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憲法･平和･人権／反核･脱原発のとりくみ一覧
北海道

a.＝10/5/3憲法を私たちの手に!5.3北海道集会(実行委/250名)。5/3憲法を活かそう!街角リレートーク(実
行委)。5/26高橋知事の護国神社例大祭等へ出席しないことを求める要請(北海道知事)。6/5日米安保を見直
す6月アクション(主催/200名)。6/18「韓国併合100年」にあたって東アジアの平和を考える李在禎氏講演会
(実行委/300名)。6/29「協同転地演習」と「浜大樹揚陸訓練」の中止を求める要請(道防衛局)。7/8掃海艇
「ガーディアン」函館港入港抗議集会(主催/100名)。7/9反安保、自衛隊の「海外派兵」・協同転地演習反対!
「浜大樹揚陸訓練」反対!7.9全道抗議集会(主催/800名)。8/15不戦の日!8.15北海道集会(実行委/150名)。9
/3教科書採択地区の小規模化に関する要請(道教委)。10/9韓国・朝鮮の遺族とともにin北海道(実行委/100
名)。10/12ロシア海軍艦船「アドミラル・パンテレーエフ」函館寄港に関する申し入れ(函館市長)。10/15
ロシア海軍駆逐艦「アドミラル・パンテレーエフ」函館入港反対・抗議集会(主催/50名)。10/21武力で平和
はつくれない!10.21国際反戦デー北海道集会(主催/250名)。10/28「日米共同訓練」の中止を求める要請(道
防衛局)。11/5千歳基地への米空軍戦闘機訓練の点に抗議し、その中止を求める要請(道防衛局/北海道知事)。
11/6米空軍戦闘機千歳基地訓練移転反対全道集会(共催/700名)。11/18ヒロシマ・ピョンヤン棄てられた被
爆者上映会(実行委/200名)。12/8武力で平和はつくれない!12.8北海道集会(実行委/250名)。11/1/14陸上自
衛隊第1空挺団「北方積雪地演習」の中止を求める申し入れ(道防衛局)。1/17陸上自衛隊第1空挺団の「北方
積雪地演習」反対!全道・十勝抗議行動」(主催/100名)。1/19米海軍第7艦隊イージス艦「フィッツジェラル
ド」小樽港入港を許可しないよう求める申し入れ(小樽市長)。1/24米海軍ミサイル駆逐艦「グリッドレイ」
苫小牧港入港を許可しないよう求める申し入れ(苫小牧市長)。2/4小樽港軍港化反対!「フィッツジェラルド」
小樽入港抗議集会(200名)。2/5米海軍ミサイル駆逐艦「グリッドレイ」寄港反対苫小牧集会(共催/400名)。
2/11第34回紀元節復活反対2.11道民集会(実行委/400名)。3/20さっぽろピースウォーク(主催/200名)。

b.＝10/4/8泊原発3号機の営業運転の中止をプルサーマル計画の撤回およびプルトニウム・ウラン燃料加工
契約の解除を求める申し入れ(北電)。4/26-24年目の4.26チェルノブイリデー記念講演会(市民実行委/200
名)。24年目の4.26チェルノブイリデー市民集会(市民実行委/150名)。6/14幌延深地層研究計画の無駄事業
停止と地域住民の不安解消に向けた北海道の監視機能の強化についての申し入れ(道議会民主党道民連合・
北海道知事)/幌延深地層研究計画の無駄事業停止と道民不安の解消についての申し入れ(民主党北海道)。7/
5「耐震安全性評価における追加の地質調査結果」にかかわる申し入れ(北電)。10/26泊発電所の耐震安全性
評価に関する現地調査結果に対する今後の対応について」にかかわる申し入れ(北電)。11/3反原発について
考える北海道集会-「ミツバチの羽音と地球の回転」上映会(主催/180名)。11/23北海道への核持ち込みは許
さない!11.23幌延デー北海道(主催/1,000名)。11/24泊原発3号機プルサーマル計画の撤回を求める緊急全道
集会(主催/200名)。12/8泊3号機プルサーマル計画の撤回を求める申し入れ(北電)。

青 森
a.＝10/3/9第22回憲法問題学習会(憲法を守る会/49名)。3/30憲法を守る街宣行動(憲法を守る会)。4/14憲
法を守る街宣行動(憲法を守る会)。4/25青森県九条の会「渡辺治」憲法講演会(青森県九条の会)。5/3第9回
平和憲法を守る青森市民集会(憲法を守る会/55名)。5/3青森県九条の会「憲法記念日集会」(青森県九条の
会)。5/3憲法を守る歩こう歩こう大会(実行委員会)。5/25憲法を守る街宣行動(憲法を守る会)。5/26在沖縄
米軍基地の訓練分散移転に関する申入れ(青森県へ)(社民党・平和労組会議・原水禁)。5/31第23回憲法問題
学習会(憲法を守る会/31名)。8/15第29回8.15くり返すまい戦争への道集会(実行委員会/35名)。9/8第24回
憲法問題学習会(憲法を守る会/30名)。9/15憲法を守る街宣行動(憲法を守る会)。10/10青森県九条の会「イ
ラク・アフガン帰還兵士証言集会」(青森県九条の会/205名)。11/10第25回憲法問題学習会(憲法を守る会/2
3名)。11/26青森県弁護士会憲法講演会(青森県弁護士会/200名)。12/8第29回12.8くり返すまい戦争への道
集会(実行委員会/40名)。11/1/19第26回憲法問題学習会(憲法を守る会/28名)。3/3第27回憲法問題学習会(憲
法を守る会)。3/22憲法を守る街宣行動(憲法を守る会)。

b.＝10/3/9高レベル放射性廃棄物搬入抗議集会(青森県反核実行委員会/42名)。3/10高レベル廃棄物の搬入
容認、「低レベル」海外返還廃棄物の受入れ検討開始への申入れ(青森県・資源エネルギー庁青森事務所へ)(社
民党・平和労組会議・原水禁)。3/15-20各ブロック反核学習会(青森県反核実行委員会/302名)。3/26チェル
ノブイリ子ども支援ネット街頭カンパ(青森・チェルノブイリ子ども支援ネット)。4/9六ヶ所再処理工場の
本格稼働をやめ、核燃サイクルから撤退する事の申入れ(日本原燃へ)(社民党・平和労組会議・原水禁他)。
4/10第25回4.9反核燃の日全国集会(止めよう再処理!全国集会実行委員会/1,123名)。4/11第25回4.9反核燃
の日六ヶ所抗議集会(止めよう再処理!全国集会実行委員会/200名)。4/23チェルネット街頭カンパ(チェルネ
ット)。4/26-4.26を風化させない集い(チェルネット/30名)。5/28チェルネット街頭カンパ(チェルネット)。
5/28MOX燃料工場・使用済燃料中間貯蔵施設の事業許可に関する申入れ(青森県へ)(社民党・平和労組会議・
原水禁)。5/28MOX燃料工場の事業の中止を求める申入れ(日本原燃へ)(社民党・平和労組会議・原水禁)。
5/29-6/6第9次チェルノブイリ支援・視察(チェルネット/4名)。6/19非核平和行進(原水禁)。8/11東京電力
東通原発1号機公開ヒアリング抗議集会(青森県反核実行委員会/50名)。8/20海外返還放射性廃棄物受入れ抗
議集会(青森県反核実行委員会/62名)。8/27チェルネット街頭カンパ(チェルネット)。8/31むつ中間貯蔵施
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設着工抗議集会(青森県反核実行委員会/40名)。9/24チェルネット街頭カンパ(チェルネット)。10/2大間原
発反対現地交流会(大間原発に反対する地主の会/30名)。10/22チェルネット街頭カンパ(チェルネット)。10
/28六ヶ所MOX燃料加工工場着工緊急抗議集会(青森県反核実行委員会/38名)。11/9第9次チェルノブイリ支援
・視察団報告集会(チェルネット/20名)。11/26チェルネット街頭カンパ(チェルネット)。11/2/10度重なる
日本原燃(株)の不適切作業に対する抗議申入れ(青森県へ)(社民党・平和労組会議・原水禁)。2/14-16各ブ
ロック反核学習会(青森県反核実行員会/216名)。

岩 手
a.＝5.3に「護憲連盟」「憲法を活かし拡げる岩手の会」共同で意見広告。2.11、5.3、8.15、12.8などに各
地区街宣･カンパ活動(地域のアンバラあり)。各地区で憲法学習会。11/6-8護憲全国大会へ各参加団体に護
憲連盟が呼びかけ参加。5/30佐高信講演会(単産・単組、地区労代表者会議での学習会)。12/18佐高信講演
会(平和環境岩手県センターとして組織統合を実施した記念講演)。2011年3月から佐高信文化塾開講(年4回)。

b.＝4.9反核燃の日行動に原水禁･平和環境権労組C共同でとりくみ、青森県集会に約40名参加。6/3-6まで平
和友好祭実行委員会が中心となって反核平和の火リレーを実施(参加者のべ234人)。リレー後に平和の日の
夕べ中央集会を開催した。6月に連合岩手･原水禁･核禁会議･護憲連盟4者による「平和運動実行委員会」を
設置し、原水禁世界大会に向けた諸行動。連動して各地域でも「地域実行委員会」。県内4コースの平和行進、
県平和集会街宣行動、地区集会もしくは行進引継ぎ集会。この他、県原水禁が、各地区街宣･署名･カンパ活
動(地域のアンバラあり)。各自治体への被爆者見舞金の拠出と原爆投下時のサイレン吹鳴の要請活動－ほぼ
全自治体に要請し、35-32自治体が賛同協力。

宮 城
a.＝10/3/5-6県青年団結集会、4/26食緑水を創る県民会議総会、5/3県護憲平和センター総会、憲法を活か
す宮城集会(講師岡本厚さん「世界」編集長)、5/10佐高信政治塾(講師:佐高信/寺島実郎)、5/14-17沖縄平
和行進、5/31JR不採用事件解決報告集会、6/13県勤労協総会、6/14佐高信政治塾(講師:佐高信/目加田説子/
梁英姫)、6/26-27黙っていられない東北集会、8/10佐高信政治塾(講師:松本ヒロ)、9/13佐高信政治塾(講師
:湯浅誠)、10月市民自主大学･今憲法を守ることの意味(県護憲平和C、県内8会場)。仙台は護憲学習会(市内
5会場)。10/24第16回わいわい祭り。11/5王城寺原演習場での在沖米海兵隊移転訓、11/6-8護憲大会、11/8
佐高信政治塾(講師:佐高信)、11/21練反対の申し入れ(県･防衛施設局)、11/21「憲法9条と沖縄」宮城集会(講
師:水島朝穂)・在沖米海兵隊移転訓反対のデモ行進、11/25在沖米海兵隊移転訓反対街宣(地元護憲)、12/12
平和労組会議･社民党政策交流会(講師:又市征治)。12/23アジアアフリカ救援米輸送式。11/1/4新春時局講
演会、2月春闘労大講座(県内13会場)。

b.＝10/4/10-11反核燃集会(青森へバス1台)、6/5プルサーマルの疑問に答える学習会(講師:小出裕章)、6/5
平和行進、7/19原爆被害者の会追悼式、8/15母親の平和行進、9/6-11反核平和の火リレー、9/19プルサーマ
ル実施に抗議する福島県集会。

秋 田
a.＝10/6/26-27花岡事件慰霊行動(6.30フォーラム、慰霊祭、李政美コンサート)。7/10発盛精錬所朝鮮人強
制連行犠牲者慰霊式(八峰)。7/18長木川フェスティバル(大館)。7/23日朝国交正常化を求める全国連絡会議
総会、全国集会(東京)。8/5全自交キングタクシー労組闘争報告集会・支援集会。8/7-9 秋田県平和展。8-
12秋田県平和センター第5回定期総会、8月期憲法学校(政権交代は憲法情勢に何をもたらしたのか 講師:荘
司昊)。8/15映画「嗚呼 満蒙開拓団」上映会。9/4母と女性教職員の会、フロンティア研究会(助言者:高橋
哲哉)。8/20-22「ミツバチの羽音と地球の回転」上映会(鎌仲ひとみ)。9/19プルサーマル実施に抗議する福
島県民集会(福島県大熊町)。9/24平和友好祭秋田県祭典。10/30戦争遺跡をめぐるフィールドワーク。11/20
映画「休暇」でみる死刑執行の実態(秋田弁護士会主催)。12/4日朝友好の会総会・記念講演会(講師:徐勝)。
12/10戦争への扉を開いた12.8を考える県民集会。

b.＝10/7/27-8/10 秋田県青年女性反核･平和の火リレー。

山 形
a.＝10/4/22県平和センター政治学習会「公職選挙法と労働組合の政治活動」(講師・渡辺俊哉自治労宮城県
本部、160人)。5/3山形県九条の会・憲法ネットワーク街宣行動(25人)・憲法記念日講演会「逃げるなよ。
トラデザート!平和を広めるための力学について」(講師・アーサービナード、120人)。5/11佐高信「山形塾」
第1回講座(講師・佐高信、150人)。5/14-17沖縄平和行進(8人)。6/1沖縄米軍普天間基地の閉鎖・基地撤去
を求める県都集会(250人)。6/15佐高信「山形塾」第2回講座(講師・目加田説子・150人)。8/5-7JR不採用問
題解決報告集会(県内5ヶ所・350人)。9/11佐高信「山形塾」第3回講座(講師・社民党福島みずほ党首・130
人)。9/4-5平和友好祭第50回山形県祭典(200人)。10/6「冬の兵士」証言集会in山形(80人)。10/9第22回平
和の森フォーラム(講師・農民詩人:木村迪夫・60人)。10/12-15労働大学秋期講座(県内4ヶ所・300人)。10/
17第25回県勤労協総会(60人)10/18国際反戦デー山形県都集会(200人)。11/6第25回県勤労協対抗駅伝大会(1
2チーム参加・150人)。12/8佐高信「山形塾」第5回講座(講師・雨宮処凛)12/19-24食とみどり・労農市民会
議カンボジア研修(6人)。12/21アジア・アフリカ支援米発送式(県知事も出席・100人)。11/1/29全国護憲集
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会実行委員会結成総会(30団体・40人)。2/4山形県平和センター政治学習会(講師・又市征治参議院議員・20
0人)。2/15-17労働大学寄附講座(県内3ヶ所・250人)。3/12-13第34回山形県青年団結集会。参議院議員選挙、
平和フォーラム要請の各種署名(朝鮮学校「高校無償化」7,177筆)・抗読打電など。3/22がんばろう東北、
がんばれ東北義援金寄附。

b.＝10/4/10反核燃全国集会(19人)。6-7月ヒロシマ・ナガサキ原爆写真展(県内4ヶ所・入場者約500人)。7/
21-31第26回山形県反核平和の火リレー(県内縦断、ランナーは約300人).7/31被爆65周年原水爆禁止県平和
大会(500人)。8/4-6第28次ヒロシマ子ども平和使節団(19人)。8/4-9被爆65周年原水爆禁止世界大会(18人)。
9/23-25平和友好祭「ナガサキ平和学習交流の旅」(20人)。

福 島
a.＝10/3/7女性協議会第10回総会。3.8国際女性デー県集会・講師三宅晶子千葉大学教授。3/13合成洗剤追
放第31回全国集会。4/20狭山事件実行委員会。5/3憲法をいかす福島県民の会(民報・民友広告掲載)。憲法
記念日行動(県内6地区で自転車パレード、街宣、チラシ配布等を実施)。5/15-17沖縄平和行進への参加(9人)。
5/22-23県平和フォーラム組織代表者会議・学習会(41人)。5/22裁判と人権を考える福島のつどい。5/23地
域医療を守る福島県民会議・双葉地区の医療を良くする住民集会(58人)。6/19福島県平和フォーラム第11回
総会・10周年記念(115人)・憲法をいかす県民の会代表者会議。6/16白河憲法講演会。6/26第9回福島県男女
共生のつどい。農業つぶしに黙っていられない東北集会。7/3「2010権利と暮らし・平和を守る女性のつど
い」ブロック集会(福島・三春・会津・いわき)。7/23日朝国交正常化連絡会全国総会・記念講演会。8/10在
日朝鮮人強制連行犠牲者合同慰霊祭。8/25JR不採用問題解決記念レセプション。9/1みんなで考えよう、こ
れからの双葉地区の医療-住民と県の対話集会。9/7南会津憲法講演会。9/11-12県平和フォーラム組織代表
者会議・学習会(35人)。9/13「フォーラム平和・人権・環境」各都道府県組織・中央団体責任者会議。9/17
教科書採択地区の小規模化にかんする要請。9/19東北ブロック議長・事務局長会議。9/25第36回福島県「母
と女性教職員の会」。9/28JR不採用問題「報告集会」。10/16第19期全国労働安全衛生学校(95名)・原水禁福
島市民会議総会。11/2きれいな水といのちを守る合成洗剤追放全国連絡会第21回総会および学習会。11/6-8
第47回護憲大会(14人)。11/17福島憲法講演会。護憲反安保福島市民連合総会。12/4地域医療を守る福島県
民会議役員会・県平和フォーラム組織代表者会議・学習会。12/5憲法をいかす福島県民の会呼びかけ人代表
会議。12/10第42回食とみどり、水を守る全国集会。12/28福島県女性団体連絡協議会交流会。2/3平和フォ
ーラム退職者部会代表者会。2/9県女団連意見交換会。2/13憲法をいかす県民の会第7回総会(650人)。2/19-
20県平和フォーラム組織代表者会議・学習会(37人)。

b.＝10.4/10-11-4.9反核燃の日集会(33人)。4/25脱原発県民会議代表者会議。5/30プルサーマル導入反対福
島県民集会(243人)。5/31福島県民会議エネルギー政策議員協議会傍聴。6/4核兵器廃絶を求める福島県民会
議代表者会議。6/5脱原発県民会議役員会。6/29-7/8第23回平和の火リレー・7/24第46回平和友好祭。核兵
器廃絶と核兵器廃絶と平和を求める福島県民集会(500人連合福島・原水禁・核禁会議)。7/27脱原発県民会
議役員会。8/4県原発安全確保技術連絡会傍聴。8/4-9被爆65周年原水爆禁止世界大会(広島48人・長崎17人)
①折り鶴を作成し広島・長崎へ。②反核チラシの作成と配布)。8/5反プルサーマル福島県に対する要請行動。
8/6福島県知事の受け入れ表明に対する抗議声明。8/19脱原発県民会議役員会。8/28原発震災3周年「やっぱ
りいらない柏崎刈羽原発集会。9/19反プルサーマル実施に抗議する福島県集会(393人)。9/25原子力空母母
港化2周年抗議・配備撤回を求める集会。9/26JCO臨界事故11周年集会(14人)。10/10女性協:反核・軍縮・地
球を守る福島県集会。11/30原子力委員長代理・鈴木達冶朗さんとの懇談会。12/3「もんじゅ廃炉を求める
全国集会」及びプルサーマル全国交流集会。

茨 城
a.＝10/5/3「平和憲法の改悪に反対する新聞意見広告」(朝日新聞・毎日新聞地方版掲載)。5/3「憲法施行6
3周年、憲法擁護市民のつどい」(160名/ピースデポ副代表 田巻一彦)。9/18「1047名不採用問題解決」茨
城県報告集会。10/17-19-1047名不採用問題解決に伴う名寄闘争団激励交流団。11/2/11-2011百里初午まつ
り。

b.＝10/5/30広瀬隆連続講演会「原発は地球も地域も救わない」(実行委員会)。6/13原子力事故は救済され
ないのか-JCO臨界事故健康被害裁判を糾す-集会(共催)。7/26-8/6第24回茨城県反核平和の火リレー(県内全
市町村)。7/31被爆65周年原水禁平和集会。9/26JCO臨界事故11周年集会(みと文化交流プラザ)。9/27東海第
二原発におけるプルサーマル実施に反対する4団体申し入れ行動。10/30日韓併合100年・朝鮮人強制連行を
考えるフィールドワーク(日立市内)。11/20第1回脱原発学習会(自治労会館)。12/18第2回脱原発学習会(自
治労会館)。12/23東海第二のプルサーマルに反対する連絡会議結成総会(自治労会館)。

栃 木
a.＝10/6/5第6回栃木県人権研究集会400名。8/8足尾朝鮮人強制連行犠牲者追悼式100名。10/21国際反戦デ
ー栃木県集会200名。12/5大谷・塩谷地区朝鮮人強制連行犠牲者追悼式50名。

b.＝10/7/22第4回原水爆禁止栃木県協議会総会。7/24原水禁栃木第4回総会・被爆65周年原水爆禁止世界大
会参加者結団式。8/2平和の集いinとちぎ300名。8/4-9被爆65周年原水禁世界大会(広島6名・長崎6名)。8/2
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2第20回栃木県原爆死没者慰霊祭100名。

群 馬
a.＝10/2/11どこに向かう新連立政権－靖国・沖縄・憲法市民の集い(250人)。4/24朝鮮人強制連行犠牲者追
悼集会。5/3憲法を守り生かす新聞意見広告掲載・統一街宣行動・基地はいらない!沖縄に・日本に・アジア
に憲法を守り生かす5.3市民の集い(200人)。5/21狭山デー主要駅頭チラシ配布行動。9/4関東大震災朝鮮人
犠牲者追悼会。9/18東北アジアの平和と友好を考える市民の集い(300人)。10/9韓国併合100年・映画「弁護
士・布施辰治」上映会(於前橋・太田)。10/16-19朝鮮侵略100年写真展。10/22狭山デー駅頭チラシ配布行動。
10/23国際反戦デー群馬県集金・沖縄米軍基地と日米安保を問う市民の集い。11/26第42回群馬解放運動合葬
追悼会。12/8戦争を語り継ぐ12.8市民の集い。

b.＝毎月6日(または9日)に反戦・反核座り込み行動(於前輪市役所前)。毎月8日に平和をつくる女の会・8の
日行動(県下各地を巡回)。10/2/16-17カトリック核兵器廃絶YESキャンペイン支援。4/1-5広島・長崎原爆被
爆資料展(於県庁ロビー・1,500人)。6/7-10-2010非核平和行進県内行進(延べ700人参加)。8/4-6第26回ヒロ
シマに学ぶ群馬子ども代表団派遣。

埼 玉
a.＝10/3/10-3.11浦和地裁「死刑」判決46カ年糾弾!狭山第3次再審闘争勝利埼玉集会330名。3/12北部ブロ
ック護憲集会。4/6埼玉教育フォーラム結成5周年集会72名。5/12狭山事件の再審を求める市民集会。10/5/1
3-16沖縄平和行進&普天間基地包囲行動29名。6/11部落解放県共闘第22回総会36名。7/31日朝県民会議学習
会。9/7第3次石川一雄さん東京高裁前アピール行動。9/8第12回埼玉・沖縄平和交流結団式。9/11平和友好
祭第52回埼玉県祭典。9/27狭山闘争全国活動者会議。10/8第47回護憲大会県代表団結団式。9/17-20第12回
埼玉・沖縄平和交流10名。9/25空母母港化37周年・原子力空母ジョージワシントン横須賀母港化2周年抗議
・原子力空母配備撤回を求める神奈川集会42名。10/17狭山事件現地調査と学習交流会16名。10/23日教組平
和集会(熊谷)。11/6-8第47回護憲大会13名。11/12第4次石川一雄さん東京高裁前連続アピール行動。11/14
第21回埼玉教育研究集会。11/20JR不採用問題解決報告集会。11/30第30回部落解放埼玉県研究集会&記念レ
セプション。12/2北部ブロック憲法講演会(熊谷・山本志津弁護士講師)。12/3沖縄県民連帯集会(山城博治
沖縄平和C事務局長講師)。12/10西部ブロック護憲集会(坂戸・写真家広河隆一講師)。12/16狭山事件の再審
を求める市民集会。

b.＝10/7/14NPT再検討会議での成果とニューヨーク行動参加報告会。7/24反核非核交流会&県非核平和行進1
85名。7/25原爆死没者慰霊式(別所沼公園)。7/26原水禁大会県代表団結団式。7/28原水禁子ども代表団事前
学習会。8/4-9被爆65周年原水禁世界大会(広島39名・長崎6名)。8/9-10第23回埼玉反核平和の火リレー西回
りコース。8/16第23回埼玉反核平和の火リレー出発式(県庁前)。8/25-27国連軍縮会議inさいたま。9/26JCO
臨界事故11周年集会13名。

千 葉
a.b.＝5.15沖縄平和行進への派遣(2名から4名に参加者増)。原水禁広島･長崎大会、護憲全国大会をはじめ
関東段階の行動への派遣。各団体や社民党で護憲･平和運動については取り組んでいるが県では未集約。横
須賀集会や国会行動などは、事務局団体の党が中心に5-20名の派遣。事務局を担う社民党は、県レベルで「憲
法九条を世界へ、未来へ千葉県実行委員会」を組織し(個人加盟)、5.3新聞「意見広告」を取り組み(2,856
口の賛同人)、今年も取り組がはじまった。また、年2回春と秋に大衆的な憲法を中心とした学習会を開催(3.
10憲法学校、藤本泰成平和フォーラム事務局長:講師)。各地域での憲法大衆学習会(県内25カ所)、街宣活動
を強化。

東 京
a.b.＝10/4/8NPT再検討会議に向けた集会。4/10-11「反核燃の日」全国集会。4/17三多摩集中行進。4/18も
んじゅを廃炉に!全国集会。4/25沖縄県民大会。4/25沖縄県民大会とともに声を上げよう!東京集会。5/3施
行63周年憲法記念日集会。5/12狭山事件の再審を求める市民集会。5/15-17沖縄平和行進。5/23P-1配備撤回
大和集会。5/28日米合意止めるぞ5.28緊急集会。6/3日朝友好促進東京議連総会。6/5アジア・アフリカ支援
米田植え。6/19APECエネルギー大臣会合対抗シンポジウム。6/27朝鮮学校差別を許さない!『高校無償化』
即時適用を求める市民行動。7/2高野猛学習会。7/3-30映画「ヒロシマ・ピョンヤン-棄てられた被爆者」。7
/17-19下北スタディーツアー。7/23日朝国交正常化連絡会全国総会・記念講演会。7/24農業学習会モロコシ
刈り。7/29-31普天間基地爆音訴訟支援現地集会。8/4-9被爆65周年原水禁ヒロシマ・ナガサキ大会。8/14空
襲被害者全国集会。8/14平和の灯をヤスクニの闇へキャンドル行動。8/15戦争犠牲者追悼・平和を誓う集会。
8/22韓国強制併合100年・日韓市民共同宜言大会。8/27-28柏崎・刈羽「原発震災3周年集会」。8/29在日朝鮮
人歴史・人権東日本集会。9/5統一マダン。9/2-12名謹市議選応援。9/17日朝ピョンヤン宣言8周年集会。9/
25原子力空母横須賀配備2周年抗議集会。9/26JCO臨界事故11周年全国集会。10/2東アジア米軍基地顔境問題
シンポ。10/2アジア・アフリカ支援米稲刈り。10/7学習会「防衛自害・防衛大綱の動向について」。10/16カ
ネミ油症問題東京大集会、「日米安保と東アジアの平和を問う」シンポ。10/17武力で平和はつくれない-ピ
ースアクション。10/21三多摩集会。10/22普天間基地の閉鎖・撤去大集会。10/26厚木基地爆音防止期成同



- 5 -

a.憲法･平和・人権、b.反核･脱原発にかかわる各地のとりくみ（2010年3月～2011年3月報告分）

盟結成50周年祝賀会。10/27狭山事件の再審求める東京集会。11/6-8第47回護憲大会。11/15-24 沖縄知事
選支援行動。11/28-29関東ブロック第9回総会。12/7武器輸出三原則改定反対院内集会。12/8狭山東京実行
委員会第16回総会。12/9不戦を誓う三多摩集会。12/10-11食とみどり、水を守る全国集会。12/14東アジア
の平和を築く集会。12/16狭山事件の再審を求める市民集会。12/23東海第2原発プルサーマル反対連絡会結
成集会。11/2/9高校無償化の朝鮮学校への即時適用を求める院内集会。2/10山口二郎北海道大学教授学習会。
2/11「建国記念の日」を考える集会。2/15日朝国交正常化連絡会学習会。2/16TPP問題消費者集会。2/19国
連人種差別撤廃委員会の勧告を実現する集会。2/21狭山実行委情宣行動。2/23食とみどり、水を守る東京都
民会議総会。2/24狭山東京集会。2/26朝鮮学校への「無償化」即時適用を求める大集会。2/28浜岡原発視察。
3/1ビキニ・デー集会。3/2久保山愛吉さん墓参集会。3/8東京大空襲裁判勝利集会。

神奈川
a.b.＝[1.神奈川の日米軍事一体化の闘い]6/30.9/6.10/20.12/20.2/2.3/14(東日本大震災で中止)「第四次
厚木爆音訴訟」公判闘争支援。6/12厚木爆同臨時総会、8/20厚木爆同総会。6/27故厚木爆同鈴木委員長を偲
ぶ会。5/15米軍再編・基地強化と闘う全国連絡会第4回総会(沖縄)。5/18-21大和市役所及び綾瀬市役所前座
り込み行動。5/23見直せ!日米同盟 返せ!厚木･岩国･普天間基地、次期固定翼哨戒機P-1配備撤回5/23大和
集会(500名.大和公園)。5/30キャンプ座間・米軍専用ゴルフボール飛び出し抗議集会(100名.新磯野公園)。
10/26爆同結成50周年記念式典(500名.横浜市内)。10/2第3回東アジア米軍環境問題の解決をめざす国際シン
ポ (150名.大和市)。10/4第34回9.27米軍ジェット機墜落抗議集会(400名.緑区公会堂)。10/13米軍小柴貯油
タンク爆発事故29周年抗議、池子家族住宅増設反対市民集会(200名.金沢公会堂)、10/15池子家族住宅増設
反対防衛省申し入れ、11/14横浜市申し入れ。10/16「日米安保と東アジアの平和を問うシンポジュウム」(代
表参加｡社会文化会館)。10/17やめさせようアフガニスタン戦争、なくそう普天間基地、つくらせない辺野
古新基地「武力でつくらせない-もうひとつの日米関係へ」(代表参加.芝公園)。10/24横須賀ピースフｪステ
ィバル(2000名.三笠公園)*県央ピースは台風のため中止。11/12違法爆音を止めろ!次期固定翼哨戒機P-1厚
木基地配備反対!オバマ来日-軍事同盟強化のための日米首脳会談反対!武力では解決しない!アジアに平和
を!11/12大和キャンドル行動(200名.大和公園)。12/18第1軍団前方司令部移駐から3年、12/18米軍再編を止
めよう!相模原･座間行動「この街から戦争に行くな!」(250名.座問公園)。陸自部隊によるAPECの闇警備門
問題に係る抗議申し入れ(神奈川県)。8/24日米安保締結50年にともなう神奈川県知事発言に対する申し入れ
行動。 [2.沖縄との連帯行動]4/27沖縄平和行進神奈川県代表団結団式(40名｡自治労会館)。5/14-17沖縄平
和行進・普天間基地包囲行動(77名.南コース)。5/28許すな!普天間問題の日米合意、とめるぞ!辺野古新基
地建設5.28緊急集会(代表参加｡全電通会館)。「普天間基地問題についての考え方」の発行に伴う販売と購入
の取り組み(970冊購入)。9/11 在沖米海兵隊県道104号線越え実弾砲撃東富士演習に抗議する県民集会(代表
参加御殿場)。辺野古新基地反対にかかるカンパ活動の取り組み。沖縄県知事選にかかる沖縄反基地闘争現
地支援行動(代表派遣.那覇市)とカンパ活動。 [3.人権問題]8/4「たちかぜ」裁判傍聴支援。7/14たちかぜ
裁判を支える4周年集会(70名.横浜市開港記念会館)。たちかぜ裁判-たちかぜの元艦長の裁判所での証人尋
問を求める団体署名運動。たちかぜ裁判-自衛隊の責任を明確にした判決を求める署名運動(全国61998筆)。
1/26「たちかぜ」横浜地裁判決及び報告集会(120名. 横浜市地域職業訓練センター)。8/29-2010「在日朝鮮
人歴史・人権週間」東日本集会(110名.県立近代文学館)。9/17かながわ歴史教育を考える市民の会第14回総
会と講演会(90名.県民センター)。3/1朝鮮3.1独立運動記念集会・かながわ歴史教育を考える市民の会主催
「韓国併合100年日・韓・『在日』の未来を考える」(70名.県地域労働文化会館)。朝鮮学校への高校無償化
適用をもとめる署名運動(中央組織加盟団体除く1345名)。東アジアとの連帯を築く署名運動(19373名)。8/1
1朝鮮学校への差別なき、速やかな「高校無償化」適用をもとめる緊急集会(100名.県地域労働文化会館)。
朝鮮学校「無償化」適用審査を遅滞なく行うことを要請する緊急打電行動(加盟団体へ要請)。9/17日朝ビョ
ンヤン宣言8周年(代表参加.全水道会館)。2/11建国記念の日に反対する集会(代表参加.自治労会館)。 [4.
いのくら行動]5/14 いのくら基地部会 県民センター。7/14「第46回いのくら総合分科会」(60名.横須賀市
内)。3/13「第46回いのくら県民のつどい」東日本大震災で中止。 [5. 神奈川平和運動センター基地調査]
11/30第7回「神奈川平和運動センター基地調査」(40名横浜港.ノースドック.厚木基地)。 [6.反原発・反
核・原水禁運動]1/28ストッププルトニウム神奈川連絡会2011度総会と講演会(60名.県民センター)。7/21被
爆65周年原水禁世界大会神奈川代表団結団式・学習会(40名. 県民センター)。8/4-9被爆65年原水禁世界大
会(広島大会81名. 長崎大会25名｡親子代表団32名)。7/27-30被爆65周年原水禁県内平和行進(1995名. 集結
集会7/30 県庁200名)。被爆65周年原水禁世界大会パンフ販売の取り組み.被爆65周年被爆者救援団体・街
頭カンパの取り組み。9/11-12平和友好祭第39回神奈川祭典(50名.横須賀産業交流プラザ)。10/18-21第21回
反核・平和の火リレー運動(1565名. 出発式10/18・川崎市、県庁. 集約集会10/21 横須賀市)。9/15脱原発
キャンペーン映画「ミツバチの羽音と地球の回転」の上映活動(横浜情報文化会館のべ300名)。9/26JCO臨界
事故11周年集会(神奈川15名. みと文化交流ﾌﾟﾗｻﾞ)。12/3-4もんじゅ廃炉をもとめる全国集会(代表参加.福
井県)。3/1-2ビキニ・デー全国集会及び全国活動者会議(代表参加.静岡県)。 [7.教科書問題]8/24教科書
検定･採択制度を考える連続学習会(120名.エルプラザ)。11/18教科書検定･採択制度を考える連続学習会(12
0名.エルプラザ)。2/10教科書検定･採択制度を考える連続学習会(700名.関内ホール)。第2次横浜市教科書
採択についての県民署名の取り組み(継続中)。 [8.憲法運動]5/3「2010憲法を考える5.3県民集会」(350名.
開港記念会館)。5/28憲法を守るかながわの会主催第7回憲法集会(250名.県民センター)。10/9「9条の会憲
法集会」(全体900名.横須賀芸術ホール)。11/6-8第47回護憲大会・宮崎県大会(代表団35名.宮崎市)。11/3
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「2010憲法を考える11/3県民集会」(170名.三浦半島地区教組会館)。 [9.各種会議]9/13-14「フォーラム
平和・人権・環境」各都道府県組織・中央団体責任者会議(代表参加、静岡)。9/14-15全国基地問題ネット
ワーク第14回総会・全国交流集会(5名参加.静岡)。11/28-29関東ブロック連絡会議総会(開催県神奈川)。3/
1.4/23.8/5.11/6関東ブロック幹事会。 [10.原子力空母母港化反対]12/12「いらない!原子力空母、冬のパ
レード」(100名.ヴェルニー公園)。9/24原子力空母ジョージ・ワシントン横須賀基地母港化撤回を求める街
頭宣伝行動(10名.横須賀中央駅)。9/25空母母港化37周年・原子力空母ジョージ・ワシントン横須賀基地母
港化2周年抗議・原子力空母配備撤回を求める全国集会(2700名.ヴェルニー公園)。5/20.10/5.11/30.3/17新
・航行禁止訴訟裁判支援。

山 梨
a.＝10/7/1-7第29回甲府戦争と平和空襲展(来場2500名)。8/15敗戦記念日･平和街宣(100名)。12/8『不戦の
誓い』街宣(30名)。

b.＝10/8/6非核･平和行進(連合山梨共催)(50人)。8/6-11第21回県平和友好祭･平和の火リレー(100㎞のべ15
0人)。

長 野
a.＝10/2-3月、朝鮮学校無償化抗議FAX送付(単産・地区)。3/9県労農会議第29回定期総会/地産地消の学校
給食学習会(長野市/60人)。3/10国労紋別闘争団・柴田義弘氏(副団長)白馬激励会(白馬村/8人)。3/13-14第
30回県青年団結集会(宮田村/90人)。3/18JR長野駅前のタクシープール削減問題で2116名の署名を長野市長
に提出。3/19高校無償化の対象から朝鮮学校を除外する動きに反対する長野県緊急上京行動(東京/10人/文
科省、内閣府へ要請。県内選出国会議員に要請書提出)。3月、橋下徹・大阪府知事の朝鮮学校に対する「暴
言」に抗議するFAX送信(単産・地区)。4月、陸上自衛隊松本駐屯地祭反対行動(4/7松本駐屯地へ要請、4/8
県・松本市へ申し入れ、4/17反対集会・デモ150人参加)。4-5月、県公共交通対策会議が長野以北の並行在
来線問題について、長野県、長野市、飯綱町、信濃町、新潟県、妙高市と意見交換(4/12長野県交通政策課、
4/12長野市交通政策課、4/22飯綱町長、4/26信濃町長、5/20新潟県交通政策課、5/20妙高市企画政策課)。4
月、日本の共和国への「制裁措置」延長に反対するチラシ配布行動(長野・松本)。4月、朝鮮学校の高校無
償化適用問題を訴える街頭宣伝(長野・上田・松本)。4/10日音協県支部総会(長野市/10人)。4/10国労支援
県共闘会議・国労長野緊急単産・地区代表者会議(長野市/40人)。4/13北信越ブロック沖縄連帯キャラバン
(呉屋悟・沖縄県西原町議会議員が来県/長野市/街頭宣伝、組合・団体回り、集会・デモ230人)。4/23緑の
県民会議第44年次総会(長野市/40人)。4/28全国新幹線・並行在来線問題対策連絡会議を結成、国交省へ要
請(東京/6人参加)。5/1第81回メーデー(13会場1万8千人)。5/3憲法記念日県下統一行動(長野・松本など)。
5/3信州護憲ネット第18回市民の憲法講座＆総会(長野市/80人/大村忠嗣・護憲ネット代表委員の講演)。5/1
3-16沖縄平和行進・普天間基地包囲行動(19人参加)。5/13-21国労紋別・美幌闘争団県内オルグ(紋別闘争団
・清野隆団長、美幌闘争団・長縄孝則団長)。5/15地域公共交通の明日をつくる県民集会(県公共交通対策会
議主催/松本市/200人/黒沼凱夫松本歯科大学教授の講演、事例報告:南信州・新公共交通システム、安曇野
市・デマンド交通、別所線・存続運動、木曽町・生活交通システム、長野電鉄屋代線・存続運動)5/22県労
組会議青年女性連絡会が柏崎刈羽原発見学、反核・反原発学習会(柏崎市/25人)。5/22朝鮮総聯中央本部第2
2回全体大会へメッセージ。7/2県会で「地域公共交通の予算確保」「並行在来線支援の新たな仕組みを要請」
する国あての「意見書」採択。7/2長野地区公共交通対策会議が長野電鉄屋代線沿線の住民自治団体、高校
・小中学校へ要請。7/3長野地区公共交通対策会議が長野電鉄屋代線沿線に新聞折り込みで利用促進を訴え(2
万枚)。7/6信大小山教授事件厚生労働省へ申し入れ(東京/10人)。7/7信大小山教授事件第1回裁判傍聴動員(松
本市/30人)。7/13-8/6第23回反核平和の火リレー(700人)。7/17日朝県民会議学習会「韓国併合100年と日本
-『植民地責任』から考える」(松本市/90人/講師:太田修・同志社大学教授)。7/23-24北信越ブロック第9回
地域組織交流集会(石川県/63人/県内から12名)。7/27朝鮮学校無償化適用を求める長野県独自行動(東京/12
名/文科省へ署名14,233人分提出、福島瑞穂・社民党党首へ要請)。7月、長野朝鮮学校支援カンパ133万円を
集約、学校へ贈呈。7月、朝鮮学校無償化適用を求める政府あて要請署名の取り組み(10,889名集約)。7月、
朝鮮学校への高校無償化適用を求める共同声明への団体賛同署名(91団体集約)。8/11松代大本営追悼碑を守
る会建立15周年式典・講演会(長野市/40人/講師:和田登氏「併合100年と松代大本営の今日的意義」)。8/15
「平和の鐘」行動(長野市・上田市・安曇野市・松本市、豊丘村など)。8/25県支援共闘・国労長野合同でJR
不採用事件最高裁和解報告集会(長野市/60人/高橋伸二・国労委員長が報告)。9/6県内選出民主党国会議員
へ朝鮮学校無償化への決断を要請するFAX送信。9/12第56回県平和友好祭典(長野市/25人)。9/15自衛隊の市
街地歩行訓練に対する抗議行動(松本市)。9/15信大小山教授事件第2回裁判傍聴動員(松本市/30人)。9/17日
朝県民会議、朝鮮総聯中央本部訪問「そば打ち交流会」(東京/11人)。9/25第9回地区労組会議対抗親善ソフ
トボール大会(松本市/12チーム165人参加)。10/4-13日朝県民会議・日朝松本市民会議訪朝団(共和国/12人)。
10/26-27緑の県民会議・明日の森林を考える集い(木曽郡赤沢自然休養林/30人)。11/6-8第47回護憲・宮崎
大会(宮崎市/16人)。11/8県労農会議ＴＰＰ反対長野駅前街宣(長野市/30人)。11/8長野電鉄屋代線の存廃問
題で若穂自治協との懇談会(長野市/10人)。11/13信州護憲ネット第19回市民の憲法講座(松本市/60人/愛敬
浩二・名大教授の講演)。11/15-24国労紋別・美幌闘争団秋季県内オルグ(県内12地区/紋別闘争団・清野隆
団長、美幌闘争団・長縄孝則団長)。11/23、2010きんろうフェスティバル(長野市城山公園/30ブース、ステ
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ージ、ミニＳＬなど、市民1万5000人参加)。11/22長野県の森林・林業政策に関する懇談会(長野市/10人)。
11/26朝鮮統一支持運動第28回全国集会(横浜市/6人参加)。11月、県民教育署名集約(30人学級・私学助成拡
大などを求める署名/国あて19253人、県あて19122人)。11月、公共交通施策の拡充と交通基本法早期制定を
求める署名集約(6993人)。12/3県交運運第45回総会(長野市/15人)。12/4日朝県民会議第33回定期総会(長野
市/60人参加/訪朝報告など)。12/10-11第42回食とみどり、水を守る全国集会(東京/9人参加)。12/18県国労
支援共闘定期総会(長野市/90人)。12/22長野電鉄屋代線問題で長野市申入れ(長野市/10人)。12月、被爆体
験者に被爆者手帳発付を求める全国署名集約(18518人)。1/5屋代線問題で長野電鉄へ申し入れ(長野市/10
人)。1/13アジア・アフリカ支援米・国際協力米合同発送式(長野市/JAと共催/60人参加)。2/9高校無償化の
朝鮮学校への即時適用を求める院内集会(東京/1人参加)。2/11県労組会議青年女性連絡会反戦平和学習会(松
本市/80人)。2/11県護憲連合第56回定期総会(長野市/80人/成澤孝人・信大准教授講演)。2/15県労農会議第
30回定期総会(長野市/50人)。2/15JR不採用事件の全面解決をめざす県集会(長野市/90人)。2/26-28国労紋
別・美幌闘争団現地交流団(北海道/21人)。3/8信大小山教授事件厚生労働省への申し入れ(東京/10人)。3月、
信大小山教授の懲戒解雇を撤回し、カーボンナノチューブの発ガン性研究を求める信大あて要請署名集約(1
万人)。◆「9の日」行動(毎月9日に街頭宣伝、長野･松本･上小)。◆信州護憲ネット2010年度個人会員(年10
00円、273人、年3回会報発行)。◆国労支援物資販売活動(ホタテ共同購入:10/11-12、一袋3500円4487袋を
販売 一般物資:カタログ販売、10年夏460万円、10年冬300万円売上)。◆県労組会議「21世紀の労働運動研
究会」第4期講座(10/02-10/11年6回講座、59名会員登録、講師:西山利昭(朝日長野税理士法人/税理士)、平
賀雄次郎(全労協全国一般)、棗一郎(旬報法律事務所/弁護士)、黒崎隆雄(神戸地区労事務局長)、小川英郎(ウ
ェール法律事務所/弁護士)、宮里邦雄(東京共同法律事務所/弁護士)。

b.＝10/3月「もんじゅ」運転再開に反対する福井県知事あてのハガキ投函行動とFAX要請行動。4/17「もん
じゅ」運転再開に抗議する緊急全国集会(敦賀市/9人参加)。4/10反核燃の日、止めよう!再処理全国集会(青
森市/5人参加)。6/2-10被爆65周年非核平和行進(10地区500人)。8/6原水禁県大会(長野市/50人参加/被爆者
の体験談)。8/2-7原水禁広島大会(全体26人/子ども代表団14人)。8/7-9原水禁長崎大会(6人)。11/21市民集
会・脱原発2010in信州(長野市/市民団体と共催/40人/西尾漠・原子力資料情報室共同代表の講演)。12/3-4
「もんじゅ」廃炉を求める全国集会(敦賀市/7人参加)。◆月1回市民団体と脱原発共同学習会。

新 潟
a.＝10/3/3朝鮮学園新潟地裁請求棄却緊急集会、朝鮮学校を「無償化」の対象から除外しないことを要請す
る打電行動。(朝鮮学校を支援する県民の会)3/6青年部学習会「近藤正道さんと語る会」(45名/県平和セン
ター青年部)。3/11普天間基地即時返還・辺野古新基地建設撤回にむけた緊急打電行動。3/19WPN武力で平和
はつくれない3.19にいがた行動、集会・デモ(300名/護憲フォーラムにいがた・県平和センター)。3/24政府
宛「すべての水俣病被害者の救済を求める団体署名」提出(新潟水俣共闘)。3/25ノーモア・ミナマタ新潟訴
訟第4陣提訴行動(50名/新潟水俣共闘)。4/12沖縄連帯「普天間即時返還、新基地建設撤回」北信越ブロック
キャラバン行動(デモ200名/県平和センター)4/12徳之島米軍基地移設反対協議会宛「4.18連帯メッセージ」
送付(県平和センター)。4/16部落解放長野県上田市協議会新潟水俣病現地調査(新潟水俣共闘)。4/27環境省
「水俣病被害者救済特別措置法」説明会(2名/新潟水俣共闘)。4/29護憲フォーラムにいがた総会記念講演「活
憲の時代-世界の動きとこれからの日本」講師伊藤千尋氏(150名/護憲フォーラムにいがた)。5/3憲法施行63
周年5.3街宣行動(25名/護憲フォーラムにいがた・県平和センター)。5/10新潟水俣病対昭和電工交渉、環境
省副大臣面談(新潟水俣共闘)。5/14-17-5.15沖縄平和行進(38名/護憲フォーラム・県平和センター)。5/20
ノーモア・ミナマタ新潟訴訟第5陣提訴行動(新潟水俣共闘)。6/4県議会宛「米軍普天間飛行場移設問題」に
関する陳情提示(県平和センター)。6/4自治労退職者会新潟水俣病学習会(新潟水俣共闘)。6/10環境省新潟
水俣病現地視察、ノーモア・ミナマタ訴訟和解協議入り会見(新潟水俣共闘)。6/19新潟水俣病被害者の会・
共闘会議合同総会、記念講演会「水俣病の実像・真相」講師高岡滋医師、「新潟水俣病の実態」講師関川智
子医師(300名/共催)。6/19ＡＰＥＣ対抗市民サミット参加(12名/県平和センター・新潟県原水禁)。6/23ノ
ーモア・ミナマタ新潟訴訟「和解協議申立」(新潟水俣共闘)。7/6環境省副大臣阿賀野川流域視察・患者懇
談会(新潟水俣共闘)。7/23-24平和フォーラム北ブロ第9回地域組織交流集会(10名)。8/6新潟水俣病スタデ
ィツアー(あおぞら財団)。8/7韓国併合100年、日本と朝鮮半島の過去・現在・未来を新潟で考える集い(100
名/実行委員会)。8/15戦争犠牲者追悼・平和を誓う8.15街頭宣伝行動(20名/護憲フォーラム・県平和センタ
ー)。8/27韓国生協新潟水俣病研修会(新潟水俣共闘)。9/4拉致対論ライブin新潟(230名/実行委員会)。9/19
部落解放県共闘「現地研修会(上越市)」(29名/部落解放新潟県共闘会議)。9/25新潟水俣病フィールドワー
ク(59名/新潟水俣共闘)。9/26ミレフェスティバル2010(1000名/朝鮮学校を支援する県民の会)。10/15新潟
水俣病環境副大臣懇談会(新潟水俣共闘)。10/21ノーモア・ミナマタ訴訟第7回口頭弁論・和解協議報告集会
(新潟水俣共闘)。10/21武力で平和はつくれない10.21国際反戦デーデモ(250名/護憲フォーラム・県平和セ
ンター)。10/31ノーモア・ミナマタ訴訟原告団全員集会(新潟水俣共闘)。11/6-8憲法理念の実現をめざす第
47回護憲大会(25名/護憲フォーラム・県平和センター)。12/8-12.8不戦を誓う市民のつどい講演「『反戦イ
ラク帰還兵日本で訴える』上映&木村修監督トークライブ」(150名/護憲フォーラム・県平和センター)。12/
16ノーモア・ミナマタ訴訟第7回口頭弁論(新潟水俣共闘)。12/18-21「韓日併合」100年検証「平和」ツアー
(14名/県平和センター)。12/23映画「ヒロシマ・ピョンヤン」上映＆伊藤孝司監督トークライブ(130名/実
行委員会)。11/1/16韓日100年平和市民ネットワーク・李大洙さんとの意見交換・懇親会(10名)。1/22ダグ
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ラス・ラミス講演会「沖縄と憲法9条」(130名/ナインにいがた)。1/26-2/1「いのち・愛・人権」新潟展開
催(共催)。2/11日本人の歴史認識を考える2.11にいがた平和集会「日中の友好協力と北東アジアの平和」講
師區建英新潟国際情報大学教授(120名/護憲フォーラム・県平和センター)。2/16TPP学習会(県平和センタ
ー)。2/24日朝新春懇親会(朝鮮学校を支援する県民の会)。

b.＝[1.反原発・脱原発]10/3/13反原発学習会(地元三団体:100人)。4/8核燃搬入抗議行動<7号機100体>(県
民共闘・原水禁:80人)。4/26保安院・保安官事務所長交渉<5号機耐震壁ひび割れ問題)>(地元三団体・県民
の会:15人)。5/7対県申入れ交渉<1号機起動試験問題>(県民の会:15人)。5/11県技術委アピール行動<1号機
起動試験問題>(県民の会:30人)。5/21対県抗議交渉<1号機起動試験入り>(県民の会:10人)。7/1県設備小委
公開質問状<5号機ひび割れ問題>(県民の会)。7/21県技術委アピール行動<1号機営業運転入り>(県民の会:30
人)。7/28核燃搬入抗議行動<1号機180体>(県民共闘・原水禁:80人)。8/10県設備小委公開再質問状<5号機ひ
び割れ問題>(県民の会)。8/28「震災3周年 やっぱりいらない!柏崎刈羽原発」県民集会(県民の会:300人)。
9/2-3「柏崎刈羽原発の閉鎖を訴える科学者・技術者の会」合宿学習会(KKの会:県内から10人参加)。9/8県
設備小委公開再質問状<5号機スタビライザ問題>(県民の会)。9/15核燃搬入抗議行動<7号機200体>(県民共闘
・原水禁:80人)。9/17東電・発電所交渉<7号機燃料漏れ問題>(地元三団体・県民の会:15人)。9/17対県緊急
申入れ交渉<7号機燃料漏れ問題>(県民の会:15人)。10/5県設備小委公開再々質問状<5号機ひび割れ問題>(県
民の会)。10/7保安院・保安官事務所長交渉<7号機燃料漏れ報道管制問題>(地元三団体・県民の会:15人)。1
0/19対県申入れ交渉<5号機起動試験問題>(県民の会:15人)。10/28県技術委アピール行動<5号機起動試験問
題>(県民の会:30人)。12/22対県申入れ交渉<県技術委のあり方問題等>(県民の会:15人)。12/28東電・発電
所交渉<5号機点検漏れ問題等>(地元三団体・県民の会:15人)。11/1/21東電・発電所交渉<7号機制御棒問題
等>(地元三団体・県民の会:15人)。1/26対県申入れ交渉<7号機制御棒問題等>(県民の会:15人)。他、川内原
発3号機増設反対要請(5/31薩摩川内市長・議会議長、9/13薩摩川内市長・議会議長・県議会)。高浜原発プ
ルサーマル運転抗議(12/24関西電力社長)。「日印原子力協定問題」意見書の請願(県議会、10/11/26:不採択)。
県技術委員会・小委員会傍聴・監視及び意見交換会(開催の都度)。県原子力安全対策課との意見交換会(10/
04/22、10/05/31、10/11/09)。※県民の会⇒原発からいのちとふるさとを守る県民の会、県民共闘⇒柏崎刈
羽原発設置反対県民共闘会議、地元三団体⇒柏崎刈羽原発反対地元三団体。 [2.核兵器廃絶]4/24第48回原
水禁総会(80人)。6/3-11被爆65周年非核平和行進(県内、延べ約500㎞、1,000人)。7/7県原爆被害者の会総
会(連帯)。7/24被爆65周年原水爆禁止県民集会(200人)。8/6-9原爆死没者追悼集会・パネル展(後援)。10/1
3原爆死没者追悼式(後援)。11/23映画「ヒロシマ・ピョンヤン」上映会(実行委員会、150人)。7-9月、各地
の原爆ぬりえ展の取組み(新潟7/5-6JR新潟駅200枚・7/27-8/1万代市民会館200枚、岩船9/7-13村上プラザ12
9枚、新津8/19-25新潟市秋葉区役所30枚、五泉8/4-10総合会館300枚、三条8/1-15中央公民館・パネルと同
時展示120枚、長岡8/19-31市民センター・パネルと同時展示237枚、南魚沼8/2-20市役所・各支所84枚、北
魚沼8/11-27小出郷福祉センター131枚、十日町7/27-8/6情報館120枚、柏崎8/1-14ソフィアセンター245枚、
上越8/7-12市民プラザ344枚、糸魚川8/16-30スーパーハピー奴奈川店210枚)。他、「核兵器廃絶・非核三原
則堅持」の陳情(3月県議会:不採択)。

富 山
a.＝10/3/8八の日行動・国際女性day行動(県内JR3駅.早朝街宣/ビラ配布50名)。3/11可視化を求める集会
(富山市.200名)。3/14慰安婦問題と教育を考える集い(富山市.200人)。3/14普天間基地集会・デモ (富山市.
300人)。4/12普天間基地北信越ブロックキャラバン集会・デモ (県内市町村等・のべ1,000名)。4/14とやま
SEIJIスクール(辻元講演会/富山市.500名)。5/3憲法キャラバン(県内4ブロック)。5/12ナースアクション富
山行動(富山市150名)。5/23アースday富山(富山市)。5/27さわやかコンサート(富山市.300名)。5/29アジア
子どもの夢コンサート(富山市.300名)。6/3憲法講演会(富山市.250名)。6/12とやまSEIJIスクール(又市講
演会/富山市.250名)。6/16県官公労協1万人集会(富山市.10,000名)。6/17アフガンに水を中村哲講演会(射
水市.500名)。6/19APEC対抗市民サミット。7/26平和をつなぐ親子の映画会(県内11会場2,350名)。7/30不戦
の誓い集会(富山市.250名)。8/26食品フォーラムIN富山(富山市.250名)。8/29条市民の会氷見(氷見市.500
名)。10/10件消費者大会(富山市.250名)。10/16佐高信講演会(富山市.500名)。10/21国際反戦day集会・デ
モ(富山市.300人)。11/2ベトナムコンサート(富山市.400名)。11/27第3回憲法フェスタ(富山市.500名)。11
/28高橋哲哉講演会(富山市.250名)。12/3路上生活者支援学習会(富山市.50名)12/22憲法擁護富山県民連合
第47回定期総会 (富山市.100名)。11/1/11県平和センター旗開き(富山市.100名)。1/15-2011躍進の集い・
又市後援会総会(富山市.500名)。2/11-9条の会富山定期総会/雨宮処凛講演会(富山市.300名)。

b.＝10/3/30もんじゅ運転再開阻止・富山県議会各派要請行動。5/12ミツバチの羽音と地球の回転試写会(富
山市.250名)。6/10-16非核･平和行･自治体議会要請行動(県内一円)。6/20非核平和行進inとやま、集会とデ
モ (富山市.300名)。6/19プルサーマル北電申し入れ(北電本店.10名)。7/30原水禁富山県民会議第24回定期
総会(富山市.70名)。8/9-12反核平和の火リレー(県内一円)。他に広島・長崎・柏崎・敦賀・志賀等の集会
には多数参加。

石 川
a.＝10/03/10 「小松基地チビッコ航空教室」反対小松市・市教委・小松基地申し入れ。3/18第2回普天間基
地撤去!辺野古新基地反対!街宣行動。3/24憲法を守る会総会(講師:琉球新報松本剛記者100人)。3/26「小松



- 9 -

a.憲法･平和・人権、b.反核･脱原発にかかわる各地のとりくみ（2010年3月～2011年3月報告分）

基地チビッコ航空教室」抗議行動。4/6朝鮮学校の「無償化」を求める打電行動。4/15普天間基地即時返還!
新基地建設ノー!沖縄連帯北信越キャラバン県内街宣・石川集会(200人)。5/3憲法集会(石川県憲法を守る
会)。5/3輝け9条!許すな改憲!5.3石川県民集会(九条の会・石川ネット、講演:辻井喬さん他、800人)。5/13
-15沖縄平和行進・普天間基地包囲行動(14人)。5/15歴史探訪「軍都金沢から平和を考えるフィールドワー
ク」(金沢平和センター主催)。5/25第4回普天間基地撤去!辺野古新基地反対!街宣行動。5/29聖戦大碑撤去
の会総会(ゆきゆきて神軍上映)。6/7帰れ米軍!日米合同演習反対6.7小松基地抗議集会(100人)、小松市・小
松基地申し入れ。6/11小松基地爆音訴訟連絡会総会。6/15第5回普天間基地撤去!辺野古新基地反対!街宣行
動。「東アジアとの新しい連帯を築く」署名の要請。6/18小松基地爆音訴訟公判。6/23「6.23反戦平和を考
える青年女性集会」(120人)。6/28「普天間基地の辺野古施設阻止闘争」にむけた特別支援。7/5参議院選挙
沖縄選挙区・山城博治候補へのメッセージ。7/16青年防衛講座反対の申し入れ。7/23-24北信越ブロック地
域組織交流集会(小松基地見学他64人)。7/27司法修習生の給費制存続を求める請願署名要請。7/28第6回普
天間基地撤去!辺野古新基地反対!街宣行動。8/1「大東亜聖戦大碑」の撤去を求める全国集会。8/23第7回普
天間基地撤去!辺野古新基地反対!街宣行動。9/27第8回普天間基地撤去!辺野古新基地反対!街宣行動。10/12
聖戦大碑・副碑建立抗議申し入れ。10/13小松基地・小松市F15戦闘機緊急着陸抗議申し入れ。10/25第9回普
天間基地撤去!辺野古新基地反対!街宣行動。10/28「10.21反戦平和を考える青年女性集会」(東京新聞半田
滋さん90人)。11/3「11.3憲法集会」。輝け9条!平和憲法公布64周年石川県民集会(森口豁さん)。11/4「大東
亜聖戦大碑・副碑」建設に抗議する集会(聖戦大碑撤去の会主催)。11/6-8護憲大会(15人)。11/9伊波洋一さ
んの著書購入のお願い。11/18辺野古新基地建設を許さない!11.18沖縄連帯県民集会デモ(160人)。武器輸出
三原則の見直しに関する声明。F4戦闘機の緊急着陸に対する抗議および日米共同統合実動訓練に反対する声
明。12/1日米合同演習反対!小松基地ゲート前抗議集会。小松市・小松基地申し入れ。12/8戦争をゆるさず
平和を考え行動する会2010集会(講師:小南浩一さん)。石川県社会法律センター第33回定期総会(記念講演:
岩淵正明弁護士)。12/10南京大虐殺幸存者証言集会。12/11「死刑を考える日」(金沢弁護士会主催)。11/2/
8「2.8反戦平和を考える青年女性集会」(講師:岩淵弁護士100人)。2/11第9回建国記念日を考える市民集会(講
師:村田忠禧さん聖戦大碑撤去の会主催)。2/21小松基地・小松市への一時訓練移転への抗議行動および申し
入れ。

b.＝10/3/1被災57周年3.1ビキニデー全国集会。3/9もんじゅ運転反対ハガキ行動要請。3/20命のネット総会
・広河隆一さん 記念講演。3/26もんじゅ運転再開反対打電行動。4/18もんじゅ再開反対!現地抗議行動。5/
6もんじゅ運転再開抗議!緊急集会。5/25石川原水禁総会。5/30ナターシャグジーコンサート(ナターシャグ
ジーの歌声を聴く会主催)。6/14志賀原発低レベル廃棄物搬出抗議行動(100人)。6/15「政令を是正し『被爆
体験者』に被爆手帳発付を求める全国署名」の要請。6/19「6.19対APEC市民エネルギーシンポジウム」(福
井市16人)。6/17-22非核・平和行進集会デモ行進(県内6ヶ所延べ700人)。6/28北陸電力プルサーマル申し入
れに対する抗議声明発表。6/29プルサーマル反対北陸電力本店申し入れ。7/1プルサーマル反対石川県申し
入れ。7/17「原爆の子」上映会(石川県原爆被災者友の会主催)。7/25-26能登ピースサイクル(羽咋・金沢平
和センター対応)。8/4-6原水禁世界大会・広島大会(15人)。8/7-9原水禁世界大会・長崎大会(15人)。8/28
原発3周年やっぱりいらない!柏崎刈羽原発集会(新潟7人)。10/12志賀原発使用済み核燃料搬出抗議打電。10
/14米・未臨界核実験抗議打電。11/10制御棒誤挿入に対する北陸電力・石川県への申し入れ。11/12「志賀
原発のプルサーマルと原子力政策を考える」学習会(講師:鈴木真奈美さん金沢平和センター主催)。11/13プ
ルサーマル学習会(ストップ!プルサーマル北陸ネット主催)。12/4もんじゅを廃炉へ!全国集会(105人)。12/
17制御棒誤作動に対する北陸電力・石川県に対する申し入れ。12/24高浜3号炉のMOX燃料装荷・起動及びプ
ルサーマル実施に対する要請。11/1/24北陸電力志賀原発2号機手動停止に対する声明。2/16 志賀原発2号機
の手動停止に対する石川県への申入書。

福 井
a.＝10/4/16普天間基地反対街宣･集会(北信越統一行動)。4/18アースディ丹南。5/3憲法記念日集会。5/20
労魂賦慰霊祭。5/30-31日本勤労協東海北陸ブロック総会。6/21公共交通利用促進街宣ビラまき。7/23-24北
信越地域組織交流集会。7/29坂井市勤労協ボーリング大会。8/2ちょっといって講座。8/28坂井市勤労協第2
5回親子平和映画会。9/13-14平和フォーラム責任者会議。9/22坂井地区農業学習会。9/25横須賀基地母港化
2周年集会。9/27｢ふるさと再発見｣研修。10/3グリーンフェァー。10/14国民の食糧を守り農業を考える会(ふ
くい)第20回総会。10/19大野地区原水禁学習会。11/6-8護憲大会(16名)。11/10ちょっといって講座。11/28
坂井市市政報告会。11/30アジア・アフリカ支援米発送式。12/10-11食とみどり水を守る全国集会(15名)。2
/21ちょっといって講座。

b.＝10/3/14日本原電敦賀1号の40年超運転への抗議声明。3/24県原子力安管協。3/26県に、もんじゅ運転再
開反対申し入れ。3/29県原子力安全専門委員会傍聴。3月中旬から4月上旬に敦賀市内と周辺町にもんじゅパ
ンフと知事への要請ハガキを全戸配布。4/10-11反核燃の日全国集会。4/18もんじゅ運転再開に抗議する全
国集会・原子力機構に申し入れ。4/21プルトニウム燃料輸送抗議行動。4/28県に、もんじゅ運転再開了承抗
議申し入れ。5/6もんじゅ運転再開緊急抗議集会・原子力機構に申し入れ。6/19APEC対抗市民エネルギーシ
ンポ、屋外集会・デモ。6/30高浜原発MOX燃料搬入抗議行動・関電に申し入れ。7/13県原子力安管協。8/7-9
原水禁世界大会(大人28子供ども6)。8/11反原発県民会議常幹。8/28原発震災3周年柏崎刈羽原発集会。9/3
もんじゅ全国集会呼びかけ団体会議。9/4原子力政策大綱について意見を聞く会。9/26JCO臨界事故11周年集



- 10 -

a.憲法･平和・人権、b.反核･脱原発にかかわる各地のとりくみ（2010年3月～2011年3月報告分）

会。10/28坂井地区脱原発学習会。11/16大野地区脱原発学習会。11/18反原発県民会議常幹。11/25高浜原発
MOX装荷について県への緊急申し入れ。11/27美浜1号の40年超運転への抗議声明。12/1高浜原発MOX装荷への
関電抗議申し入れ。12/3県・敦賀市にもんじゅ申し入れ(もんじゅ集会呼びかけ団体)。12/3プルサーマル・
核燃料サイクル全国交流集会。12/4'10もんじゅ全国集会。12/15県にプルサーマル緊急申し入れ(玄海原発
の燃料からの放射能もれを受けて)。12/18第35回反原発県民会議総会。12/20県にプルサーマル緊急申し入
れ(玄海原発の燃料からの放射能もれを受けて)。12/25高浜原発プルサーマル100％出力調整運転開始に対す
る現地抗議行動・関電申し入れ。11/1/13県原子力安管協。1/21高浜原発プルサーマル営業運転開始に対す
る抗議申し入れ。

静 岡
a.＝10/2/28浜松航空自衛隊人権裁判支援会議(2人)。3/6地域護憲代表者会議(主催:憲法9条を擁護し実現す
る会)。3/11これからの農業政策を考える生産者・消費者集会(1)参議院議員会館。3/24日朝友好静岡県民会
議第20回定期総会(代表委員ほか)(21名)、記念講演会｢韓国併合100周年と日朝国交正常化について｣(清水澄
子)(46名)。4/5朝鮮学校高校無償化除外問題申し入れ(牧野事務所)。4/7喜納昌吉トーク＆ライブ(2)AOI。4
/15湯浅誠講演会。4/18ピースウォークfrom沖縄(静岡)。4/25沖縄連帯集会･キャンドルナイト(東京)。5/3
憲法9条を擁護し実現する会、憲法フォーラムin静岡「沖縄･安保･憲法」(髙嶋伸欣)グランシップ(150名)。
5/4志太憲法を大切にしよう会｢沖縄・安保・憲法｣半田滋(藤枝)。5/20幹事学習会｢戦争への道･韓国併合100
年と満蒙開拓団｣櫻井規順。5/31自衛官人権裁判口頭弁論(静岡地裁浜松支部)。6/6アジア･アフリカ支援米
田植え。6/19和田春樹講演会。6/30幹事学習会｢参議院選挙の意義と課題｣松本重延。7/23日朝国交正常化連
絡会総会・講演会(東京)。9/2幹事学習会｢自衛官の人権を求めて｣-浜松基地自衛官の人権を確立するために
-塩沢忠和弁護士。9/11在沖縄米海兵隊県道104号線越え実弾砲撃東富士演習に抗議する県民集会。9/13浜松
人権裁判第16回口頭弁論。9/13-14｢フォーラム平和・人権・環境｣各都道府県組織、中央団体責任者会議(熱
海)。9/14-15｢全国基地問題ネットワーク第14回総会・全国交流集会」(静岡)。9/18ベトナムコンサート協
力者会議(平和セ)。9/20｢辺野古不同意」輿石正講演会(静岡)。9/26「高校無償化」からの朝鮮学校排除に
反対する全国集会。10/16食とみどり水を守る労農市民会議「AA支援米稲刈り」(倉真)。10/23辛淑玉講演会。
10/26憲法擁護静岡県民連合第30回定期総会(30名)。10/26「憲法9条を擁護し実現する会」総会(19名)。10/
26日朝国交正常化連絡会訪朝団報告会(東京)。10/28-29ベトナム枯葉剤被害児童支援写真展(静岡)。10/30
民主党への要請書(TPP) 食とみどり水を守る静岡県労農市民会議。10/31第6回東海ブロック憲法フォーラム
伊藤真講演会(106名)。11/1浜松自衛官人権裁判第17回口頭弁論(4名)。11/4ベトナムチャリティコンサート
(250名)。11/6-8第47回護憲大会(13名)。11/19-21沖縄特別支援行動(沖縄)。12/5志太はいばら憲法9条を守
る会第4回総会。12/6浜松自衛官人権裁判第18回口頭弁論(6名)。12/10-11第42回食とみどり、水を守る全国
集会(東京)。12/18志太平和フォーラム学習会(焼津)。12/20浜松自衛官人権裁判第19回口頭弁論。12/22静
岡県平和・国民運動センター第18回定期総会。11/1/9朝鮮総連同胞新春の集い･成人式(清水)。1/15AA支援
米発送式(名古屋)。1/25-2011年度労農市民会議総会。1/31浜松基地自衛官人権裁判第20回口頭弁論。2/11
集会(東京)。2/22渡辺治講演会。2/26志太平和フォーラム墓前祭。

b.＝10/2/13広河隆一フォト&トーク「えっ、まだ原発つくるの?」。2/27志太平和フォーラム主催久保山愛吉
墓前祭(講話;加藤一夫静岡福祉大学長)(焼津)。2/28浜岡原発視察ツアー(浜岡)。3/1全国活動者会議＋3.1
ビキニデー全国集会。3/2全国活動者会議＋墓前祭。3/10幹事学習会｢プルサーマルとは何か-原発の基礎か
ら学ぶ-｣末田一秀。4/30署名連/静岡県･中電申入れ･記者会見。6/14原発震災署名連知事要請･記者会見。7/
27-2010年度県原水禁総会・世界大会結団式。8/3｢平和行政推進に関する要請｣･記者会見(県庁)。8/4-6折り
鶴行進･平和集会･分科会･祈念式典･まとめ集会･特別企画他(12名)。8/7-9被爆65周年原水禁長崎大会/平和
集会･分科会･墓参･まとめ集会･平和行進･黙祷他4名参加。10/14日米国オバマ大統領あて｢未臨界核実験への
抗議申し入れ｣。10/27経済産業省原子力安全・保安院署名提出要請行動(署名連)。

愛 知
a.＝10/2/9あいち平和フォーラム総会22名参加。5/13-16沖縄平和行進16人参加。9/11在沖縄米海兵隊県道1
04号線越え実弾砲撃東富士演習に抗議する県民集会(静岡)9名参加。10/31東海B第6回憲法フォーラム(静岡)
22名参加。11/6-8第47回護憲大会(宮崎)8名参加。

b.＝10/3/1-2ビキニデー全国集会･全国活動者会議(静岡)5名参加。7/28あいち平和フォーラム原水禁平和行
進(名古屋)64名参加。愛知県及び名古屋市に非核平和行政の推進について要請を実施。8/4-6被爆65周年原
水禁世界大会広島大会64名参加。8/7-9長崎大会1名参加。

三 重
a.b.＝10/3/1-2全国活動者会議・被災56周年ビキニデー集会(静岡)20人。3/3朝鮮学校を「無償化」の対象
から除外しない事を要請する打電行動。3/ 10普天間基地即時返還・辺野古新基地建設撤回にむけた首相要
請行動。3/15全ての水俣病被害者の救済を求める団体署名(-4/16)45団体。3/20WORLD PEACE NOW inみえ(四
日市)350人。3/29もんじゅ運転再開に抗議する緊急打電行動。4/7「高校無償化法」成立に際して、朝鮮学
校を「無償化」の対象とすることを要請する打電行動。4/18もんじゅ運転再開に抗議する全国集会(敦賀)6
人。4/23川内原発3号機増設反対FAX打電行動。4/24「在日朝鮮人歴史・人権月間」関西集会(奈良)2人。5/2
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1総理・文科大臣宛朝鮮学校を高校無償化を求める署名(-6/30)21,202筆。5/3憲法を考えようフォーラム5.3
(津)180人、講師・上杉聰さん「憲法と政治の今ー改憲・歴史・沖縄」。5/13-16-5.15沖縄平和行進(沖縄)東
コース58人。5/27総理・厚労大臣宛政令を是正し「被爆体験者」に被爆者手帳発付をもとめる全国署名(-9/
30)24,892筆。5/27総理・外務・厚労・文科大臣宛「東アジアとの新しい連帯を築く」署名(-9/30)22,224筆。
5/28許すな!普天間問題の日米合意・止めるぞ!辺野古新基地建設5.28緊急集会(東京)代表参加。5/29食とみ
どり・水を守る東海ブロック集会(愛知)25人。6/8経産大臣宛上関町の「原発建設計画中止!」を求める署名
の継続(-9/30)22,845筆。6/15亀山地区労センター憲法学習会70人、講師:寺川史朗三重大教授「政権交代と
憲法論議」。6/19APEC対抗市民サミット(福井)7人。7/19「ヒロシマ・ピョンヤン」上映会〈反差別･人権研
究所みえ主催・フォーラム平和･三重共催、津)60人。7/21福島第1原発3号炉でプルサーマルを実施しないこ
とを求める要請打電行動。7/21-30海上自衛隊横須賀地方隊提示訓練(伊勢湾マリンフェスタ'10)に伴う港湾
使用許可の取消しを求める抗議行動、7/21抗議文送付(四日市港管理組合管理者＝県知事宛、海自横須賀地
方総監部)、7/22港湾使用許可の取り消しを求める申し入れ(県知事宛)、7/30四日市港管理組合管理者宛。7
/23日朝国交正常化連絡会全国総会・記念講演(東京)代表参加。7/29非核･平和行進(県庁前公園-津駅前)120
人、平和行政要請行動＝7/13町村会宛、7/14尾鷲市長宛、7/16四日市市長宛、7/22知事宛。8/4-6被爆65周
年原水爆禁止世界大会・広島大会(大人団54人、子ども派遣団37人+引率5人、高校生代表団15人+引率2人)。
8/22平和を考える集いin明和(三教組主催･フォーラム平和･三重後援)500人。9/8川内原発3号機増設反対FAX
打電行動。9/11在沖縄米海兵隊県道104号線越え実弾砲撃東富士演習に抗議する県民集会(御殿場)5人。9/13
-14平和フォーラム責任者会議(熱海)2人。9/26JCO臨界事故11周年集会(茨城)代表参加。10/15フォーラム平
和･三重第11回総会(津)40人。10/15米・未臨界(臨界前)核実験に対する抗議申入れと抗議打電行動。10/16
日米安保と東アジアの平和を問うシンポジウム(東京)代表参加。10/31第6回東海ブロック「憲法フォーラム」
(静岡)17人。11/2環太平洋連携協定とめぐる情勢と政府等への要請文送付とFAX打電行動。11/6-8第47回護
憲大会(宮崎)13人。11/18武器輸出三原則の見直しに関する抗議打電行動。11/20松阪・多気地区労センター
反戦・平和学習会72人、講師:三好三重子さん「松阪の戦中・戦後について」。11/25朝鮮学校｢無償化｣適用
審査を遅滞なく行うことを要請する打電行動。12/3-4'10もんじゅを廃炉へ!全国集会(敦賀)8人。12/7市民
と国会議員の院内集会(東京)代表参加。12/8｢12.8永久に不戦を誓う日｣みんなで平和を考える集会(津)200
人参加、講師:田中宏一橋大学名誉教授「問われる日本の歴史認識と戦後責任」。12/10-11第42回食とみどり
水を守る全国集会(東京)8人。12/22東京大空襲訴訟緊急団体署名。12/22関西電力高浜原発でのプルサーマ
ル実施に対する緊急打電行動。11/2/11「建国記念日」を考える2.11集会(東京)代表参加。3/1-2全国活動者
会議・被災57周年ビキニデー集会(静岡)18人。3/12WORLD PEACE NOW inみえ(津)、講師:福山真劫平和フォ
ーラム代表「平和をつくろう!-中東で、東アジアで、日本で」。

岐 阜
a.＝10/4/14「沖縄基地撤去」街頭宣伝行動(35名)。4/17「沖縄基地問題を考える」岐阜地区学習会協賛(主
催:岐阜地区労・76名)。4/30普天間基地の移設問題について民主党岐阜県総支部連合会への要請。4月、朝
鮮学校への高校無償化法案の差別なき適用を求める署名、教科書採択地区の小規模化に課関する要請(県教
育委員会・岐阜市教育委員会)。5/13-15-5.15平和行進及び普天間基地包囲行動への参加(4名)。8/5「ヒロ
シマ・ピョンヤン棄てられた被害者」映画上映会への参加(主催:ポラムの会・7名)。9/11実弾砲撃東富士演
習に抗議する県民集会への参加(主催:静岡県平和・国民運動センター他・4名)。9/15「在日朝鮮人歴史・人
権月間」講演会(共催:朝鮮総連岐阜支部・38名)。9月、東京大空襲訴訟関連署名、東アジアとの新しい連帯
を築く署名。10/28第7回岐阜地区憲法学習会協賛(主催:岐阜地区労・60名)。10/31東海フォーラム憲法集会
への参加(主催:平和フォーラム東海ブロック連絡会議・12名)。11/6-8第47回護憲大会への参加(5名)。11/1
8部落解放講座への参加(主催:部落解放・人権政策確立要求岐阜県実行委員会・7名)。11/2/16「平和フォー
ラムの基本方針について」講演会への参加(主催:平和フォーラム東海ブロック連絡会議・1名)。3/1-2ビキ
ニデー及び全国活動者会議への参加(2名)。

b.＝10/7/23非核・平和集会「反核・平和集会及びアピール行進」(104名)。8/4-6被爆65周年原水爆禁止世
界大会への参加(広島)19名:内子ども6名。8/7-9(長崎)7名:内子ども2名。8月「被爆体験者」に被爆手帖発
付を求める署名。8-9月、平和行政推進に関する要請行動(県知事・岐阜市長・県市長会・県町村会)。9月、
上関町の「原発建設計画中止」を求める署名。12月、関西電力高浜原発でのプルサーマル実施に対する打電
行動。11/2月、非核・平和都市宣言制定状況調査の取り組み(県下各自治体)。

滋 賀
a.＝11/2/13あいば野日米合同軍事演習反対行動(主催：フォーラム平和関西ブロック、2011あいば野に平和
を!近畿ネットワーク)。

b.＝10/4/18もんじゅ運転再開抗議行動(敦賀)。4/21プルトニウム輸送監視行動(敦賀)。6/16原水禁総会・
平和行進(大津市)。7/15-16、7/28原水禁自治体要請行動(県内19市町、県)。12/4もんじゅを廃炉に全国集
会参加。

京 都
a.b.＝10/4/18もんじゅ運転再開抗議全国集会(敦賀市)6名。4/25チェルノブイリ24年京都のつどい(ハート
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ピア京都)5名。8/4-6原水禁世界大会(広島)20名。8/7-9大会(長崎)7名。11/6-8第47回護憲大会(宮崎)12名。
12/4もんじゅを廃炉へ全国集会(敦賀市)21名。11/2/13日米合同演習反対あいば野集会(近江今津)20名。

大 阪
a.＝10/4/27普天間基地をすぐ返せ・新基地建設を許さない!4.27大阪集会(扇町公園)2000名。4/28グエン・
ドクさんを迎えて－ベトナムの枯葉剤被害を知る集い(大阪市立こども文化センター)500名。5/13-16沖縄平
和行進・普天間基地包囲行動(宜野湾海浜公園屋外劇場)250名。5/31大阪平和人権センター第18回定期総会。
6/6新コリアNGOセンター統合記念集会(大阪女学院大学チャペル)。6/18朝鮮学校への高校授業料無償化を求
める6.18緊急集会(大阪市北区民ホール)600名。8/8故金大中元韓国大統領一周忌の集い(大阪KCC会館)100名。
10/10戦争あかん!基地いらん!'10関西のつどい(エルおおさか大ホール)500名。10/29伊波さんを励ます集い
(大阪市中央区民センター)450名。11/6-8第47回護憲大会(宮崎)26名。11/2/13日米合同軍事演習反対!2.13
あいば野集会(滋賀県高島市民会館)800名:内大阪平和人権センター150名。

10/4/18もんじゅ運転再開に抗議する全国集会(敦賀市)。4/29'10ノーモアチェルノブイリ関西の集い(大阪
市城北市民学習センター)。6/9非核・平和行進各地域代表者会議(PLP会館)。7/13-22非核・平和行進(府下7
地域)。7/30被爆65周年原水禁世界大会参加者大阪結団集会(PLP会館)50名。8/4-6被爆65周年原水爆禁止世
界大会・ヒロシマ大会92名。8/7-9ナガサキ大会78名。11/23もんじゅを廃炉に!関西集会(住まい情報センタ
ー)100名。12/42010もんじゅを廃炉へ!全国集会(敦賀市)78名。

兵 庫
a.b.＝10/5/13-17「ピースアクション2010」5.15沖縄平和行進10名。7/16被爆65周年非核・平和行進(北摂
コース)を川西市役所で引継ぎ。8/4-6被爆65周年原水禁世界大会・広島大会32名。8/7-9長崎大会13名。11/
6-8第47回護憲大会9名。11/2/13日米共同軍事演習反対!2.13あいば野集会3名。2/26朝鮮学校への「無償化」
即時適用をもとめる大集会1名。

奈 良
a.b.＝10/3/1-2全国活動者会議･ビキニデー集会。5/9沖縄平和行進学習会と結団式43名。5/13-17沖縄平和
行進13名。6/14第11回総会。7/21非核平和行進･非核法制定の自治体申入れ105名。8/4-9原水禁世界大会24
名。10/24原発いらん!in上関集会2名。11/6-8護憲大会8名。12/4もんじゅ廃炉を求める全国集会22名。11/2
/13日米合同軍事演習反対あいば野集会17名。

和歌山
a.b.＝10/4/23紀の国生協ボランティア(新堀診療所、老人施設へお茶の作法講習)、5/24、6/26、9/24、10/
22、11/30、11/1/28、2/22、3/25も。4/29第81回メーデー和歌山県中央集会(砂の丸広場)出店。5/3憲法記
念日街頭宣伝ビラ配布/9条ネットわかやま主催(JR和歌山駅前)。5/13-17沖縄平和行進8名。6/20在日本朝鮮
人総連合会県本部第22回大会(朝鮮初中級学校)。8/7-9被爆65周年原水禁長崎大会9名。8/30和歌山市地域労
福協定期総会＆森央かずみ氏講演会(商工会議所)70名。10/2福祉まつり:県労福協主催(砂の丸広場)。10/29
中村哲ぺシャワール会現地代表講演会(市民会館)500人(主催9条ネットわかやま・県平和フォーラム協力)。
10/30原一郎先生講演会＆米寿を祝う会(エル大阪)。11/1環太平洋経済連携協定(TPP)をめぐる国会議員(岸
本・阪口・玉置各氏)へ慎重な対応を要請。11/6-8第47回護憲宮崎大会6名。11/7朝鮮初中級学校公開授業参
加。12/3-4もんじゅ廃炉を求める全国集会及びプルサーマル核燃料全国交流集会(敦賀市)。12/8部落解放・
人権行政確立要求県実行委2010年度差別事件報告集会(プラザホープ)。11/1/17県平和フォーラム・和地区
労センター新春の集い(ダイワロイネットホテル)92名。2/2新安保懇報告の危険性と防衛大綱講演会(プラザ
ホープ)56名(主催:県平和フォーラム・和地区労センター)、講師:前田哲男氏(軍事評論家)。2/13日米合同
軍事演習反対!2.13あいば野集会4名。2/16TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)を考える講演会(プラザホープ)
64名(主催:県平和フォーラム・和地区労センター)、講師:岡田知弘京大教授。2/20朝鮮学校芸術際。3/1-2
平和フォーラム全国活動者会議(静岡)2名。

鳥 取
a.＝10/4/3中部護憲フォーラム・普天間基地問題ビラ配布。5/1憲法記念日講演会(とりぎん文化会館:129
人)。6/15第31回定期総会(教育会館:13名)、学習会(平和フォーラム:藤本事務局長)。8/15敗戦記念日街頭
宣伝活動(鳥取市駅前:16人)。11/27「朝鮮人強制労働と荒金鉱山被災の歴史を学ぶ」現地研修会(岩美町:9
人)。

島 根
a.＝10/5/3「憲法9条は世界の宝」5.3メイク・ピースの集い(児童文学作家で9条の会 松谷みよ子さんの講
演会/実行委/350名)。5/13-15沖縄平和行進(2名)。7/23韓国併合100年事業日韓市民の集い(実行委)。9/24-
26韓国併合100年写真展(実行委)。9/26韓国併合100年講演会(実行委)。10/3自衛隊軍事市中パレード抗議行
動。11/6-8第47回護憲大会(20名)。

b.＝10/4/9中国電力・島根県へプルサーマル導入の中止の申入れ。4/15松江市へプルサーマル導入の中止の
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申入れ。5/31原発差止め控訴判決・学習会。7/30被爆65周年非核平和行進(100名)。8/4-5原水禁広島大会(5
8名参加)。8/7-9原水禁長崎大会(8名参加)。9/9核燃料輸送監視抗議行動。10/1核燃料輸送監視抗議行動。1
0/23上関原発はいらんin上関集会(50名参加)。10/26反原子力の日座込み。11/19核燃料輸送監視抗議行動。
11/26核燃料輸送監視抗議行動。

岡 山
a.＝10/3/16部落解放岡山県共闘会議第25回総会37人。4/24連合岡山メーデーへ狭山リーフレット2,000部配
布。4/30憲法施行63周年記念岡山県集会95人。5/12狭山事件の再審を求める市民集会8人。5/13-16沖縄平和
行進10人。6/2日本と南北朝鮮との友好を進める会第8回総会28人、10周年記念レセプション73人。6/3-4第3
5回部落解放・人権西日本夏期講座2人。6/12日本原自主耕作活動(イモ植え)・演習場視察/青年連絡会48人。
6/16就職差別撤廃-岡山県・労働局への要諦行動および資料配布:500部。7/27原水禁平和リレー引継ぎ(福山
市大門)36人。8/5文部科学省「高校授業料無償化」要請行動、日本と南北朝鮮の友好を進める会を中心に取
り組み。10/17日本原演習場自主耕作活動(いも掘り)・収穫祭40人。10/20-21部落解放共闘会議27回全国交
流集会および地方共闘会議全国連絡会議3人。11/6-8第47回護憲大会21人。11/9-11部落解放研究第44回全国
集会1人。11/17金剛山歌劇団岡山公演への協力1,000人。12/9世界人権宣言62周年記念岡山県集会280人。12
/16狭山事件の再審を求める市民集会4人。11/1/19「祝6.15南北共同宣言」10周年記念講演100人、『朝鮮高
校への差別なき「高校無償化」適用を求める要請書』採択し、総理・文科大臣・官房長官へ送付。2/5平和
センター女性会議第14回総会・学習会。2/10-2.11「建国記念の日」を考える平和学習会80人。

b.＝10/7/被爆65周年2010平和行動in岡山(連合主催)157人。8/1被爆ピアノコンサート150人。8/4被爆65周
年原水禁世界大会・広島。8/4青年連絡会「ヒロシマに学ぶ旅」被爆電車体験学習25人。8/4-5原水禁ヒロシ
マ大会76人。8/7-9ナガサキ大会11人。8/4-9原爆平和展、延べ18,124人。8/鏡野町ウラン残土レンガ持ち込
みに反対する要請行動。10/14米国の臨界前核実験抗議座り込み集会30人。10/鏡野町ウラン残土レンガ持ち
込みに反対する対県要請行動。10/24原発いらん!in上関集会34人。11/23脱原発学習会「二酸化炭素温暖化
説の崩壊」131人。11/27反原発映画「ミツバチ羽音と地球の回転」上映会150人。

広 島
a.＝10/3/1平和フォーラム活動者会議8人。3/3朝鮮学校を｢無償化｣の対象から除外しないことを要請する打
電行動。3/7-2010国際女性デー広島県集会。3/9普天間基地即時返還・辺野古新基地建設撤回にむけた首相
要請・打電行動開始。3/20イラクに平和を!イラク戦争を問う3.20ヒロシマ行動街宣チラシ配布34人。4/2高
校授業料無償化法成立、朝鮮学校を対象とすることを求める要請打電。5/3"輝け9条活かそう憲法"5.3ヒロ
シマ集会200人、5/3「5.3意見広告」「RCCラジオCM放送」。5/13-5.15沖縄平和行進23人。5/20すべての水俣
病被害者の救済を求める団体署名24団体。5/23見直せ!米軍再編5.23岩国大集会(岩国市)4000人。9/7教科書
採択地区の小規模化に関する広島県教育委員会・および広島市教育委員会へ要請行動。9/13平和フォーラム
・原水禁責任者会議。9/22朝鮮民主主義人民共和国大水害に対する緊急救援カンパの取り組み。9/25空母母
港化37周年・原子力空母ジョージ・ワシントン横須賀母港化2周年抗議・原子力空母配備撤回を求める集会。
9/27日朝友好広島県民の会幹事会。9/29中国ブロック平和フォーラム・原水禁代表者会議・岡山市。9/30「東
アジアとの新しい連帯を築く」署名最終集約26,495筆。10/23「安野中国人受難の碑」除幕式(西松安野友好
基金運営委員会)。10/31「東京大空襲」の署名(高裁宛)21,964筆(国会宛)21,895筆。11/1朝鮮学校「無償化」
即時適用を求め打電。11/2護憲ビラ配布行動(広島市内7箇所)。11/6憲法理念の実現をめざす第47回大会22
人。11/16金剛山歌劇団広島公演。11/17武器輸出三原則の見直しに関する抗議打電。11/25朝鮮学校「無償
化」遅滞なく即時適用を求め打電。12/8-12.8不戦の誓いヒロシマ集会100人。11/2/1「『県立高等学校再編
整備基本計画』の廃止(見直し)を求める署名」県教育委員会提出要請行動57,617筆。2/11紀元節復活反対!
平和・民主主義・人権を守る2.11ヒロシマ集会100人。

b.＝10/3/1ビキニデー集会8人。3/31上関町の「原発建設計画中止!」を求める署名県内最終集約33,634筆。
4/2島根原発点検漏れ問題に関する中国電力へ抗議文送付。4/10-4.9反核燃の日全国集会2人。4/13核兵器廃
絶ニューヨーク行動記者会見・壮行会11人。4/25ドキュメンタリー映画「ヒロシマ・ピョンヤン」上映会。
4/26チェルノブイリデー取り組み①朝ビラ広島市内各所2800枚②原爆慰霊碑前座り込み72人・東広島市役所
前18人。4/29NPT再検討会議派遣団出発11人。5/28第21回ヒロシマの旅。5/31広島平和教育研究所理事会。6
/2川内原発3号機増設反対打電行動。6/16被爆65周年原水禁大会広島県実行委員会結成総会。6/19広島県被
爆二世団体連絡協議会総会。6/21広島県原爆被害者団体協議会2010年度総会。6/29-7/22第29回反核平和の
火リレーランナー総数2803人。6/30日印原子力交渉中止を求める声明、原水禁・広島県被団協など7団体。7
/25「ポツダム・ヒロシマ広場」記念碑落成式(ポツダム)。7/27非核平和行進東部コース岡山県から引継ぎ。
7/30非核平和行進北部コース庄原市を出発。7/31「原爆訴訟ヒロシマ」勝利報告集会&パーティー。8/1非核
平和行進西コース山口県から引継ぎ。8/4-6折り鶴平和行進・被爆65周年原水爆禁止世界大会・広島大会。8
/5国際会議。8/7-9被爆65周年原水爆禁止世界大会・長崎大会。9/4第38回広島県青年女性平和友好祭典。9/
15川内原発3号機増設反対打電行動。9/26JCO臨界事故11周年集会。9/30政令を是正し『被爆体験者』に被爆
者手帳発付を求める全国署名26,157筆。10/13米臨界前核実験抗議文送付。10/14抗議の座り込み行動原爆慰
霊碑前90人。福山市役所7箇所161人、三次市、東広島市、府中市で実施。10/24上関原発いらん!in上関集会
40人。11/4核兵器廃絶広島平和連絡会議。12/3-4もんじゅを廃炉へ全国集会2人。12/7原爆ドーム世界遺産
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登録集会(14周年)100人。11/1/20ピースボート訪日団(タヒチで核実験被害者・ウラン鉱山の被害者)。1/27
-1.27ネバダデー核実験全面禁止・核兵器廃絶を求める市民行動、原爆慰霊碑前座り込み60人・府中市役所
前20人。1/27広島県原水禁第80回理事会。1/27広島県原水禁講演会90人。2/25上関原発建設工事強行に対す
る抗議打電行動。※毎月第二土曜日・被爆二世相談日。

山 口
a.＝10/4/26部落解放・人権確立を目指す県民の集い200名規模6名。5/3「市民が政治をつくる講演会」(共
催)200名規模。5/13-16沖縄平和行進21名。5/23見直せ!米軍再編5.23岩国大集会(後援)4千人規模100名。6/
13湯浅誠氏講演会(後援)10名。6/30山口ピースフォーラム(共催)200名規模45名。10/16日米安保と東アジア
の平和を問うシンポジウム代表派遣。10/17武力では平和は作れない－もう一つの日米関係へ代表派遣。10/
20部落解放共闘全国交流会及び地方共闘全国連絡会第27回総会(オブ参加)9名。11/6-8第47回護憲大会15名。
11/20-23沖縄反基地闘争特別支援行動支援カンパと3名。12/5日米軍事演習反対九州総決起集会代表派遣。1
2/14東アジアの平和を築く集会代表派遣。11/1/16平和憲法ネットワーク山口総会及び記念講演(主催)200名
規模。2/26朝鮮学校への無償化・即時求める大集会代表派遣。

b.＝4/10-11反核燃の日集会代表派遣。4/26知事意見の徹底した履行を求める県庁前集会及び対県交渉(主催)
200名規模。5/1三学会シンポジウム500名規模50名派遣。5/10上関原発建設中止を求める署名の提出4名。7/
20-8/1県内平和行進(主催)延べ500名。8/4-6原水禁広島大会50名。8/7-9原水禁長崎大会25名。9/4上関原発
埋立阻止!田名埠頭行動開始1年集会(共催)300名規模100名。9/6第36回原爆死没者追悼・平和式典(後援)20
名。10/13上関原発院内集会(後援)代表派遣。10/24原発いらん!上関集会(主催)1000名規模800名。12/3-4も
んじゅの廃炉を求める全国集会代表派遣。12/4東京原発上映会と講演会(主催)200名。上関全戸ビラ配布行
動(共催)毎月1回延べ12回500名。

香 川
a.＝10/5/3憲法施行63周年集会－[県下各地区]高松・直島・小豆－記念講演会(講師:本澤二郎氏、「東アジ
ア共同体形成と日本の針路」)とデモ行進、ミニ街頭演説250人、大川－映画「どうするアンポ」上映とパン
フ解説42人、坂出－粉川義文さんの戦争体験報告40人、丸亀－お城祭りに平和ブースにてパネル展など多数、
仲多度－映画「どうするアンポ」上映とデモ行進50人、三豊・観音寺市－「どうするアンポ」上映と戦争体
験など66人。5/12普天間基地撤去・新基地建設を許さない!香川県民集会、沖縄現地から報告－安次富浩氏
とデモ行進1000人。5/15-5.15沖縄平和行進37人。6/18普天間問題の日米合意糾弾、辺野古移設を許さない!
四国ブロック緊急連鎖集会in香川、沖縄からの訴え:平良誠氏。9/6第18回部落解放香川県共闘会議－記念講
演「人権侵害救済法の意義と展望」金子匡良氏。9/4-5第47回平和友好祭典、学習と交流。10/2米軍機超低
空飛行訓練中止を求める四国集会(高知)71人。10/21国際反戦デー集会－早朝チラシ配り・集会・デモ行進、
各地区〔高松・小豆・大川・坂出－香川県中央集会「民主党政権の安全保障政策」半田滋氏、丸亀・三豊・
詫間－集会とデモ行進、仲多度－学習会〕。11/6-8護憲全国大会(宮崎)22人。11/27-28解放共闘地方共闘四
国ブロック交流会(香川)、記念講演「香川の解放運動の歴史と差別事件の現状」岡本俊晃氏37人。憲法講座
11/23第1回「憲法とは何か(憲法と人権)金子匡良氏109人。12/19第2回「日米安保と平和憲法」纐纈厚氏168
人。11/1/23第3回パネルディスカッション「非正規雇用の組織化から憲法を考える」助言者松田広高氏172
人。第4回2/11「中国問題を考える」本澤二郎氏178人。11/25食とみどり、水を守る県民会議総会と記念講
演「水を巡る諸問題」加藤俊作氏58人。

b.＝10/7/20原水禁香川県民会議総会と記念講演「原子力発電の危険性」中村嘉孝氏77人。7/21-25被爆65周
年平和行進県内4コース延べ350人。7/24原水禁四国大会(徳島)記念講演「核兵器廃絶のために何が求められ
ているのか」浅井基文氏、19人。8/4-6広島大会24人。8/7-9長崎大会6人。8/4-5反核平和の火リレー4コー
ス延べ354人。9/12四国ブロック反原発学習会「上関原発計画に反対し続ける祝島」山戸貞夫氏、11人。9/1
3四国ブロックプルサーマル中止愛媛県・四国電力要請行動。

徳 島
a.＝10/5/3憲法9条まつり(実行委)、憲法キャンペーン(社民党、反核･憲法フォーラム、九条の会とリレー
トーク街宣･パンフ配布/40人)。5/12民主主義に対する暴力行為を許さない集会(実行委、120人)。6/15普天
間問題の日米合意を糾弾し、辺野古移設を許さない街宣行動(街宣・ビラ配布30人)。6/17普天間問題の日米
合意を糾弾し、辺野古移設を許さない四国ブロック緊急連鎖集会(講師:平良誠自治労沖縄調査部長、170人)。
7/21民主主義に対する暴力行為を許さない集会(実行委、100人)。8/15反戦行動(街宣･ビラ配布/40人)。8/1
7部落解放・人権講座(実行委、4日間にわたる講座)。9/13いのちとくらし、平和を守る女性集会(実行委、1
00人)。10/2米軍機の超低空飛行訓練中止を求める四国集会(四国B平和フォーラム主催、徳島から約100人)。
10/21反戦集会(300人)。11/3九条のつどい(講師:安次富浩さんヘリ基地反対協、大島和典さん平和ガイド)。
11/13非核神戸方式学習会(講師:粟原富夫神戸市議、35人)。11/17「在特会」メンバー公判傍聴支援・報告
集会(実行委、50人)。12/8反戦集会(講師:高開千代子八の日平和を守る女たちの会事務局/150人)。12/8反
戦意見広告徳島新聞掲載(56団体1,316人)。11/2/1「在特会」京都公判傍聴支援(実行委、7人)。2/7「在特
会」京都公判傍聴支援(実行委、5人)。2/11｢日の丸･君が代･天皇制を考える｣集会(実行委、講師:中尾健次
大阪教育大学教授/100人)。2/16-17第31回部落解放･人権地方研究集会(実行委、全体集会･分科会/延べ2200
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人)。2/17「在特会」京都公判傍聴支援(実行委、5人)。

b.＝10/7/25原水禁四国大会(四国B平和フォーラム主催/42人)。8/4-6反核･平和の火リレー(3コース)、平和
の夕べ(各地区実行委)。9/12反原発学習会(四国B平和フォーラム主催)。9/13愛媛県･四国電力要請行動。

愛 媛
a.＝10/2/17正光会労組地労委支援行動48人。3/13権利問題研究会2010年学習会53人。3/15正光会労組地労
委支援行動42人。5/3憲法改悪阻止5.3愛媛集会1500人。5/12狭山事件の再審を求める全国集会3人。5/14-17
-5.15沖縄平和行進24人。5/28許すな、普天間問題の日米合意とめるぞ辺野古新基地建設5.28緊急集会2人。
5/29正光会労組を支援する会第13回総会51人。6/15普天間日米合意の糾弾、辺野古移設を許さない四国ブロ
ック緊急連鎖愛媛県集会85人。6/16部落解放愛媛県共闘会議労働局要請行動7人。6/18部落解放愛媛県共闘
会議、愛媛県・松山市要請行動6人。6/23日赤労組通勤手当裁判闘争報告集会95人。6/26在日朝鮮人総連合
会愛媛県本部第22回大会43人。7/17憲法9条を守る会第7回総会350人。9/28全国一般丸之内商事労組地労委
支援行動45人。10/2超低空飛行訓練中止を求める四国集会400人。10/22JR不採用問題愛媛県報告交流会110
人。10/23-24愛媛権利問題セミナー40人。10/31日朝懇談会によるビデオ上映会45人。11/6-8第47回護憲大
会8人。11/11第47回愛媛父母と教職員の教育研究集会50人。11/27-28部落解放地方共闘四国ブロック交流会
18人。11/2/23部落解放中央共闘第35回総会2人。2/25部落解放愛媛県共闘会議第24回総会50人。

b.＝10/4/5反核燃の日全国集会2人。6/19原水爆禁止愛媛協議会第54回総会65人。7/1原水爆禁止松山市民会
議第45回総会54人。7/13-16原水禁反核平和街宣自治体要請行動(東予・中予方面)8人。7/21-22原水禁反核
平和街宣自治体要請行動(南予方面)8人。7/24原水禁四国ブロック主催四国大会85人。7/26-28青年反核火リ
レー(東予・中予・南予)110人。8/4-6原水禁広島大会21人。8/6石手川原爆慰霊祭85人。8/7-9原水禁長崎大
会10人。8/18-20原水禁松山市民会議原爆写真展600人。8/26原水禁宇和島会議総会43人。9/12四国ブロック
反原発学習会110人。9/13四国ブロック反原発要請行動15人。10/24上関原発建設反対集会6人。12/3-4もん
じゅ廃炉全国集会2人。

高 知
a.＝3/5&3/12郷土の軍事化に反対する高知県連絡会「自衛隊普通科連隊について」「高校授業料無償化から
朝鮮学校を除外に反対する」ビラ配布行動。3/19-3.20イラク開戦7周年WORLD PEACE NOW高知県集会－市役
所前・デモ行進(180名)郷土の軍事化に反対する高知県連絡会主催(平和運動センター含む民主団体14団体)。
3/20-3.20イラク開戦7周年、市内街宣フリートーク・香南市街宣行動ビラ配布活動60名。3/24郷土の軍事化
に反対する高知県連絡会呼びかけ「自衛隊普通科連隊歓迎式典」会場で反対行動80名。3/25第50普通科連隊
演習場使用協定について、香南市副市長と交渉。3/28「高知駐屯地開設記念式」演習場門前横断幕で訴え。
(30名)。4/24-2010高知県日朝友好春の集い(70名)。4/26普天間基地即時撤退・沖縄に新基地建設を許さな
い高知県集会、デモ行進 四団体主催(250名)。4/28電車平和憲法号出発式(平和憲法ネットワーク、連合高
知、平和運動センター)主催(35名)。4/29第81回メーデー高知県中央大会会場にて①狭山事件の真相を訴え
るリーフレット配布②平和憲法号を走らそうカンパ活動。5/3憲法施行63周年街頭フリートーク「憲法・普
天間・平和憲法号・模擬投票・ビラ配布」(27名)。5/12狭山事件の再審を求める市民集会東京(高知県から1
8名)。5/14-18ピースアクション5.15沖縄平和行進(23名)。5/25日米安保と米軍基地を憲法の視点から問い
直す連続講座第一回「平和基本法」について前田哲男氏、三団体主催(50名)。5/26朝鮮総聯｢朝鮮会館固定
資産税」市政要請行動(代表)。5/28許すな!普天間問題の日米合意、とめるぞ!辺野古新基地建設緊急集会(東
京代表参加)。5/29国鉄闘争に勝利する共闘会議第9回総会(東京)代表参加。6/3部落解放・人権西日本夏期
講座(香川県)代表2名。6/10日米安保と米軍基地を憲法の視点から問い直す連続講座第二回、浅井基文氏(66
名)。6/16「普天間問題の日米合意を糾弾し、辺野古移設を許さない」四国ブロック緊急連鎖集会(高知県集
会143名)。6/27平和憲法ネットワーク高知第5回総会及び記念講演(第三回連続講座)日米安保と米軍基地を
憲法の視点から問い直す連続講座第三回、吉元政矩氏(120名)。7/21日朝連帯・青年女性集会「光州抗争・
哨戒艦沈没・高校授業料無償化」(60名)。7/29高知県日朝友好・国交正常化促進会議総会及び記念講演、講
師:徐勝氏(71名)。8/8日朝夏の夕べ(21名)。8/21「JR採用問題」和解成立!高知県報告集会(125名)。10/2米
軍機墜落16周年、超低空飛行訓練中止を求める四国集会(四国ブロ450名。高知112名)。10/8「JR採用差別事
件」和解報告集会。12/16部落解放高知県共闘会議連続講座「見えない手錠をはずして狭山事件48年目の真
実」(高知7名)。11/3県日朝・平和をきずくつどい2010アジアと手をつないで(40名)。11/16日部落解放高知
県共闘会議連続講座第2回「人権救済法と取調べの可視化法について」講師:松岡徹氏(57名)。11/27-28四国
ブロック部落解放共闘会議学習会&フィールドワークin香川(四国70名、高知9名)。12/8アフガン・パレスチ
ナ即時撤退・普天間基地撤去・辺野古新基地建設反対「12.8高知県民集会」市役所前広場、デモ行進(150名)。
12/12第1回郷土の軍事化に反対する連絡会街宣行動「ビラ配布」(20名)。12/13-2010年部落解放高知県共闘
会議総会＆連続講座第三回記念講演「乱世を生き抜く語り口を持て」神田香織氏(57名)。12/16狭山再審を
求める市民集会(高知7名)。12/19第2回郷土の軍事化に反対する連絡会街宣行動「ビラ配布」(18名)。1/13
米軍揚陸艦船宿毛港寄港反対・高知県庁申し入れ行動。1/21自衛艦共同訓練後の米軍揚陸艦船宿毛港寄港反
対高知県庁申し入れ行動(その2)。1/26米軍揚陸艦船宿毛港寄港反対現地抗議集会及びデモ行動。2/11-2.11
建国記念に反対する高知県集会:講演「さらば日米同盟!平和国家日本を目指す外交のあるべき姿」天木直人
氏(102名)。2/16-2.16国労闘争「JR採用・全面解決を求める高知県集会」(80名)。2/25高知県日朝友好・国
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交正常化促進会議2011新春セミナー交流会(60名)。

b.＝10/8/4「平和の火リレー」「最終ランナーを迎えて」市役所前集会、(延べランナー404名)50名。8/4-6
被爆65周年原水爆禁止広島大会(12名)。8/6被爆65周年原水爆禁止高知県大会「光州拘束負傷者会を招いて」
(150名)。8/7-9被爆65周年原水爆禁止長崎大会(11名)。9/12フォーラム四国ブロック「反原発学習会」87名
(高知21名)。9/13愛媛県｢プルサーマル運転中止を求める」愛媛県及び四電香川本社へ要請行動(四ブロ13
名)。10/24上関原発いらんin上関集会(高知6名)。

福 岡
a.＝10/3/20戦争も基地もいらない3.20WORLD PEACE NOW!イラク・アフガンから外国軍の撤退を、自衛隊の
海外派兵・ミサイルパトリオット配備反対福岡県集会300人、主催:平和・人権・環境福岡県フォーラム、戦
争への道を許さない福岡県フォーラム、講師:高遠菜穂子さん。4/28-4.28普天間基地の県内移設・基地の新
設・強化反対!沖縄県民と連帯する福岡県集会180名、主催、講師:前泊博盛琉球新報社論説副委員長。5/3憲
法施行63年、平和憲法に込められたメッセージを世界に広めていくための新聞意見広告(西日本新聞、集約
数2,734名)。5/24-2010年憲法集会IN福岡200名、主催:原水禁福岡地区実行委員会、平和・人権・環境福岡
県フォーラム、戦争への道を許さない福岡県フォーラム、講師:江川紹子(ジャーナリスト)。9/18「2010在
日朝鮮人歴史・人権月間」全国集会(福岡集会)150名。9/25戦争への道を許さない福岡県フォーラム第12回
総会及び軍事オンブズマン制度をつくろうin福岡の集い147名、講師:石村善治福岡大名誉教授「軍事オンブ
ズマン国際会議の報告」、三浦耕喜(東京新聞記者)「ドイツ連邦軍と軍事オンブズマン制度」。10/21国際反
戦デー集会350名。12/14朝鮮学校を支援する会総会40名。

b.＝10/4/28原水爆禁止福岡県協議会加盟団体・地区代表者会議。6/11平和行政に関する県知事申し入れ(原
水禁側10名、県行政側11名)。7/20-27原水爆禁止平和行進(鹿児島本線・日豊本線の2コース)。8/6PEACE201
0市民の集い200名。

佐 賀
a.＝・韓国併合100年・安保50年東アジアに新たな平和と友好を憲法理念の実現をめざす第47回護憲大会52
名。・2.11紀元節復活反対自動車パレード、各地区チラシ配布(21,000枚)。・5.3憲法記念日「護憲」自動車
パレード及びチラシ配布(21,000枚)。・憲法月間「憲法講演会」、九州ブロックでのグアム基地島視察報告、
憲法情勢についての提起、JR不採用問題報告をテーマに、5/10鳥栖70名、5/11佐賀120名、5/18唐津70名、5
/19武雄70名の県内4ヵ所で実施。・第33回沖縄平和行進及び米軍普天間基地包囲行動23名。・8.15敗戦の日・
平和の集い 50名。・10.21国際反戦デー「ベトナム"枯れ葉剤爆弾被害児童リハビリ施設支援"ベトナム・ア
ンサンブル・コンサート200名。・佐賀県青年・女性平和友好祭160名。 [人権・民主教育]・国鉄労働者の
雇用と人権を守る取り組み。・民主教育をすすめる佐賀県民会議として「民主教育に関する要求書」を県に
提出し2010年、2011年2月に県教育長交渉。・民主教育学習講演会年3回開催。・民主教育をすすめる各地区会
議が平和の集い、教育懇談会、講演会、コンサートなど開催。

b.＝・2010年原水爆禁止佐賀県協議会総会。・子どもたちに核のない未来を!2010年九州縦断県内平和行進65
0名。・被爆65周年原水禁世界大会・広島5名、長崎46名、原爆ホーム「かめだけ」訪問2名。・平和フォーラ
ム全国代表者会議及び3.1ビキニデー集会代表参加。・九州ブロック原水禁原爆被害者交流集会20名。・反核
平和の火リレー、長崎より一部区間を引き継ぎ36名。・伊方原発プルサーマル反対西日本集会4名。・玄海原
子力発電所での「リラッキング」とMOX燃料輸送(第2回製造)の撤回を求める申し入れ、県知事19名、玄海町
長11名、九州電力14名。・玄海原発のリラッキングとMOX燃料輸送撤回川内原発死傷事故と増設反対に係る申
し入れ(九州電力本店)3名。・2010年原子力防災訓練監視行動13名。・上関に原発はいらん!上関集会5名。・プ
ルサーマル運転および新たなMOX燃料装填の中止、玄海原発3号機の放射漏れ事故における徹底した調査と情
報公開を求める申し入れ、県知事15名、玄海町長15名、九州電力16名。・プルサーマル中止とMOX燃料使用中
止を求める裁判闘争(市民団体)支援し、「裁判を支える会」に佐賀県内団体・九州ブロック各県が加入。

長 崎
a＝10/4/1「JR採用差別事件」解決へ!国労闘争支援県集会(200人)。4/17第11回長崎・沖縄連帯集会(市民団
体と共催、200人)。4/24「日米安保50年」講演会-核密約と普天間基地問題を検証する!(120人)。4/25普天
間基地の県内移設に反対し県外・国外移設を求める沖縄県民大会への参加(1人)。4/27-5/1第81回メーデー(1
1地区13会場約8,000人、平和課題の特別決議採択)。4/28-6/5「憲法9条 守る？変える？」街頭シール投票
(5地区、投票総数1,553票)。5/3ながさき9条フェスタ(市民団体と共催、700人)。5/9-25「5･15沖縄連帯デ
ー」統一行動(5地区5会場600)人。5/14-16復帰38年5･15沖縄平和行進・普天間基地包囲行動へ派遣(50人)。
5/22いま長崎で憲法を考える「佐高信×澤地久枝」対談講演会-核と密約の記憶(市民団体と共催、500人)。
5/22普天間基地の即時閉鎖・返還と沖縄や奄美・徳之島など九州への新基地建設反対、国外移設を求める九
州ブロック集会へ参加(鹿児島市、1人)。5/28人権社会確立第30回全九州研究集会(長崎開催)への参加。6/8
原潜「アッシュビル」佐世保寄港抗議集会(60人)。7/13原潜「ツーソン」佐世保寄港抗議集会(50人)。8/16
原潜「オリンピア」佐世保寄港抗議集会(50人)。8/21-10/8国労闘争解決報告集会(10会場)。8/26護衛艦「ま
きなみ」ソマリア沖派遣抗議行動(60人)。9/11自衛隊の市中パレード反対佐世保地区集会(120人)。9/14-15
全国基地問題ネットワーク総会・交流集会への参加(1人)。9/18-19在日朝鮮人歴史・人権月間全国集会への
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参加(福岡市、3人)。9/25軍事オンブズマン制度をつくろうin福岡の集いへの参加(福岡市、7人)。10/2-3九
州勤労協第24回交流研究集会(鹿児島・いちき串木野市、10人)。10/17-25「10･21国際反戦デー」統一行動(5
地区5会場600人)。10/17自衛隊の市中パレード反対大村地区集会(150人)。10/29原潜「オリンピア」佐世保
寄港抗議集会(60人)。11/6-8第47回護憲大会への参加(宮崎市、53人)。11/19教育を語る会(Kyo育を語ろう
かい)への参加。11/21-23沖縄知事選支援行動派遣(3人)。11/29海自哨戒ヘリソマリア沖派遣抗議集会(20
人)。12/1護衛艦「きりさめ」「ゆうだち」ソマリア沖派遣抗議集会(70人)。12/1-2海自「潜水隊群」佐世保
誘致活動に対する自治体申し入れ(長崎県、佐世保市)。12/5日米共同軍事演習反対九州ブロック総決起集会
への参加(70人)。12/9-10映画「ONE SHOT ONE KILL-兵士になるということ」上映会(長崎、佐世保、200人)。
12/10第42回食とみどり、水を守る全国集会への参加(東京、4人)。12/12第10回南京と長崎を結ぶ集い(70人)。
12/18常岡浩介さん講演会(120人)。11/1/18原潜「サンフランシスコ」佐世保寄港抗議集会(60人)。2/18米
軍日出生台実弾演習・弾薬輸送抗議座り込み(40人)。2/11「2･11」靖国と侵略を考える市民のつどい(100人)。
2/18原潜「パサデナ」佐世保寄港抗議集会(50人)。2/19-20九州ブロック地域組織平和運動交流集会(阿蘇、
8人)。2/25第38回県高齢者集会(130人)。3/5映画「弁護士 布施辰治」上映会(市民団体と共催、200人)。3
/6「3･8国際女性デー」学習会(50人)。3/8原潜「サンタフェ」佐世保寄港抗議集会(60人)。

b＝4/9反核9の日座り込み(平和祈念像前、4/9-3/9にのべ1,740人参加、その他10地区13ヶ所で毎月実施)。4
/29-5/6原水禁「ＮＰＴ再検討会議派遣団」への派遣(3人)。4/26プルサーマル反対現地行動(松浦市鷹島、1
0人)。4/27九州ブロック原水禁での九電本社申し入れ行動への参加(3人)。5/3NPT再検討会議へ想いをつな
ぐピース・ウォークin長崎(市民団体と共催、150人)。6/13第22回ながさき平和大集会(市民団体と共催、30
0人)。6/13-14第33回九州ブロック被爆者交流集会への参加(福岡県、29人)。6/21核問題学習会(30人)。7/2
0-28第26回反核平和の火リレー(241区間約390㎞、524人)。7/29-8/5原水禁自治体要請行動(14自治体)。7/3
1-8/4原水禁非核平和行進(300人)。8/4-6原水禁広島大会(33人)。8/7-9原水禁長崎大会(2,300人)。8/9原水
禁各地区集会(6地区6会場、500人)。8/17第13回高校生平和大使国連派遣(大使6人、随行10人)。9/11川内原
発増設反対九州ブロック集会への参加(鹿児島市、31人)。9/26核実験抗議座り込み団体交流集会(平和祈念
像前)。10/13米国の臨界前核実験に対する抗議座り込み(50人)。10/24反原子力デー「原発いらん!in上関集
会」への参加(2人)。11/6第8回語り継ごう!1945.8.9ナガサキ-被爆遺構めぐり(三菱兵器製作所住吉トンネ
ル工場跡、40人)。11/16核問題学習会(60人)。11/1/23-2/9ピースボート「タヒチ」交流団派遣(1人)。1/27
ネバダデー核問題学習会(100人)。3/1-9被災57年ビキニデー統一行動(9地区10会場、900人)。3/1被災57周
年ビキニデー全国集会(静岡、2人)。 【被爆体験者訴訟支援】裁判傍聴行動(4/19、6/7、7/12、9/13、12/2
1、3/8)。提訴3周年被爆体験者全国協議会総決起集会(11/15)。全国署名提出行動(11/17、厚生労働省へ434,
346筆)。国会要請行動(5/12-13)。自治体への申し入れ行動(6/30長崎県知事、7/16長崎市長)。 原爆症認定
集団訴訟】支援する会総会(4/10)。街頭行動(原水禁担当3/6、7/17)。第2陣判決支援行動(7/20)。 【被爆
二世の会の活動】街頭署名活動(4/4、5/29、8/29、9/26、11/28、2/20)。電話相談窓口開設(毎週木曜、毎
月第4土曜)。被爆二世のつどい(5/29、8/29、11/28)。長崎県・長崎市への申し入れ(3/29、11/17)。戦争と
原爆の遺構めぐり(5/29、11/7)。「原爆中心碑」清掃活動(8/1、12/23)。全国被爆二世協「厚生労働省交渉」
(9/30)。日韓被爆二世交流会(10/10-11、韓国・釜山)。全国被爆二世協交流集会(2/5-6、長崎)。

熊 本
a.＝10/4/21沖縄県民と連帯し、普天間基地の早期撤去を求める熊本集会95名。5/3憲法記念の日行動「国民
投票法」を考える講演会、講師は森和重弁護士99名。5/13-15沖縄平和行進23名。8/158.15東アジア太平洋
戦争敗戦の日を考える行動、講演会:「なぜ沖縄に基地があるの-抑止力のうそ-講師は沖縄タイムス屋良朝
博論説委員140名。8/22戦争を語り継ぐ女たちのつどい:被爆者の体験談と高校生平和大使の報告130名。11/
3憲法公布64年街頭演説会。11/6-8第47回全国護憲:68名。11/29ONE SHOT ONE KILL上映会170名。12/5日米
共同訓練反対九州ブロック総決起集会120名。12/8東アジア・太平洋戦争開戦の日を考える行動:西山太吉講
演会90名。11/2/11建国記念の日を考える行動:「自衛隊にオンブズマンを」講演会、講師は東京新聞政治部
記者三浦耕喜110名。2/19-20九州ブロック各県各地区平和運動交流会15名。3/20ワールド・ピース・ナウ常
岡浩介講演会「アフガンの和平・誘拐事件・そして激動の中東から」210名。

b.＝10/5/27-6/17原水禁自治体要請行動。7/30熊本地区平和行進200名。7/31八代地区平和行進50名。「原発
ではなく太陽を!天草宝島ネットワーク」結成1周年記念集会:藤田祐幸、佐藤正則(鹿大教授)講演など100名。
8/4-6広島原水禁7名。8/7-9長崎原水禁45名。9/11川内原発増設反対九州ブロック総決起集会45名。10/24原
発いらん!In上関5名。※「核兵器廃絶」高校生1万人署名→月1回実施。

大 分
a.＝10/5/3憲法記念日講演会350人、主催:7者共闘(大分県・大分市平和運動センター、社民党、共産党、日
本科学者会議、青年法律家協会、平和憲法を守る会)、講師:池田加代子「世界がもし100人の村だったら」。
5/13-17-5.15沖縄平和行進、本隊20名、青年協50名。8/15-8.15戦争に反対する県民集会220名。11/6-8全国
護憲大会(宮崎)143人。11/28九州ブロック反戦・反基地交流集会－沖縄問題21名。12/6日米共同訓練反対九
州ブロック総決起集会133名。12/8憲法擁護大分県民会議定期総会148名。12/11米海兵隊日出生台訓練反対
集会&ONE SHOOT ONE KILL上映250人、12/13海兵隊事前調査抗議行動100人、12/20県中止申し入れ、11/2/1
本隊日出生台入り抗議行動200人、2/2-155mm砲陸揚げ抗議行動550名、2/7訓練反対玖珠集会500名。2/11建
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国記念の日を考える集い200名、講師:前泊琉球新報社論説委員長「日米安保と沖縄」。2/19九州ブロック反
戦・反基地交流集会－新防衛大綱問題6名。

b.＝10/5/29原水爆禁止大分県民会議定期総会70名。6/13-14第33回九州ブロック原水禁・原爆被害者交流集
会組織11名、被爆者11名。7/14-29九州縦断非核平和行進、延べ310名。8/4-9原水禁世界大会、広島7名、長
崎148名。10/24上関原発建設反対全国集会44名。11/5-7県政共闘会議対県交渉70名、2011年度県予算編成に
対し各地区・単産からの要求事項交渉。

宮 崎
a.＝★反戦・平和運動／①節目の日(5.3、8.15、12.8、2.11)に「平和を考える集い」を「平和と民主主義
を守る県民連合」「9条を守る県民の会」とともに開催。それぞれ150名前後の参加。5.3講演「視点を変える
と見えてくるもの」(風刺コント作家・松崎菊也氏)。8.15講演「今こそ護憲、平和のとりくみを!」(前福岡
県教組委員長・中村元気氏)。12.8講演「韓国併合100年」(東大名誉教授・和田春樹氏)。2.11講演「公然と
すすめられる軍事拡大」(宮崎県地方自治問題研究所長・小沼新氏)。②5.15沖縄平和行進・県民集会に原水
禁県民会議とともに参加(40名)。③霧島演習場での日米共同軍事演習反対の闘いを、鹿児島県護憲平和フォ
ーラムや社民党両県連とで結成した「2県連絡会議」を中心に展開。知事やえびの市長・西部方面隊総監部
に訓練中止を申入れ。12/5には「日米共同軍事演習反対九州総決起集会」をえびの市で開催し2,300名が結
集した。④この他、「WORLD PEACE NOW 3.20集会」や「全国基地ネット総会」などにも代表派遣。★護憲運
動／①「第47回護憲大会」を11/6-8に宮崎市で開催し、全国から約2,300名が参加(うち、県内参加者は1,20
0名)。大会開催に向けて小委員会・事務局会・地元実行委員会(4回)などを積み上げ、大会運営に万全を期
した。②「9条をまもり憲法をいかす宮崎県民の会」は「平和を考える集い」の共催や、節目の日などでの
街宣活動、毎月9のつく日に運営委員を中心にチラシ配布などを行う。会員拡大が課題。★権力の教育支配
に反対する闘い／①10/30に「教育を明るくする県民連合」(県労組会議も幹事団体)主催で、「宮崎の教育を
考える県民の集い」(鹿児島の中島栄一さんの講演「今、宮崎の高校再編・統廃合を考える」他)を開催。20
0名参加。②第2次「県立学校再編整備計画」を策定するための協議会が設置され、2年間にわたり検討され
てきた。6月頃に計画が公表される予定だが、1学年3学級の高校が統廃合の対象となっており、「県民連合」
として2/8に知事や県教委に統廃合反対の申し入れを行った。③小中学校で「フッ素洗口」が導入されつつ
あり、各市町村で教組を中心に反対運動に取り組む。★選挙闘争／①参院選挙は、選挙区では社・民両党推
薦の無所属候補を推薦してとりくんだが、現職(自民公認、前回は連合や民主が推薦、社民党も支持した候
補)の厚い壁に阻まれた。比例区では社民党の「福島みずほ」(宮崎県出身、自治労以外の単産)と「吉田た
だとも」(自治労)を推薦し、両候補の当選を果たした。②12月の知事選挙は、各単産の判断に委ねた。結果
は東国原知事の実質後継者の副知事が当選した。③2011年統一自治体選挙に向けて、社民党の公認・推薦候
補である県議候補5名、市町議候補15名を推薦し、全員の当選をめざして取り組む。4/10くらしと平和を守
る県民集会600名。★その他／①国鉄闘争支援-6/28に「不採用問題」が最高裁において正式に和解したこと
を受け、8/29に「JR不採用問題解決報告集会」を国労県支部と共催で開催(200名参加)。残された雇用問題
の解決まで引き続き支援することを確認。②若い組合員の学習・交流の場として、団結塾「ひむCan!」を07
年11月に発足し、2ヶ月に1回を目途に全体講座を開催してきたが、2009年6月以降、衆議院選挙などのとり
くみと錯綜して“休眠”状態になっていたが、12月に「修了式」を行い一応の区切りをつけた。第2期「ひ
むCan!」をスタートさせる準備中。③公共交通を守るとりくみとしては「ふるさとバスを守る県民の会」の
活動。コミュニティバスの導入の問題点を指摘したリーフレットの作成や学習会の開催とともに、新ガイド
ラインの周知と意見交換のため関係22市町村を訪問した(4-5月)。9月には交運労協主催の「バスフォーラム」
におけるパネルディスカッションに、県民の会事務局長がパネラーとして参加し、宮崎でのとりくみを踏ま
えた提言を行った。また、福岡での「地域公共交通活性化・再生シンポジウム」にも参加。

b.＝★脱原発／①川内原発3号機増設に反対して、4/27に関係8団体で九電本社に申入れを行うとともに、9/
11開催の「川内原発増設反対九州ブロック総決起集会」(鹿児島市)に37名参加。②7月の市長選挙で原発立
地推進派の市長が当選した串間市では、今年4/10の県議選に合わせて原発立地の可否を問う「住民投票」が
実施される。串間原発立地問題は1992年2月に表面化し、1997年3月に九電が「立地断念」を表明するまでの
6年間、地元はもとより県民を挙げての反対運動を展開した経緯がある。1月に反対団体が事務所を開設、2
月には推進派も「推進する会」を結成した。県労組会議と県原水禁は現在、県南地区労や串間市職労と連携
しながら運動の構築を図りつつある。③各地の反核・脱原発の闘いと連帯し運動を学ぶため、「4.9反核燃の
日全国集会」や「上関原発はいらんin上関集会」、「もんじゅを廃炉へ!全国集会」などに代表参加。★核廃
絶・原水禁運動／①定期総会(4/25)。②沖縄での「5.15平和行進、普天間基地包囲行動」への参加 (40名)。
③被爆65周年九州縦断｢非核・平和行進｣キャラバン行動、県内で続発した口蹄疫の関係で出発式のみを行い、
県内キャラバンは中止。各自治体への申し入れは各地区原水禁・地区労・原爆被害者の会の各支部でとりく
み。④被爆65周年原水禁世界大会、広島2名、長崎大会-被爆者・労組員・民主団体より38名、8日の夜は宿
舎で「語り部の会」および高校生平和大使との交流。⑤「ヒロシマ・ナガサキ原爆被災資料展」を各自治体
に実施を要求。宮崎市をはじめいくつかの市町村で実施。⑥「8.6」,「8.9」に合わせた各地区での｢平和フ
ェスティバル｣等の開催。⑦6/13-14に福岡県原鶴温泉で開催の「九ブロ原水禁・原爆被害者の会活動交流集
会」に、原爆被害者の会とともに参加(12名)。
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鹿児島
a.＝10/2/21JR不採用問題解決座込み街頭宣伝(鹿児島中央駅前･100人)、3/26憲法記念日意見広告単産要請
(鹿児島ブロック内単産なと)、4/4蓮池透さんを囲むつどい(鹿児島市労働者福祉会館･34人)、4/18米軍基地
問題学習会(徳之島町･70人)、4/25普天間基地即時撤去県内米軍移設反対県民集会(鹿児島市みなと大通り公
園･550人)、5/3憲法記念日集会(講師:纐纈厚.鹿児島市黎明館･230人)、5/13-16沖縄平和行進･普天間基地包
囲行動(沖縄･鹿児島44人)、5/22普天間基地の即時閉鎖.返還.国外移設を求める九州ブロック集会(鹿児島市
労働者福祉会館･150人)、6/21と6/30米軍艦「ジョン・S・マケイン」係留不許可申入れ(鹿児島県庁)、7/9
米軍艦ジョン・S・マケイン寄港反対抗議集会(鹿児島市谷山港･50人)、8/8基地移設問題全国統一行動(奄美
市･200人、鹿児島市･150人)、8/11県教育委員長へ教科書採択地区小規模化要請(県教育庁)、8/15不戦を誓
う日の集会(講師:豊下楢彦.鹿児島市キャンセ･150人)、8/28JR不採用問題報告集会(鹿児島市ジェイドガー
デンパレス･280人)、9/18不戦を誓う日の集会(講師:知花昌一.姶良市加音ホール･160人)、9/28日米共同訓
練反対二県共闘会議結成会議(えびの市・16人うち鹿児島5人)、10/1防衛大臣へ日米共同訓練反対申入れ(自
衛隊西部方面総監部･9人うち鹿児島3人)、10/2-3九州勤労協第24回交流研究集会(いちき串木野市･106人う
ち鹿児島38人)、10/4･11/9･1/21湧水町長へ日米共同訓練申入れ(湧水町役場)、10/8･11/11・1/14鹿児島県
知事へ日米共同訓練申入れ(鹿児島県庁)、10/20種子島地区国際反戦デー講演会(講師:荒川譲.西之表市民会
館･80人)、10/21国際反戦デー街頭行動(鹿児島中央駅)、.屋久島地区国際反戦デー講演会(講師:荒川譲.屋
久島町離島総合開発センター･25人)、奄美郡民会議総決起集会とデモ行進(名瀬小学校)、10/11/6-8第47回
全国護憲大会(宮崎市、鹿児島から114人)、11/15-12/15日米共同訓練反対街宣キャラバン(鹿児島・南薩・
北薩・大隅・姶良伊佐)、11/26映画｢ONE SHOT ONE KILL｣上映会(鹿屋市リナシティー)、12.2奄美ブロック
平和学習会(講師:荒川譲、奄美市奄美ブロック平和センター)、12/5日米共同訓練反対九州ブロック総決起
集会(えびの市・2,292人うち鹿児島800人)、12/8不戦を誓う日の集会(講師:前泊博盛.鹿屋市肝属教育会館･
150人)、12/23国労団結餅つき大会(鹿児島市西口公園･100人)、11/1/16「地方高校切捨てにつながる県立高
校廃止基準」の撤廃を求める県民集会(鹿児島市黎明館･170人)、2/11「2.11紀元節復活」に反対し思想信教
の自由を守る県民集会(講師:田中宏、鹿児島市黎明館140人)、紀元節復活」に反対し思想信教の自由を守る
奄美地区集会(講師:伊波洋一、奄美市･90人、2/19-20九州ブロック各県各地区平和運動交流会(熊本県.鹿児
島から9人)。

b.＝10/3/6第10回脱原発講座(講師:佐藤正典.向原祥隆.薩摩川内市川内文化ホール･200人)、3/6-9九州ブロ
ック原水禁「グァム平和の旅」(グアム･18人うち鹿児島3人)、3/16川内原発死傷事故問題県原子力安全対策
室申入れ(鹿児島県庁･8人)、4/17第10回脱原発講座(講師:佐藤正典.向原祥隆.いちき串木野市アクアホー
ル)、4/20川内原発増設問題ミニ学習会(講師:小出裕章.川薩教育会館･20人)、4/27九州ブロック九州電力本
社交渉(福岡市･21人うち鹿児島4人)、5/11九電社長へ公開質問状提出(6/4回答･九電鹿児島支店)、5/18川内
原発3号機第一次公開ヒアリングチラシ配布(薩摩川内市川内文化ホール)、5/26川内原発市民投票条例制定
請求(薩摩川内市)、5/20-8/27被爆65周年非核平和行進(鹿児島市は自転車キャラバンも.日置.種子島.屋久
島.奄美大島.与論.徳之島.南薩.北薩.姶良伊佐.大隅)、6/6川内原発増設反対九州ブロック総決起集会(薩摩
川内市･口蹄疫のため中止)、6/9熊本へ非核平和行進引継ぎ(熊本県水俣教育会館･20人･鹿児島5人)、6/13-1
4第33回九ブロ原水禁.原爆被害者活動者交流集会(福岡県142人、うち鹿児島14人)、7/18-8/11川内原発直接
請求街宣行動(15日間)、7/31第11回脱原発講座(講師:大島堅一.薩摩川内市川内文化ホール60人、鹿児島市
労働者福祉会館30人)、8/4-6原水禁世界大会広島大会(広島市、鹿児島5人)、8/7-9原水禁世界大会長崎大会
(長崎市、鹿児島58人)、8/16川内原発市民投票直接請求署名5,673筆提出(薩摩川内市役所)、9/3鹿児島県知
事・九電・薩摩川内市長へ九州ブロック川内原発増設反対申入れ(鹿児島県庁・川内原発展示館・薩摩川内
市役所･32人うち鹿児島10人)、9/11川内原発増設反対九州ブロック集会(鹿児島中央公園1,250人.うち鹿児
島1,000人)、10/6川内原発増設反対九州ブロックへの九電回答交渉(九電展示館･10人)、10/23-24上関原発
いらんin上関集会(上関町、鹿児島から5人)、11/9鹿児島県知事へ川内原発増設反対意見表明(県庁庁議室)、
11/2.1-2川内原発防災訓練監視行動(薩摩川内市･いちき串木野市、鳥インフルエンザのため中止)、2/23南
大隅町に放射能のゴミはいらない大隅の会結成会議･学習会(講師:荒川譲、鹿屋市肝属地区教育会館)。

沖 縄
a.b.＝10/4/2海上自衛隊入港に対する緊急抗議集会(那覇新港埠頭)。4/2中城港湾への自衛隊艦船寄港抗議!
緊急集会(中城港湾)。4/12-16北信越ブロック街宣行動(富山県他)。4/17-19上越地地区平和環境労働組合「辺
野古反対激励ツアー」案内。4/25-4.25県民大会(読谷村運動公園)。5/4鳩山首相来県に反対する5.4緊急行
動(県庁周辺)。5/13-5.15平和行進全国結団式(県立武道館)。5/14-5.15平和行進1日目(東・西・南コース)/
5.15平和行進八重山コース。5/15-5.15平和行進2日目(東・西・南コース)/平和とくらしを守る県民大会(宜
野湾海浜公園屋外劇場)/5.15平和行進宮古コース。5/16全国参加者沖縄平和の集い(宜野湾海浜公園屋外劇
場)。5/16普天間基地包囲行動(普天間飛行場外周)、普天間基地包囲行動集約集会(実施本部)。5/20クラス
ター爆弾投下訓練に抗議する緊急集会(安保の見える丘)。5/23鳩山首相来県に反対する5.23緊急行動(県民
ひろば)。5/28F22飛来5.28緊急抗議集会(安保の見える丘)。5/28普天間問題の日米合意を糾弾し辺野古移設
を決して許さない5.28緊急県民集会(県民ひろば)。6/21普天間爆音訴訟団、ゲート前早朝プラカード行動(石
平米軍司令部前)。7/20&7/27 高江ヘリパット建設阻止座り込み行動(東村高江)。7/21&7/28辺野古への新
基地建設阻止現地行動(辺野古)。7/23高江住民座り込み弾圧不当裁判事前集会(那覇地裁前ひろば)。7/29普
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天間基地から爆音をなくす訴訟審判決事前集会(福岡高裁那覇支部向い広場)。8/3&8/10&8/17高江ヘリパッ
ト建設阻止座り込み行動(東村高江)。8/4&8/11&8/18辺野古への新基地建設阻止現地行動(辺野古)。8/5-6
被爆65周年原水爆禁止世界大会広島大会参加(広島)。8/7-10被爆65周年原水爆禁止世界大会長崎大会参加(長
崎)。8/11米平和団体代表沖縄視察案内(嘉数高台他)。8/13米軍ヘリ墜落事故6年抗議集会(宜野湾市役所)。
デモ行進(宜野湾市役所-石平米軍司令部)辺野古への新基地建設阻止現地行動(辺野古)。9/1&9/8&9/15&9/22
&9/29辺野古への新基地建設阻止現地行動(辺野古)。9/7&9/14&9/21&9/28高江ヘリパット建設阻止座り込み
行動(東村高江)。9/3-4沖縄平和のたび、学習会・基地めぐり案内「福島地方平和フォーラム」。9/16県民会
議「辺野古新基地建設に関する日米の防衛・外務専門家協議報告書」に糾弾する記者会見(県庁記者クラブ),
外務省・防衛局への要請行動。9/17埼玉・沖縄平和交流学習。9/21米軍掃海艇の平良港入港に抗議する集会
(宮古島平良港)。9/28県民会議「辺野古新基地建設に関する日米の防衛・外務専門家協議報告書」外務省要
請行動。10/1高江住民座り込み弾圧裁判・事前集会(那覇地裁前広場)。10/1-10.1嘉手納機の普天間飛来中
止!抗議行動野嵩ゲート前行動(普天間基地野嵩ゲート前)。10/5&10/12&10/19&10/26高江ヘリパット建設阻
止座り込み行動(東村高江)。10/5&10/13&10/20&10/27辺野古への新基地建設阻止現地行動(辺野古)。10/21-
10.21国際反戦デー街宣行動(那覇市、沖縄市)。10/30平和環境岩手県労働組合センター学習会講師派遣(岩
手)。12/1高江第5回裁判・事前集会(那覇地方裁判所)。12/6日米共同軍事演習反対12.6緊急集会(県民ひろ
ば)。12/7&12/14&12/21高江ヘリパット建設阻止座り込み行動(東村高江)。12/8&12/15&12/22辺野古への新
基地建設阻止現地行動(辺野古)。12/9高退教講演会講師派遣(教育福祉会館)。12/14菅首相来県反対記者会
見(県庁記者クラブ)、各政党・会派要請行動。12/15菅首相来県反対緊急集会・座り込み行動(県民ひろば)。
12/16菅首相来県反対座り込み行動(県民ひろば)。12/16-18長岡平和運動センター平和学習案内。12/17菅首
相来県に反対する抗議行動(県庁舎入口付近)。12/18アメリカン大学沖縄スタディツアーウエルカムパーテ
ィ。12/21高江ヘリパット建設阻止座り込み行動(東村高江)。12/22辺野古への新基地建設阻止現地行動(辺
野古)。11/1/11&1/18&1/25高江ヘリパット建設阻止座り込み行動(東村高江)。1/12&1/19&1/26辺野古への新
基地建設阻止現地行動(辺野古)。1/13高江ヘリパット建設阻止「防衛局長現地調査立ち会い行動(東村高江N
4テント)。1/19静かな生活をかえせ!F22戦闘機の配備撤退を求める抗議集会(安保の見える丘)。1/29TPP交
渉への参加に反対する沖縄県民集会(おもろまち新都心公園)。3/1被災57周年3.1ビキニデー沖縄県集会(自
治会館)。3/1&3/8&3/15&3/22&3/29高江ヘリパット建設阻止座り込み行動(東村高江)。3/2第7回高江通行妨
害裁判事前集会(那覇地裁前)。3/2&3/9&3/16&3/23&3/30辺野古への新基地建設阻止現地行動(辺野古)。3/5
沖縄の水道を考えるシンポジウム(沖縄市民会館)、主催:同実行委員会(全水道・自治労他)。3/11ケビン・
メア糾弾!米政府高官による沖縄県差別を許さない!日・米政府は県民総意の普天間基地を県外に撤去せよ!
抗議集会(県民ひろば)。


