
Ｂ１-１ 平和・原爆施設の整備及び被爆資料の保存・活用を図ります

Ｂ１-２ 平和教育・学習の充実を図ります

Ｂ１-３ 家族証言等の継承の取組みを推進します

Ｂ２-１ 平和メッセージの発信力を高めます

Ｂ２-２ 平和な世界の創造に向け、ネットワークの構築を進めます

Ｂ２-３ 平和をアピールできる人材を育成します

Ｂ２
核兵器廃絶の世論を喚起し、平和な世界
を創造します

まちづくりの方針

Ｂ 私たちは「平和を願い、求め、つくるまち」をめざします

基本施策 個別施策

Ｂ１ 被爆の実相を継承します
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Ｂ１

インターネットでの情報発
信
＜※再掲：B2-1＞

○ホームページやフェイスブックなどにより、広く国内外へ情報発信する。
　・平和アピール（核実験等抗議、平和事業、平和学習）
　・原爆資料館情報
　・子ども向け平和学習情報【平和推進課、被爆継承

課】

被爆建造物等公開
○長崎県防空本部跡（立山防空壕）など、被爆の惨状を今に伝える被爆建造物等の適切
な保存と管理を進めるとともに、展示の充実を図る。
　・令和3年度～：平和公園を中心とした被爆遺構の周遊を促すため、QRコードを活用
　　し、被爆遺構の見学ポイントや見学ルートなどを案内する。

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

【被爆継承課】

被爆資料インターネット公
開の推進 ○被爆の惨状を広く国内外に伝えるため、米国国立公文書館から収集した写真資料など

原爆資料館収蔵品検索システムに登録する資料の点数をさらに充実させる。

【被爆継承課】

取組方針 3 被爆資料・被爆遺構の保存整備及び公開

取組方針 2 資料収集の実施

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

被爆資料収集強化 ○被爆者のいない時代が近づいており、資料の重要性がより高まっていることから、被
爆75周年となる令和2年度に収集強化を行った被爆資料について、令和3年度も引き続
き、会計年度任用職員を雇用し、収集の強化を図る。

【被爆継承課】

米国国立公文書館収集資料
の整理・検証 ○平成25年度から28年度にかけて米国国立公文書館で収集した原爆資料について、令

和3年度までに整理・検証を行う。

【被爆継承課】

長崎原爆遺跡調査研究・保
存活用

○国指定史跡の長崎原爆遺跡について、指定後も補完調査を継続的に実施するととも
に、平成30年度までに策定した史跡の維持、継承、活用の方針である保存活用計画を
具体化するための整備基本計画を、令和元年度に策定した。
　・令和３年度：史跡整備として、旧城山国民学校校舎の耐震診断を行う。【被爆継承課】

平和施設整備事業
原爆資料館

○被爆の実相を後世に伝えていくため、原爆資料館・平和会館を整備するほか、関連施
設や設備の充実を図る。
　・原爆資料館（令和３年度）
　　　　雨漏り対策防水改修工事
　　　　自動制御装置リモート機器更新工事
　　　　パッケージエアコン更新工事【平和推進課】

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

基本施策 被爆の実相を継承します

５年後にめざす姿

対　象 意　図

市民が 被爆の実相の継承を進めている。

長崎原爆資料館運営事業 ○長崎原爆の被爆の実相を伝え、核兵器廃絶と恒久平和の実現を希求する平和発信施設
である長崎原爆資料館の管理運営を行う。
　・施設の維持管理や受付・貸館などの業務については、令和元年9月から指定管理者
　　制度を導入した。【平和推進課・被爆継承

課】

取組方針 1 施設・設備整備の推進による観覧環境の充実

個別施策 Ｂ1-1 平和・原爆施設の整備及び被爆資料の保存・活用を図ります

５年後にめざす姿

対　象 意　図

平和・原爆関連施設、被爆
資料・被爆遺構が

適切に整備・保存され、被爆の実相が効果的に伝わるよう公開されている。
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被爆建造物等保存整備事業
費補助金被爆建造物 ○被爆建造物等の所有者が実施する保存整備にかかる事業に対し、補助を行う。

　・令和３年度：浦上天主堂石垣１件

【被爆継承課】

県外原爆・平和展の開催
＜※再掲：B2-1＞

○長崎県外の人々に原爆の悲惨さ、平和の尊さを伝えるため、県外原爆・平和展を開催
する。なお、被爆75周年となる令和２年度までに未開催県で開催する予定としていた
が、新型コロナウイルスにより開催を中止としたため、令和３年度以降、計画的に未開
催県で開催していく。
 【未開催県】富山県、鳥取県　計2件

【被爆継承課】

保存整備活動
○被爆樹木の保存措置や、米国国立公文書館原爆資料調査で収集した資料の検証、平和
祈念式典に合わせた原爆写真パネルの展示等を行うとともに、被爆資料の収集を行う。
　・令和3年度：劣化が進行している「旧城山国民学校カラスザンショウ」について保
　　存処理を行い、屋外から旧城山国民学校校舎内へ移設し、展示を行う。

【被爆継承課】

被爆樹木パトロール ○被爆の実相を後世に伝える被爆樹木の保存、活用を図るため、樹木医による樹勢診断
や、被爆の痕跡についての現状を確認する。

【被爆継承課】

青少年ピースボランティア
育成事業

○被爆実相の継承と平和意識の高揚を図るため、ピースボランティアに登録している青
少年を対象に原爆や戦争についての学習会を実施する。
○登録者を県外へ派遣し、長崎原爆以外の戦争について学習し、同年代の青少年と意見
交換や交流を図る。

【被爆継承課】

平和学習活動事業
○市内中学校における生徒の平和の取り組みを発展させる機会とするため、平和学習発
表会を開催する。
○次代を担う小中学生に被爆の実相を伝えるため、主体的に平和学習を行うよう、新し
い平和教育の指針に合わせて平成30年度に改訂した「平和ナガサキ」を小学校３年生
～6年生及び中学生に配布する。

【被爆継承課】

青少年ピースフォーラム事
業

○８月９日の平和祈念式典に合わせて、全国から集まる平和使節団の青少年と長崎の青
少年が共に被爆の実相と平和の尊さを学び、交流を深める。
　・被爆体験講話
　・参加型平和学習
　・フィールドワーク
　・市内中学校の平和集会への参加

【被爆継承課】

青少年平和交流事業

【被爆継承課】

取組方針 1 次世代への被爆継承の推進

〇学生が派遣先で被爆の実相を伝える活動を行うとともに、派遣先の学生との交流等を
通じて、長崎以外の戦争被害について学び、若者の平和意識の高揚を図る。

　・３年に１回、沖縄県へ中学生の派遣を行う。次回は令和４年度。
　・令和２年度～：ハワイ派遣事業として、高校生が、被爆の実相や核兵器を巡る国際
　　情勢を学び、長崎大学核兵器廃絶研究センター（RECNA）や現地教育機関などと連
　　携し、現地の若者等と意見交換会を開催し、互いに学びあうことで、世界に向けて
　　原爆の悲惨さや平和の尊さを発信する。
　　（事前学習及び英語研修、ハワイに関する講義、長崎原爆に関する講義及びフィー
　　ルドワーク、米国本土・ハワイとの交流）

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

個別施策 Ｂ1-2 平和教育・学習の充実を図ります

５年後にめざす姿

対　象 意　図

市民や若い世代が 被爆の実相や平和の大切さを理解し、伝えるための活動をしている。
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「原爆死没者氏名・遺影収
集」推進連携事業

○原爆死没者を追悼するとともに、原爆で多くの人々が犠牲となった事実を伝えるた
め、国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館と連携し、「原爆死没者氏名・遺影収集」事業
を推進する。

【援護課】

「語り継ぐ被爆体験（家
族・交流証言）」推進事業
＜※再掲：取組方針1＞

○被爆者の実体験を記録保存するとともに、被爆体験を語り継ぎたい方への証言の継承
を支援する。
　・体験を継承したい被爆者とその体験を語り継ぎたい方の募集
　・被爆者へのインタビュー
　・家族・交流証言用シナリオ作成
　・話し方などの研修開催
　・家族・交流証言講話の機会の提供【被爆継承課】

「長崎クスノキプロジェク
ト」

【被爆継承課】

〇長崎市出身のシンガーソングライター・俳優の福山雅治さんに引き続き、総合プロ
デューサーを務めてもらい、多くの人に被爆樹木を通して生命の逞しさや平和の尊さを
伝えるプロモーション事業を行う。

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

「語り継ぐ被爆体験（家
族・交流証言）」推進事業
＜※再掲：取組方針2＞

○被爆者の実体験を記録保存するとともに、被爆体験を語り継ぎたい方への証言の継承
を支援する。
　・体験を継承したい被爆者とその体験を語り継ぎたい方の募集
　・被爆者へのインタビュー
　・家族・交流証言用シナリオ作成
　・話し方などの研修開催
　・家族・交流証言講話の機会の提供

【被爆継承課】

取組方針 2 新たな被爆継承手法の推進

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

５年後にめざす姿

対　象 意　図

市民が 主体的に継承の取組みを進めている。

取組方針 1 継承の担い手の育成

平和教育指導事業
＜※再掲：G1-2＞

〇原爆被爆都市として、学校教育の中で被爆体験を継承し、平和の大切さを自ら発信し
ようとする児童生徒を育てる。
　市内全小中学校において、被爆体験講話を実施する。平和教育担当者研修会、平和教
育講演会等を開催する。
　全中学校に対し原爆被爆パネル展を実施する。
　小学校３校、中学校２校を平和教育実践協力校として指定し、「平和教育手引書」に
基づいた新しい平和教育の浸透と、授業実践を通した検証を行う。【学校教育課】

個別施策 Ｂ1-3 家族証言等の継承の取組みを推進します

取組方針 2 学校現場における平和教育の推進

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3
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Ｂ２

○平和行政の新たな柱として、より多くの人が身近なところから平和について考え、気
軽に行動してもらえるよう、日常の中に「平和の文化」を根付かせていく「平和の文化
の醸成」に取り組む。
　・平和の文化認定制度の創設
　・平和コンサートとの連携
   ・平和フォーラムの開催【平和推進課】

インターネットでの情報発
信
＜※再掲：B1-1＞

○ホームページやフェイスブックなどにより、広く国内外へ情報発信する。
　・平和アピール（核実験等抗議、平和事業、平和学習）
　・原爆資料館情報
　・子ども向け平和学習情報

【平和推進課、被爆継承
課】

○原爆犠牲者慰霊平和祈念式典を８月９日に挙行し、原爆犠牲者を慰霊するとともに、
世界恒久平和の実現を祈念する。

【調査課】

平和祈念式典事業

県外原爆・平和展の開催
＜※再掲：B1-1＞

○長崎県外の人々に原爆の悲惨さ、平和の尊さを伝えるため、県外原爆・平和展を開催
する。なお、被爆75周年となる令和２年度までに未開催県で開催する予定としていた
が、新型コロナウイルスにより開催を中止としたため、令和３年度以降、計画的に未開
催県で開催していく。
 【未開催県】富山県、鳥取県　計2件

【被爆継承課】

平和マラソン推進
＜※再掲：G3-1＞

○被爆80周年（令和7年度）に、平和をテーマにしたフルマラソン大会「長崎平和マラ
ソン」を開催するために必要な取り組みを進め、大会の成功を目指す。
　令和６年度
　　・大会の周知及び開催への理解浸透
　　・実施計画の策定や運営マニュアルの作成
　令和７年度
　　・長崎平和マラソンの開催

検討中

【スポーツ振興課】

平和推進活動（平和の文化
の醸成）事業

国連軍縮フェローシップ受
入研修事業

○核軍縮に取り組む意識のより一層の向上を図るため、国連軍縮フェローシップ計画に
基づき長崎を訪問する各国政府から派遣された軍縮研修生を受け入れ、被爆の実相の周
知や被爆者との交流等を実施する。

【平和推進課】

平和推進活動（国際会議派
遣）事業

○核兵器廃絶に向けた被爆地長崎の思いを世界に強く訴えるため、核不拡散条約（ＮＰ
Ｔ）や核兵器禁止条約に関する国際会議に出席する。
　・Ｈ30（核不拡散条約（ＮＰＴ）運用検討会議第2回準備委員会）ジュネーブ
　・Ｒ1 （核不拡散条約（ＮＰＴ）運用検討会議第3回準備委員会）  ニューヨーク
　・Ｒ2 （核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議）ニューヨーク(延期)
   ・Ｒ3 （核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議）ニューヨーク
              (核兵器禁止条約第1回締約国会議)　　ウィーン

【平和推進課】

取組方針 1 平和メッセージ発信力の強化

基本施策 核兵器廃絶の世論を喚起し、平和な世界を創造します

５年後にめざす姿

対　象 意　図

国際世論が 核兵器廃絶を求め、更に拡大している。

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

個別施策 Ｂ2-1 平和メッセージの発信力を高めます

５年後にめざす姿

対　象 意　図

国内外の人々が 核兵器の恐ろしさを理解し、平和な社会を希求している。
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福州市友好都市提携40周年
記念事業
＜※再掲：A4-1＞

○市民の国際理解を深め、国際感覚を醸成し、国際交流につなげるため、中国・福州市
との友好都市提携40周年記念事業を実施する。

【国際課】

長崎・ヒバクシャ医療国際
協力会負担金

○被爆（曝）者医療に係る人的交流を推進し、国際協力関係を深めることによって平和
の実現に貢献するため、被爆（曝）者医療に携わる医師等の、外国からの受入及び外国
への派遣を行っている、市・県・関係機関により設立した長崎・ヒバクシャ医療国際協
力会への負担金を支出する。

【調査課】

取組方針 2 国際交流及び国際協力の強化

長崎平和推進協会補助金
○市民の平和意識の啓発を図るため、（公財）長崎平和推進協会が平和活動を推進し、
平和意識を高めるために実施する事業を支援するため補助金を交付する。
　・被爆体験講話者の派遣
　・平和案内人の育成・派遣　など【平和推進課】

平和祈念行事開催費負担金
○世界の恒久平和を祈念し、全世界に向かって平和の実現を訴えることを目的に、市や
被爆者団体、連合自治会等が連携・協力して開催する原爆犠牲者慰霊・世界平和祈念市
民大行進、世界平和祈念ポスター・標語展を行っている世界平和祈念行事実行委員会に
負担金を支出する。

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

平和の灯事業開催費負担金
○平和の尊さに対する意識の継承を図るとともに、平和都市長崎を世界に向けてアピー
ルするため、市や各種団体が連携・協力し、平和の願いを込めて作ったキャンドルに灯
りをともし、平和コンサートを開催する「平和の灯」を実施している平和の灯実行委員
会に負担金を支出する。

【被爆継承課】

仮称「PEACE100ビジョン」
の策定

○被爆者のいない時代が到来しても、被爆地長崎が歩みを止めずに前進し続けるため
に、関係団体と意見交換を行いながら、被爆100周年に想定される課題や、めざす姿、
役割分担などを示した取組方針「(仮称)PEACE100ビジョン」を策定し、多くの人たち
との連携を強化しながら、オール長崎で平和の構築に取り組む。

【平和推進課】

【被爆継承課】

平和特派員ネットワーク事
業

○地球市民との連携を深め、世界での平和ネットワークを拡大するため、海外で平和を
発信している人または団体を長崎平和特派員に認定する。
　・平和特派員　24人、１団体（令和３年３月現在）

【平和推進課】

ヒロシマ・ナガサキ平和ア
ピール推進委員会事業

○広島市と共同して核兵器廃絶の世論の喚起を図るため、国内外に被爆の実相の周知や
平和アピールを発信する事業を実施するとともに、核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議
等へ出席する。
　・平和首長会議活動の推進（核兵器廃絶のための緊急行動の展開など）
　・海外原爆・平和展の開催
　・広島・長崎講座の設置への取組み　など【平和推進課・被爆継承

課】

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

５年後にめざす姿

対　象 意　図

市民・NGO・都市等が 平和ネットワークの輪を広げ、連携している。

取組方針 1 平和ネットワークの拡大と連携の強化

個別施策 Ｂ2-2 平和な世界の創造に向け、ネットワークの構築を進めます

平和の新しい伝え方応援事
業

○新たな発想で多くの人々に届く、時代に応じた平和の新しい伝え方にチャレンジする
個人や団体を応援し、新たな取組みを増やすことを目的に、事業の公募を行い、選定審
査会の審査を経て、補助金の交付を行う。

【平和推進課】
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核兵器廃絶長崎連絡協議会
負担金

○「長崎が核攻撃を受けた人類最後の都市に」と願う長崎県民、市民のため、長崎県、
長崎市及び長崎大学が協力連携し、核兵器廃絶の実現に寄与することを目的に、専門家
による市民向け講演会等の実施や情報発信、次世代を担う人材の育成、国内外の平和・
軍縮研究機関等のネットワークの構築の支援等を行う。【平和推進課】

取組方針 1 平和をアピールできる人材の育成

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

個別施策 Ｂ2-3 平和をアピールできる人材を育成します

５年後にめざす姿

対　象 意　図

多様な人材が 国際社会で平和をアピールしている。
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