
≪事業の目的及び現在の取組み概要等≫

整　理　番　号 25002 事務事業評価（事前）シート 提　出　日 令和元年12月16日

評価対象年度 令和2年度 事業担当課 平和推進課・被爆継承課

基　本　施　策 B2 核兵器廃絶の世論を喚起し、平和な世界を創造します

基本施策の目的
（対象と意図）

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。

編　成　区　分 当初 担当者・内線
貞包（66311）
浦川（66353）

≪基本情報≫

事 務 事 業 名 　被爆75周年記念関連平和発信事業

現状・問題点
被爆者の高齢化が進んでいる現状にあるが、その被爆者の方たちの平和への思いや核兵
器廃絶への願いなど、平和希求への想いを受け継いでいき、次世代へつないでいく必要が
ある。

目標（誰（何）をどのよう
な状態にしたいのか）

被爆75周年の節目の年に、平和のメッセージ等を発信するイベント（平和マラソン等）の開催
を通じて、次世代の若者を中心とした市民社会へ恒久平和への想いや願いをアピールし、
平和意識の向上を図る。

課題（どういうことをする
必要があるのか）

平和を発信する方法は多様であり、より多くの方々に平和について考えていただけるよう、
様々なツールを活用し、平和について考える「入口」を増やす必要がある。

個　別　施　策 B2-1 平和メッセージの発信力を高めます

個別施策の目的
（対象と意図）

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。

上記の問題点に対して
現在行っている事業の

有無
　有　・　無　　　※有の場合は事業概要を添付（委員会資料等）

当該新規・拡大事業を
行うにあたり、縮小・統

合・廃止する事業

　有　・　無　　　※有の場合は事業概要を添付（委員会資料等）
　新規・拡大事業を行うためには、今までやってきた取組みを検証し、成果や効果が低い事
務事業の終了も含めた「選択と集中」に努めることが不可欠です。

≪事業の概要≫
（1）被爆75周年事業長崎平和マラソン関連事業　【新規】
①開催日：2020年（令和2年）11月29日（日）
②会場：平和公園ほか
③平和マラソン参加見込：10,000人
④事業内容：
「長崎平和マラソン」に参加するランナー、応援する観客、大会を準備・運営するスタッフな
ど、多くの方々が、「平和だからこそフルマラソンができる」「これも平和を創ることにつながる
んだ」といったことを体験し、実感できるような平和関連イベントを行うもの。
■■プレイベント（10月下旬、観光通りアーケード）
●1か月前イベントの実施（142千円）
街頭宣伝とともに、大会告知用旗に平和のメッセージを記入してもらうイベントを実施する。
■■当日イベント（11/28・29会場周辺）
●子供たちが作り上げる絵画の展示（11千円）
子供たちが平和への思いを込めて完成させるアートを展示し、平和のメッセージを発信す
る。
●スタンプラリー（689千円）
被爆遺構を巡るスタンプラリーを実施し、長崎における被爆の実相を目に触れてもらうもの。
●フォトスポット、平和メッセージボードの設置（704千円）
フォトスポットを設置し、来場者によるSNS投稿により世界に広く平和のメッセージを発信す
る。平和へのメッセージを記入するボードを設置し、平和について考えてもらう。
●スタート地点でのバルーンの放天（500千円）
スタート時に平和の象徴であるハト型の風船を放天し、平和アピールを行う。

事業の具体的内容
（対象、事業主体、事業
期間、総事業費、事業

費内訳等記載）

新 規

拡 大



（2）大学原爆展とフォーラム開催　【新規】
①開催時期・場所
（ア）大学原爆展　5月～、県外の大学
（イ）フォーラム開催　2月、国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館ラウンジ
③対象：大学生及び地域住民
④事業内容：
（ア）大学原爆展
　学生が企画する平和発信の取り組みとして原爆展や被爆体験講話会を開催するにあた
り、被爆資料や写真パネルの貸出し、被爆者や証言者等の派遣等の支援を行う。
（イ）フォーラム開催
　（ア）に参画した学生を長崎に招き、長崎やアジアの若者とともに集い平和フォーラムを開
催し、自身の活動を通して考えたことなどを互いに報告し合い、意見交換を行う。
⑤事業費内訳：長崎平和推進協会委託料 3,919千円
（内訳）大学原爆展 2,439千円、フォーラム開催 1,480千円
　【財源】原爆死没者慰霊等事業補助金　大学原爆展 2,439千円*2/3=1,626千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フォーラム開催 1,480千円*2/3=986千円
⑥業務量　186.0h

（3）市民大行進におけるキッズゲルニカ掲示　【拡大】
①開催日：2020年（令和2年）10月24日（土）予定
②場所：下の川護岸（原爆犠牲者慰霊・世界平和祈念市民大行進の市民集会会場である爆
心地公園の下の川沿い）及び爆心地公園
③事業主体：世界平和祈念行事実行委員会（被爆者団体、連合自治会などで構成、、事務
局；長崎市）
④事業内容：市民大行進の集会会場にキッズゲルニカを掲示することで、来場者増に繋げ
るとともに、市民大行進の集会時に行っているバルーンリリースの風船を、従来の850から
1,200に増量し、また令和元年に決定した長崎市の鳥：ハトのシンボルマークを印刷した風船
を大空に放つことで、平和祈念の機運を盛り上げる。
⑤事業費：700千円（内訳：キッズゲルニカ設置・撤去委託 484千円、バルーン購入費 216千
円）
　【財源】原爆死没者慰霊等事業補助金　700千円*3/4*2/3
⑥業務量　77.5h

（4）平和の灯におけるキャンドル作製対象者の拡大　【拡大】
①開催日：2020年（令和2年）8月8日（土）
②場所：平和公園平和の泉周辺
③事業主体：平和の灯実行委員会（10団体、事務局；長崎市）
④事業内容：
平和の灯のキャンドル作製において市内小中学校が主であるところ、キャンドル本数増加を
目的に市外学校や原爆資料館来館者などに対象を拡大する。
⑤事業費内訳：キャンドル原材料購入費 500千円（平和の灯事業共催費負担金に計上）
　【財源】原爆死没者慰霊等事業補助金　500千円*3/4*2/3
⑥業務量　155.0h

（5）海外の戦争資料館企画展　【拡大】
①実施時期：9月下旬
②場所：原爆資料館企画展示室
③事業内容：
原爆資料館で毎年実施している企画展で、海外の戦争資料館と連携して実施する。
④事業費内訳：1,036千円（内訳）企画展 915千円、海外の戦争資料館の館長招へい 121千
円
　【財源】原爆死没者慰霊等事業補助金　121千円*2/3
⑤業務量　620.0ｈ

●ハタ制作スペースの設置（750千円）
来場者が平和メッセージを書いたハタを作り、平和を考えてもらう体験型イベントを実施す
る。
●平和発信ブースの設置（1,000千円）
気軽に参加できる新たな平和発信の方法について、市民団体によるブース出展を募集し、
来場者へ平和について考えてもらうきっかけとなる、敷居が高くない平和発信を実施する。
●献花台の設置（220千円）
●その他会場設営費等（984千円）
⑤事業費：5,000千円
　【財源】原爆死没者慰霊等事業補助金　5,000千円*2/3　＋　平和基金　（一財なし）
⑥業務量　535.0h

事業の具体的内容
（対象、事業主体、事業
期間、総事業費、事業

費内訳等記載）



（6）被爆樹木の苗木の配布会開催　【新規】
①実施時期：10月以降予定
②場所：「原爆犠牲者慰霊・世界平和祈念　市民大行進」などのイベント会場
③事業内容：
被爆樹木の苗木を育成し、被爆75周年を機にイベント等で2,000本を無料配布し、苗木を育
ててもらうことを通して、日々の生活の中で被爆の実相を伝え続けることの大切さや平和の
尊さを意識してもらう。
④事業費内訳：樹木医への苗木育成委託料 600千円（種子採取、種まき、水・施肥管理、
ポット苗2,000株の材料費、樹木医人件費等）
　【財源】原爆死没者慰霊等事業補助金 2/3、クスノキ基金 1/3　（一財なし）
⑤業務量　46.5h

（7）新着資料展の開催と被爆資料収集強化　【新規】
①実施時期：4月～3月
②場所：原爆資料館
③事業内容：
被爆資料の収集は日常の業務のなかで行っているが、被爆から74年が過ぎ、これまで手元
に大事に持っていた所有者から、子や孫に託すより資料館に寄贈したいという声が聞かれる
ようになった。そこで被爆75周年を機に、個人の手元に残る資料の掘り起しのため、被爆資
料の寄贈を呼びかける文書を全被爆者へ送付し、被災資料の収集を強化する。新たに寄せ
られた資料は、来館者が無料で見学できるスペースで、随時、展示する。
④事業費内訳：2,453千円（内訳：担当嘱託員報酬・共済費2,426千円、文書封入委託料27千
円）
　【財源】原爆死没者慰霊等事業補助金　2,453千円*2/3
⑤業務量　1,638.0h

（8）原爆被災資料のレプリカ作製　【新規】
①実施時期：4月～3月
②作製資料：柱時計、黒こげの弁当箱
③事業内容：
原爆資料館所蔵の被災資料は被爆から74年が過ぎ劣化しており、館外で実施する原爆展
や一般貸出など館外持出しの際の破損が懸念される。被災資料のレプリカを作製すること
で、原爆展の開催や、平和イベントへの資料貸出しに活用し、館外での被爆の実相の展示
の充実を図る。
④事業費 3,277千円（内訳：レプリカ作製委託料 3,135千円（形取り、成形、彩色、材料費（樹
脂、金属等）、現物資料搬出搬入経費、諸経費等）、中間検査旅費（形状検査、彩色検査、
計 2回分） 142千円）
　【財源】原爆死没者慰霊等事業補助金 2/3
⑤業務量　155.0h

業務量の増減 3,455時間の増

（9）被爆75周年記念平和講演会開催事業　【新規】
①実施時期：令和2年5月下旬　2時間程度
②場所：長崎原爆資料館ホール（予定）
③事業内容：
世界的に著名でメッセージ性が強い被爆者・サーロー節子さんを講師に迎え、次世代を主対
象とした講演会を開催することにより、被爆の継承や平和の希求といった市民の思いを後押
しし機運を醸成するとともに、被爆地長崎から力強い平和アピールを発信してもらうもの。
●サーロー節子氏講演（40分）
　被爆者・サーロー節子さんは、ＩＣＡＮがノーベル賞を受賞した際に、授賞式の場でスピーチ
をしたことでも有名である。そのサーローさんを講師に迎え、被爆体験や外国での暮らし、核
兵器を巡る国際情勢などを話していただくとともに、未来を担う若い世代に向けて、平和の
メッセージを発信していただく。
●パネルディスカッション（40分）
　・サーロー節子氏、田上市長、学識経験者、ユース代表団（5名程度）
　2020年ＮＰＴ再検討会議の結果を踏まえ、「私たちがやるべきこと」「私たちにできること」を
テーマに意見交換を行う。
●質疑応答（20分）
④事業費 1,000千円（内訳：サーロー氏、パネリスト謝礼200千円、旅費401千円（サーロー
氏、パネリスト、送迎随行）、謝礼品等15千円、委託料247千円（会場設営、チラシ作製）ホテ
ル・車両借上げ137千円
　【財源】原爆死没者慰霊等事業補助金　1,000千円*2/3　＋　平和基金　（一財なし）
⑤業務量　42h

事業の具体的内容
（対象、事業主体、事
業期間、総事業費、
事業費内訳等記載）



市民等の参画と
協働のまちづくり

（取組みに☑をし、
その内容を記載）

被爆75周年を節目とした、平和へのメッセージ等を発信するイベント（平和マラソン等）の開
催を通じて、次世代の若者を中心とした市民社会へ恒久平和への想いや願いをアピール
し、平和意識の喚起を行う。

事　業　期　間 （　　年度～　　年度　）

予
算
額

総　　　額

その他※２ 一般財源

当　年　度 18,343 11,416 2,201 4,726

金額（千円） 国※１ 県 地方債

財源名称　
※１　慰霊等事業国庫補助金
※２　平和基金繰入金、クスノキ基金繰入金

成
果

(

活
動

)

指
標

指標（単位） 事業の進捗率（％）

年　　　度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

目　標　値 100

成果指標及び
目標値の説明

被爆75周年を機に、次世代の若者を中心とした市民社会に対して、平和意識の喚起につな
がる平和メッセージ等を発信する一連のイベント開催等を行うことが目標であるため。

評　価　結　果

(2) 評価会議における指摘事項
　被爆75周年を節目として、平和マラソンや市民大行進に関連した各種イベント等の開催や被爆資料の収集強化、原
爆被災資料のレプリカ作成を行うものである。
　事業実施により、次世代の若者を中心とした市民社会に対して、恒久平和への想いや願いを発信することが平和意
識の向上につながることから、事業の実施は適当である。
　ただし、事業実施に対する意見は次のとおり。

【市長ヒアリングまでに整理すべき事項】
・被爆資料の収集強化については、今後の方向性について整理すること。

(1)今後の事業の方向性と理由

単年度 単年度繰り返し 期間限定

情報共有 参画 協働

一部不採択

所管案のとおり

企画不十分

事業規模縮小

企画不十分不採択

採択
事業のやり方改善 事業規模拡大

事業統廃合 その他


