
0 石川県
8月2日～8月16日、石川県庁19階展望ロビー

（市民団体・主催）

・被爆者健康手帳の交付
・健康診断の実施及び交通手当の支給
・諸手当の認定及び支給
・介護保険利用被爆者助成金の支給
・被爆二世健康診断
・県内在住の被爆者で構成する団体に福祉事務の
委託
・原爆死没者慰霊等事業費補助金の支給

1 金沢市
7月下旬～８月中旬、市立図書館３箇所のうち１
箇所（毎年変更）／　（自治体・主催）

特記事項なし

2 七尾市
8月3日～8月13日、パトリア4階フォーラム七尾

（自治体・主催）
市主催の平和展を開催し、市民への被爆者の実状
を伝える活動を行っています

3 小松市 記載なし
被爆者援護施策として小松市独自にしている施策
はありません

4 輪島市
清水正明原爆絵画展

8月5日～17日、輪島市文化会館
（自治体・主催）

なし

5 珠洲市 なし 市独自に行っている施策はない

6 加賀市
8月中、加賀市市民会館1階ロビー

（自治体・主催）

被爆者健康手帳保有者に対して、展観施設、体育
施設、入浴施設等の公の施設の使用料・利用料を
無料としています

7 羽咋市
開催期間：未定、羽咋すこやかセンター又はコス

モアイル羽咋（市民団体・主催）
市独自の施策は実施していない

8 かほく市
9月1日～9月20日、市の公共施設

（市民団体・主催） 特になし

9 白山市
7月28日～8月13日、鶴来総合文化会館クレイン

（市民団体・主催）
本市独自の施策はございません

10 能美市 未定 特になし

11 野々市市
8月13日～8月19日（予定）、学びの杜　ののいち
カレード他
　　　　　　　　　　　（自治体・主催）

被爆者援護募金への協力

12 川北町 特に予定しておりません 特にありません

13 津幡町
8月2日～8月16日、津幡町役場町民プラザ

（自治体・主催）
申し訳ございませんが、回答は差し控えさせていた
だきます

14 内灘町

本年度は、展示場所が新型コロナウイルス感染
症のワクチン接種会場となるため、人の流れを
止めることにならないよう、開催を取り止める予
定です

被爆者援護・連帯募金の実施

15 志賀町
8月お盆の期間、志賀町役場本庁舎1階ロビー

（自治体・主催）
特になし

16 宝達志水町
8月上旬、宝達志水町役場1階ロビー

（自治体・主催）
特になし

17 中能登町 2021年度実施予定はありません

・原水爆禁止国民平和大行進への町長メッセージ
の伝達、署名・募金活動
・町戦没者慰霊式の開催

18 穴水町 未定、穴水町役場庁舎（ロビー） 特になし

19 能登町
8月10日～8月13日、能登町役場２階町民ギャラリー

　（自治体・主催）
なし

2021年度平和事業に関する自治体アンケートの集計報告
№ 自治体名 （１）原爆写真パネル展等の開催計画 （２）被爆者援護施策



№ 自治体名 （3）子どもたちへの平和教育施策
（４）核兵器禁止条約に関する貴自治体

（知事・市長・町長）の見解

0 石川県

高等学校の学習指導要領において、公民科の
目標では「平和で民主的な国家・社会の有為な
形成者として必要な日本国民としての資質を養
う」、地理歴史科の目標では「平和で民主的な国
家・社会を形成する日本国民として必要な自覚と
資質を養う」とそれぞれ定められており、県立高
等学校においては、これらに基づいて生徒を指
導している。
具体的には、例えば、公民科の「現代社会」にお
いて「現代の民主政治と政治参加」を扱う際に
は、学習指導要領に基づいて、日本国憲法の平
和主義について理解を深めるとともに，我が国
の防衛に関する基本的な事柄にも触れながら，
我が国の安全が世界の平和の維持といかに不
可分に関連しているかについて理解を深めさせ
ている。また、「国際社会の動向と日本の果たす
べき役割」を扱う際には、国際平和及び国際協
力や国際協調を推進する上で国際的な組織の
果たす役割が増大していることを認識させ，国際
社会における日本の果たすべき役割及び日本
人の生き方について考察させている。

核兵器禁止条約の署名・批准については国の専管
事項であることから、国において適切に判断してい
ただきたいと考えている。なお、核兵器のない恒久
平和の１日も早い実現を願うと同時に、痛ましく悲し
い戦争体験を決して風化させることなく、平和の尊
さ、大切さを長く後世にしっかり伝えていくことが何
よりも大切であると考えている

1 金沢市

８月６日と９日は、多くの尊い命の犠牲の上に現
在の平和があることに思いを巡らせる大切な日
であり、各学校の校長先生方には、校長会議や
学校訪問等をとおして、児童生徒が歴史を学
び、平和の尊さについて考える機会を適切に設
けてほしいとお願いしている

核兵器禁止条約への署名・批准については、国に
おいて適切に判断されるものと考えている

2 七尾市

・平和展において展示する作品（絵、作品、標語
等）の作成
・市内小中学校において、夏休みの全校登校日
に被爆体験伝承者を招いて平和集会を行う（令
和3年度は新型コロナウイルス感染症拡大のた
め中止）
・広島への修学旅行

この条約の発効が、世界の恒久平和と核兵器の廃
絶につながる契機となることを願っています

3 小松市 今年度の教育施策は未定（修学旅行先含む）
条約は国が判断するものであり、お答えする立場
にありません

4 輪島市
夏休み中の登校日（8月6日または9日）に平和集
会や平和に関する教育を実施

上記国が施策として取り組む内容であり、市として
見解を述べるのは差し控えます

5 珠洲市

・例年、夏季休業中の登校日に、地域人材を
活用した平和について考える学習機会を設定
したり、児童生徒が主体となった平和について
考える集会（平和教育）を開催するなど、各学
校で創意工夫のある取組を実施している。
・令和2年度は、夏季休業期間の短縮に伴い、
登校日を設定しなかった学校では、例年のよ
うに夏季休業期間に平和教育は実施できな
かったが、各教科や「特別の教科道徳」の時
間等で、平和について考える学習機会を設け
ている。

国の動向を注視する

6 加賀市

（中学生）
・８月６日に修学旅行に行けなかった３年生が平
和について全校生徒に向けてプレゼンテーション
を行いました。
・例年実施している平和学習等を目的とした広島
等への修学旅行は中止
（小学生）
・８月６日に、各学級において平和教育を行いま
した

核兵器禁止条約については、戦争被爆国である我
が国にとって重要な問題であると認識しています
が、条約の締結は憲法において、国会の承認を経
て内閣が行うものとされていることから、国政の場
で十分な議論が尽くされるべきものであり、地方公
共団体の立場からの意見は差し控えさせていただ
きます



7 羽咋市
市として、夏休み中に全校登校日を設けてお
らず、一斉の平和教育については実施してい
ない

国の施策のことなので、回答は差し控えたい

8 かほく市
・学校支援ボランティア活動（戦争体験などの
歴史の話）
・戦争平和に関する図書コーナーの設置

国際的な交渉や条約などを踏まえ、日本政府にお
いて判断すべきことであるため、回答を控えさせて
いただきます

9 白山市

・全校での平和への取組（本の読み聞かせ、
本の紹介、動画視聴など）を行う
・国語や社会等、平和に関する学習の実施
※例年、夏休み中の全校登校日に平和集会
を開催していたが、コロナ禍により実施が困難
となった

国において判断すべき事項でありますので、回答
は控えさせていただきます

10 能美市

・市内全中学校において、広島への修学旅行
を実施し、その際に平和学習を行っている（令
和２年度はコロナ禍のため修学旅行中止）
・小学校では夏休み期間中に全校登校日を設
けて平和学習の機会としている（令和2 年度
は夏休み期間中は休校のため全校登校日な
し）

上記条約については国が方針を決めるものであ
り、市として答える立場にないため回答を控えさせ
ていただきます

11 野々市市

・被爆体験伝承者講話会：市内中学生が広島市
から派遣される被爆体験伝承者の講話を受講
・平和の旅（コロナ禍により中止）
・夏休み中の全校登校日に平和集会を開催（コ
ロナ禍により全校登校日がなくなり、平和集会の
実施不可）
・各学級での平和学習
・図書委員会・掲示委員会における啓発活動

日本政府が判断されることでありますので、立場
上、個人的な見解を示すことは差し控えさせていた
だきます

12 川北町

・中学校の広島への修学旅行（平和記念資料館
見学）は昨年中止となりました
・町内全ての学校で8月6日を全校登校日として
平和について考える

国が決定することであり、町は答える立場ではない
ので回答は控える

13 津幡町
夏休み中の8月6日から9日頃の全校登校日、ま
たは学年登校日に集会で平和教育を実施する

申し訳ございませんが、回答は差し控えさせていた
だきます

14 内灘町
・全校集会等で平和教育を実施予定
・平和に関する図書コーナーの実施

一自治体でお答えできるものではありませんので、
回答を控えさせていただきます

15 志賀町
夏休み期間中の小中学校登校日に校長先生に
よる講和を実施

特になし

16 宝達志水町
夏休み中の登校日の集会時に先生から平和に
ついての講話を実施

記載なし

17 中能登町
町内小中学校の全校登校日に合わせ、平和に
ついて全校集会を実施する

核兵器廃絶に向けて、日本は唯一の戦争被爆国で
あり、日本が核兵器の非人道性を伝え、核兵器の
ない世界が実現するよう貢献することは、重要なこ
とだと思います

18 穴水町 特になし 特にコメントありません

19 能登町 各学校において、平和に関する教育を行う予定 記載なし

（注）県内全自治体のアンケート集計結果と本会のコメントは、会報「非核・いしかわ」第275号（2021年6月20日
付）及び本会ホームページに掲載します。

2021年6月10日作成、非核の政府を求める石川の会


