします。 

 

＜＜今号の内容＞＞ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

◆「核兵器の全面的廃絶のための国際デー」（9月 26日）に合わせ、米国のオンラインニュースに寄稿 

◆国連欧州本部において被爆樹木の植樹式が行われました 

◆国連総会第一委員会に合わせ、核兵器国及び核の傘の下にある国々にメッセージを発出 

◆各地で「国際平和デー」（9月 21日）記念行事が開催されました 

◆「平和首長会議第 2回ラテンアメリカ地域会議」をメキシコシティで開催 

◆第 9回平和首長会議総会に向けたアンケートに御協力お願いします 

◆ヒロシマ発平和関連ニュース（中国新聞社ヒロシマ平和メディアセンター提供記事） 

◆加盟都市の活動紹介 

◆平和首長会議情報システムについてのご案内 

◆被爆樹木の苗木等の配付事業及び「平和の灯」の分火事業のご案内 

◆平和首長会議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！ 

◆9月の平和首長会議会長訪問 

◆平和首長会議加盟自治体数: 162カ国・地域 7,146自治体 

＊＊＊＊＊＊＊ 

 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

平和首長会議の最新ニュースはこちらでチェック！ 

ホームページ： http://www.mayorsforpeace.org/jp/index.html 

フェイスブック： https://www.facebook.com/mayorsforpeace 

「いいね！」をお待ちしています。 

＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「核兵器の全面的廃絶のための国際デー」に合わせ、米国のオンラインニュースに寄稿 

[9月 26日] 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

8 月下旬にジュネーブの国連欧州本部で開催された 「多国間核軍縮交渉の前進に関する国連公開作業

部会」において、「核兵器の法的禁止の交渉を 2017 年中に開始するよう国連総会に勧告する」との報告

書が賛成多数で採択されました。これを受け、10 月 3 日から 11 月 3 日まで開催されている国連総会で

は、禁止条約の交渉開始について議論が行われています。 

 平和首長会議では、この議論を後押しするとともに、核兵器廃絶に向けた機運を醸成するため、国連

が制定した「核兵器の全面的廃絶のための国際デー」（9 月 26 日）に合わせ、米国のオンラインニュー

ス「The Nation」に、核兵器国を含む全ての国は核兵器禁止条約についての建設的な議論を行い、核抑

止という考え方から脱却すべきであるということを主旨とする意見を寄稿しました。 

 

▼平和首長会議による寄稿 

英語原文（「The Nation」ウェブサイト）： 

https://www.thenation.com/article/its-time-to-ban-and-eliminate-nuclear-weapons/ 

日本語要旨（平和首長会議ウェブサイト）： 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/activites/statement/request/160926The_Nation_summaryJ.pdf 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆国連欧州本部において被爆樹木の植樹式が行われました 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/index.html
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
https://www.thenation.com/article/its-time-to-ban-and-eliminate-nuclear-weapons/
http://www.mayorsforpeace.org/jp/activites/statement/request/160926The_Nation_summaryJ.pdf


[10月 3日、ジュネーブ市（スイス）]  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

10 月 3 日、広島で被爆したイチョウの種から育てられた「被爆 2 世」の苗木が、潘基文国連事務総

長によりスイス・ジュネーブ市の国連欧州本部の公園内に植樹されました。 

この苗木は、加盟都市のスイス・ルツェルン市が育成したもので、今年 5 月、「多国間核軍縮交渉の

前進に関する公開作業部会」出席のためにジュネーブを訪れた松井一實広島市長・平和首長会議会長か

ら、平和首長会議の取組の一環として国連欧州本部に贈呈されました。 

植樹式には、平和首長会議副会長都市であるベルギー・イーペル市のジャン・ドゥルネッツ市長が出

席し、この植樹を機に、平和への思いが広く長く共有されることを願うとの会長メッセージを代読しま

した。 

植樹式において国連事務総長は、自らの悲惨な経験を乗り越え、希望のメッセージを発信し続ける被

爆者に対する敬意を表するとともに、全ての国々が核廃絶を緊急課題とすべきであり、この木が「核の

ない世界」のための国際社会の団結のシンボルとなるよう祈念すると述べました。 

 

▼記事全文及び写真（平和首長会議ウェブサイト）： 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/topic/2016/Planting_ceremony/index.html 

 

▼平和首長会議会長メッセージ（英語、平和首長会議ウェブサイト）： 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/topic/2016/Planting_ceremony/Message_from_Mayor_Matsui.pdf 

 

▼植樹式における国連事務総長スピーチ（英語、国連ウェブサイト）： 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2016-10-03/remarks-planting-ceremony-second-gener

ation-hibakusha-tree 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆国連総会第一委員会に合わせ、核兵器国及び核の傘の下にある国々にメッセージを発出 
[10月 3日] 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

平和首長会議は、国連総会第一委員会の開催に合わせ、核兵器国及び核の傘の下にある国々に対し、

国内政策や国際協調を通じて果断なリーダーシップを発揮し、核兵器のない世界に大きく歩を進めるこ

とを要請するメッセージを発出しました。 

 

▼平和首長会議から核兵器国及び核の傘の下にある国々へのメッセージ（平和首長会議ウェブサイト）： 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/statement/request/161003_MfP_Appeal_E.pdf （英語原文） 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/activites/statement/request/161003_MfP_Appeal_J.pdf （和訳） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆各地で「国際平和デー」（9月 21日）記念行事が開催されました 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

国連では、毎年 9 月 21 日を「国際平和デー」と定め、世界中の停戦と非暴力の日としてこの日一日

敵対行為をやめるよう呼び掛けています。平和首長会議もこの趣旨に賛同し、その行動計画において全

ての加盟都市に記念行事開催を呼び掛けていくことを盛り込んでいます。今年の国際平和デーに合わせ、

世界各地の自治体で記念行事が実施されました。 

 

▼「国際平和デー」記念行事の開催について（平和首長会議ウェブサイト） 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/topic/2016/Sep21_peaceday/index.html 

 

国際平和デー記念行事を含め、平和首長会議行動計画に基づく取組を実施する海外の都市等に関する

情報を、以下のリンクからご覧いただけます。 

▼平和首長会議行動計画に基づく取組実施都市等一覧（海外）（10月 13日現在）（平和首長会議ウェブ

サイト） 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/topic/2016/Planting_ceremony/index.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/statement/request/161003_MfP_Appeal_E.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/jp/activites/statement/request/161003_MfP_Appeal_J.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/jp/topic/2016/Sep21_peaceday/index.html


http://www.mayorsforpeace.org/jp/activites/projects/Action_Plan/2016/161013_List_of_Activit

ies_J.pdf 

 

＊なお、平和首長会議事務局では、引き続き、加盟自治体における平和行事実施の情報を募集していま

すので、次のメールアドレスまで御一報ください。 

▼E メール: kokunai-mfp@pcf.city.hiroshima.jp 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「平和首長会議第 2回ラテンアメリカ地域会議」をメキシコシティで開催 

 [9月 20、21日、メキシコシティ（メキシコ）]  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

国連が定める「国際平和デー」（9 月 21 日）に合わせ、9 月 20 日と 21 日の 2 日間、ラテンアメリカ

における 2 回目の平和首長会議地域会議がメキシコの首都メキシコシティで開催されました。 

会議には、メキシコシティのほか、マナグア市（ニカラグア）、カルタゴ市、サンホセ市（コスタリ

カ）、グラノラーズ市（スペイン）からの代表者が出席するとともに、元国連軍縮担当上級代表のドゥ

アルテ氏、ラテンアメリカおよびカリブ海の非核兵器地帯条約（トラテロルコ条約）の実施機関である

OPANAL のマセド・ソアレス事務局長をはじめとする国際機関の関係者等約 600 人が参加しました。 

2 日間にわたる会議期間中、平和と非暴力の文化の推進、紛争の平和的解決、人権等について活発な

議論が交わされました。この会議の成果としてまとめられる「メキシコシティ平和宣言」は、近日中に

発表される予定です。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆第 9回平和首長会議総会への出席及びアンケートへの協力について 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

平和首長会議は、来年 8 月 7 日（月）から 10 日（木）までの日程で長崎市において第 9 回総会を開

催します。ぜひ、参加を前向きに御検討ください。 

加盟都市の意向等を反映させた総会とするため、9月 12日に加盟各都市にアンケートを送付させてい

ただきました。御協力いただきました皆様に深く感謝申し上げます。 

なお、提出期限は過ぎましたが、引き続き提出を受け付けていますので、未回答の場合は御協力をお

願いします。 

アンケート用紙は、平和首長会議のウェブサイトからもダウンロードできます。 

 

▼第 9回平和首長会議総会の開催及びアンケートの実施について（平和首長会議ウェブサイト）： 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/activites/meeting/9th/questionnaire/index.html 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆ヒロシマ発平和関連ニュース (連載第 24回) 

[中国新聞社ヒロシマ平和メディアセンター提供記事] 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「広島原爆の日」（8月 6日）前後の厳しい暑さが和らぎ始めるころ、被爆地広島には全国から多くの

小中高校生がやって来ます。特に 10～11 月は、5～6 月と並ぶ、年に 2 回ある修学旅行シーズンです。

オバマ米大統領の広島訪問から 5カ月以上がすぎましたが、子どもたちの間でもヒロシマへの関心は高

まっているようです。 

長崎への原爆投下以降、核兵器が戦争で使われることはありませんでした。しかし、世界には今なお

約 1万 5千発もの核兵器が存在します。地球を何度も破壊できるだけの量です。制止を求める国際社会

の声を聞かず、5 度目の核実験を強行した国もあります。広島・長崎で起きたことは決して過去のこと

ではありません。核兵器が存在する限り、再び使われる可能性をゼロにすることはできないからです。

今の子どもたちにも関わる問題だと、広島を訪れる児童や生徒にきちんと伝えていく必要があります。

それは大人の責任です。爆心地にほど近い平和記念公園を歩く子どもたちを見ていると、あらためてそ

う感じさせられます。 

 

関連記事は次のアドレスで読めます。 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/activites/projects/Action_Plan/2016/161013_List_of_Activities_J.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/jp/activites/projects/Action_Plan/2016/161013_List_of_Activities_J.pdf
mailto:kokunai-mfp@pcf.city.hiroshima.jp
http://www.mayorsforpeace.org/jp/activites/meeting/9th/questionnaire/index.html


○日米高校生 平和語る 国連で初会議 原爆の怖さ共有 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=64843 

○記憶伝承 広島に学ぶ 被爆・戦争語る人材育成 東京の国立市や厚労省 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=65048 

○核廃絶へ 国際デー署名 東京の街頭 被爆者ら募る 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=65058 

○平和公園の全面禁煙 歓迎と困惑 18年 4月から 広島市議会可決 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=65230 

○地方紙記者が見たヒロシマ オバマ氏訪問や記憶継承取材 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=65274 

（ヒロシマ平和メディアセンター提供） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆加盟都市の活動紹介 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

------------------------------- 

*英国･アイルランド支部 

ブリーフィングペーパー第 6号を発行 

------------------------------- 

平和首長会議英国･アイルランド支部は、10月 6日、同支部の活動報告書「ブリーフィングペーパー

第 6号」を発行しました。オールダム市で実施された「核兵器の全面的廃絶のための国際デー」（9月

26 日）記念行事や、10月上旬、ロンドン市において実施されたピースボート歓迎行事等について報告

されています。 

 

▼英国･アイルランド支部ブリーフィングペーパー第 6号（英語、平和首長会議ウェブサイト）： 

http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2016/Manchester/M4P_Briefing_No

_7_Peace_Boat_&_Oldham_Peace_Wk.pdf 

 

＜＜貴自治体の平和活動の情報をお知らせください＞＞ 

平和首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。 

貴自治体における平和に関する様々な事業の情報をぜひお知らせください。 

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。 

▼Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆平和首長会議情報システムについてのご案内 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

平和首長会議では、加盟自治体間の情報共有促進を目的として、「平和首長会議情報システム」を運

用しています。このシステムを利用して、各加盟自治体の情報の検索、各自治体の情報の更新等をして

いただくことが可能です。平和首長会議の活動のために本システムを積極的に利用していただければ幸

いです。 

なお、首長や担当者の氏名・連絡先等、システムに登録している情報に変更が生じた場合は、平和首

長会議事務局に修正依頼するのではなく、本システムにログインし、速やかに修正してください。各自

治体の情報を常に最新のものに更新していただきますようお願いいたします。 

システムの利用方法等については別途メールでお知らせしています。まだシステムを利用したことが

ない自治体の担当者の方は是非一度ログインしてみてください。 

▼システムの URL: https://www.mfpinfosys.org/ 

 

平和首長会議情報システムに関するご質問等があれば、次のアドレスにお問い合わせください。 

▼Email: mfpsystem@pcf.city.hiroshima.jp 

 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=64843
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=65048
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=65058
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=65230
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=65274
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2016/Manchester/Sep26th.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2016/Manchester/M4P_Briefing_No_7_Peace_Boat_&_Oldham_Peace_Wk.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/activities/membercity/2016/Manchester/M4P_Briefing_No_7_Peace_Boat_&_Oldham_Peace_Wk.pdf
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
https://www.mfpinfosys.org/


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆被爆樹木の苗木等の配付事業及び「平和の灯」の分火事業のご案内 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

平和首長会議では、平成 25 年 8 月の第 8 回総会において策定された行動計画の具体的取組である被

爆樹木の苗木の配付事業及び「平和の灯」の分火事業を平成 26 年度から開始しました。 

9 月 1 日から 30 日までに、埼玉県坂戸市にアオギリの苗木を、愛知県幸田町にアオギリとクスノキ

の苗木を、ブラウンシュヴァイク市（ドイツ）にイチョウの苗木を配付しました。 

被爆樹木の苗木又は「平和の灯」の受け入れを希望される場合、所定の申請書を E メール又は FAX

にて事務局までお送りください。 

※被爆樹木の苗木の配付については、配付本数に限りがあるため、万一不足することになった場合は

翌年度以降の送付となりますので、あらかじめご了承ください。 

※両事業は、通年で行っているため特に申請期限はありません。また、来年度以降も継続して実施し

ますので、来年度以降の受け入れについても、是非ご検討いただければ幸いです。 

▼Email: kokunai-mfp@pcf.city.hiroshima.jp 

▼FAX: 082-242-7452 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆平和首長会議原爆ポスター展を開催しましょう！ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

平和首長会議では、第 8 回総会において策定された行動計画に沿った取組として、平和首長会議原爆

ポスター展に国内外の加盟都市を挙げて取り組んでいます。 

引き続き、ポスター展の開催にご協力ください。 

※ポスター概要：標準サイズ A2 版、18 枚 

▼ポスター展の詳細及びポスターのダウンロード 

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

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆「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。 

皆様のご協力により、2016 年 10月 1日現在、2,432,196筆の署名が集まっています。 

今後とも、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/01_monthly_updating/11_petitionform_jp.pdf 

▼オンライン署名 

https://www.ssl-z.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 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆9月の平和首長会議会長訪問 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 松井一實広島市長・平和首長会議会長は、9 月に次のような海外からの来訪者の表敬訪問を受けまし

た。その際に平和首長会議の取組及び加盟要請への協力をお願いしました。 

＊9 月 5日（月）ラウラ・ボルドリーニ イタリア共和国下院議長 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆平和首長会議加盟自治体数: 162カ国・地域 7,146自治体 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

http://www.mayorsforpeace.org/jp/ecbn/projects/poster/index.html
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/01_monthly_updating/11_petitionform_jp.pdf
https://www.ssl-z.city.hiroshima.jp/pcf/jp/form.htm
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1333414321137/index.html


今月新たに 14自治体が加盟し、平和首長会議の加盟自治体数は 10月 1日現在で 7,146（162か国・

地域）となりました。皆様の御協力に心から感謝申し上げます。 

今月、アゼルバイジャンの 5 自治体から同国初の加盟申請がありました。これにより、平和首長会議

のネットワークは 162か国・地域に広がりました。 

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御協力をよろしくお願いします。 

 

▼10月 1日付新規加盟自治体一覧(PDF) 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/2016/newmembers1610_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、お問合せ等は下記までご連絡ください＊＊＊ 

平和首長会議事務局 

〒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.mayorsforpeace.org/data/pdf/2016/newmembers1610_jp.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/jp/membercity/map.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp

