
６・１９沖縄県民大会連帯行動 2016年6月16日現在

都道府県 日付 時間 場所 行動名称 主催

北海道 6月19日 11:00～ 札幌市大通西3丁目

「元米兵による殺害事件」糾
弾！基地のない沖縄を！６・
１９「戦争をさせない北海道
委員会」総がかり行動

戦争をさせない北海道委員会

青森 6月19日 11:30～ 青森駅前公園

怒りと悲しみの沖縄県民大会に呼応す
る、いのちと平和のための６・１９総が
かり大行動・沖縄県民大会連帯！！戦

争法廃止！青森集会

青森県平和労組会議　青森県労連　青森ペンク
ラブ　コープあおもり　憲法を守る青森県民の会
青森県9条連　憲法ネット青森　青森市九条の
会連絡センター　首長九条の会　県九条の会

共産党　社民党

岩手

6月18日
集会14:15

平和行進14:45
仙台市錦町公園

戦争法反対宮城県集会
および平和行進

宮城県護憲平和センター

6月19日
集会13:00
デモ行進13:45

仙台市勾当台公園市民
広場

6・19市民集会

6・19行動市民連絡会
安保法制廃止みやぎネット
野党共闘で安保法制を廃止するオール宮城の
会

秋田 6月19日 15:10～17:00 秋田駅前アゴラ広場
いのちと平和のための6・
19連帯行動

戦争させない・9条壊すな！総
ががかり行動秋田県実行委員
会

山形

福島

茨城 検討中

栃木 6月19日 13:30～ 宇都宮市城址公園
平和憲法を守り戦争法廃
止を求める栃木県民パ
レード

戦争法の廃止と立憲主義の回
復を求める栃木県民ネットワー
ク

群馬 6月19日 国会前での集会に参加

埼玉 6月19日 国会前での集会に参加

千葉 6月19日 国会前での集会に参加

東京 6月19日 国会前での集会に参加

神奈川 6月19日
14時開始～リレー
トーク～15時デモ出

発
横浜大通公園・石の広場

基地・軍隊あるが故の「悲劇」はもうゴ
メンだ！～「6・19沖縄県民大会」と結ぶ
神奈川行動へ～

神奈川平和運動センター、基地撤去をめざす県
央共闘会議、かながわアクション、戦争をさせな
いかながわの会、島ぐるみ会議と神奈川を結ぶ
会

山梨 6月19日 10:00～11:30
甲府駅北口よっちゃばれ
広場

明日を決めるのは私たち
6・19集会

戦争させない・9条壊すな山梨
行動実行委員会

長野 6月12日 13時～16時 長野市・ひまわり公園
平和といのちと人権を６・
１２長野県民大集会

６・１２県民集会実行委員会

新潟 6月17日 18:00～18:45
新潟市・石宮公園（新潟
駅近く）

戦争法廃止19日行動
戦争法廃止！総がかり行動in
新潟実行委員会

石川 6月19日 14時～
石川県金沢市広坂　いし
かわ四高記念公園

安保関連法＝戦争法廃
止！憲法壊すな！石川
県民集会

「戦争法廃止！憲法改悪阻
止！」を呼びかける八団体

富山 6月18日 14:00 富山県民会館大ホール
変えんまいけ・とやま6.18
県民大集会

立憲政治を取り戻すとやまの
会

福井 6月19日 14:00～15:00 ＪＲ福井駅東口広場
沖縄県民に連帯する福井
県民集会

沖縄県民に連帯する福井県民
集会実行委員会

静岡 6月19日 14:30～15:30 静岡駅北口地下通路
戦争法廃止！沖縄連帯
19行動

戦争をさせない1000人委員会・
静岡

愛知 6月19日
13:00～集会
14:00～デモ

名古屋市中区栄久屋公
園（久屋広場）

安倍内閣の暴走を止めよ
うあいち集会＆デモ

安倍内閣の暴走を止めよう共
同行動実行委員会

岐阜 6月19日
10:30～
11:10～デモ

岐阜市金公園
戦争法廃止！アベ政治を許
さない岐阜総がかり行動

戦争をさせない・9条壊すな！
岐阜総がかり行動実行委員会

三重

滋賀

大坂 6月19日 13:00～13:30 大阪市うつぼ公園 おおさか総がかり行動
シールズ関西（協賛:1000人委員
会・大阪、大坂憲法会議、辺野古ア
クション大阪、シーサーネットなど）

京都

兵庫 6月19日 13:30～16:00 神戸芸術センター 堤未果講演会 堤未果講演会実行委員会

宮城
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奈良 6月19日 14時から
JR奈良駅前での集会と
デモ

沖縄の米軍族（海兵隊）によ
る女性暴行・殺人事件糾
弾！奈良県抗議集会

平和フォーラム・奈良沖縄連帯
委員会・解放同盟

和歌山 6月18日 10時～
和歌山市役所前広場集
合

非核71年・怒りと悲しみ
の沖縄県民大会連帯行
進

和歌山県平和フォーラム

鳥取

島根

岡山 6月19日 17:00～
岡山駅東口マツモトキヨ
シ前（雨天の場合「さんす
て」）

総がかり＆いっぽんの会
街頭大宣伝行動

ストップ戦争法！総がかり岡山
実行委員会

広島 6月19日 14:00～15:30 広島市八丁堀「福屋前」
戦争法廃止！安倍政権
退陣！6・19街頭行動

戦争をさせないヒロシマ1000人
委員会

6月9日
県内各地区で時間

は設定

県内10地区（萩市、長門市、宇部市、
山陽小野田市、下関市、岩国市、柳井
市、周南市、防府市、山口市）でそれぞ
れ開催

総がかり行動やまぐち「9月
19日を忘れない座り込み行
動」

総がかり行動やまぐち実行委
員会、各地区実行委員会

6月18日
10:00～18:00（県内
5地区順次実施）

県内5地区（萩市、長門
市、宇部市、山陽小野田
市、下関市）

6月19日
10:00～17:00（県内
5地区順次実施）

県内5地区（岩国市、柳井
市、周南市、防府市、山
口市）

6月29日
県内各地区で時間

は設定

県内10地区（萩市、長門市、宇部市、
山陽小野田市、下関市、岩国市、柳井
市、周南市、防府市、山口市）でそれぞ
れ開催

総がかり行動やまぐち「9
月19日を忘れない座り込
み行動」

総がかり行動やまぐち実行委
員会、各地区実行委員会

徳島 6月19日 13:00～14:30 藍場浜公園（徳島市）
6・19大西そうがかり県民
大集会

立憲主義と民主主義を取り戻し安
保関連法を廃止させるオール徳島

香川

愛媛 6月18日 13:30～ 社会文化会館
原水禁愛媛協議会第60
回総会

原水爆禁止愛媛協議会

高知 6月19日 13:00～ 高知市丸の内緑地公園
戦争法を廃止させる19日行
動・６・１９沖縄県民集会に連
帯する抗議行動

高知憲法アクション

福岡 6月19日 ⒗:30～17:30 福岡市警固公園
安保法いらんばい！野党
は共闘の集い

市民連合ふくおか

佐賀 6月19日 11:00～12:00 ＪＲ佐賀駅南交差点
安保法制廃止19日県民
アピール

戦争をさせない佐賀県1000人
委員会

長崎 6月19日 14:00～15:00 長崎市鉄橋 沖縄連帯街宣行動
長崎県平和運動センター
戦争への道を許さない！ながさ
き1001人委員会

熊本

大分 6月19日 10:00 JR大分駅前北口広場
戦争法廃止！第12波統
一行動

平和センター・社民党

10:00～12:00 宮崎地区 19日行動
県労組会議　社民党　9条を守
る県民の会

10:00～15:00 延岡地区 19日行動
県労組会議　社民党　9条を守
る県民の会

10:00～15:00 日向地区 19日行動 地区労組会議　社民党

18:00～ 都城地区
戦争させない9条壊すな
総がかり行動in都城

社民党　共産党　市民連合

9:00～15:00 えびの・小林地区 19日行動 地区労組会議　社民党

日南地区 19日行動 地区労組会議　社民党

鹿児島 6月19日 12:00～13:00
2箇所で街頭行動:鹿児島
市中央町、JR鹿児島中
央駅東口

6・19戦争法廃止「19日」
行動

憲法壊すな・戦争法廃止！鹿児島
の会（鹿児島県護憲平和フォーラム
も実行委員会参加）

沖縄 6月19日 14:00～ 奥武山陸上競技場

宮崎 6月19日

総がかり行動やまぐち実行委
員会　各地区実行委員会

山口
やまぐちデモクラシー政
治を取り戻す6・18-19県
下連結アクション


