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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.＝2012/5/2仏海軍測定艦「デュプイ・ド・ローム」函館港入港に反対する申し入れ(函館市長宛)。5/3沖
縄復帰40年、憲法を私たちの手に!憲法施行65周年北海道集会(実行委/350名)。5/3-5.3憲法を活かそう!街
角リレートーク(共催)。5/11仏海軍測定艦「デュプイ・ド・ローム」函館港入港反対集会(主催/60名)。6/8
島袋文子さん北海道講演ツアー「沖縄戦の体験と辺野古の闘いを語る」(主催/300名)。7/8浜大樹揚陸訓練
反対!7.8全道抗議集会(主催/350名)。7/20ゆたかな高校教育をめざす全道集会(共催)。8/15 不戦の日!8.1
5北海道集会(実行委/300名)。8/24陸上自衛隊「離島有事対処訓練」の中止を求める申し入れ(陸自北部方面
隊総監)。8/29千歳基地への米軍戦闘機訓練移転に抗議し、中止を求める要請(防衛大臣宛)。8/31千歳基地
への米軍戦闘機訓練移転に抗議し、中止を求める要請(北海道知事宛)。9/2米軍戦闘機千歳基地訓練移転反
対全道集会(共催/500名)。9/5MV22オスプレイの普天間基地配備・全国低空飛行訓練に反対する全道集会(共
催/400名)。10/19-10.21国際反戦デー北海道集会(主催/200名)。12/8武力で平和はつくれない!12.8北海道
集会(主催/200名)。2013/1/18陸上自衛隊第1空挺団の「北方積雪地演習」の中止を求める申し入れ(第一空
挺団長宛)。1/22米海軍第7艦隊イージス艦「ラッセン」小樽港入港に反対する申し入れ(北海道知事宛)。1/
23米海軍第7艦隊イージス艦「ラッセン」小樽港入港に反対する申し入れ(小樽市長宛)。1/27 陸上自衛隊
第1空挺団の「北方積雪地演習」反対!「パラシュート降下訓練」反対!全道・十勝抗議行動(主催/100名)。1
/31子ども・教育の「貧困」解消・「教育格差」是正など、教育予算の大幅拡充を求めるとともに、教育の自
由を守り、ゆたかな教育の実現をめざす要請行動(北海道教育委員会教育委員長、教育長宛)。2/1米海軍第7
艦隊イージス艦「ラッセン」小樽港入港抗議集会。2/2平和憲法を守り教育を創る全道集会(共催/400名)。2
/5 米海軍第7艦隊イージス艦「ラッセン」小樽港入港抗議集会(100名)。2/7米艦輸送船「ウエストパック
エクスプレス」苫小牧港入港反対申し入れ(苫小牧市長宛)。2/11第36回紀元節復活反対2.11道民集会(実行
委/400名)。2/20日米共同訓練(米海兵隊との実動訓練)の中止を求める申し入れ(陸自北部方面総監宛)。
b.＝2012/4/14、4/16、4/17、5/19全国1000万人署名街頭行動。4/26-26年目の4・26チェルノブイリデー市
民集会(市民実行委/350名)。5/22泊1、2号機の再稼働中止を求める要請行動(北電社長宛)。6/12、6/15大飯
3,4号機の再稼働断念を求める街頭宣伝行動(主催)。6/18大飯原発3,4号機の再稼働断念を求める緊急全道集
会(主催)。10/12 さようなら原発北海道講演会(実行委/900名)。10/13さようなら原発北海道1万人集会(実
行委/12,000名)。11/3やめるべ、大間原発!11.3北海道集会(主催/1,400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/900名)。2013/2/7米軍高速輸送艦「ウエストパックエクスプレス」の
苫小牧港入港に反対する申し入れ(苫小牧市長宛)。2/18情報公開の徹底と「地層処分の見直し」に関する申
し入れ(幌延深地層研究センター所長宛)。2/22情報公開の徹底と「地層処分の見直し」に関する申し入れ(北
海道知事宛)。3/9つながろうフクシマ!さようなら原発北海道集会inいわない(実行委)。3/11東日本大震災
・東電福島第一原発事故から2年、さようなら原発北海道講演会inさっぽろ(実行委)。

青 森
a.＝2012/3/28第33回憲法問題学習会(憲法を守る青森県民の会会/27名)。4/18青森県九条の会街宣行動(青
森県九条の会)。5/3第11回平和憲法を守る青森市民集会(憲法を守る会/65名)。5/3憲法を守る歩こう歩こう
大会(実行委員会/60名)。6/6憲法を守る会街宣行動(憲法を守る会)。6/6第34回憲法問題学習会(憲法を守る
会/25名)。7/4垂直離着陸輸送機MV22オスプレイ配備及び訓練に係る申入れ(青森県へ)(社民党・平和労組会
議・原水禁)。7/7小森陽一憲法講演会(青森県九条の会/300名)。7/18憲法を守る会街宣行動(憲法を守る会)。
7/18第35回憲法問題学習会(憲法を守る会/26名)。7/26米軍三沢基地F16戦闘機の墜落事故等に関する申入れ
(青森県へ)(社民党/平和労組会議・原水禁)。8/15「8.15青森県平和集会・デモ行進」(青森県九条の会/100
名)。8/15第31回8.15くり返すまい戦争への道集会(実行委員会/44名)。9/9オスプレイ配備反対!青森県民集
会(青森県反核実行委員会/96名)。9/14憲法を守る会街宣行動(憲法を守る会)。9/14第36回憲法問題学習会(憲
法を守る会/25名)。9/19オスプレイ配備と沖縄基地問題学習会(青森県平和労組会議/78名)。10/6教育対話
集会inあおもり(日教組青森)。11/14憲法を守る会街宣行動(憲法を守る会)。11/14第37回憲法問題学習会(憲
法を守る会/28名)。2013/1/29第38回憲法問題学習会(憲法を守る会/29名)。2/3渡辺治憲法講演会(青森県九
条の会)。
b.＝2012/3/10-3.11さようなら原発青森県集会(実行委員会/276名)。4/7第27回4.9反核燃の日全国集会(青
森県反核実行委員会他/1,146名)。4/9六ヶ所再処理工場の稼働中止と原子力施設の撤去を求める申入れ(青
森県・日本原燃へ)(止めよう再処理!全国集会実行委員会他)。4/26 4.26を風化させない集い(青森・チェル
ノブイリ子ども支援ネット)。6/15大飯原発再稼働反対緊急集会(青森県反核実行委員会/40名)。6/23被爆67
周年「非核・平和行進」(原水禁)。6/30さようなら原発1000万人署名青森県報告集会(実行委員会/131名)。
8/18渡辺満久「六ヶ所活断層講演会」(青森県反核実行委員会/78名)。10/23六ヶ所核燃サイクル施設・大間
原発視察(社民党)。10/27大間原発反対現地交流会(大間原発に反対する地主の会/35名)。12/23渡辺満久「活
断層講演会」(青森県反核実行委員会/130名)。2013/1/17第1回新エネルギー学習会(平和労組会議東青地方
本部・社民党青森総支部/47名)。2/13第2回新エネルギー学習会(平和労組東青地本・社民党青森総支部/31
名)。

岩 手
a.b.＝[2012佐高信文化塾]6/22チェルノブイリの今-脱原発を考える(小室等・佐高信/160人)。9/29爆笑ラ
イブパフォーマンス(松元ヒロ/50人)。[原水禁]脱原発キャラバン2012/2/14盛岡市・二戸市・一戸町・八幡
平市、2/15滝沢村・岩手町・雫石町、2/18久慈市・洋野町・軽米町、2/21岩泉町・宮古市・釜石市、2/22釜
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石市・大船渡市・陸前高田市・遠野市、2/28-29奥州市・平泉町・一関市、3/4花巻市、3/5北上市・西和賀
町、3/6紫波町・矢巾町・盛岡市、6/24県内4コース。3/11原発いらない福島県民大集会89名。4/9反核燃の
日青森集会30名。脱原発一斉署名行動91,942筆。7/16さようなら原発10万人全国集会93名。7/25-27平和行
進3コース。7/29県中央平和集会。原水爆禁止世界大会7/28福島集会32名、8/6広島集会・8/9長崎集会36名。
[平和運動部]5/3憲法記念日街宣19名・意見広告(1，344団体428個人賛同、岩手日報)。8/15敗戦記念日街宣
18名。8/23オスプレイ国内配備反対!低空飛行訓練反対!県総決起集会(平和環境県センター・社民党県連合
主催/約200名)。10/21国際反戦デー街宣行動13名・「NO!!オスプレイ」意見広告(97団体賛同)。11/9-11護憲
全国大会8人。12/8反戦・憲法を守る街宣14名・盛岡市内。2013/2/11建国記念の日反対街宣19名。

宮 城
a.＝2012/4/24佐高信政治塾(第1回・対談「右翼と左翼の交差点｣佐高信・鈴木邦男)。5/3県護憲平和センタ
ー総会。5/3憲法を活かす宮城県民集会(講演「日本はどこへ向かおうとしているのか」/講師:鎌田慧800人)。
5/11-14沖縄平和行進(6名で参加)。5/22佐高信政治塾(第2回・講演｢労働運動の今」鴨桃代さん)。6/26佐高
信政治塾(第3回・講演｢沖縄が問うもの」照屋寛徳さん)。6/27「オスプレイの配備と訓練反対の申し入れ(宮
城県)」。8/28佐高信政治塾(第5回・講演｢私たちはなぜ幸せになるために生まれてきた」朴慶南さん)。9/25
佐高信政治塾(第6回・講演｢いま、日本を読む」佐高信さん)。10/4-25市民自主大学「憲法」(県内9会場)。
10/21第18回わいわい祭、アジアアフリカ支援米発送式。11/9-11第49回護憲大会(15人)。12/1第44回食とみ
どり、水を守る全国集会。2013/1/4新春講演会「格差、貧困社会と雇用環境」(講師:NPO法人POSSE(ポッセ)
代表今野晴貴さん)。2/3平和労組・社民党合同政策交流会。2/4-8春闘労大講座(県内8会場)。2/5「在沖米
海兵隊の移転訓練反対」申し入れ(宮城県、東北防衛施設局)。2/11「在沖米海兵隊の移転訓練反対!基地も
オスプレイもいらない!宮城県集会」(講演｢沖縄の現状と課題｣講師:嘉数真那覇市職労委員長200人、デモ行
進)。2/11信教・思想・報道の自由を守る宮城県民集会(講演「憲法の危機と”心の問題”」講師:香山リカさ
ん)。2/15-3/8仙台地区春闘・政治学習会(仙台5会場)。
b.＝2012/4/7-8反核燃全国集会(バス1台)。4/20食緑水合同政策委員会(放射能対策)。5/9食緑水合同政策委
員会(放射能対策)。6/3講演会「知っておきたいホントの放射能のこと」小出裕章さん。6/6食緑水総会、記
念講演｢放射線防護とリスクコミニュケーション｣(講師:吉田浩子ラジオアイソトープ研究教育センター)。6
/14反核平和の火リレー出発。6/20高齢懇学習会「放射能関連」、反核平和の火リレー出発。6/23仙台地方平
和労組総会(記念講演「核兵器にも、原発にもNOを」湯浅一郎さん)・平和行進・反核平和の火リレー到着式。
6/30講演会「脱原発社会へ 放射能と生命(いのち)」(講師・振津かつみさん)。7/16さようなら原発集会(バ
ス2台＋α)。7/4「子どもたちと妊産婦を放射能から守る」現議会議会請願。脱7/20脱原発金曜デモ(仙台・
現在まで続いている)。7/22宮城県原爆被害者の会追悼集会。7/24佐高信政治塾(第4回「脱原子力社会はこ
うつくる」長谷川公一)。7/28原水禁福島大会(約100人)。7/29-31「原爆と人間展」。8/4-9原水禁広島・長
崎大会。8/15母親の平和行進・記念講演(吉田由布子さん:チェルノブイリ健康調査・救援女性ネットワー
ク)。9/15食緑水主催「放射能被害を語る宮城県民の集い」(1500人)。10/14沢田研二コンサートでの署名活
動。11/3女川原発の再稼働を許さない!2012みやぎ秋のつどい(講演「福島原発事故の実態と女川原発再稼働
の問題点」田中三彦さん、映画「主権在民」500人)。講演会「ガレキ処理・除染はこれでいいのか」(熊本
一規さん)。11/14東北電力への意見徴収(小屋取りの44500Bq/m2ヨウ素問題について)。2013/2/9「原子力防
災学習会」(講演「住民の安全は守られるのか-女川原発防災計画の問題点を考える-」講師:末田一秀さん)。
3/16「福島原発事故を忘れない 女川原発再稼働を許さない! 3.16みやぎアクション」(屋外ゲスト:藤波心
さん、屋内ゲスト:佐藤栄佐久元福島県知事他)。3/23「原発のない福島を!県民大集会」(100人)。

秋 田
a.＝2012/5/19-5月期憲法学校(講師:飯田哲也)。6/29花岡事件慰霊行動(大館市)。7/15発盛精錬所朝鮮人強
制連行犠牲者慰霊式(八峰町)。7/16長木川フェスティバル(大館市)。8/6意見広告運動(新聞掲載日)。8/10
秋田県平和センター第7回定期総会。9/1-2フロンティア研究会(助言者:高橋哲哉)。2013/2/11 2月期憲法
学校(講師:勝守真)。
b.＝2012/9/9-27秋田県青年女性反核・平和の火リレー。10/21脱戦・反核秋田県民集会。2013/3/11風化さ
せるな!東京電力福島第一原発事故3.11秋田県民集会。

山 形
a.＝2012/5/3山形県九条の会・憲法ネットワーク街宣チラシ配布行動(25人)&憲法記念日講演会「日米講和
条約発効60年・沖縄復帰から40年、沖縄から日本憲法を考える」(講師・沖縄平和センター大域博冶さん、2
00人)。5/11佐高信「山形塾」第1回講座(講師・佐高信&落合恵子さん、120人)。5/11-15沖縄平和行進(7人)。
6/2青年護憲大会。6/30「平和セミナー」第1回講座(講師・福島県教組・柴□正式さん・26人)。7/2オスプ
レイ配備・飛行訓練中止を求める県知事要請。7/10佐高信「山形塾」第2回講座(講師・照屋寛徳衆議院議員
・100人)。7/14「平和セミナー」第2回講座(沖縄県教組・山本隆司さん・20人)。8/6平和センター「政治学
習合」(100人)。8/9「平和セミナー21」第3回講座〈公開講座〉(講師・週刊金曜日・成澤宗男さん、40人)。
8/29生活を守り平和で安心な社会をめざす決起集会(180人参加)。9/8-9第52回山形県青年学生平和友好祭(1
00人)。9/12佐高信「山形塾」第3回講座(講師・東北大学院教授・長谷川公一、100人)。9/24-26原発再稼働
・TPP・オスプレイ配備反対集会(県内3ヶ所)。9/29第24回平和の森フォーラム(講師・平和フォーラム・八
木隆次さん25人)。10/10佐高信「山形塾番外編・松元ヒロライブ」。10/13「平和セミナー21」第4回講座(講
師・山形大学教授・今野健一、25人)10/21第27回県勤労協総会(30人)。10/23-25労働大学山形秋季講座(県
内4ヶ所)。10/24国際反戦デー山形県都集合(200人参加)。11/9-11第49回全国護憲大会(14人)。11/24第27回
県勤労協対抗駅伝大会(14チーム参加・150人)。12/4佐高信「山形塾」第4回講座(講師・佐高信&鈴木邦男さ
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ん100人)。12/18アジア・アフリカ支援米発送式(60人)。12/23ストップ!TPP山形県民アクション設立総合&
記念講演会(講師・大妻女子大学教授・田代洋一、200人)。2013/2/3山形県平和センター・社民党合同新春
旗開き(170人)。2/20-22労働大学山形春闘講座(県内4ヶ所・350人)。3/16-17第36回山形県青年団結集会。
b.＝2012/4/7反核燃の日全国集会(14人)。4/26国民の声を無視した原発再稼働反対緊急集会(180人)。5月さ
ようなら原発1000万署名全県一斉各戸訪問行動)。6/19-6/29第28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)。7/10ヒロシマ・ナガサキ原爆写真パネル展(県内4ヶ所、入場者約700人)。7/16さよう
なら原発10万人集会・120名参加。7/21被爆67周年原水爆禁止県平和大会(講師・福島生協理事長・佐藤孝之
さん、600人)。7/22さようなら原発県民アクション「原発たくさんだhaシンポジウム」講師・原子力情報資
料室・山口幸夫さん他・300人。7/25-26被爆ピアノ朗読コンサート(酒田市・鶴岡市の2ヶ所)。7/28原水禁
世界大会福島集会(71人参加)。8/4-6第30次ヒロシマ子ども平和使節団派遣(子ども15人参加)。8/4-9被爆67
周年原水爆禁止世界大会、広島・長崎(23人)。

福 島
a.＝2012/3/4国際女性デー福島県集会(80人、講師:二瓶由美子)。4/21日朝友好県民会議報告会。憲法記念
日・5/3(福島・郡山・白河・福島で自転車パレード、街宣、チラシ・花の種配布)。5/15沖縄平和行進への
参加(3人)。5/27勤労協東北ブロック総会。6/12-第25回反核平和の火リレー出発式県庁前(福島地区・相馬
地区)。6/16福島朝鮮学校を支援する会第3回総会。6/17新潟水俣病被害者の会・共闘会議記念シンポジュウ
ム。6/24福島県平和Ｆ第13回総会(90人)。6/29日朝友好県民会議総会。7/6-7黙っていられない東北集会。7
/28原水禁世界大会(福島大会)。7/23高校生大使南相馬市長訪問。7/30オスプレ配備反対県知事要請行動。8
/1「パプックコメント」・「エネルギ―・環境の選択に関する意見長集会(福島テルサ)。9/29反核・軍縮・地
球を守る福島県集会(郡山)。10/7-8合成洗剤追放全国集会。11/4オスプレ配備反対全国集会。11/9第49回護
憲大会10/12オスプレ配備反対、日本政府へ抗議打電行動。11/4憲法をいかす第8回県民集会(500人)。12/6
護憲反安保福島市民連合総会。11/30-12/1食とみどり・水全国集会。12/27-3/22平和な世界の実現・署名行
動。2013/1/17退職者部会代表者会議。1/20福島県男女共生のつどい。2/16「憲法をいかす福島県民の会」
第9回総会。3/9国際女性デー福島県集会(90人、講師:青木悦)。
b.＝2012/「福島を取り戻すための署名」・「脱原発1000万全国署名」取り組み。12/1現在、(179,995人)。5/
15-3.11「実行委員会」。6/17-4.9反核燃全国集会への参加(27人)。7/16脱原発中央集会(バス、700人)8/25
核兵器廃絶と平和を求める福島県民集会(連合福島・原水禁・核禁会議90人)。8/4-9被爆67周年原水禁世界
大会、地区各参加・折り鶴作成・反核チラシの作成・配布、(広島・45人、長崎13人)。9/30核と人類は共存
できない!さようなら原発「JCO臨界事故13周年集会」(21人)。11/25風化させるな原発震災!「脱原発福島県
民集会」いわき(600人)。2013/3/10-3.11脱原発・福島復興市民大集会(700人)。3/23原発のない福島を!県
民大集会(福島あづま体育館)。

茨 城
a.＝2012/3/11福島県民大集会(バス124人)。5/3「憲法施行64周年、憲法擁護市民のつどい」(主催・170人/
フォトジャーナリスト豊田直巳)。5/3憲法を守る新聞意見広告運動(呼びかけ団体・茨城平和擁護県民会議、
朝日新聞・毎日新聞地方版に掲載)。5/30県民会議定期大会Ⅱ部学習講演「放射能汚染と私たちの地域」(主
催50人/茨城大学・蓮井誠一郎)。9/29朝鮮人慰霊塔秋夕祭(代表参加)。11/18日朝平壌宣言10周年、日朝国
交正常化をめざす茨城集会(主催・100人/立教大学・石坂浩一)。2013/2/11-2013百里初午祭(百里基地反対
連絡協議会共催・250人)。
b.＝2012/6/22日本原電との話し合い(市民団体と共同)。7/14鹿行地区脱原発講演会(地区組織主催)。7/27-
8/9第26回茨城県反核平和の火リレー(実行委員会主催・県内全市町村)。7/31東海第2原発運転差止裁判、提
訴前決起集会・デモ&水戸地裁提訴(200人)。7/28原水禁福島大会(バス44人)。9/30JCO臨界事故13周年集会(共
催・500人)。10/1ジェー・シーオーと日本原電東海事業所への申し入れ(JCO集会参加者一同名)。10/14第1
回脱原発サミットin茨城(市民団体主催600人・東海村)。11/18稲敷市脱原発学習会(地区組織主催)。11/24
境町脱原発学習会(地区組織主催)。11/25大子町脱原発学習会(実行委員会主催)。12/24第2回脱原発サミッ
トin茨城(市民団体主催800人・東海村)。2013/1/17東海第2原発運転差止裁判第1回口頭弁論(150人)。

栃 木
a＝2012/4/6部落解放栃木県共闘会議総会。6/11第9回栃木県人権研究集会400名。6/23日朝友好県民の会総
会。7/5人権講演会。8/4足尾朝鮮人強制連行犠牲者追悼式80名。8/10平和の集いin栃木300名。10/16オスプ
レイ配備反対栃木県集会200名。12/2大谷・塩谷地区朝鮮人強制連行犠牲者追悼式50名。
b＝2012/4/21原発被爆労働者の実態講演会100名。7/16さようなら原発10万人集会530名。7/24原水禁栃木第
6回総会。被爆66周年原水爆禁止世界大会参加者結団式。8/10平和の集いinとちぎ300名。第66回原水禁世界
大会(福島6名・広島10名・長崎6名)。8/20第20回栃木県原爆死没者慰霊祭100名。原子力空母横須賀配備抗
議4周年集会1名。JCO臨界事故13周年集会20名。11/11さようなら原発栃木アクション2500名。

群 馬
a.b.＝2012/2/11原発と命を考える2.11市民の集い(250名)。3/11脱原発群馬アクション(1,500名)。4/21第9
回朝鮮人強制連行犠牲者追悼集会(150名)。5/3憲法を守る意見広告掲載(上毛新聞)。憲法から「原発」を考
える5.3市民の集い(200名)。統一街宣行動(全県)。7/3-6非核平和行進県内行進。9/25脱原発は可能だ！エ
ネルギー政策を考える市民集会(250名)。11/12群馬県解放運動合葬追悼会。11/16第20回定期総会。11/24-2
5朝鮮統一支持運動全国集会。12/8憲法ネットぐんま総会、反戦集会。2013/2/11危ないぞ！新政権 憲法・
教育・原発‥市民の集い(230名)。3/20「原発・ほんまかいな?」上映会(高崎、以後太田・前橋・沼田・富
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岡で開催)。3/10さよなら原発高崎アクション(1,000名)。

埼 玉
a.b.＝[脱原発・被爆67周年]2012/3/1l原発いらない!福島県民大集会75。7/16原発にさようなら10万人集会。
被爆67周年原水禁世界大会7/28福島大会38、8/4-6広島大会37、/8/7-9長崎大会5。9/30JCO臨界事故13周年
集会24。10/8さよなら原発埼玉県民集会457。[平和憲法擁護]5/10-13沖縄平和行進30。11/9-11第49回護憲
大会12。2013/2/22北部ブロック護憲集会。[部落解放]2012/3/9-3.11浦和地裁「死刑」判決48カ年糾弾!狭
山第3次再審闘争勝利埼玉集会 解放同盟のほか20。6/8部落解放県共闘第24回総会30。10/14狭山交流学習
会＆現地調査の参加-解放同盟のほか計20。10/30狭山再審闘争勝利市民集会40。[埼玉教育フォーラム]4/4
埼玉教育フォーラム結成7周年集会69。[署名]脱原発を実現し、自然エネルギ1中心の社会を求める全国署名
62,164筆。護衛艦「たちかぜ」裁判 充分な事実審査・自衛隊の責任を明確にした裁判を求める請願署名4,
781筆。ふたたび被爆者をつくらない決意を世界に!現行法改正を求める請願署名(日本被団協呼びかけ)4,88
1筆。えん罪・誤判をなくそう! 公正な証拠開示の法制化を求める請願署名(狭山事件の再審を求める市民
の会呼びかけ)4,731筆。オスプレイの普天間基地への配備中止を求める制限署名588筆。

千 葉
a.b.＝2012/3/6「春の憲法学校」(100名)。3/6-4/17憲法九条を世界へ、未来へ千葉県実行委員会、新聞「春
の意見広告」運動(朝日、毎日、東京新聞に掲載2,769口)。5/3新聞「意見広告」掲載。5/3憲法集会(50名)。
5/11-14沖縄平和行進(5名)。7/11オスプレイの普天間基地配備と国内での低空飛行訓練への反対を求める千
葉県への要請。7/16さようなら原発10万人集会(130名)・持続可能で平和な社会を求める千葉県集会(149名)。
7/23-8/1第24回反核・平和の火リレー(各地区で参加)。7/28原水禁世界大会フクシマ大会(5名)。8/4-9被爆
67周年原水禁世界大会(ヒロシマ大会35名、ナガサキ大会6名)｡8/15反戦・平和リレートーク(代表派遣)。8/
15戦争犠牲者追悼・平和を誓う集会(3名)。9/19さようなら原発5万人集会(173名)。9/25空母母港化39周年
・原子力空母ジョージ・ワシントン横須賀基地母港化4周年抗議・原子力空母配置撤回を求める神奈川集会
(5名)。10/2JCO臨界事故12周年集会(3名)。9/30JCO臨界事故13周年集会(4名)。10/13さようなら原発集会(7
名)。10/18「秋の憲法学校」(100名)。11/9-11第49回護憲大会(14名)。11/14止めるぞ!オスプレイの沖縄配
備全国集会(11名)。12/10平和を守る千葉県民集会(代表派遣)。12/16食とみどり、水と環境を守る県民集会
(地区参加)。2013/2/11「建国記念の日」を考える集会(7名)。2/21「春の憲法学校」(100名)。2/28-3/1平
和フォーム全国活動者会議、3.1ビキニデー全国集会(代表派遣)。3/9つながろうフクシマ、さようなら原発
3.9集会(予定20名)。3/23原発のない福島を!福島県民大集会(予定100名)。各地区における放射能から子ど
もたちを守る活動、チェルノブイリ映画会、福島現地からの報告会、放射線測量活動、食物放射線測量活動
などの運動ありますが、具体的な集約は出来ていません。

東 京
a.b.＝2012/4/20「ガッティンナラン!沖縄差別4.20集会」(全電通会館)。4/21原発とめよう!東京集会&デモ
(日比谷コンベンションホール)。5/3憲法記念日集会(日本教育会館)。5/5原発ゼロの日さようなら原発集会
(芝公園23号地)。5/12-14沖縄平和行進。5/20朝鮮学園を支援する全国交流集会。5/22三多摩平和運動セン
ター総会。5/23東京平和運動センター総会。5/26講演会さようなら原発。5/30東京平和運動センターさよう
なら原発署名行動(新宿駅西口)。6/2さようなら原発三多摩集中行進。6/17大飯原発再稼動反対現地集会-命
が大事 今なぜ再稼働? ふくいでつながろう。6/22モンダンヨンピルチャリティーコンサート-東日本大震災
により被害を受けた朝鮮学校支援。6/28長崎「被爆体験者訴訟団」政府抗議行動(厚労省前)。7/11沖縄・普
天間基地へオスプレイ配備中止を求める集会(文京区民センター)。7/16さようなら原発10万人集会(代々木
公園) 。7/27反核座り込み400回到達三多摩集会(立川市民会館)。7/28-8/9被爆67周年原水爆禁止世界大会。
8/5沖縄県民集会に連帯する東京集会。8/15戦争犠牲者追悼・平和を誓う集会(千鳥が淵戦没者墓苑)。9/9-1
0平和フォーラム・オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会関連行動(沖縄)。9/9沖縄県民大会と同時アクシ
ョン「国会包囲」-オスプレイ配備を中止に追い込もう(東京・国会周辺)。9/19「オスプレイ配備の危険性」
集会(星陵会館)。9/25原子力空母G・ワシントン配備4周年抗議!空母の母港化撤回を求める集会(神奈川・横
須賀市ヴェルニー公園)。9/30核と人類は共存できない!さようなら原発 JCO臨界事故13周年集会(茨城・水
戸市駿雄教育会館)。10/13さようなら原発集会(日比谷野音)。10/22横田基地の整理縮小を求める三多摩反
戦集会(福生公園)。10/30狭山事件の再審を求める市民集会(日比谷野音)。11/4オスプレイ全国集会(芝公園
23号地)。11/9-11「生命の尊厳」をもとに、原発も基地もない平和な社会へ-憲法理念の実現をめざす第49
回大会(山口市)。11/21部落解放・人権政策確立要求中央集会(東京・星陵会館)。11/23東京の朝鮮学校を支
援する都民集会(日本教育会館)。11/25風化させるな原発震災!脱原発福島県民集会(福島・いわき市小名浜
市民会館)。12/8もんじゅを廃炉へ!全国集会(福井・敦賀市)。12/15-16できる!つくろう 原発のない社会 N
uclear Free Now(東京、郡山)
。12/23オスプレイ配備撤回!米兵による凶悪事件糾弾!怒りの御万人集会(宜野湾市)。2013/1/17原水禁学習
会(連合会館501会議室)。1/24狭山再審を求める足立地区集会(足立区勤労者福祉会館)。1/27NO OSPREY東京
集会(日比谷野音)。2/7狭山再審を求める三多摩集会(立川市女性総合センター)。2/11「建国記念の日」を
考える集会(日本教育会館)。2/14朝鮮学校を支援する都民会議(東京朝鮮高級学校)。2/18狭山東京実行委員
会駅頭ビラ(池袋)。2/20狭山事件の再審を求める東京集会(台東区民会館)。2/28被災59周年ビキニデー全国
集会(静岡市)。3/2東京大空襲68周年朝鮮人犠牲者追悼会(東京都慰霊堂)。3/3マーチ・イン・マーチ2013(日
比谷小音楽堂)。3/9つながろうフクシマ!さようなら原発大集会 (明治公園)。3/11つながろうフクシマ!さ
ようなら原発講演会(品川きゅりあん) 。
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神奈川
a.b.＝[1.神奈川の日米軍事一体化の闘い]2012/5/19厚木爆同総会。5/27基地撤去県央共闘会議総会。5/23
部品落下事件緊急抗議行動〔ゲート前.30名〕。5/23.8/23部品落下事件緊急抗議行動〔南関東防衛局.10名〕。
6/1部品落下事件緊急抗議行動〔外務省.10名〕。6/10部品落下事件緊急要請行動〔神奈川県外務省.5名〕。7/
25.10/1.12/10.2/27「第四次厚木爆音訴訟」公判闘争支援。8/20相模補給廠におけるﾒデックス2012〔病院
設営/運営訓練〕相模原市、キャンプ座間申し入れ行動。9/27第36回9.27米軍ジェット機墜落抗議集会(415
名.緑区公会堂)。10/12米軍小柴貯油タンク爆発事故31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)。10/21横須賀ピースフｪスティバル(2000名.三笠公園)。10/27県央ピースフｪスティバル(1000名.
相鉄駅前)。2013/3/23第四次厚木爆音訴訟団代議員総会。3/28次期固定翼哨戒機P-1配備撤回防衛省南関東
防衛局抗議要請行動〔50名〕。3/29次期固定翼哨戒機P-1配備撤回ゲート前抗議行動〔20名〕。[2.オスプレイ
配備反対、沖縄との連帯行動]2012/5/10沖縄平和行進神奈川平和運動センター結団式学習会。5/11-13沖縄
平和行進〔68名〕。7/13全国基地問題ネットワーク/平和フォーラムによる対策会議
。神奈川独自の抗議投函行動の実施〔神奈川平和センター5000枚〕。8/25オスプレ配備と違法爆音と違法爆
音を許さない神奈川集会(300名｡大和公園)。9/8沖縄県道104号線越え実弾射撃訓練抗議、オスプレイ派遣を
許さない静岡集会〔御殿場.代表派遣〕。9/9沖縄包囲行動連帯国会包囲行動〔国会周辺.神奈川30名〕。9/19
みんなで考えるオスプレ配備の危険性9.9集会(連合会館.代表派遣)。11/4 オスプレイ配備反対集会(芝公園.
神奈川20名)。11/13オスプレイ配備反対4団体会議〔厚木爆同事務所〕。11/19オスプレイ配備反対4団体会議
南関東防衛局申し入れ行動〔南関東防衛局.100名〕。12/5オスプレイ配備反対4団体会議厚木基地申し入れ行
動〔基地前 80名〕。12/21「厚木基地問題とオスプレイの危険性を訴える」平和運動センター学習会〔エル
プラザ120名〕。12/23「オスプレイ配備反対!米兵による凶悪犯罪糾弾!怒りの神奈川行動」〔東柏が谷近隣公
園800名〕。12/23「オスプレイ配備反対!米兵による凶悪犯罪糾弾!怒りの御万人行動」〔沖縄.代表派遣15名〕。
12/23「オスプレイ配備撤回を求める東京集会」〔日比谷野音.代表派遣20名〕。[3.人権問題]9/18かながわ歴
史教育を考える市民の会第16回総会と講演会(60名.県民センター)。6/18.9/12.11/26.2/4.3/25「たちかぜ」
裁判高裁傍聴支援・報告集会。教会敷地内での非正規滞在外国人逮捕事件に対する神奈川県への団体賛同へ
の協力について、横浜弁護士主催の「横浜弁護士人権賞」の候補者推薦の取り組みについて、「たちかぜ」
裁判高裁傍聴支援・自衛隊の責任を明確にした判決を求める緊急団体署名の実施。8/22「たちかぜ」裁判提
訴6周年総会・報告集会〔70名.開港記念会館〕。8/22日本軍｢慰安婦｣問題の早急な解決を求め、仲裁を前進
させる国際シンポジウム〔星陵会館〕平和のための「平和の碑はがきキャンペーン」の取り組みについて。
1/23自衛隊内部の人権侵害を問う1/23集会〔総評会館.70名〕。たちかぜ裁判公訴審署名運動(全国42000筆 )。
2/4建国記念の日に反対する集会(代表参加. 自治労会館)。「高校無償化」問題に係るモンダンヨンピル・チ
ャリテイ-コンサート。9/13日朝平壌宣言10周年日朝国交正常化をめざす全国集会〔星陵会館 神奈川代表
参加〕。朝鮮学校生徒への「高校無償化」摘要を求める署名運動。2013/3/8日朝国交正常化連絡会3.8学習会
〔連合会館 神奈川代表参加〕。「神奈川朝鮮学園への補助金の予算への復活を求める要請署名」の実施。3/
19「神奈川県知事による朝鮮学園に対する補助金の予算不計上に抗議し、撤回を求める県民集会」(横浜市
開港記念会館/300)。3/31朝鮮学校への高校無償化制度の即時適用を求める集会〔参加7000.日比谷.神奈川2
0〕。[4.いのくら行動]2012/7/28第48回いのくら総合分科会基地部会(60名. 神奈川県社会福祉会館)。6/26.
12/12 いのくら代表委員会〔県民センター〕。3/23「第48回いのくら県民のつどい」(200名. 神奈川県社会
福祉会館)。[5. 神奈川平和運動センター基地調査]主要な基地調査を終えたため「厚木基地問題とオスプレ
イの危険性を訴える」学習会にきりかえ。[6.反原発・反核・原水禁運動]5/5原発ゼロの日 さよなら原発1
000万人アクション5.5集会〔東京芝公園.ヨコのみ神奈川代表30参加〕。6/6さよなら原発1000万人署名第1次
集約集会〔日比谷野音全体2300人. ヨコのみ神奈川代表100参加〕。5/26講演会・さよなら原発行動(代表参
加.教育会館)。「東海第2原発の再稼動中止と廃炉を求める訴訟〔関東ブロック/茨城平和擁護県民会議〕」支
援。5/26脱原発100万人アクション神奈川駅頭宣伝行動 桜木町駅前広場。7/16さよなら原発1000万人アク
ション全国集会〔代々木公園 全体17万人.縦/横クロス神奈川350名〕。「エネルギー・環境に関する選択肢」
パブリック・コメント募集に対する取り組み。さよなら原発1000万人署名の継続に関する要請。9/30JCO臨
界事故13周年集会(全体500名神奈川25名. 駿優教育会館)。10/15-19第23回反核・平和の火リレー運動(1600
名. 出発式10/15・川崎市、県庁. 集約集会10/19横須賀市)。7/22中越沖5周年・県原水禁被爆67周年「原発
ハイロ県民集会」(神奈川代表参加)。7/23被爆67周年原水禁世界大会神奈川代表団結団式・学習会(広島大
会89名. 長崎大会31名｡親子代表団36名)。7/24-27被爆67周年原水禁県内平和行進(2287名. 集結集会7/27
県庁220名)。被爆67周年原水禁世界大会パンフ販売の取り組み.被爆67周年被爆者救援団体・街頭カンパの
取り組み。3/9「つながろうフクシマ! さよなら原発大集会〔明治公園 全体17000人.神奈川100名〕。3/11｢3.
11つながろうフクシマ!さよなら講演会」行動(紹介・代表参加.東京)。3/23原発いらない!3.23福島県民集
会〔福島市 7000.神奈川代表参加〕。7/21被爆67周年原水禁世界大会神奈川代表団結団式・学習会/神奈川
平和運動センター団体責任者会議(60名. 神奈川エルプラザ)。8/4-9被爆67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)。7/26-29被爆67周年原水禁県内平和行進(2260名. 集結集会7/29 県庁220
名)。被爆67周年原水禁世界大会パンフ販売の取り組み.被爆67周年被爆者救援団体・街頭カンパの取り組み.
12/7-8原子力施設立地県会議/もんじゅ廃炉をもとめる全国集会(代表参加.福井県)。2/28ビキニ・デー全国
集会(2名参加.静岡県)。3/1平和フォーラム全国活動者会議(2名参加.静岡県)。[7.教科書問題]かながわ教
育フェスティバル2012の協力〔要請団体 神教組〕。6/20. 2/9「神奈川の教科書･採択問題にとりくむ会」
の事務局会議(自治労会館)。2/9「藤沢の教科書・採択問題にとりくむ会」主催の市民の集い(125名.藤沢産
業センター)。7/18「神奈川の教科書･採択問題にとりくむ会」の第2回学習会(127名.ワークピア)。3/28「神
奈川の教科書･採択問題にとりくむ会」の第3回学習会(127名.エルプラザ)。横浜市の教科書採択地区細分化
を求める県民署名運動の展開。[8.憲法運動]11/9-11第49回護憲大会・山口県大会〔代表団36名.山口市〕。1
1/3「2012憲法を考える11/3県民集会」(210名.男女共同企画参画センター)。「いぬ・ねこなかよし2013年憲
法カレンダーの販売・協力要請の取り組み



- 6 -

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（2012年3月～2013年3月報告分）

。11/18 横浜弁護士会主催の「弁護士フェスタ」〔開港記念会館.紹介〕。5/3憲法を守るかながわの会主催第
9回憲法意見広告運動(2871賛同者.神奈川新聞掲載)。「2012憲法を考える5.3県民集会」(350名.開港記念会
館)。「施行65周年憲法記念日集会(平和フォーラム主催.日本教育会館)。5/23憲法を守るかながわの会主催
第8回憲法集会(250名.県民センター)。7/7とっておきのステージ〔県立音楽堂 紹介 実行委員会/ 事務局
Ｉ女性会議〕。9/15平和憲法を守り、行動する神奈川の総会と学習会(80名.エルプラザ)。[9.原子力空母母
港化反対]6/8原子力空母の防災問題に関する県知事への申し入れの件。9/25空母母港化39周年・原子力空母
ジョージ・ワシントン横須賀基地母港化4周年抗議・原子力空母配備撤回を求める全国集会(1900名. ヴェル
ニー公園)。原子力災害対策〔防災指針〕パブリック・コメント募集に対する取り組み〔国内に停泊する原
子力艦船も対象にいれるべきであるということを意見提出するよう関係団体へ要請〕。[10.戦後補償問題]8/
15戦争犠牲者追悼、平和を誓う集会〔千鳥が淵墓苑 代表参加〕。全国空襲被害者連絡起用議会結成2周年〔台
東区民センター 代表参加〕。2013/2/11「建国記念の日」を考える集会〔教育会館 250名 代表参加〕。

山 梨
a.＝2012/5/3山梨護憲の集い。7/5-10第31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)。11/11 沖縄駐留米軍による北富士移転演習反対現地抗議集会(2
00名)。
b.＝2012/5/15さようなら原発・山梨県内の運動交流会。8/6非核・平和行進(連合山梨共催・50人)。8/6-11
第23回県平和友好祭・平和の火リレー(100㎞のべ150人)。10/8核・原子力を考える集会(50名)。2013/3/9よ
っちゃばれ-!!さよなら原発まつり(1000人)。

長 野
a.＝2012/3/3-4第32回県青年団結集会(宮田村/84人)。3/7日朝県民会議･米韓合同軍事演習に対し抗議声明
を発表。3/29子ども・障がい者等の医療費窓口無料化を求める県知事要請(長野市/阿部知事に署名を直接提
出/署名数:全体4万3千人、県労組会議18070人)。4/4日朝県民会議･共和国の人工衛星打ち上げに対する日本
政府の過剰対応に抗議する声明を発表。4/7岡本厚･中馬清福対談「アジアと日本・日本人」(日朝県民会議/
松本市/350人)。4/7金日成主席生誕100周年記念祝賀会(松本市/170人)。4/12-17日朝県民会議第17次訪朝団
(14人/伊藤晃二・県民会議会長が共和国国際親善二級勲章を受勲)。4/20食とみどり、水を守る長野県民会
議結成総会(長野市/50人)。4月日朝県民会議･『金日成主席生誕100周年記念誌-悠久の歴史に立って』を発
刊。4月陸上自衛隊松本駐屯地創設62周年自衛隊祭反対行動(4/10県危機管理質に申し入れ、4/12自衛隊松本
駐屯地に申し入れ、4/21自衛隊祭会場で街頭宣伝)。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22回市民の憲法講座&第13回総会(長野市/70人/講演「私たちは今、何を問われているのか-
震災と原発事故をみすえて-」表秀孝・長野大学名誉教授)。5/10-14復帰40年沖縄平和行進(20人参加)。5/2
0朝鮮学園を支援する会全国交流会(東京/2人)。5/22北信越ブロック沖縄連帯キャラバン(長野･松本･伊那市
/講師:山城博治・沖縄平和運動センター事務局長/街宣･集会200人)。5/28「長野県新総合交通ビジョン」学
習会(長野市/30人)。6/2-3県労組会議青年女性連絡会・柏崎刈羽原発視察･交流(柏崎市/11人)。6/17-22「紋
別・美幌の会」地区労組会議・単組への要請活動。6/26日朝国交正常化連絡会総会･記念講演会(東京/2人)。
6/29長野朝鮮初中級学校へカンパ金贈呈(松本市/125万円)。6/29-30平和フォーラム北信越ブロック第11回
地域組織交流集会(松本市/51人/長野朝鮮初中級学校の見学･交流)。6月埼玉県知事に朝鮮学校補助金支給を
求める署名(2776人集約)。7/14社民党時局講演会(長野市/又市征治副党首の講演/80人)。7/17-8/9第25回反
核平和の火リレー(県内/700名)。7/28日朝問題学習会(松本市/講師:前田康博[国際ジャーナリスト]/120人)。
7/28日朝県民会議･伊藤晃二会長共和国親善勲章受勲祝賀会(松本市/110人)。7/28-29第37回平和友好祭中央
祭典(福島市/7人)。7月オスプレイ配備反対の野田佳彦総理あて要請ハガキ取り組み(650枚)。7月-9月低空
飛行ルート下にある自治体・議会への要請・請願行動。8/10松代大本営追悼碑建碑17周年記念の集い･追悼
碑を守る会定期総会(長野市/50人)。8/15「平和の鐘」行動(県内各地)。8/26第58回県平和友好祭典(長野市
/25人)。8月看護職員の離職防止と労働条件改善求める署名の取り組み(38060人集約)。9/13日朝平壌宣言10
周年･日朝国交正常化をめざす全国集会(東京/4人参加)。9/14日朝平壌宣言10周年長野･上田･松本駅前で国
交正常化求め街頭宣伝(40人)。9/16ヤフェスタ2012(松本市/在日本朝鮮青年同盟県本部主催/全体500人、県
民会議100人)。9/22第11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170人)。9月オスプレ
イの配備中止を求める請願署名(14,653人)。9月坪井香(か)陽(よ)先生(中学校教諭)の懲戒免職処分取り消
しを求める長野地方裁判所あて要請署名の取り組み(12115人集約)。10/18県労組会議青女連絡会自然エネル
ギー環境学習会(長野市/20人)。10/19県公共交通対策会議学習会(長野市/90人/講師:黒川洸・計量計画研究
所代表理事、長野県新交通ビジョン検討委員会座長)。10/29-11/3国鉄闘争を継承する紋別・美幌の会県内
オルグ(県下12地区労組会議)。10月-11月金剛山歌劇団県内公演(10/18松本市1700人、10/19上田市1000人、
11/5長野市800人)。11/3信州護憲ネット第23回市民の憲法講座(松本市/オスプレイ･沖縄問題、講師:八木隆
次[平和フォーラム]/90人)。11/9-10第1回食とみどり、水を考える集い(長野市戸隠/20人/国有林の徐伐体
験作業/農業・水問題の学習会)。11/9-11第49回護憲山口大会(山口市/12人参加)。11/10部落解放共闘･人権
長野県集会(長野市/100人)。11/21県公共交通対策会議・新総合交通ビジョンに関する阿部知事要請(長野
市)。11/24-25朝鮮統一支持運動第30回全国大会(前橋市/5人参加)。11/30-12/1第44回食とみどり、水を守
る全国集会(大阪市/8人参加)。11月県民教育署名の取り組み(県あて19050人/国あて19175人)。12/1朝鮮学
校問題講演会(松本市/80人/講演:藤代隆介氏[北海道朝鮮初中高級学校教員])。12/6上伊那地区永久に不戦
を誓う集い(宮田村/250人/講師:山城博治[沖縄平和運動センター事務局長])。12/5部落解放県民共闘第36回
総会(長野市/80人)。12/17県交運総会(長野市/15人)。12/17金正日総書記死去1周年追慕式(松本市/15人参
加)。12/22日朝県民会議第35回定期総会(長野市/50人/講師:金志永[朝鮮新報平壌支局長])。2013/1/13朝日
友好新年会(松本市/全体で200人、県民会議60人)。1/27オスプレイ配備撤回!普天間基地閉鎖!東京集会(10
人参加)。1月信州大学・小山省三教授に対する不当解雇の撤回を求める活動が終結。2/11県護憲連合第58回
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定期総会(長野市/80人/講師:金子豊貴男[相模原市議会議員])。2/11県労組会議青女連絡会2.11反戦平和学
習会･デモ(松本市/80人)。1/11アジア・アフリカ支援米発送式(長野市/ＪＡ「国際協力田」と合同発送式/8
0人/計9ｔ送付[県民会議4ｔ])。2/15ＴＰＰ参加に反対する学習会(主催:ＪＡ長野県/10人参加)。2/15県交
運・県への交通政策要請(長野市/15名)。2/16又市征治・比例労組選対結成総会(長野市/50人)。2/16社民党
県総合選対会議(長野市/90人)。2/16又市征治講演会(長野市/300人)。2/16社民党前進パーティ(長野市/250
人)。2/23-24第46回全国(長野県)青年団結集会(千曲市/600人[県内250人])。◆｢9の日｣行動(年間/上田･松
本･長野)◆信州護憲ネット2012年会員数(年1000円,263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:12/11-,一袋3500円4956袋[1次]販売 一般物資:昆布・醤油、12年夏季86万円売上)。◆県労組会
議「21世紀の労働運動研究会」第6期講座(12/03-12/11年6回講座、80人会員登録、講師: 西山利昭(税理士)、
竹信三恵子(元朝日新聞記者/和光大学教授)、山口正人(社会保険労務士)、棗一郎(旬報法律事務所)、小川
英郎(ウェール法律事務所)、宮里邦雄(東京共同法律事務所)。◆県議会ごとに推薦議員と県会共闘会議を開
く(県労組会議/自治労/県職労/県議団:竹内久幸[長野市]、小島康晴[飯田市]、荒井武志[千曲市・埴科郡]、
中川博司[松本市])。
b.＝2012/3/11原発いらない!3・11福島県民集会(2人参加)。3/11サラバ原発!3・11松本集会(松本市/2000
人)。3/11サラバ原発!3・11長野集会(長野市/1000人)。3/24さようなら原発1000万人署名集約集会(東京/2
人参加)。3/25大飯原発再稼動反対集会(福井市/2人参加)。4/7-8第27回反核燃の日全国集会(青森市/2人参
加)。5月/福島原発からの避難者ネット「手をつなぐ3･11信州」への不要品拠出の取り組み。6/1-6/11被爆6
7周年非核平和行進(11地区/500人)。6/17大飯原発の再稼動を許さない緊急福井集会(福井市/3人参加)。6月
/市町村議会で大飯原発再稼動反対の意見書請願の取り組み。7月-8月/福島原発からの避難者ネット「手を
つなぐ3・11信州」支援の盛岡レーメン、栄村特産品の共同購入運動(販売実績:レーメン〔1000円/1293袋〕、
秘蔵っ娘そば〔1000円/524袋〕、栄村3点セット〔1200円/184袋〕、60万円を寄付)。7/17さようなら原発集会
17万人集会(東京/105人参加)。7/25北信地区「さようなら原発講演会」(講師:松永仁・柏崎弁護団/中野市/
110人)。7/29小木曽美和子さんを偲ぶ会にメッセージ送付。7月-8月/政府の「エネルギー・環境に関する選
択肢」に対するパブリックコメント提出の取り組み。8/10原水禁松本地区学習会(講師:吉田邦博さん〔南相
馬市/安心安全プロジェクト〕/松本市/150人)。10/28市民集会･脱原発2012in信州「福島からあなたへ」(長
野市/150人/講師:武藤類子[福島原発告訴団団長]、森永敦子(手をつなぐ3.11信州代表)。11/11さようなら
脱原再稼動反対大行進in松本(松本市/500人)。11/11忘れるなフクシマ!あきらめるな脱原発!11・11長野行
動(長野市/400人)。12/8「もんじゅ」を廃炉に!全国集会(敦賀市/4人参加)。2013/3/10つながろうフクシマ!
ひろげよう脱原発!3･10集会･デモ(松本市・長野市)◆「さようなら原発1000万人署名」98,863人を集約。◆
柏崎刈羽原発差止訴訟の原告団に県原水禁から涌井純生(北信地区憲法をまもる会)が参加。◆月1回市民団
体と脱原発共同学習会。

新 潟
a.＝2012/3/10さようなら原発新潟市民の会まとめ集会(新潟市/全体100名/地域組織主催)。3/15対県「「放
射線副読本」学校配布に関する申入れ」(県教委)。3/31-4/1公害弁護団連絡会40周年記念シンポジウム参加
(東京/1名)。4/4対昭電「水俣病潜在被害者救済」交渉、対環境省「水俣病特措法問題」交渉(東京/1名)。4
/7-4.9反核燃の日全国集会(青森県/2名)。4/10県知事宛「2012年度-2016年度における政策要望」書提出行
動(「憲法理念の実現を県政運営の基本姿勢にすること」をはじめとする6項目)。4/13対県「水俣病特措法
に係る要望」申入れ(新潟市/1名)。4/13北朝鮮のロケット打ち上げに対する日本政府の対応に関する声明。
4/21全港湾新潟リンコー分会青年部脱原発学習会(講師派遣)。4/20公正な証拠開示の法制化を求める院内集
会および署名提出行動参加(東京/1名)。4/24対環境省、水俣病特措法「非該当問題」交渉(新潟市/2名)。5/
1にいがた地区労メーデー集会・デモ(新潟市/全体600名/地域組織主催)。5/2県国際企画課朝鮮総連訪問対
応(新潟市/1名)。5/3憲法施行65周年街宣行動・チラシ配布等(新潟市/全体25名)。5/3ワークショップ「憲
法記念日―いま日本に必要なものは何か」参加(新潟市/2名/市民団体主催)。5/5新潟水俣病資料館講演会参
加(新潟市/1名)。5/12水俣病全国連会議・水俣病シンポジウム参加(東京/1名)。5/12-14復帰40年5・15沖縄
平和行進(沖縄県/28名)。5/16県人権・同和センター第11回総会・結成10周年記念式典参加(新潟市/3名)。5
/19第2期ワイズエネルギーライフ(WEL)研究会第1回講座(新潟市/20名)若い世代に運動を引き継ぎ、かつ各
自が原発問題を主体的に考えるこ。とを目標にした連続講座の第2期。。5/20映画「耳塚」上映会(文禄・慶
長の役での朝鮮人に対する残虐行為等に焦点を当てた映画)(新潟市/実行委員会参加)。5/20朝鮮学校を支援
する会全国交流会参加(東京/1名)。5/21北信越ブロック沖縄連帯キャラバン行動・県、新潟市表敬訪問・街
宣行動/2012年度護憲フォーラムにいがた総会・記念講演会「沖縄「日本。復帰」40年、サンフランシスコ
条約60年オキナワはいま」(講師・山城博治氏)(新潟市/全体150名)。5/24さようなら原発1000万人署名県内
目標24万筆達成記者会見(新潟市/2名)。5/27新潟・福島朝鮮初中級学校合同運動会訪問(新潟市/1名)。6/8
朝鮮学校を支援する県民の会役員会・日朝懇親会(新潟市/全体40名)。6/9細野環境大臣、水俣病「特措法問
題」交渉(新潟市/2名)。6/14県生活衛生課、水俣病「特措法非該当問題」交渉(新潟市/2名)。6/16第2期WEL
研究会第2回講座(柏崎/全体19名)。6/17新潟水俣病被害者の会・新潟水俣病共闘会議合同総会、記念講演(除
本理史大阪市立大学准教授)、水俣環境省第13回作文コンクール表彰式(新潟市/全体95名)。6/26新潟朝鮮初
中級学校訪問、授業参観・給食体験・交流(新潟市/全体80名)。6/29-30北信越ブロック第11回地域組織交流
集会(長野県/8名)。7/3部落解放新潟県共闘会議第17回定期総会(新潟市/全体30名)。7/4-5部落解放第44回
東日本研究集会(群馬県/2名)。7/11人権・同和教育指導者養成講座第1回(講師派遣)(新潟市/1名)。7/15映
画「ラブ沖縄＠辺野古＠高江」上映会参加(新潟市/市民団体主催)。7/16さようなら原発1000万人アクショ
ン10万人集会(東京/200名)。7/18水俣病特措法申請締切問題環境省前座り込み、署名提出行動(東京/2名)。
7/21第2期WEL研究会第3回講座(新潟市/全体15名)。7/23朴孟洙さん(韓国圓光大学)講演会「日韓100年平和
市民ネットワーク」との交流(新潟市/全体16名)。7/27水俣病特措法非該当者「異議申立」「再申請」県知事
申入れ(新潟市/1名)。7/30水俣病特措法締切抗議街宣行動(新潟市/2名)。7/31水俣病特措法「申請期限打ち
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切り抗議声明」会見。8/5オスプレイ配備反対全国一斉街宣行動チラシ配布等(新潟市/全体15名)。8/9講演
会「新しい平和の創り方-非暴力トレーニングの可能性」参加(新潟市/1名/市民団体主催)。8/10-11四日市
公害裁判判決40周年セミナー参加(三重県/1名)。8/15戦争犠牲者追悼平和を誓う8.15街宣行動チラシ配布等
(新潟市/全体25名)。8/24県内人権キャラバン出発式・市町村要請参加(各市/1名)。8/27高教組新潟水俣病
現地研修(講師派遣)。9/15第2期WEL研究会第4回講座(柏崎市/全体17名)。9/22新潟水俣病現地調査 新潟水
俣病の発生源である昭電や阿賀野川沿いの被害地を視察(阿賀野市他/66名)。10/2オスプレイの沖縄配備に
反対し、全国での低空飛行訓練をゆるさないための緊急打電行動。10/14日朝友好ミレフェスティバル2013
新潟朝鮮初中級学校を会場に、地元中学校や他県朝鮮学校の演奏・舞踊、抽選会など盛大に開催し交流。

を深めた。(新潟市/全体1100名/共催)。10/20第2期WEL研究会第5回講座(新潟市)。10/22武力で平和はつく
れな10・21国際反戦デー集会・デモ(新潟市/全体250名)。10/27-28新潟水俣病・福島交流ツアー(福島県/2
名)。11/8-11第40回護憲大会(山口県/24名)。11/14県平和センター第20回定期総会(新潟市)。11/18第2期WE
L講座第6回講座(三条市)。11/21人権・同和教育指導者養成講座第8講座(講師派遣)。11/30対県知事「新潟
水俣病地域福祉推進事業に関する申入れ」(新潟市/1名)。12/8不戦を誓う市民のつどい講演「領土問題を克
服する道-私たちにできること-」(佐々木寛国際情報大学教授)(新潟市/全体100名)。12/5「いのち・愛・人
権」柏崎展開催(展示パネル提供等)。12/19水俣病「水銀条約説明会」参加(新潟市/1名)。12/21対県、新潟
市、新潟朝鮮初中級学校の補助金に関する要請行動(2名)。2013/1/6講演会「どう生きるか!「改憲政治」の
ただ中で」参加(新潟市/2名/市民団体主催)。2/11日本人の歴史認識を考える2.11にいがた平和集会講演「新
潟・朝鮮交流の「希望の種」をまく-未来の出会いのために今できること-」(新潟。市/145名)。2/13対県「新
潟水俣病福祉推進事業等に関する申入れ」(新潟市/2名)。2/16水俣病特措法異議申立シンポジウム参加(東
京/1名)。2/16第2期WEL講座第7回講座(新潟市)。2/26朝鮮学校を支援する県民の会事務局会議・日朝交流懇
親会(新潟市)。2/27安芸教区過去帳閲覧事件に関する浄土真宗本願寺派新潟教区との確認と交渉(長岡市)。
3/16第2期WEL講座第8回講座(柏崎市)。
b.＝[反原発・脱原発(全国集会等を除く)]2012/3/21原発いらない県民集会in長岡(600人)。4/4大飯原発を
許さない緊急要請(関連4閣僚宛)。4/14原発運転差止め訴訟街頭宣伝(脱原発新潟県弁護団:20人)。4/22原発
運転差止め訴訟意思統一集会(弁護団・市民の会共催:200人)。4/23原発運転差止め訴訟提訴行動(原告・弁
護団・市民の会共催:100人)。5/10新潟県への申入れ・交渉(再稼働問題、県民の会:10人)。5/11福島原発事
故告訴団激励集会(福島事故告訴団に連帯:60人)。5/25吉川広一さんを偲ぶ会(実行委員会:200人)。5/30核
燃料搬入抗議行動(1号機・232対、県民共闘:200人)。6/27県原子力安全対策課との意見交換会(技術委員会
のあり様等:10人)。7/12原発運転差止め訴訟第1回口頭弁論(100人)。7/22原発ハイロ県民集会(兼原水禁県
民集会、県原水禁・県民の会:300人)。8/12エネルギー環境会議パブリックコメント(原発0問題:県原水禁)。
8/30-31フクシマ原発震災シンポジューム(KKの会主催)。9/1アニーガンダーセンさんの話を聴く会・集会(2
00人)。9/7新潟県への申入れ・交渉(技術委員の解任等:15人)。10/15原発運転差止め訴訟第2回口頭弁論・
第2陣提訴(80人)。11/18原発再稼働を許さない県央集会(県民の会を含む実行委員会:200人)。11/19脱原発
法制定を求める県民集会(県民の会:200人)。11/27新潟県への申入れ・交渉(技術委員の解任等:10人)。2013
/1/25技術委座長宛公開質問状(福島原発事故「津波」主因説コメント抗議)。2/4原発運転差止め訴訟第3回
口頭弁論(80人)。2/5新潟県への申入れ・交渉(技術委員の利益相反・解任等:15人)。2/7技術委座長罷免・
辞任要求(利益相反問題＜座長電中研から寄付受領＞)。2/11原子力災害指針へのパブリックコメント(原子
力規制員会:原水禁)。2/15新潟県交渉(鈴木賢治技術委座長罷免問題)。3/10福島原発震災2周年・ハイロを
求めるつどい(弁護団・市民の会:400人)。[その他]原発運転差し止め訴訟弁護団会議(開催の都度出席)。県
技術委員会傍聴・監視(開催の都度)。※主催者明示していないものは県民の会⇒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。※KKの会⇒柏崎刈羽原発の閉鎖を訴え
る科学者技術者の会。※弁護団⇒脱原発新潟県弁護団。※市民の会⇒東電柏崎刈羽原発差止め市民の会。[核
兵器廃絶]2012/4/21第50回原水禁定期総会(80人)。6/4新潟県原爆被害者の会(新友会)定期総会(連帯)。6/7
-15被爆67周年非核平和行進(県内、延べ約500㎞、1,000人)。7/22被爆67周年原水爆禁止県民集会(兼ハイロ
集会:300人)。8/6-9原爆死没者追悼集会・パネル展(後援)。10/17第45回原爆死没者追悼式(後援)。2013/2/
13北朝鮮第3回核実験抗議(朝鮮労働党第一書記 金正恩宛)。[各地の原爆ぬりえ展]7/24-31新潟239枚。8/2
3-29新津46枚。8/1-10五泉280枚。7/28-8/18三条100枚。8/24-31長岡239枚。8/11-20南魚沼132枚。8/10-8/
31北魚沼181枚。7/28-8/9十日町140枚。7/28-8/11柏崎227枚。8/4-10上越420枚。8/15-30糸魚川148枚。7/2
9-8/4新発田43枚。10/29日-11/2フクシマ原発事故写真展 田上町役場。

富 山
a.＝2012/3/8八の日行動・国際女性day行動(県内JR3駅.早朝街宣/ビラ配布50名)。3/19TPP交渉の参加に反
対し、暮らしを守る富山県民集会(富山市.250名)。4/27とやまSEIJIスクール(富山市.150名)。5/1アジア・
アフリカ支援米田植え(滑川市.40人)。5/3憲法キャラバン(県内4ブロック)。5/23沖縄連帯北信越Ｂキャラ
バン富山県民集会(富山市.150名)。5/27呉羽勤労協結成30周年コンサート・講演の集い(富山市.300名)。6/
19第6回さわやかコンサート(富山市.260名)。6/26食・水・みどり学習会(富山市)。7/14並行在来線と公共
交通の明日を考える集い(富山市.250名)。7/26-8/10第29回平和をつなぐ親子の映画会(県内17会場1,985名)。
8/1不戦の誓い集会(富山市.150名)。8/8八の日行動(県内JR3駅.早朝街宣/ビラ配布50名)。8/26アジア・ア
フリカ支援米稲刈り(滑川市.40人)。9/7とやまSEIJIスクール(富山市.150名)。9/8平和友好祭富山県祭典(富
山市.70名)。10/12公共交通を守る富山県民ネットワーク結成総会(富山市.60名)。10/19国際反戦day集会・
デモ(富山市.200人)。10/20第7回さわやかコンサート(高岡市.600名)。11/23高橋哲哉講演会(富山市.150
名)。12/1I女性会議富山県本部総会・結成30周年記念レセプション(富山市)。12/7八の日行動(県内JR3駅.
早朝街宣/ビラ配布50名)。12/8加害者としての戦争を考える12.8集会(高岡市.110名)。12/20憲法擁護富山
県民連合第49回定期総会(富山市.60名)。12/21食みどり水を守る県民会議第32回総会(富山市.40名)。2013/
1/15県平和運動センター旗開き(富山市)。1/19又市後援会総会・2013躍進の集い(富山市.400名)。2/11第5
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回憲法フェスタ・9条の会富山定期総会・記念講演会(富山市.500名)。2/20日音協富山県支部第39回定期総
会(富山市)。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)。
b.＝2012/毎週水曜日「ランチタイムアピール(北陸電力前で座り込み行動)」。3/4ミツバチの羽音と地球の
回転上映会(高岡市.200名)。3/18森住卓講演会・ピースウォーク(富山市.180名)。4/28-29青木泰講演会(高
岡市・富山市・立山町)。5/16対富山県震災ガレキ関連申し入れ行動。6/7-14非核・平和行進/自治体・議会
要請行動(県内一円)。6/16非核平和行進ウオークinとやま(富山市.50名)。6/27北陸電力株主総会抗議集会(富
山市)。7/21富山県地方自治研究集会(富山市.150名)。8/1原水禁富山県民会議第26回定期総会(富山市.80
名)。8/6-9第26回反核・平和の火リレー(県内一円)。8/18志賀原発再稼動を許すな!北電本社総行動(富山市.
750名)。9/18志賀原発訴訟・富山県原告団会議(富山市.20名)。10/9渡辺満久講演会(氷見市.200名)。11/17
対北陸電力申し入れ行動(富山市)。2013/3/9とめよう志賀再稼動3.9富山アクション(富山市.600名)。他に、
静岡・青森・福島・広島・長崎・東京・柏崎・敦賀・志賀・沖縄等の各集会に多数参加。

石 川
a.＝2012/5/3憲法集会・デモ 輝け9条!憲法施行65年集会(ジェームス三木) 九条ネット・石川 150名。5/
10-13沖縄復帰40周年「5/15平和行進」沖縄県 8名。5/24沖縄連帯集会(山城博治) 180名 街頭宣伝。6/1「レ
ッド・フラッグ」参加中止申し入れ 小松市 小松基地。6/4小松基地正面ゲート前「レッド・フラッグ」合
同演習反対集会 90名。6/29-30北信越ブロック地域組織交流集会(道田哲朗)。6/29小松基地爆音訴訟総会(山
城博治) 原告団。6/30「秘密保全法」に反対する市民集会に参加。7/3-6.23闘争「脱原発と沖縄」集会(中
村照夫)平和セ青年女性部 89名。7/19小松基地爆音訴訟第13回公判 原告団。7/19県職労金沢地区脱退問題
で協議。8/3小松基地、小松市へ訓練中止申し入れ。8/4早朝「土日、夜間、早朝訓練反対」小松基地ゲート
前集会 60名。8/4「大東亜聖戦大碑」の撤去を求める集会 30名。9/9沖縄県民集会(オスプレイ配備阻止)に
小松より参加。9/20小松基地航空祭中止申し入れ。9/28第13回定期総会(結成以来始めて、衆議院選挙に候
補者を推薦)。10/22-10.21国際反戦デー沖縄と連帯集会(長田孝志) 平和セ青年女性部 84名。11/3公布66
年記念集会・デモ 輝け9条!憲法公布66年集会(池田香代子) 九条ネット・石川 200名。12/3金沢市労連、
金沢地区平和センターを脱退。12/14「南京大虐殺」証言会 聖戦大碑撤去の会。12/21社民党県連、県平和
センター構成組織に家宅捜索。2013/1/29陸上自衛隊の「白昼!市内行軍訓練」中止を求める申し入れ 9人
県平和運動センター、県勤労連合会、金沢地区平和センター、金沢市勤。労協連合会、社民党県連。※2/

5-40キロを白昼、迷彩服に武器を携行して行軍訓練を強行(津幡町→かほく市→内灘町→金沢市)。2/8「憲
法改悪の動きについて」講演会(川本 樹) 県平和セ青年女性部。2/11第11回建国記念の日を考える市民集
会(「竹島を考える」 池内 敏名大教授) 聖戦大碑撤去の会。2/23「自民党の憲法草案批判」集会(岩淵
正明) 憲法を広める会。2/25小松基地騒音訴訟公判傍聴行動 原告団。2/28「いま、福島と沖縄を思う」(高
橋哲哉) 人権フォーラム石川。3/9「秘密保全法」について考える 金沢弁護士会。3/30憲法を守る講演集
会(渡辺 修一橋大学名誉教授) 9条ネット・石川。
b.＝2012/3/11フクシマ一周年集会(郡山市) 21名。3/13自治労石川県本部に対し、脱原発運動への参加を求
める協議。3/24さよなら原発1000万署名提出集会に参加。3/25大飯3,4号機の再稼働に慎重な判断を求める
市民集会 6名。4/20再稼働阻止石川県申し入れ 平和セ、社民、原水禁。4/22田中美絵子代議士へ「脱原発」
要請。4/23近藤和也代議士へ「脱原発」要請。5/15自治労石川県本部へ6/10「脱原発」集会の参加要請。5/
27平和センター連携議員団「脱原発」学習会。6/1-2金沢平和セ「いわき市現地視察研修」14名。6/3「大飯
原発3,4号炉再稼働に慎重な」緊急集会 福井市 6名。6/9石川県原子力防災訓練 全日監視行動 社民党、
平和セ、現地平和セ。6/10「大飯を止めて原発ゼロに!」集会 「さよなら!志賀原発」実行委 2000名。6/11
石川県へ「大飯を止めて原発ゼロに!」集会決議文提出 「さよなら!志賀原発」実行委。6/12「志賀原発を
廃炉に」訴状確認集会 原告団。6/13河北地区「非核・平和」集会 地区平和セ、原水禁。6/15奥能登地区「非
核・平和」行進・集会(珠洲市)地区平和セ、原水禁。6/16中能登地区「非核・平和」行進・集会 地区平和
セ、原水禁。6/18金沢平和セ「非核・平和」行進・集会 白山平和セ「非核・平和」行進・集会。6/19南加
賀地区「非核・平和」行進・集会 地区平和セ、原水禁。6/22ガレキ搬入問題で金沢市労連(自治労)と協議
金沢平和セ。6/25「志賀原発を廃炉に!」訴訟原告団結団式。6/26「志賀原発を廃炉に!」金沢地裁に提訴
原告団。7/16さようなら原発全国集会 代々木公園 87名。7/20 2012原水禁世界大会参加者学習会 14名。7/
22中越地震5年「脱原発」集会に参加。7/26石川県へ「再稼働反対」申し入れ 「さよなら!志賀原発」実行
委。7/27ストレステスト意見聴取委員(後藤政志氏)「志賀原発視察を終えて」記者会見。8/2石川県「S-1活
断層」再稼働反対申し入れ 「さよなら!志賀原発」実行委。8/4-6原水禁広島大会13名 8/7-9原水禁長崎大
会8名。8/18志賀原発再稼働を許すな!北電本社総行動 富山市 34名。8/20「志賀原発を廃炉に」訴訟 街頭
宣伝 署名・カンパ 原告団。8/31志賀原発「S-1は活断層!」(渡辺満久)講演会 「さよなら!志賀原発」実
行委 300名。9/1志賀原発を視察した渡辺満久氏 記者会見「S-1断層は活断層」。10/3「志賀原発を廃炉に」
訴訟第一回口頭弁論 原告団。10/9志賀原発社民党(福島党首ほか)調査団と協議 社民党県連、県平和セン
ター。10/21「S-1活断層チラシ」志賀町(羽咋郡市)ポスティング 25,000枚 延べ100名「さよなら!志賀原
発」実行委改め「さよなら!志賀原発」ネットワーク。10/29-11/11 全県で「S-1活断層チラシ」配布行動
5千枚 各地区平和センター。11/7 桑原元代議士と、自治労県本部に対し脱原発運動へ参加を呼びかけ。1
1/24「志賀原発を廃炉に!」訴訟 街頭宣伝 原告団。12/8「もんじゅを廃炉に!」全国集会 59名。12/14
第2回「志賀原発を廃炉に!」口頭弁論 記者会見・報告集会 原告団。2/6「志賀原発を廃炉に!」第2次提
訴 記者会見・報告集会 原告団。3/2-3.11二周年「私たちは、フクシマを忘れない」集会 「さよなら!
志賀原発」ネットワーク。3/19「志賀原発を廃炉に」申入れ 石川県などへ 「さよなら!志賀原発」ネッ
トワーク。3/「地域防災計画(原子力災害対策編)」に対する申入れ 平和センター、原水禁、社民党。

福 井
a.＝2012/4/22アースディ越前、5/3憲法記念日集会、5/14-15北信越ブロック会議、5/18労魂賦慰霊祭、5/2
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5沖縄連帯集会、6/3-4日本勤労協全国総会、6/4自衛隊のレッドフラッグ演習参加反対小松早朝集会、6/2坂
井市勤労協総会、6/10永平寺町勤労協総会、6/26公共交通利用促進街宣・ビラまき、6/29-30北信越ブロッ
ク地域組織交流会、8/1ちょっといつて講座、8/24鶴彬こころの軌跡上映会、8/25坂井・あわら市民自治研
センター設立総会、8/26坂井市勤労協夏休み親子映画会、9/25横須賀基地空母母港化反対全国集会、9/26-2
7平和フォーラム責任者会議、9/27アジア・アフリカ支援米作業、10/7グリーンフェァー、10/27国民の食料
を守り、農業を考える会総会、10/31-1北信越ブロック会議、11/4オスプレイ全国集会・東京、11/8ＴＰＰ
問題で大野・勝山地区合同学習会、11/9-11第49回護憲大会、11/16福井県地方自治研究センター20周年記念
講演会、11/26アジア・アフリカ支援米発送式。2013/1/27坂井市勤労協日本原電視察、2/6日本勤労協東海
・北陸ブロック会議、2/7ちょっといつて講座、2/12北信越ブロック会議、2/28-1平和フォーラム活動者会
議・ビキニデー集会。
b.＝2012/3/25大飯3・4号機の再稼働に慎重な判断を求める市民集会、3/26大飯3・4号機の再稼働反対県申
し入れ、3/30県原子力安全委員会傍聴行動(4/4、4/16、4/25、5/8、5/21、6/10にも県安全委員会開催)、4/
7-8反核燃全国集会、4/16県原子力安管協、4/14大飯原発再稼働問題で枝野経産大臣の来庁にあわせた抗議
行動、4/17大飯原発再稼働問題で県申し入れ、6/3いのちが大事 なぜいま再稼働!ふくいでつながろう市民
集会、6/4細野原発担当大臣の来庁にあわせて抗議集会、6/10大飯を止めて原発ゼロに石川県集会、6/12チ
ェルノブイリ視察報告集会・中部、6/17いのちが大事 なぜいま再稼働!ふくいでつながろう全国集会、7/1
6さようなら原発10万人集会、7/19チェルノブイリ視察報告集会・福井、7/22中越沖地震5周年「原発ハイロ
新潟集会」、7/29小木曽美和子さんを偲ぶ会、7/30菅前総理との原発問題で意見交換会、8/3県原子力安管協、
8/7-原水禁長崎大会、8/18志賀原発再稼働反対北陸電力本社包囲行動、9/20もんじゅ全国集会事務局会議、
10/11もんじゅ問題で文科省交渉、10/22県原子力安管協、12/7もんじゅ問題で県・敦賀市などに申し入れ、
脱原発全国活動者交流会、12/8もんじゅ全国集会。2013/1/15県原子力安管協、2/19アイ女性会議原発学習
会。

静 岡
a.＝2012/3/5たちかぜ裁判控訴審、4/18.6/18.9/12.11/26も。3/30静岡・沖縄を語る会 沖縄映画上映会。
5/10-15復帰40年沖縄平和行進・復帰式典糾弾する5.15県民集会。5/20高校生平和大使選考会。5/3憲法フォ
ーラムinしずおか 田中伸尚講演会 200。5/9金日成主席生誕100周年記念･日朝友好の集い。6/24日朝友好
静岡県民会議第22回定期総会･記念講演会 20。7/24オスプレイ普天間配備と国内低空飛行訓練反対を求める
要請。8/22たちかぜ裁判6周年記念集会。8/31｢オスプレイ配備がなぜ危険か｣講演会(主催、社民党) 50。9/
8沖縄県道104号線越え実弾射撃訓練の東富士での実施とオスプレイ派遣に 166。10/20東海ブロック第8回
憲法フォーラム 18。10/24第32回憲法擁護静岡県民連合定期総会 18。10/24-2013年度憲法9条を擁護し、実
現する会定期総会 20。11/12静岡市平和行政推進に関する要請行動。11/22浜松市平和行政の推進要請。11/
4止めるぞ!オスプレイの沖縄配備 許すな! 低空飛行訓練全国集会 23。11/9-11第49回護憲大会 11。12/2
0第20回県平和・国民運動センター総会 45。12/23オスプレイ配備反対!米兵による凶悪犯罪事件糾弾!怒り
の御万人大行動・神奈川行動。
b.＝2012/3/1久保山愛吉さん墓前祭 37。3/1ビキニデー全国集会 173。3/11福島県民大集会 12。3/13原発
韓国視察団来静。3/24さようなら原発集約集会 61。3/2県、中部電力、周辺市町申し入れ行動 20。4/14広
瀬隆講演会。6/17大飯原発再稼働決定に対する抗議声明。6/6高校生平和大使選考結果記者会見。7/16さよ
うなら原発10万人集会 327。7/2-3東海ブロック福島現地視察。7/22第1回高校生1万人署名(7/29 11/18 12/
16)。7/27原水禁静岡県民会議総会・結団式 20。7/28原水禁福島大会 2。8/18-25高校生平和大使国連派遣(海
外8/19-24)。8/4-6原水禁広島大会 20。8/7-9長崎大会 10。9/30高校生平和大使・長崎派遣代表報告会 50。
10/10-11外務省訪問・第5福竜丸記念館。12/7-8もんじゅを廃炉へ!全国集会。2013/1/19村田光平講演会(原
発震災を防ぐ全国署名連絡会主催) 。

愛 知
a.＝2012/10/20東海ブロック第8回憲法フォーラム(岐阜) 飯島滋明名古屋学院大学准教授 22人。11/9-11
第49回護憲大会 10名。11/4止めるぞ!オスプレイの沖縄配備 許すな!低空飛行訓練11・4全国集会27名。12
/23オスプレイ配備撤回!米兵による凶悪事件糾弾! 怒りの御万人大行動 4名。
b.＝2012/1/19さよなら原発1000万人アクション街頭署名行動(名古屋市)。2/12東海ブロック脱原発集会(静
岡市)55名。3/1被災58周年ビキニ・デー集会5名。3/2浜岡原発廃炉に関する自治体要請行動。3/11-12福島
県民集会及び平和フォーラム全国活動者会議3名。7/2-3東海ブロック会議福島視察。7/18原水禁平和行進68
名。8/4-6被爆67周年原水禁世界大会広島 56名。

三 重
a.b.＝[集会開催]2012/5/3憲法を考えようフォーラム 前泊博盛・沖縄国際大学院教授 200人。7/26非核・
平和行進(県庁前公園-津駅前)120人、7/9-10「平和市長会議」未加盟7町への要請、7/12-13県・市長会・町
村会への平和行政推進の要請。8/11平和を者える集いin玉城(三教組主催・後援)約300人。9/22フォーラム
平和・三重第13回総会。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【中止】。2013/3/9「2
013WORLD PEACE NOW in みえ」さようなら原発1000万人アクション三重県集会 -つながろうフクシマ!原
発大行動- 300人。[東海B]2012/7/2-3福島視察。10/20第8回憲法フォーラム 25人。[各種集会] 2012/3/1
被災58周年ビキニデー全国集会27人。3/2原発立地周辺市町要請行動、静岡県・中部電力申し入れ行動。3/1
1-12原発はいらない福島県民大集会・平和フォーラム全国活動者会議。3/13迅速なTPP交渉交渉に反対し、
食料・農業・農村を守る生産者・消費者行動。3/24さようなら原発1000万人署名集会。3/25大飯原発3,4号
機の「再稼働」に慎重な判断を求める市民集会27人。4/20ガッティンナラン!沖縄差別集会。5/10-13ピース
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アクション沖縄平和行進・東コース39人。5/26講演会「さようなら原発」。6/6「さようなら原発1000万人署
名」第一次集約集会。7/16さようなら10万人集会140人。8/4-6被爆67周年原水爆禁止世界大会・広島大会
大人団74人 子ども派遣団38人 高校生代表団10人。9/13日朝平壌宣言10周年 日朝国交正常化をめざす全国
集会。9/30JCO臨界事故13周年集会。10/13さようなら原発1000万人アクション日比谷集会。11/4止めるぞオ
スプレイの沖縄配備許すな!低空飛行訓練全国集会。11/9-11第49回護憲大会19人。12/8もんじゅを廃炉へ!
全国集会7人。2013/1/27オスプレイの沖縄配備撤回を求める東京集会。2/11「建国記念の日」を考える集い。
2/27原発立地周辺市町要請行動、静岡県・中部電力申し入れ行動。2/28被災59周年ビキニデー集会22人。3/
23原発のない福島を!県民集会。[署名]さよなら原発1000万人署名186,827筆。ふたたび被爆者をつくらない
決意を世界に!現行法改正を求める請願署名27,166筆。「東京大空襲訴訟＞東京高裁判決に向けた団体署名31
団体。オスプレイの普天間基地への配備中止を求める請願署名25,959筆。リバティおおさか存続を求める署
名12,992筆。東京大空襲訴訟緊急最高裁宛団体署名14団体。

岐 阜
a.＝2012年/5/10-13沖縄復帰40年平和行進、県民集会3名。6/9部落解放同盟岐阜県連合会第33回定期大会。
8/28部落解放同盟岐阜県連合会 岐阜県との意見交換会3名。9/8沖縄県道104号線超え実弾射撃訓練の東富士
演習場での実施とオスプレイ派遣に反対する県民集会7名。9/13在日朝鮮人歴史・人権月間学習会46名。10/
20東海ブロック第8回憲法フォーラム集会(岐阜83名)。11/7-9日 部落解放第47回全国研究集会3名。11/9-1
1第49回憲法理念の実現をめざす護憲大会11名。11/19第22回部落解放講座13名。12/7部落解放・人権政策確
立要求岐阜県実行委員会第28回総会。2013/3/23原発のない福島を!県民大集会3名。
b.＝2012/3/1被災58周年3･1ビキニデー3名、久保山愛吉墓前祭2名。3/3-4さようなら原発 第6・7回戸別訪
問署名活動13名。3/10さようなら原発 第8回街頭署名行動13名。3/11さよなら原発ぎふ・パレード120名。3
/11福島県民大集会3名。3/24さようなら原発1000万署名集約集会9名。3/25大飯原発3・4号機の「再稼働」
に慎重な判断を求める市民集会4名。4/21さようなら原発 第9回街頭署名行動20名。さようなら原発 第8回
戸別訪問署名行動7名。5/19さようなら原発 第10回街頭署名行動19名。5/26さようなら原発 第9回戸別訪問
署名行動6名。6/6さようなら原発 1000万署名集約集会7名。6/17大飯原発の再稼働を許さない緊急集会12名。
7/2-3東海ブロック福島視察2名。さようなら原発 第11回街頭署名行動19名。7/16さようなら原発 10万人集
会86名。7/24「反核・平和集会」岐阜121名。7/28-29被爆67周年原水禁世界大会 福島大会3名。8/4さよう
なら原発 第12回街頭署名行動17名。8/4-6被爆67周年原水禁世界大会 広島大会14名、うち子供4名。8/7-9
長崎大会4名、うち子供1名。8/7さよなら原発・ぎふ主催「エネルギー・環境の選択肢に関わる意見聴取会」
3名。9/15「原発ゼロだぜぇ」集会24名。10/13さようなら原発集会in日比谷9名。11/4「止めるぞ!オスプレ
イの沖縄配備、許すな!低空飛行訓練」全国集会2名。12/8もんじゅを廃炉へ!全国集会7名。2013/2/28-3/1
被災59周年ビキニデー2名。3/9「つながろうフクシマ」さようなら原発大行動5名。3/10さよなら原発ぎふ
パレード35名。3/11さようなら原発講演会53名。

滋 賀
a.＝2012/10/27日米合同軍事演習反対あいば野集会。2013/2/11これでいいのか日本 平和・靖国・憲法・
教育・人権そして貧困を考える2013滋賀集会。
b.＝2012/7/10.11.12原水爆禁止自治体要請行動。2013/2/14朝鮮民主主義人民共和国の3回目の核実験実施
に対する抗議行動。3/10原発のない社会へびわこ集会。「普通の生活」上映チケット協力。

京 都
a.b.＝2012/3/17チェルノブイリ・フクシマ京都の集い(アスニー京都)35人。3/25大飯原発再稼働反対集会
(福井)2人。3/29大飯原発再稼働反対自治体要請行動2人。4/19京都平和フォーラム総会。7/16さようなら原
発10万人集会(代々木公園)8人。7/28原水禁世界大会(福島)4人。8/4-6原水禁世界大会(広島)21人。8/7-9原
水禁世界大会(長崎)7人。10/27日米軍事演習反対!あいば野集会(高島)26人。119-11第49回護憲大会(山口)9
人。12/8もんじゅを廃炉へ全国集会(敦賀)37人。2013/3/9つながろうフクシマさようなら原発大行動(明治
公園)3人。3/17チェルノブイリ・フクシマ京都の集い(ハートピア京都)50人。3/ 23原発のない福島を!県民
大集会(福島)。

大 阪
a.＝2012/3/19イラク・アフガン戦争を問い直す講演集会 中之島公会堂250名。4/16TPP加盟反対!慎重な対
応を求める集会 中之島公会堂800名。5/2憲法施行65年憲法集会(協力)大阪府教育会館300名。5/13日沖縄平
和行進・普天間基地包囲行動・県民集会 宜野湾海浜公園屋外劇場150名。5/24教育破壊・公務員攻撃を許さ
ない集会 エルおおさか250名。6/1日大阪平和人権センター第20回定期総会 PLP会館。7/24大阪市2条例廃案
・改革プラン撤回をめざす集会 PLP会館250名。8/5オスプレイの普天間基地配備と全国運用反対の緊急集会
西梅田公園200名。8/6故金大中大統領3周忌記念会 東区民ホール。 9/14日朝ピョンヤン宣言10カ年のつど
い(協賛)北区民ホール500名。10/8うちらの大阪!みんなで考えよ!-大阪の平和・人権・男女共同参画・福祉
を考えるシンポジウム エルおおさか800名。10/24公務労働と教育政策・市政改革プランを問う集会 エルお
おさか270名。10/27あいば野日米合同演習反対集会 高島市今津住吉公園400名。10/28戦争あかん!基地いら
ん!2012関西集会(協賛)エルおおさか500名。11/9-11第49回護憲大会(山口)26名。2013/3/22イラク戦争10年
の検証in大阪 エルおおさか。
b.＝2012/3/11さよなら原発関西1万人行動 中之島公会堂・公園・剣先公園。3/24さよなら原発1000万人署
名集約集会 東京日比谷野音。5/12ノーモア チェルノブイリ ノーモアフクシマ関西のつどい 天王寺区民セ
ンター300名。5/27あかんで!大飯・伊方の再稼動関西行動 扇町公園2200名。7/13-24非核・平和行進 大阪
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府下7地域で実施。7/16さよなら原発10万人集会 東京代々木公園。8/1被爆67周年原水禁世界大会参加者大
阪結団集会 PLP会館40名。7/28被爆67周年原水禁世界大会福島大会。8/4-6ヒロシマ大会99名。8/7-9ナガサ
キ大会28名。12/8もんじゅ廃炉に全国集会 敦賀100名。2013/3/10さよなら原発関西2万人行動 中之島公園
・剣先公園。

兵 庫
a.b.＝2012/5/10-13沖縄平和行進11人。7/16さようなら原発10万人集会50人。7/24被爆67周年非核・平和行
進(北摂コース)引継ぎ。7/28-8/9被爆67周年原水禁大会・福島1人・広島29人・長崎9人。10/27日米合同軍
事演習反対あいば野集会10人。11/9-11第49回護憲大会8人。12/8もんじゅを廃炉へ!全国集会14人。12/22-2
3オスプレイ配備撤回御万人大行動。2013/2/10フォーラムひょうご学習会86人 講演「震災後2年目を迎える
福島の現状と課題」大槻研司さん。

奈 良
a.b.＝2012/3/11さよなら原発関西1万人行動70名。3/11福島県民集会3名。4/16沖縄平和行進学習会と結団
式18名。4/21脱原発1000万署名青山住宅地30名。4/28日脱原発1000万署名JR奈良駅35名。5/10-16沖縄平和
行進9名。5/26脱原発1000万署名橿原住宅地29名。6/3大飯原発再稼動反対集会15名。7/18さよなら原発10万
人集会46名。7/27非核・平和行進105名。原水禁大会7/28-29福島大会。8/4-9広島6名 長崎12名。8/25オス
プレイ配傭反対緊急県集会75名。9/8-11オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会3名。10/27日日米合同軍事
演習反対あいばの集会14名。11/9-11護憲大会6名。

和歌山
a.b.＝2012/3/1ビキニデー集会 静岡2名。3/11さようなら原発関西1万人行動 大阪中之島公会堂150人。3/1
1原発いらない!福島県民大集会2名。3/12平和フォーラム全国活動者会議。3/20広河隆一講演会&写真展(主
催:9条ネットわかやま)ビック愛。3/24さようなら原発1000万人署名集約提出集会 日比谷野音。4/7第27回4.
9反核燃の日全国集会(青森)。4/16TPP加盟反対!慎重な対応を求める4・16大阪集会 大阪中之島公会堂。4/2
8第83回県中央メーデー集会(焼き鳥他出店)。5/10-14ピースアクション2012復帰40年沖縄平和行進4名。5/2
6「さようなら原発」講演集会 日本教育会館。6/2橋下政治『ハシズム』とは何か 講師・大内裕和中京大
学教授 プラザホープ 110名。6/6さようなら原発1000万人署名第1次集約集会 日比谷野音。7/14被爆67周年
非核・平和行進 和歌山市庁舎前-市駅前 約300人。7/16さようなら原発10万人集会 代々木公園24人。7/29
小木曽美和子さん偲ぶ会 福井。8/7-9被爆67周年原水禁世界大会・長崎大会9名。8/8第34回和歌山市労福協
定期総会&講演会。9/9オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会。9/26-27平和フォーラム各都道府県組織・
中央団体責任者会議。9/28「オスプレイ配備の危険性」「フクシマと沖縄『国策の被害者』生み出す構造を
問う」講師・前田哲男(軍事ジャーナリスト) ふくふくセンター95名。10/3平和フォーラムボーリング大会1
4チーム42名。10/8「大工哲也 沖縄を歌う」9条ネット主催 和歌浦キュービック250人。10/13さようなら
原発集会in日比谷。10/17「平和フォーラムをとりまく情況と運動課題」講師・福山真劫共同代表 ふくふく
センター53名。10/27日米合同軍事演習反対!あいば野集会 高島市。10/31オスプレイ普天間基地強行配備に
対するアメリカ大使館への抗議要請はがき行動。11/4止めるぞ!オスプレイの沖縄配備許すな!低空飛行訓練
全国集会 東京芝公園。11/9-11第49回護憲山口大会8名。11/15金剛歌劇団和歌山公演舞踊ミュージカル『春
香伝』 市民会館。12/7もんじゅ廃炉全国集会 敦賀市。12/9「ふるさとをください」上演会 市民会館。201
3/1/16県平和フォーラム新春の集い ダイワロイネットホテル89名。1/27オスプレイの沖縄配備撤回を求め
る東京集会 日比谷野音。2/20「危機をどう乗り越えるか-政治の右傾化が進む中で-」講師・山口二郎北海
道大学教授 プラザホープ105名。2/24朝鮮学校芸術際。2/28-3/1ビキニデーと平和フォーラム全国活動者会
議 静岡。3/10さようなら原発関西2万人行動 大阪中之島公園。3/14「沖縄から民主主義の熟度問う・憲法
・普天間・オスプレイ」講師・松元剛琉球新報政治部長論説委員 プラザホープ。

鳥 取
a.＝2012/3/9米海軍第7艦隊掃海艇｢パトリオット｣の境港入港に対する抗議の申し入れ。5/3憲法記念日講演
会(とりぎん文化会館、講師:中山千夏、参加者110人)。6/26第33回定期総会、DVD「映画 三池 終わらな
い炭鉱」鑑賞会(教育会館:27人)。8/15敗戦記念日街宣活動、オスプレイ署名(鳥取駅前:16人)。9/30オスプ
レイ配備反対岩国市民大集会(岩国市:6人)。11/5オスプレイ訓練反対街宣活動(鳥取駅前:12人)。11/9-11護
憲第49回大会(山口市:15名)。11/12オスプレイ訓練反対街宣活動(鳥取駅前:16人)。11/18護憲フォーラム学
習会・田村順玄さん(人権交流プラザ:59人)。
b.＝2012/3/11脱原発署名・街宣行動(鳥取市、19人)。3/18脱原発学習会(原水禁主催:約90人)。8/4-9原水
禁世界大会(広島・長崎)。8/6鳥取県原爆死没者追悼・平和式典参加。2013/3/11脱原発に向けた街宣行動お
よび東日本大震災問題7名で鳥取駅中心に実施。3/24「3.11を忘れるな!さようなら原発inとっとり集会」開
催 『原発と私たちの生活を考える』福島は何を語りかけ、島根原発は住民と共存できるのか。

島 根
a.＝2012/5/3「憲法9条は世界の宝」5.3メイク・ピースの集い(フォトジャーナリスト:郡山総一郎氏講演会)
(実行委:300人)。6/7平和フォーラムしまね第13回総会(40人)。10/5オスプレイの沖縄配備に反対する抗議
打電行動(内閣総理大臣、外務・防衛大臣宛)。10/15自衛隊軍事出雲市中パレード中止の申入れ。11/9-10第
49回護憲大会(57人)。11/12オスプレイの普天間基地への配備に抗議するハガキ行動。11/17第17回平和・人
権・環境を考える集い(後援:100人)。2013/2/11映画「ウリハッキョ」上映会(89人)。
b.＝2012/3/14.26さよなら島根原発ネットワークで周辺自治体申入れ(雲南市・出雲市へ:実行委)。3/23島
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根原発住民アンケート結果記者発表(共催)。3/27島根原発住民アンケート結果を元に島根県・松江市・中国
電力へ申入れ(共催)。3/27島根原発再稼働反対を民主党島根県連へ申入れ(主催)。3/31映画「チェルノブイ
リ・ハート」上映会(実行委・242人)。4/7映画「ひろしま」上映会。4/15講演会「低線量被爆に向き合う-
チェルノブイリからの教訓」(実行委:85人)。5/9さよなら島根原発ネットワーク署名、島根県知事提出(実
行委)。5/5さよなら島根原発ネットワーク街頭署名(実行委)。5/11-13沖縄平和行進(18人)。映画「僕たち
は見た」上映会。「7.16さようなら原発10万人全国集会」(95名)。8/1被爆67周年非核・脱原発平和行進(主
催:150人)。8/4-5被爆67周年原水禁広島大会(57人)。8/7-9被爆67周年原水禁長崎大会(8人)。9/15さよなら
島根原発ネットワーク総会・講演会(実行委:52人)。10/25-26「革新的エネルギー・環境戦略」に関する要
請行動(島根県・松江市・中国電力へ:共催)。10/26-10.26原子力の日座込み行動(共催)。10/26原子力の日
島根原発稼働を許さない街頭行動:集会とデモ(主催:180人)。10/27渡辺満久氏講演会(実行委)。

岡 山
a.b.＝[1.反戦・平和・護憲]2012/3/3-3.8国際女性デー-「原発と震災」ここからの私たちのくらしは-池田
香代子(翻訳家、口承文芸研究家)講演会86人。5/7憲法施行65周年記念県集会「教科書問題のイロハ」講師:
吉永栄治(県教組)80人。6/16日本原自主耕作活動(イモ植え)・演習場視察/青年連絡会52人。7/27原水禁非
核・平和行進の引継(福山市)60人。10/13日本原自主耕作活動(イモ掘り)・収穫祭100人。11/9-11第49回護
憲大会39人。2013/2/8「建国記念の日」を考える平和学習会「フクシマの現実は―原発事故ヒバクとどう向
き合うか」講師:振津かつみ・兵庫医科大学非常勤講師(遺伝学・放射線基礎医学)80人。2/11反核・軍縮日
本原基地撤去を求める県集会200人。[2.反核・脱原発]2012/3/3脱原発学習会「放射能汚染がれき処理問題」
講師:末田一秀・自治労脱原発ネットワークアドバイザー 60人。3/11フクシマ原発事故1周年記念イベント
献花式典 祈りのサイレントパレード(600人) 脱原発ブース出展、自然エネルギー発電デモ、署名活動。3/2
8放射能がれき広域処理に反対する県知事申し入れ20人。3/31東日本震災がれきの広域処理学習会 自治体議
員等20人。6/10地元選出民主党国会議員への要請行動。1000万人アクション署名提出賛同人呼びかけ 再生
可能エネルギーへ促進法への賛同人呼びかけ。6/10「有機生活マーケットいち＠」への出店、太陽光発電実
験、発電鍋実験、集光湯沸し実験、署名等。7/19-20平和行動in岡山(連合主催)200人。7/22米国の臨界前核
実験に抗議する座込み行動40人。7/14-15あかいわエコメッセへの協賛(フクシマ原発事故中心)。7/16さよ
うなら原発10万人集会 代々木公園85人。8/4被爆67周年原水禁世界大会・広島。青年連絡会「ヒロシマに学
ぶ旅」平和資料館めぐり11人。8/4-5原水禁ヒロシマ大会78人。8/7-9ナガサキ大会5人。11/17-25第20回原
爆67周年・原爆平和展へ協賛。9/21米国の新型核実験に抗議する座り込み行動(248回)40人、9/28同(249回)
40人、12/12同(250回)35人。12/9さよなら原発1000万人アクションin岡山実行委員会第2回総会&記念講演・
座談会140人。2013/2/14北朝鮮の3回目の核実験に抗議する座り込み行動(251回)36人。[3.反差別・人権]20
12/3/30部落解放岡山県共闘会議第27回総会31人。4/21連合岡山第23回中央メーデー 狭山リーフレット2,00
0部配布。6/21就職差別撤廃-岡山県・労働局への要請行動および資料配布:500部。7/12-13第37回部落解放
・人権西日本夏期講座。10/11-12部落解放共闘会議29回全国交流集会および地方共闘会議全国連絡会第29回
総会(26人)。10/30狭山事件の再審を求める市民集会3人。12/1-2第64回全国人権・同和教育研究大会10,000
人。12/7世界人権宣言65周年記念県集会210人。[4.東アジア・日朝]2012/9/13日朝平壌宣言10周年・日朝国
交正常化をめざす全国集会。10/29金剛山歌劇団倉敷公演への協力 全体で1,200人。12/14日本と南北朝鮮と
の友好を進める会総会20人。2013/2/岡山朝鮮初中級学校講堂改修工事へのカンパ。[さよなら原発1000万人
アクション]2012/1/7平和を守る女たちの会街頭署名(岡山市)8人95筆。1/21子どもの未来を拓く地域ネット
ワーク県集会124人。1/29岡山地区労街頭署名153筆。2/5憲法を活かす会 岡山駅前362筆。2/12さよなら島
根原発大集会(中国ブロック)松江市総合体育館 岡山110人。2/24放射線に関する副読本の扱いに関する申入
れ 県庁30人、2/28各市町村教委。2/2岡山地区労街頭署名約180筆。2/26憲法を生かす会街頭署名。3/3 放
射能がれき処理の問題について学習会(自治労県本部主催)講師:末田一秀・自治労脱原発ネットワークアド
バイザー 60人。3/10平和を守る女たちの会街頭署名。3/11市・有機生活マーケット(テレビせとうちTSC)＋
子ども未来・愛ネットワークによるサイレントパレード＋放射能どこでも調べ隊の。「せとうち市民放射能
測定所」出張開所セレモニー+パレード＋キャンドルナイト、さよなら原発実行委員会で1ブース出店 署名
活動428筆 1000人 サイレントパレード600人。3/11事故1年記念行事 福島県民集会6人。3/17映画上映会「第
四の革命」主催:ミツバチ上映実行委員会 150人。3/24さようなら原発1000万人署名集約集会。3/23震災が
れき緊急申入れ 26日環境省説明会を受けて急遽FAXで申入れ書と反対理由書をつけて提出。3/28震災がれき
緊急申入れ 県環境文化部循環型社会推進課長を窓口に申入れ行動 20人。3/31「震災がれきの広域処理の課
題について」講師:末田一秀(自治労脱原発ネットアドバイザー) 主催:自治研究センターおかやま 20人。4/
1「震災がれきの広域処理を考える」「環境面からの妥当性」講師:池田こみち(環境総合研究所副所長) 「被
災地のがれき処理はなぜ進まないのか -財政・地方自治・民主主義の論点から」講師:奈須りえ(大田区議会
議員) 主催:みどり岡山 協賛・さよなら原発実行委 岡山市勤労者福祉センター 50人。4/1岡山地区労街頭
署名185筆。4/7平和を守る女たちの会街頭署名56筆。4/15伊方原発再稼動に反対する中国・四国・九州緊急
合同集会(松山)。4/23九条連岡山署名123筆。4/23県への緊急申入れ。5/12平和を守る女たちの会街頭署名。
5/22子ども未来・愛ネットワーク総会。5/26岡山地区労街頭署名。6/10-1000万人署名賛同人・院内集会へ
の協力を求める民主党地元選出国会議員への要請行動。6/10有機生活マーケット【いち】ブース出店 署名6
5筆。6/10伊方原発再稼働阻止、愛媛県庁包囲行動9人。6/16木下黄太講演会in岡山 講演「私たちが岡山に
逃げてきた理由」300人超 39筆。6/20大飯原発再稼動に抗議する街宣 岡山駅 30人。6/26「エネルギー政策
を見直し自然再生エネルギー推進を求める意見書」津山市議会採択。6/30「イエローケーキ」-クリーンな
エネルギーという嘘- 津山 200人超。7/13「内部被ばくを生き抜く」上映会&鎌仲ひとみ監督トーク 岡山20
0人。7/14-15第13回あかいわエコメッセイベント「内部被ばくを生き抜く」上映会&鎌仲ひとみ監督トーク
桜ヶ丘 150人、美作210人、赤磐120人。7/16さようなら原発10万人集会85人。7/中旬農協労連署名200筆。7
/23-26原発被災者のための夏休み親子保養プロジェクト キャンプ場でボランティア含め350人。7/28ミツバ
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チ上映会で鎌仲ひとみ監督のトーク会 長船150-200人。8/19松山行動。9/23三好タカハル講演会(買っては
いけない!の著者)50人。9/24知事選候補者への原子力政策についての緊急アンケート。10/14コンニチワ・
マーケット 脱原発デモパレード「エネパレ」。11/2「津山シェアハウス」オープン ママパパ美作ネット主
催 映画上映:「反歌・急行東歌篇」竹村正人監督作品。11/11ストップ伊方原発再稼働!止めよう大飯原発!
第26回伊方集会 4人。11/24ヘレンカルディコット博士講演会 300人超。12/8平和を守る女たちの会 街頭ビ
ラ配布。12/9さよなら原発1000万人アクションin岡山実行委員会第2回総会記念講演会140人。12/10東京放
射能測定所からの報告講演。12/25【津山シェアハウス】総会&Xmas鍋パーティ。12/25原発避難者の意見交
換・交流会(子ども未来愛ネット主催)。2013/1/5【津山シェアハウス】避難者交流会(定例会)20人。1/19市
民自治講座「福島を忘れない! 私たちに求められていること」講師:佐藤和良いわき市議会議員・福島県震
災情報連絡センター世話人 主催:みどり岡山 共催:さよなら原発1000万人アクションin岡山実行委 60人。2
/8岡山県平和センター「建国記念の日」を考える平和学習会「フクシマの現実は!原発事故ヒバクとどう向
き合うか!」講師:振津かつみ兵庫医科大学非常勤講師 80人。

広 島
a.＝2012/4/25平和フォーラム第14回総会・原水禁国民会議第87回全国委員会。5/3「"輝け9条活かそう憲法
"5・3ヒロシマ集会＝280人、講演「労働基本権を否定する『核武装論者』橋下大阪市長の実態」在間秀和さ
ん、5.3新聞意見広告、RCCラジオCM。5/15平和行進、「平和とくらしを守る県民大会」。5/12「アジア・アフ
リカ支援米」田植え(安芸高田市・80人)。5/19中国人受難者を追悼し平和と友好を祈念する集い(安芸太田
町)。5/20地方自治研究第29回広島県集会。5/25憲法を守る広島県民会議2012年度総会30人。6/6部落解放中
央共闘会議第36回総会。7/12-13第37回部落解放・人権西日本夏期講座。7/28とうもろこしもぎ取りツアー(世
羅町・184人)。8/19世界人権宣言の実現を求める広島県実行委員会2012年度総会・学習会。9/8「アジア・
アフリカ支援米」稲刈り。9/26-27平和フォーラム各都道府県組織・中央団体責任者会議。9/30 2012部落解
放・人権政策の確立を求める第43回広島県民集会。10/11-12部落解放共闘第29回全国交流会・部落解放地方
共闘全国連絡会第29回総会。10/16「世界食料デー」街頭啓発活動(広島市内・20人)。10/18「止むことのな
い米兵犯罪に抗議文」送付(総理大臣・防衛大臣)。10/20中国人受難者を追悼し平和と友好を祈念する集い(安
芸太田町)。10/30狭山事件の再審を求める市民集会。10/31広島県平和運動センター第18回定期総会＝59人。
11/4止めるぞ!オスプレイの沖縄配備 許すな!低空飛行訓練全国集会。11/9-11憲法理念の実現をめざす第4
9回護憲大会＝300人。11/30-12/1第42回食とみどり・水を守る全国集会。12/8不戦の誓いヒロシマ集会＝中
止。2013/1/29食・緑・水・環境を守る広島県民会議第18回総会・学習会＝52人、講演「森林バイオマスと
中山間地の暮らし」八谷恭介さん。2/4「小規模校の存続を求める署名」55,782筆、県教育委員会提出。2/1
1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＝120人、講演「歴史認識と戦後補償」田
中 宏さん。2/11「2.11反核・軍縮・日本原基地撤去を求める」岡山県民集会。2/23部落解放広島県共闘会
議第25回総会・学習会＝62人、講演「三者協議を受けて狭山第3次再審闘争の現状」安田 聡さん。2/25朝
鮮学校「高校無償化」制度適用に対する要請(広島県・広島市)。2/28-3/1平和フォーラム全国活動者会議。
3/5垂直離着陸輸送機MV-22オスプレイの低空飛行訓練・夜間飛行訓練実施への抗議文送付(総理大臣・外務
大臣・防衛大臣)。3/17教育講演会「歴史認識と教科書採択について考える広島県民集会。3/29憲法を守る
広島県民会議2013年度総会・学習会。
b.＝2012/4/4「大飯原発の再稼働を許さない要請」打電行動。4/9 4.9反核燃の日全国集会。4/26チェルノ
ブイリ・デーの取り組み、街頭朝ビラ、原爆慰霊碑前座り込み80人。5/25-27第23回ヒロシマの旅。5/27「第
15代高校生平和大使」派遣広島選考委員会。5/末さようなら原発1000万人署名(広島県約20万筆)。6/1広島
県原爆被害者団体協議会2012年度総会。6/8-「第15代高校生平和大使」派遣カンパの取り組み開始(カンパ
額2,248,417円)。6/16被爆者支援広島ネットワーク総会。6/16-17 2012年日韓被爆二世交流会。6/12広島県
被爆二世団体連絡協議会2012年度総会。6/26被爆67周年原水禁大会広島県実行委員会結成総会・学習会＝65
人、講演「原発と核廃絶-日本を考える!」藤本泰成さん。6/27第31回反核平和の火リレー出発式。7/4中国
ブロック平和フォーラム・原水禁代表者会議。7/16さようなら原発10万人集会(代々木公園・約50人参加)。
7/17被爆67周年原水禁大会第2回広島県実行委員会。7/20第31回反核平和の火リレー到着式、県内23市町、9
62.6km、854区間、ランナー3,141人。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、庄原市出発。7/30-8/6被爆67周年原水禁広島大会事務所開設(自治労会館)。8/1
「非核・平和行進」西コース、山口県から引継ぎ。8/4-6被爆67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67周年原水爆禁止世界大会・長崎大会。9/8-9第40回広島県青年女性平和友好祭典。9/19
「第15代高校生平和大使」帰国報告記者会見(川崎有希さん・桑原麻実さん)。9/20米国新型核実験実施抗議
の座り込み行動(原爆慰霊碑前・85人)、三次市・東広島市・福山市・府中市でも実施。9/24米国新型核実験
実施抗議の座り込み行動(原爆慰霊碑前・70人)、三次市・東広島市・福山市・府中市でも実施。11/8広島県
朝鮮人被爆者協議会総会。11/24被爆67周年原水禁大会第3回広島県実行委員会。12/7原爆ドーム世界遺産登
録16周年記念集会(原爆ドーム慰霊碑前)。12/8 2012もんじゅを廃炉へ!全国集会。2013/1/27「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・70人)、東広島市・府中市
でも実施。1/27広島県原水禁第82回理事総会・講演会＝85人。報告「第15代高校生平和大使訪問報告」川崎
有希さん、講演「2013年原水禁運動の課題」福山真劫さん。1/28中国ブロック平和フォーラム・原水禁代表
者会議。2/13北朝鮮核実験実施抗議の座り込み行動(原爆慰霊碑前・80人)、福山市・三次市・府中市・東広
島市においても実施。2/16-17 2013年全国被爆二世団体連絡協議会全国交流会。2/28被災59周年3.1ビキニ
・デー集会。3/1久保山愛吉さん墓前祭。3/10「つながろうフクシマ!さようなら原発 ヒロシマ大集会」(広
島市中央公園・約1,500人)。3/13米国核実験実施抗議の座り込み行動(原爆慰霊碑前・60人)【毎/第2土曜日
・被爆二世相談日】。

山 口
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a.＝2012/5/3憲法記念日記念講演会。7/14憲法ネットワーク・やまぐち総会及び記念講演(200名内113名)。
7/19-25オスプレイ岩国基地搬入反対行動。7/23「7.23オスプレイ陸揚げ・配備阻止!岩国現地大行動」。9/2
7-10/3オスプレイ試験飛行抗議行動。9/30「オスプレイの本土初飛行抗議9/30市民大集会」(1200名内216名)。
10/2-12オスプレイの普天間基地配備に抗議するアメリカ大使館への打電行動。11/9-11第49回護憲大会【山
口大会】(2500名内800名)。11/20「第3回部落解放・人権確立をめざす県民のつどい」(9名)12/23オスプレ
イ配備撤回!米兵による凶悪事件糾弾!怒りの御万人大行動(9名)。
b.＝2012/3/10さようなら原発1000万人アクションinやない(1200名内70名)。3/24さようなら原発1000万人
アクション3/24。4/24知事意見11年原発学習会。5/30「上関原発計画中止を求める申し入れ」山口県知事申
し入れ。6/4上関原発中止を求める国への申し入れ。7/16「7.16さようなら原発10万人集会」(14名)8/4-6被
爆67周年原水爆禁止世界大会広島大会(21名)。8/7-9被爆67周年原水爆禁止世界大会長崎大会(11名)。7/20-
80/被爆67周年「非核・平和行進」(延べ276名)10/1「上関原発計画中止を求める申し入れ」中国電力申し入
れ。9/6第38回原爆死没者追悼・平和式典(後援)。10/8 2012反原発デー「埋め立て免許失効、祝島現地デ
モ・集会」(200名内48名)。10/10山口県知事申し入れ。10/13さようなら原発集会in日比谷(2名)12/8 2012
もんじゅを廃炉へ全国集会(2名)。12/17伊方原発の再稼働を許さない会議。2013/2/7「上関原発計画予定地
の公有水面埋立不許可を求める申し入れ」山口県知事申し入れ。2/9「伊方原発停止・廃炉闘争会議」(2名)。
2/13北朝鮮の核実験に抗議する座り込み行動(116名)。3/10反原発集会。3/13上関原発建設計画反対集会。
※2ヶ/に1回 上関全戸ビラ配布行動(共催)6回。

香 川
a.＝5/3憲法施行65周年集会 高松＝記念講演会(講師＝水島朝穂氏、「東日本大震災と憲法」-この国への提
言― デモ行進、ピースウォーク、ミニ街頭演説300人。丸亀＝お城祭りに平和ブースを設け、護憲・脱原
発を訴える。三豊・観音寺・大川＝記念講演会 講師:神田香織氏「チィエルノブイリ、福島、そして脱原
発」150人、8/15 8.15敗戦記念日チラシ配布行動、40人。9/8-9第49回平和友好祭典-学習と交流。10/6オス
プレイ配備反対!米軍機超低空飛行訓練中止を求める四国集会、香川111人(高知)。10/11.12第7回人権研修
ツアー29人参加 10/19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「米軍再編に翻弄され続ける岩国からの報告-オスプレイ日本配備をめぐる闘い-」リ
ムピース共同代表・岩国市議会議員 田村順玄氏、156人参加。三豊・詫間-集会とデモ行進、丸亀＝屋外集
会。仲多度＝オスプレイ・沖縄問題学習会。11/9-11護憲全国大会(山口)23人。11/17-18部落解放共闘四国
ブロック交流集会(高知県四万十市)、講演「佐賀地区の運動と歴史」黒潮町加賀支部長 川崎健太郎氏他、4
1人。11/26落解放香川県共闘会議-記念講演「水平社90周年 労働運動と部落解放運動」香川人権研究所 喜
岡 淳氏、60人。憲法講座11/23第1回「講談で感性に訴える-原爆、原発、基地問題-」講談師 神田香織氏14
3人。12/23第2回「橋下『改革』と憲法」高松短期大学准教授 金子匡良氏 106人。1/20第3回「改憲論の考
える-3.11をふまえて-」四国学院大学名誉教授 根本博愛氏110人。第4回2/11「脱原発の憲法学:主権と人権
を行使して」徳島大学総合科学部准教授 中里見 博氏151人。11/28食とみどり、水を守る県民会議総会と
記念講演「香川の食文化の継承」」宮城公子香川の食を考える会会長 67人。
b.＝3/11 東日本大震災・福島原発事故1周年県内街宣行動。 6/10伊方原発再稼働阻止!愛媛県庁包囲行動・
集会1300人 6/11伊方原発再稼働阻止!愛媛県要請行動70人。7/8原水禁香川総会・記念講演「脱原発に向け
て」講師:社民党衆議院議員 服部良一氏164人。7/24-26・29被爆66周年平和行進県内3コース延べ379人。7/
28原水禁四国大会(高松)記念講演「原発廃炉に向けて」伊方原発をとめる会事務局長 草薙順一氏、香川127
人。7/28福島大会2人。8/4-6広島大会17人。8/7-9長崎大会11人。8/8-9反核平和の火リレー4コース延べ347
人。12/4原水禁四国ブロック脱原発学習会 演題「伊方原発運転差し止め訴訟について」講師:伊方原発訴訟
弁護団長 薦田伸夫氏50人。

徳 島
a.＝2012/3/19徳島市議会への人権救済機関設置に反対する意見書採択抗議・要請(6団体、10人)。4/2徳島
県議会への人権救済機関設置に反対する意見書採択抗議(6団体、10人)。4/5鳴門市議会への人権救済機関設
置に反対する意見書採択抗議・要請(6団体、10人)。4/16民主党への人権救済機関設置に対する要請(6団体、
10人)。4/20県選出国会議員への人権救済機関設置に対する要請(6団体、10人)。5/3憲法キャンペーン(4団
体:リレートーク街宣・パンフ配布・50人)、憲法講演会(200人)。5/15松茂町議会への人権救済機関設置に
反対する意見書採択抗議・要請(6団体、10人)。6/22オスプレイ配備と飛行訓練に関する徳島県知事要請(2
団体、10人)。7/9藍住町議会への人権救済機関設置に反対する意見書採択抗議・要請(6団体、10人)。7/14
オスプレイ配備と飛行訓練に関する民主党要請(2団体、10人)。7/24民主主義に対する暴力行為を許さない
緊急報告集会(実行委、130人)。8/15反戦行動(街宣、ビラ・うちわ配布、50人)。8/27オスプレイ配備反対
徳島集会(社民党と共催、130人、講師:大湾宗則京都沖縄県人会会長)。9/10陸上自衛隊徳島駐屯地徒歩行進
訓練抗議行動(8団体、100人)。9/9いのちとくらし、平和を守る女性集会(実行委・100人)。9/12オスプレイ
配備と飛行訓練に関する三好市要請(2団体、10人)。10/1オスプレイの沖縄配備に抗議する緊急行動(街宣・
ビラ配布、40人)。10/6米軍機の超低空飛行訓練中止を求める四国集会(四国B・約100人)。10/15三好市議会
への人権救済機関設置に反対する意見書採択抗議・要請(6団体、10人)。10/21反戦集会(集会・デモ、250人)。
11/5徳島県議会への人権救済機関設置に反対する意見書採択抗議・要請(6団体、10人)。11/3九条まつり(実
行委)。12/1 12･8反戦集会(講師:山城博治沖縄平和運動センター事務局長、300人)。12/8反戦意見広告徳島
新聞掲載(51団体1,243人)。2013/2/5オスプレイ配備関連徳島県知事要請(2団体、11人)。2/11｢日の丸・君
が代・天皇制を考える｣集会(実行委・100人、講師:大湾宗則京都沖縄県人会会長)。2/14-15第33回部落解放
・人権地方研究集会(実行委・全体集会と分科会・延べ2,000人)。
b.＝2012/4/11さよなら原発1000万人アクション街頭行動(街宣・ビラ配布・署名・40人)。4/22さよなら原
発1000万人アクション街頭行動(街宣・ビラ配布・署名・40人)。5/6さよなら原発1000万人アクション街頭
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行動(街宣・ビラ配布・署名・40人)。5/10さよなら原発1000万人アクション街頭行動(街宣・ビラ配布・署
名・40人)。5/27さよなら原発1000万人アクション街頭行動(街宣・ビラ配布・署名・40人)。6/10伊方原発
再稼働阻止!!愛媛県庁包囲行動(40人)。6/11愛媛県知事要請行動。6/30福島から徳島へ・子どもふれあい事
業街頭カンパ行動(20人)。7/8福島から徳島へ・子どもふれあい事業街頭カンパ行動(20人)。7/22さよなら
原発徳島県民大集会(実行委、650人)。7/28原水禁四国大会(四国B、18人)。7/28福島から徳島へ・子どもふ
れあい事業街頭カンパ行動(20人)。7/29-8/4福島から徳島へ・子どもふれあい事業(実行委)。8/4平和の夕
べ(各地区実行委)。8/8-10反核・平和の火リレー(3コース)。2013/3/11さよなら原発徳島実行委員会第2回
総会(実行委)。

愛 媛
a.＝2012/2/10狭山再審・市民の集い80人。2/28部落解放県共闘会議第25回総会60人。3/10権問研学習会(20
12年度)55人。4/7-8第27回4.9反核燃の日全国大会2人。4/26-5.3愛媛憲法集会チラシ配布行動15人。4/28連
合メーデー、5.3憲法集会・狭山チラシ配布行動25人。5/3-5.3愛媛憲法集会1650人、風説の碑慰霊祭。5/11
-14-2012年5.15沖縄平和行進24人。6/15オスプレイの配備および訓練に関する知事申し入れ12人。6/16正光
会を支援する会第15回総会50人。6/27部落解放愛媛共闘会議労働局要請10人。7/14憲法9条を守る会第9回総
会80人。7/20部落解放県共闘会議松山市要請行動10人。7/20部落解放県共闘会議県要請行動11人。9/18全国
一般統一労組池田商会裁判闘争50人。10/6超低空飛行訓練中止を求める四国集会400人。10/11-12部落解放
地方共闘第29回総会2人。10/30狭山再審を求める中央集会3人。11/9-11第49回護憲大会14人。11/17第49回
愛媛・父母と教職員の教育研究集会50人。11/17-18四国ブロック部落解放交流集会43人。11/23憲法を守り
活かす愛媛の会総会45人。12/11丸之内商事池田商会退職金裁判支援行動43人。2013/1/14愛媛権利セミナー
45人。2/5丸之内商事池田商会退職金裁判支援行動45人。
b.＝2012/2/11さようなら原発1000万人署名アクション集会(全国一斉)100人。2/17四国ブロック平和フォー
ラム愛媛県・伊方町要請行動25人。2/18さようなら原発2.18四国集会300人。2/22伊方原発をとめる会県議
要請行動22人。2/23伊方原発をとめる会市議要請行動23人。3/2伊方原発をとめる会県議長要請行動24人。3
/11福島県民大集会15人。3/11伊方原発をとめる会3.11学習会及び集会130人。3/24さようなら原発1000万人
署名集約集会5人。3/28伊方原発をとめる会第2次提訴60人。4/24伊方原発をとめる会愛媛県知事要請18人。
5/29伊方原発訴訟第1回口頭弁論130人。6/10伊方原発をとめる会「城山公園集会と県庁包囲行動」1300人。
6/11伊方原発をとめる会「各県代表による知事申し入れ」60人。6/29伊方原発をとめる会中村知事への申し
入れ18人。6/30原水禁愛媛協議会第56回総会45人。7/4原水禁松山市民会議第47回総会42人。7/7伊方原発を
とめる会街頭署名行動23人。7/12-13原水禁中予方面街宣及び自治体要請12人。7/16さようなら原発10万人
全国集会35人。7/17-18原水禁東予方面街宣及び自治体要請13人。7/18-19原水禁南予方面街宣及び自治体要
請10人。7/25-27反核平和火リレー(青年)120人。7/27宇和島原水禁第12回総会40人。7/28原水禁四国大会25
人。7/28原水禁福島大会12人。7/29伊方原発をとめる会学習会160人。8/4-6原水禁広島大会24人。8/6原爆
慰霊祭75人。8/7-9原水禁長崎大会14人。8/19ストップ伊方原発再稼働松山行動120人。8/21-23原水禁松山
市民会議原爆写真展500人。9/9伊方原発をとめる会記念講演、第2回総会230人。9/25伊方原発をとめる会第
2回口頭弁論、報告集会120人。10/13さようなら原発アクション日比谷行動5人。11/3｢伊方原発をとめる会｣
街頭署名行動30人。11/29伊方原発をとめる会第1回署名提出43人。12/2四国ブロック平和フォーラム、「伊
方原発停止・廃炉」愛媛・大分共闘会議主催『脱原発集会』95人。2013/1/19伊方原発をとめる会署名行動2
5人。1/29伊方原発訴訟第3回口頭弁論126人。2/2伊方原発をとめる会署名行動18人。2/9｢伊方原発停止・廃
炉｣愛媛、大分、山口共闘会議総会23人。2/16伊方原発をとめる会署名行動28人。

高 知
a.＝2012/3/3国鉄闘争センター四国発足総会。3/8第102回国際女性デー講演「福島原発から私たちが考える
こと」講師:平和運動センター山﨑秀一議長。4/23広田一参議院議員へ「今国会での『人権委員会設置』制
定を求める」要請行動。4/28平和憲法号出発式。4/29第83回メーデー狭山事件の真相を訴えるリーフレット
配布。5/3 憲法施行65周年街頭フリートーク(護憲・原発をなくす全国1000万人署名・原発をなくす会ビラ
配布)31名。5/11-15 ピースアクション5･15沖縄平和行進。(19名)5/27部落解放同盟高知県連合会第57回大
会。6/6部落解放中央共闘会議第36回総会参加。6/16「税と社会保障一体改革」講演会。6/19MV22オスプレ
イの配備中止を求める県知事申し入れ。6/24部落解放同盟高知市協議会第55回大会。6/28MV22オスプレイの
在日米軍基地配備中止を求める緊急集会。7/5オスプレイの配備中止を求める集会決議(野田首相、森本防衛
大臣へ送付)。7/12西日本人権教育研究集会へ参加。7/14平和憲法ネットワーク高知総会&講演会「復帰40年
の沖縄から考える地域の安全と日本の平和」講師:伊波洋一元宜野湾市長(60名)。8/5県日朝「2012夏の集い」。
8/18高知県日朝友好・国交正常化促進会議第4回総会&講演「私が北朝鮮を継続的に取材する意味」講師:フ
リージャーナリスト成田俊一氏。9/9-10オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会、高江ヘリパット建設阻止
行動参加。9/19第3回連続講座 講演「東アジア中心にした外交戦略の問題点」講師:孫崎 享氏。9/20職業
安定所職員の職歴漏洩事件について労働局申し入れ。9/25「原子力空母G・ワシントン配備4周年抗議!空母
の母港化撤回を求める神奈川集会」へ参加。10/6 米軍機墜落18周年 超低空飛行訓練中止を求める早明浦
集会(四国ブロ400名。高知104名)。10/8第4回連続講座 講演「普天間の真相―抑止力とはー」講師:沖縄タ
イムス社編集局社会部長 屋良朝博氏(64名)。10/11-12部落解放共闘第29回全国交流会&部落解放共闘第29
回総会へ参加。10/21ゆたかな心を未来につなぐアイヌ民族講演会(高知県日朝主催)。10/23オスプレイ強行
配備・低空飛行に反対する高知県民集会。10/30狭山再審を求める市民集会。11/12第30回日朝連帯青年女性
集会。11/27趙博一人芝居「砂の器」公演 。12/1-2全国人権教育研究集会へ参加。12/1「反戦集会―オスプ
レイ配備反対、低空飛行訓練を許さないー」徳島県集会へ参加。12/8反戦街頭宣伝8の日行動。12/18 2012
部落解放高知県共闘会議総会及び記念講演「大詰めを迎えた狭山事件と身元調査事件」講師:片岡明幸解放
同盟中央執行委員(44名)。2013/2/11 2･11建国記念に反対する県民の集い 講演「憲法をめぐる課題」講
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師:高知大学人文学部社会経済学科専任講師 岡田健一郎氏(83名)平和運動センター・平和憲法ネットワー
ク高知・護憲連合・i女性会議・高知市地区労の5団体共催。2/16県日朝2013新春セミナー&新春交流会 講
師湯浅一郎ピースデポ代表(高知県日朝主催43名)。
b.＝2012/3/24-25さよなら原発1000万人署名。4/6「大飯原発再稼働に反対する」打電行動。4/8広瀬隆氏講
演会「伊方原発は地震が起きても大丈夫か!」グリーン市民&「原発をなくす高知の連絡会」準備会主催。4/
14「原発をなくす高知県民連絡会(略称)」結成総会。4/19「大飯・伊方原発再稼働に反対する」決議文打電
行動。4/21-22さよなら原発1000万人署名。5/1「大飯・伊方原発再稼働に反対する」決議文対県交渉。(新
エネ課・危機管理課)5/19さよなら原発1000万人署名。6/6「6・6さよなら原発1000万人署名第一次集約集会」
へ参加。6/10伊方原発をとめる愛媛県庁包囲行動(292名)。6/11伊方原発再稼働阻止愛媛県知事申し入れ行
動。6/29大飯原発再稼働中止を求める緊急集会。6/30伊方原発再稼働をさせない四国40万人署名。7/1伊方
原発再稼働をさせない四国40万人署名。 7/15伊方原発再稼働をさせない四国40万人署名。7/16さよなら原
発10万人集会へ参加。7/18伊方原発の再稼働を行わないことを求める県知事申し入れ。7/22伊方原発の再稼
働を許さない高知集会。7/28原水禁福島大会へ参加。7/29被爆67周年原水禁四国大会(19名)。8/3伊方原発
再稼働をさせない四国40万人署名。8/4-6 被爆67年原水爆禁止広島大会へ参加(7名)。8/6-8第25回平和の
火リレー最終ランナーを迎えて市役所前集会(100名)。8/7-9 被爆67年原水爆禁止長崎大会へ参加(7名)。8
/14伊方原発再稼働をさせない四国40万人署名。8/17伊方原発再稼働をさせない四国40万人署名。8/19「大
飯・伊方原発の再稼働を止めよう松山集会ｉｎ愛媛)へ参加。8/24原水爆禁止高知県共闘会議2012年総会&被
爆67年原水禁高知県大会。9/28伊方原発再稼働をさせない四国40万人署名。11/11「いかんぜよ原発再稼働!
11・11高知集会」400名。11/23伊方原発再稼働をさせない四国40万人署名。12/12伊方原発の再稼働を認め
ないことを求める自治体意見書の取り組み 34市町村中25自治体で可決。2013/1/25伊方原発再稼働をさせ
ない四国40万人署名。1/29伊方原発運転差止訴訟裁判第3回口頭弁論 山﨑平和センター議長陳述。2/22伊
方原発再稼働をさせない四国40万人署名。

福 岡
a.＝2012/4/26-4･28普天間基地はいらない、新基地建設を許さない!沖縄県民と連帯する県集会 主催 150名
講師-前泊博盛(沖縄国際大学教授)。5/3憲法施行65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2,348名(匿名9名) 主催-戦争への道を許さない福岡県フォーラム。5/1
0-2012年憲法集会IN福岡 主催 講師-福山真劫平和フォーラム代表 205名。9/8戦争への道を許さない福岡県
フォーラム第14回総会・記念講演 ドキュメンタリー映画「ラブ沖縄・辺野古・高江」121名。10/12ベトナ
ム民族アンサンブルチャリティーコンサート2012福岡公演 公演実行委主催 200名。10/19-2012年10・21国
際反戦デー集会 主催 350名。12/9南京大虐殺、南京幸存者の証言を聞く集会 130名。12/25-2012年度福岡
県朝鮮学校を支援する会総会25名。
b.＝2012/3/11-1000万人アクション福島と連帯!さようなら原発県集会 共催 1,000名。4/26原水爆禁止福岡
県協議会加盟団体・地区代表者会議。7/16-1000万人アクション「7･16全国集会」と連帯!さようなら原発福
岡県集会 共催 305名。7/18平和行政に関する小川事申し入れ、回答 原水禁側14名。8/6PEACE2012市民の集
い 主催 250名。9/23さよなら原発!福岡集会 実行委。2013/2/5「脱原発基本法」制定学習会 主催 講師-只
野靖弁護士 176名。

佐 賀
a.＝・「生命の尊厳」をもとに、原発も基地もない平和な社会へ 憲法理念の実現をめざす第49回護憲大会8
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/間「憲法講演会」130名。・8.15敗戦の日・平和の集い 55名。・
10.21国際反戦デー各地区集会・講演会延べ350名。・佐賀県青年・女性平和友好祭130名。 ・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2011年2/に県教育長交渉。・民主教育
学習講演会年2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、講演会など開催。九州
ブロック防衛省及び外務省申し入れ(普天間基地即時閉鎖と返還、オスプレイ配備撤回)1名。九州ブロック
防衛省前座り込み延べ15名。九州ブロック沖縄防衛局申し入れ1名。オスプレイ配備撤回沖縄県民大会1名。
オスプレイ配備反対佐賀県知事申し入れ10名。
b.＝・2011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!2012年九州縦断県内平和行進65
0名。・被爆67周年原水禁世界大会福島1名、広島5名、長崎40名参加、・原爆ホーム「かめだけ」訪問2名。・
原発はいらない3.11福島県民大集会及び平和フォーラム全国代表者会議1名。・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40名。・さよなら原発1000署名集約全
国集会1名。さようなら原発10万人集会5名。原発再稼働にNO!いのちが大事!さようなら原発九州総決起集会
2100名。原発はいらない九州連絡会議総会・講演会4名。九州電力本社交渉(再稼働反対、経営姿勢問題)4名。
再稼働阻止!エネルギー政策転換!さようなら原発!九州集会40名。九州電力佐賀支店交渉延べ3回実施各交渉
20-25名。脱原発現地全戸チラシ配布及び戸別署名延べ3回実施各70-80名。さようなら原発3・11福島に連帯
する佐賀県集会400名。脱原発県知事申し入れ13名。脱原発玄海町長申し入れ10名。GOODBYE NUKEＳさよな
ら原発!佐賀集会2000名。大飯原発再稼働に抗議する佐賀県集会165名。

長 崎
a.＝2012/4/8強襲揚陸艦「ボノムリシャール」佐世保配備反対集会(56人)。4/18米原潜「ルイビル」佐世保
寄港抗議集会(26人)。4/27-5/23「憲法9条守る?変える?街頭シール投票」(5地区、投票総数1,032票中"守る
"が786票)。4/28劇映画「沖縄」上映会(45人)。5/3ながさき9条フェスタ「ピース9ウォーク」(市民団体と
共催、300人)。5/8海自「哨戒ヘリ」ソマリア沖派遣抗議集会(大村、42人)。5/12海自護衛艦「さわぎり」
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ソマリア沖派遣抗議集会(佐世保、38人)。5/15-6/23「5・15沖縄連帯デー」統一行動(5 地区5会場、535人)。
5/21-8/27第一期「憲法道場」(6回、134人受講)。5/25米原潜「オクラホマシティ」佐世保寄港抗議集会(26
人)。6/9講演会「TPPの本当のねらい」(市民団体と共催、250人)。7/21オスプレイ配備反対県集会(248人)。
7/24オスプレイ配備反対で県へ申し入れ。9/15自衛隊の市中パレード反対佐世保集会(129人)。9/18靖国と
侵略を考える市民のつどい(ヤスクニ共闘主催、43人)。10/19-11/9「10･21国際反戦デー」統一行動(5地区5
会場、496人)。10/20自衛隊の市中パレード反対大村集会(107人)。10/26教育を語ろうかい(県教組主催)。1
1/3憲法講演会「日中の歴史と領有権問題を考える」(92人)。11/11青年女性協議会平和学習会(30人)。12/2
日朝国交正常化を求める長崎のつどい(100人)。12/18海自「哨戒ヘリ」ソマリア沖派遣抗議集会(大村、16
人)。12/20海自護衛艦「きりさめ」ソマリア沖派遣抗議集会(佐世保、30人)。2013/1/24米原潜「ブレマー
トン」佐世保寄港抗議集会(30人)。2/8オスプレイ配備撤回・低空飛行訓練反対県集会(九ブロ連鎖集会、15
6人)。2/11靖国と侵略を考える市民のつどい(ヤスクニ共闘主催、127人)。3/20異議あり!戦争への道を突き
進む安倍内閣を許さないナガサキ集会(140人)。3/27県高齢者集会(憲法学習会、130人)。
b.＝さようなら原発1000万署名(2011/9/11-2012/9/30、街頭行動23回他、県内集約数145,458筆)。4/9第366
回反核9の日座り込み(平和祈念像前、4/9-3/9にのべ1730人参加。その他11地区12ヶ所で毎/実施)。6/9第15
回高校生平和大使結団式(大使18人)。6/10第24回ながさき平和大集会(200人)。7/16さようなら原発10万人
集会に連帯するナガサキのつどい(集会中継、70人)。7/17講演会「隠されてきた内部被曝の脅威」(120人)。
7/24-8/1第28回反核平和の火リレー(241区間約390㎞、606人)。7/27-8/5九州縦断原水禁平和行進県内行動(3
30人)。7/31-8/17原水禁自治体要請行動(10自治体)。8/6-9原水禁各地区集会(6地区7会場601人)。8/7-9原
水禁長崎大会(2,254人)。8/12高校生1万人署名活動集約集会(150,349筆)。8/19-24第15回高校生平和大使・
国連欧州本部派遣(大使18人、高校生2人含む派遣団32人)。9/21米「新性能」核実験抗議座り込み(60人)。9
/26米「新性能」核実験抗議座り込み(50人)。11/16核問題学習会(82人)。12/9米「臨界前」核実験抗議座り
込み(200人)。2013/2/13北朝鮮「地下」核実験抗議座り込み(60人)。2/23原子力防災問題学集会(自治労と
共催、30人)。3/1-9「3・1ビキニデー」統一行動(9地区10会場)。3/10つながろうフクシマ!さようなら原発!
ナガサキ集会(600人)。3/14米「新性能」核実験抗議座り込み(60人)。

熊 本
a.＝2012/5/3憲法記念の日を考える行動・講演会 テーマ「平和憲法の試練と挑戦―現在の憲法状況と私た
ちの選択」講師 河上暁弘広島市立大学講師 162名。5/8平和憲法を守る熊本県民会議第28回定期総会32名。
5/10-13沖縄復帰40年5.15平和行進 熊本参加者15名。6/16-17九州ブロック各県・各地区平和運動交流会(佐
賀)9名。7/1-4オスプレイ配備阻止沖縄行動。7/9九州ブロックオスプレイ配備・訓練反対九州防衛局長申し
入れ。7/26オスプレイ配備・訓練反対熊本県知事要請 主催 7名。8/15東アジア・太平洋戦争敗戦の日を考
える行動・講演会 テーマ「オスプレイ強行配備の危険―沖縄の報告」講師:屋良朝博元沖縄タイムス社論説
委員兼編集委員 105名。8/18オスプレイ配備阻止!日米共同訓練反対!九州ブロック総決起集会(大分) 51人。
9/1-2第25回九州勤労協交流研究集会(佐賀) 19名。9/9オスプレイに配備に反対する沖縄県民大会。9/10-11
オスプレイパット建設阻止行動 高江の座り込み支援・激励行動。10/8オスプレイ配備撤回・訓練反対街頭
演説及びチラシ配布(熊本市)25名。11/3憲法公布の日を考える行動・街頭演説会及びチラシ配布(熊本市) 2
5名。11/4オスプレイ配備・訓練反対全国集会(東京)。11/9-11憲法理念の実現をめざす第49回護憲大会(山
口市)26名。11/11-13九州ブロックオスプレイ配備・訓練撤回九州防衛局前座り込み行動 申し入れと座り込
み 10名。12/22-24オスプレイ配備撤回!米兵による凶悪事件糾弾!怒りの御万人大行動 7名。2013/1/14オス
プレイ配備撤回・低空飛行訓練抗議相談会(東京)。1/27憲法改悪阻止意見広告街頭演説会及び反戦平和パネ
ル展(熊本市)30人。2/1オスプレイ配備撤回・飛行訓練反対九州ブロック熊本県連鎖集会 100名。2/11建国
記念の日を考える行動・講演会 テーマ「国家と憲法」講師:森德和弁護士 130名。2/16-17九州ブロック各
県・各地区平和運動交流会(鹿児島市)7名。3/4オスプレイの訓練飛行撤回に関わる熊本県知事、熊本防衛支
局長要請申し入れ 主催 9名。3/12-15九州ブロック日中国交正常化40周年記念、南京大虐殺の歴史をたどる
中国平和の旅。
b.＝2012/5/12「さようなら原発1000万人アクション」街頭署名(熊本市)180筆 16名。5/19第15代高校生平
和大使熊本選考試験 応募者24名。5/26「さようなら原発1000万人アクション」街頭署名(熊本市)181筆 19
名。5/27高校生平和大使託麻九条の会交流。6/9-10高校生平和大使結団式及び長崎平和大集会(長崎市)。6/
15原水爆禁止日本国民会議熊本県協議会定期総会30名。6/19-7/12非核平和行進・自治体要請行動(熊本県45
自治体)。6/23-24第35回九州ブロック原水禁・被爆者活動者交流集会(鹿児島市)18名。7/16「さようなら原
発1000万人アクション」10万人集会(東京) 熊本県参加者7名。7/21核兵器廃絶高校生1万人署名活動(熊本市)
10名。7/27熊本地区平和行進 120名。7/28八代地区平和行進 50名。7/30被爆67年熊本原水爆死没者追悼慰
霊式典。8/1高校生平和大使熊本県知事国連欧州本部派遣表敬訪問。8/4-6原水禁世界大会広島大会14名。8/
7-9原水禁世界大会長崎大会44名。8/9天草郡市原爆死没者追悼慰霊式典。8/19原発はいらない九州連絡会議
定期総会(福岡市)4名。8/27高校生平和大使熊本市長国連欧州本部帰国報告。8/29九州ブロック九州電力本
社交渉(福岡市)。9/9再稼働阻止!エネルギー政策転換!さようなら原発九州ブロック集会(鹿児島)69名。9/2
9第1回ノーモアヒバクシャ被爆体験を継承する会 主催:被爆二世・三世の会結成準備会 40名。9/30高校生
平和大使大津九条の会交流。10/10-11高校生平和大使外務省訪問。11/2第2次熊本原爆症訴訟第8回口頭弁論
(熊本地裁)。11/3高校生平和大使高教組教育研究集会活動報告。11/3核兵器廃絶高校生1万人署名活動(熊本
市)。11/25被爆者二世・三世の会結成総会50名。12/2核兵器廃絶高校生1万人署名活動(熊本市)9名、12/16-
5名、1/20-4名、1/27-9名、2/11-4名。2013/2/13朝鮮民主主義人民共和国核実験抗議座り込み60名。2/28被
災59周年3.11ビキニ・デー全国集会(静岡市)。3/10「3.11さよなら原発くまもと集会」 実行委 約700名。

大 分
a.＝[憲法]憲法記念日講演会。8.15戦争反対する県民集会。建国記念の日を考える集い。[平和]オスプレイ
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沖縄配備撤回!米軍機の低空飛行中止要求の取り組み。5.15沖縄平和行進。日出生台米海兵隊実弾砲撃訓練
廃止の取り組み。[人権]菊池事件の再審を求める署名。
b.＝伊方原発廃止・廃炉→裁判、署名、集会。川内・玄海→九電本社交渉。3.10いのちのわ集会(市民団体
と共催)。原水禁世界大会。原爆被害者との連携。高校生核廃絶1万人署名活動支援。

宮 崎
a.＝[反戦・平和]①節目の日(2.11、5.3、8.15、12.8)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。②オスプレー配備・日出生台日米共同訓練反対九州総決起集会(大
分県・玖珠町)。③九州ブロック各県・各地区平和運動交流会(佐賀)。④5.15沖縄復帰40周年平和行進参加。
[原水禁・脱原発]①「もんじゅの廃炉を求める全国集会」。②平和フォーラム全国活動者会議・3.1ビキニデ
ー集会。③被爆67周年非核・平和行進出発式(県知事・宮崎市長要請)。④被爆67周年非核・平和行進(県内
キャラバン展開)。⑤第35回九ブロ原水禁・被爆者活動交流集会参加(長崎市)。⑥ 原水禁大会、福島
・広島・長崎・沖縄大会。⑦さようなら原発1000万人署名のとりくみ。⑧希望の風コンサート(山本コウタ
ロー)開催。[護憲運動]①第48回護憲大会山形大会(15名)。②「9条をまもり憲法をいかす宮崎県民の会」は
定期的な会報の発行、「憲法学習会」の開催を取り組んでいる。また、会員拡大と地域組織の確立に向けて
定期的に運営委員会を開催している。[教育問題]①宮崎の教育を考える県民の集い「フッ素洗口の有害性に
ついて」の講演。②県立学校再編成(統廃合)に関するパブリックコメント投稿の実施。[その他]①ふるさと
バスを守る県民の会。宮崎県内のバスを取り巻く情勢、地域公共交通確保維持改善、コミニティーバスのあ
り方等学習会を開催しながら地域の生活交通ネットワークの活性化と再生に取り組んでいる。②平和と民主
主義のための県民連合(平民連合)は、「建国記念日」「憲法記念日」「敗戦の日」「太平洋開戦の日」などに講
演会、討論会、映画上映会を開き「平和を考える集い」と位置づけながら県民へアピールを行ってきた。
b.＝①原水禁定期総会4月。②5.15沖縄行動に参加5月。③九B「非核・平和行進」6-7月、毎年、県原爆被害
者の会、反基地、反戦、諸平和運動団体の方々と県内全地域を街宣カーで教宣しながら、自治体要請も行い
ながら行動。④原水禁世界大会への参加8月、毎年、広島か長崎の原水禁世界大会に各平和運動団体を含め
て40名程度参加。⑤6の日、9の日各地区一斉行動。毎年8月6日または9日に各地区ごとに集会や平和行進、
講演会を広島・長崎の日に合わせ取り組んでいる。⑥学習会10-12月、テーマはその年々によっては異なる
が、学習会開催。⑦全国各地域との連帯行動、全国各地域、中央行動、友好民主団体などの行動、行事に積
極的に参加している。⑧以上の各行動については日常的に県原爆被害者の会団体と統一行動を行っている。

鹿児島
a.＝2012/3/21アジア･アフリカ支援米発送式(鹿児島市、20人)、4/28沖縄復帰40周年記念与論町事業(与論
町) 5/3憲法記念日集会(鹿児島市、出水薫、220人)、6/16･17九ブロ各県各地区平和運動交流会(佐賀県武雄
市、佐高信、85人:鹿児島12人)、6/29国鉄闘争への連帯と支援に感謝する集い(鹿屋市、100人)、7/3九州ブ
ロックオスプレイ配備反対沖縄防衛局長申入れ(嘉手納町、鹿児島1人)、7/9九州ブロックオスプレイ配備反
対九州防衛局長申入れ(福岡市、鹿児島1人)、7/18オスプレイ対県要請(県庁、7人)、7/23オスプレイ岩国陸
揚げ反対街宣行動(鹿児島中央駅、30人)、8/9普天間基地へのオスプレイ配備に南対する奄美群民集会(奄美
市、250人)、8/15 8.15不戦を誓う日の集会(鹿児島市、孫崎享、130人)、8/18オスプレイ配備･日米共同訓
練反対九ブロ集会(玖珠町、2000人:鹿児島41人)、9/1･2九ブロ勤労協交流集会(武雄市、110人:鹿児島5人)、
今なぜ消費税増税!?講演会(伊藤周平、9/18薩摩川内市･60人、10/6姶良市･80人、10/24鹿児島市･160人、11
/7鹿屋市･155人、2/28日置市･80人、3/11奄美市･40人、3/13南さつま市･80人)、9/18 9.18不戦を誓う日の
集会(鹿児島市、伊波洋一、105。人)、10/9鹿児島地区オスプレイ反対街宣･チラシ配布行動(鹿児島市、50
人)、10/15ベトナムアンサンブルコンサート(南さつま市、300人)、10/19オスプレイ配備阻止!ＦＣＬＰ施
設移転反対鹿児島地区総決起集会(鹿児島市、350人)、10/19奄美地区10.21国際反戦デー(奄美市、200人)、
10/21オスプレイ配備反対大隅市民の会集会･抗議座り込み(鹿屋市、30人)、10/24種子島地区国際反戦デー(西
之表市、90人)、10/25屋久島地区国際反戦デー(屋久島町、30人)、11.7いちき串木野市労評オスプレイ反対
学習会(いちき串木野市、木村朗、35人)、11/12オスプレイ配備撤回九州防衛局申入れ(福岡市、15人:鹿児
島2人)、11/12･13オスプレイ配備撤回九州防衛局前座込み(延べ300人:鹿児島延べ10人)、11/22県議会へオ
スプレイ配備撤回陳情提出、12/8 12.8不戦を誓う日の集会(奄美市、松元剛、30人)、2013/1/15日米共同訓
練反対宮崎県民集会(新田原基地、340人:鹿児島11人)、2/3オスプレイ配備撤回、飛行訓練反対九ブロ鹿児
島県連鎖集会(鹿児島市、200人)、2/11紀元節復活反対,思想･信教の自由を守る集会(鹿児島市、三宅晶子、
180人)、2/11奄美ブロック紀元節復活反対集会(奄美市、杉原洋。、80人)、2/12オスプレイ配備･飛行反対県
知事申入れ(県庁、6人)、2/16･17九ブロ各県･各地区平和運動交流会(桜島、舟越耿一、67人･鹿児島22人)、
3/5九ブロ九州防衛局オスプレイ訓練申入れ(福岡市、20人:鹿児島2人)、3/12-15九ブロ南京大虐殺の歴史を
たどる中国平和の旅、14人:鹿児島4人)。
b.＝2012/3/24第15回脱原発講座(薩摩川内市、山下紀明、110人)、さようなら原発1000万署名要請(4/20労
組、4/21県農協中央会、4/24西本願寺、5/7鹿児島同宗連運営委員会)、さようなら原発1000万署名活動(5/1
2鹿児島市･31人、出水市･13人、5/19鹿児島市、5/26薩摩川内市)、原発30㌔圏自治体要請行動(5/16いちき
串木野･日置･鹿児島･姶良、5/18阿久根･長島･出水、6/1さつま)、5/19第16回脱原発講座(薩摩川内市、吉岡
斉、140人)、非核平和行進(5/21鹿児島、5/22日置、5/23南薩、5/24北薩、5/28･29大隅、5/30姶良伊佐、6/
7熊毛、7/3与論、7/5徳之島、7/10･11奄美大島)、5/27さよなら原発5.27佐賀集会(佐賀市、2,500人:鹿児島
12人)、6/7･8さようなら原発1000万署名緊急国会議員要請、6/11熊本県原水禁へ非核平和行進引継ぎ(水俣
市、27人:鹿児島7人)、6/23･24第35回九ブロ原水禁･原爆被害者活動交流集会(鹿児島市、振津かつみ、170
人:鹿児島49人)、7/19脱原発対県要請(県庁、10人)、8/10･11川内原発防災訓練監視行動(薩摩川内市など6
市、46人)、8/11川内原発防災訓練市民公開講座(薩摩川内市、末田一秀、33人)、8/24福島県汚染土受け入
れ反対南大隅町長要請(南大隅町、2。人)、8/29九電本社交渉(福岡市、22人:鹿児島4人)、9/1-8さようなら
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原発九ブロ集会街宣行動(薩摩川内市など4市町)、9/9再稼動阻止!さようなら原発九ブロ集会(薩摩川内市、
1,000人:鹿児島850人)、10/2九電申入れ(九電鹿児島支社、10人)、11/6九電回答交渉(九電鹿児島支社、9人)、
11.11さよなら原発11.11鹿児島集会(鹿児島市、300人)、11.17第17回脱原発講座(薩摩川内市、武藤類子、8
0人)、脱原発基本法総選挙立候補者要請行動(11/30-12/3)、2013/2/20九電社長申し入れ手渡し(九電本社、
5人:鹿児島2人)、2/23第18回脱原発講座(薩摩川内市、西尾漠、105人)、2/25 対県原子力防災など申入れ(県
庁、13人)、原子力防災に係る自治体申入れ行動(3/7薩摩川内･阿久根･長島5人、3/11いちき串木野･さつま･
出水6人、3/18鹿児島･姶良6人、3/21日置4人)、3/10さよなら原発鹿児島県集会(鹿児島市、2,500人)、3/10
さよなら原発奄美集会(奄美市、150人)。

沖 縄
a.b.＝2012/4/3PAC3配備抗議行動15:30浦添市西洲・りゅうせき本社前付近辺野古への新基地建設阻止現地
行動(辺野古)。4/11戦争策動を許すなPAC3配備撤退を求める集会(県民ひろば)デモ行進(国際通り)。4/23映
画試写会「沖縄・辺野古・高江」。5/6-7復帰40年平和行進特別コース・与那国島コース。5/10-5.15平和行
進全国結団式(県立武道館アリーナ)。5/11-5.15平和行進 東・西・南コース。5/12-5.15平和行進 東・西・
南コース 宮古コース。5/13-5.15平和行進 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)/県民会議普天間基地第1ゲート前オスプレイ配備反対集会。5/15復帰40年集会 政府の沖縄施策
糾弾5.15怒りの県民集会(与儀公園)デモ行進/5.15平和行進 石垣島コース。5/21-25 北信越ブロック沖縄連
帯キャラバン参加。5/29県民会議「オスプレイ配備のための環境アセスハワイと沖縄での二重基準について」
講演会(教育福祉会)。6/13オスプレイ配備NO!普天間閉鎖!ゲート前行動(普天間基地第3ゲート前)。6/13与
那国島自衛隊誘致反対住民投票勉強会-16(与那国改革会議)。6/19-22オスプレイ配備反対!座り込み行動(大
山友好公園)。7/1オスプレイ配備撤回せよ!森本防衛大臣来県への抗議行動(県民ひろば)/高江座り込み5周
年報告会(東村農民研修施設)。7/2-6高江ヘリパット建設阻止座り込み行動(東村高江N4ゲート前)。7/4県民
会議オスプレイ配備絶対反対!全島キャラバン(県民ひろば出発)/辺野古座り込み3000日集会(名護市民会
館)。7/8県民会議第2回オスプレイ配備絶対反対!全島キャラバン(宜野湾市役所出発)。7/9県民会議オスプ
レイ配備NO!普天間第1ゲート前座り込み行動。7/10.17.24.31 高江ヘリパット建設阻止座り込み行動(東村
高江)。7/13.20.27県民会議オスプレイ配備NO!普天間第1ゲート前座り込み行動。7/15県民会議第3回オスプ
レイ配備絶対反対!全島キャラバン(那覇新都心出発)。7/22県民会議オスプレイ配備反対7.22市民集会(県民
ひろば)。7/27-29被爆67周年原水爆禁止世界大会福島大会。8/3.17.24.31県民会議オスプレイ配備NO!普天
間第1ゲート前座り込み行動。8/4海上自衛隊那覇港入港反対抗議集会(那覇新港国際コンテナターミナルゲ
ート前)。8/4-6被爆67周年原水爆禁止世界大会広島大会参加(広島県)。8/5被爆67周年原水爆禁止世界大会
国際会議参加(広島県)。8/7-9被爆67周年原水爆禁止世界大会長崎大会参加(長崎県)。8/7.14.21.28高江ヘ
リパット建設阻止座り込み行動(東村高江)。8/7県民会議東村伊集村長へヘリパット建設反対表明を求める
要請行動(東村役場)。8/13オスプレイの沖縄配備断固阻止!米軍ヘリ墜落事故8年!動かせ普天間!許すな県内
移設8.13抗議集会(宜野湾市役所前)デモ行進(米軍司令部まで)。8/20県民会議米海兵隊員による性暴力事件
に対する怒りの8.20緊急抗議集会(石平 沖米軍4軍司令部前)。8/28-29原発はもういらない九州連絡会議 九
州電力本社交渉参加(福岡県)。9/9NO!オスプレイ沖縄県民大会(宜野湾海浜公園多目的広場)。9/11.18.25高
江ヘリパット建設阻止座り込み行動(東村高江)。9/11オスプレイ配備を押し付ける森本防衛大臣来県反対行
動(県庁東側出入口)。9/12オスプレイ配備反対政府要請行動/高江不当裁判支援事前集会(那覇地裁前)。9/2
4オスプレイ配備反対抗議集会(県民ひろば)。9/26-30普天間基地第3ゲート前連続座り込み行動。10/2.9.16.
23高江ヘリパット建設阻止座り込み行動(東村高江)。10/3-5オスプレイ強行配備糾弾!撤回を求める集会(普
天間基地第3ゲート前)。10/5.12.19.26オスプレイ配備撤回金曜日行動(普天間基地第3ゲート前)。10/19オ
スプレイ配備撤回!普天間基地即時閉鎖・返還!10.21国際反戦デー沖縄県集会(普天間基地第3ゲート)。11/2.
9.16.23.30オスプレイ配備撤回金曜日行動(普天間基地第3ゲート前)。11/6.13.20.27高江ヘリパット建設阻
止座り込み行動(東村高江)。11/9-11第49回護憲大会参加(山口県)。11/11-13オスプレイ配備撤回11.11福岡
県集会参加(福岡中比恵公園)/九州防衛局前歩道座り込み参加。11/13女性・男子中学生暴行事件糾弾!米軍
の蛮行を許さない抗議集会(嘉手納基地第1ゲート)。11/19海上自衛艦の那覇港寄港反対抗議集会(那覇新港
国際コンテナターミナルゲート前)。11/20高江住民弾圧裁判控訴審の第2回口頭弁論事前集会・傍聴行動(那
覇地裁)。12/4.11.18.25高江ヘリパット建設阻止座り込み行動(東村高江)。12/7.14.21.28オスプレイ配備
撤回金曜日行動(普天間基地第3ゲート前)。12/23オスプレイ配備反対!米兵による凶悪事件糾弾!怒りの御万
人大行動 プレイベント・集会(宜野湾海浜公園屋外劇場)デモ行進。2013/1/8.15.22.29高江ヘリパット建設
阻止座り込み行動(東村高江)。1/11.18.25オスプレイ配備撤回金曜日行動(普天間基地第3ゲート前)。1/16
防衛大臣来県抗議行動(県民ひろば)。2/1.8.15.22オスプレイ配備撤回金曜日行動(普天間基地第3ゲート前)。
2/1-3九州ブロック各県連鎖集会参加 熊本.大分・宮崎・鹿児島。2/2安倍総理来県緊急アピール集会(県民
ひろば)。2/5.12.19.26高江ヘリパット建設阻止座り込み行動(東村高江)。2/8-9九州ブロック各県連鎖集会
参加 長崎・佐賀・福岡。2/19高江住民弾圧裁判控訴審第3回口頭弁論事前集会(那覇地裁前)裁判傍聴後報告
集会。2/20違法辺野古アセス訴訟判決公判事前集会・裁判傍聴(那覇地裁前) 報告集会(八汐荘)。3/1被災59
周年3.1ビキニデー沖縄県集会(自治会館)。3/8.15.22.29オスプレイ配備撤回金曜日行動(普天間基地第3ゲ
ート前)。3/12.19.26高江ヘリパット建設阻止座り込み行動(東村高江)。3/13埋め立て申請受け取り拒否を
求める要請行動(県庁内)。3/13政府による沖縄切り捨て「4.28主権回復式典」糾弾!緊急集会(県民ひろば)。
3/18埋め立て承認申請書提出の断念を求める沖縄防衛局への申し入れ行動(沖縄防衛局)。3/19政府は埋め立
て承認申請提出を断念せよ!知事は受け取り拒否を!辺野古新基地建設を許さない県民集会(県民ひろば)。

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（2012年3月～2013年3月報告分）


