
安倍元首相の「国葬」（9月27日）反対・全国の取り組み
2022.10.16現在（集約最終）　ｂｙ大滝・全国市民AC事務局

北海道

抗議宣伝行動（札幌駅前、戦争させない市民の風・北海道＝200人）、街頭アクショ
ン（札幌市札幌駅前、北海道憲法共同センター・自由法曹団北海道支部＝150人）、
「もう黙ってろ」発言道議抗議・国葬反対宣伝（札幌市北区スーパー前、区民有志
＝10人以上）、宣伝・署名行動（札幌市西区琴似駅前、区民有志＝10人以上）、ス
タンディング宣伝行動（苫小牧市、平和憲法を生かす苫小牧連絡会＝63人）、集会
（26日、戦争させない北海道委員会＝300人）、宣伝（札幌駅前、共産党＝10人以
上）、集会・デモ（室蘭市中島アイランド、戦争させない西いぶりの会・憲法を守
る室蘭地域ネット呼びかけ＝80人）、集会（小樽市小樽駅前＝60人）、集会（釧路
市釧路執心部、国葬反対！釧路市民アクション＝50人）、集会（釧路市釧路駅前＝
80人）、抗議行動（別海町中心部、矢臼別平和委員会＝20人）、スタンディング
（網走市、ストップ！戦争法網走の会=？人）、スタンディング（旭川市、新婦人の
会＝？人）、スタンディング（伊達市、20人）、集会・デモ（深川市、国民救援会
など＝？人）、宣伝（26日、帯広市とかちプラザ前、戦争差せない・9条壊すな！総
がかり行動十勝実行委員会＝54人）、街頭宣伝（後志管内10町村で、？＝？人）、
スタンディング（札幌市手稲区手稲駅自由通路、平和ってい～ね！ていね区民の会
＝？人）、「反国葬」アクション（札幌市札幌駅西口紀伊国屋書店前、護憲ネット
ワーク・改憲阻止労働者市民行動＝50人）、その他千歳市、岩見沢市、函館市で取
り組み

1157 23

青　森
集会・デモ（青森市・県庁前青い森公園＝100人）、抗議宣伝行動（八戸市まちなか
広場マチワニ、５団体＝28人）、抗議宣伝行動（十和田市、9条守る会呼びかけ＝17
人）、抗議行動（むつ市・マエダ本店前、平和委員会呼びかけ＝10人）

155 4

秋　田

宣伝（秋田駅前、秋田市革新懇＝50人）、宣伝（県庁前・市役所前、共産党＝10
人）、宣伝（平和労組会議＝10人）、宣伝（秋田駅前、県労連＝10人以上）、スタ
ンディング（大館市いとく大館ショッピングセンター前、年金者組合大館支部有志
＝15人）、その他能代市で行動

95 6

岩　手
スタンディング（盛岡市県庁前、平和センター・全国市民アクション岩手の会＝160
人）

160 1

宮　城

集会・デモ（青葉区勾当台公園、仙台市市民の集い実行委員会集会＝300人）、街頭
宣伝（湧谷町国道108号線交差点、湧谷九条の会＝10人以上）、スタンディング（仙
台市太白区長町たいはっくる交差点、市民連合＠たいはく＝35人）、その他塩釜、
角田・柴田、岩沼市で行動

345 6

山　形
集会・デモ（26日、9条改憲NO!やまがた県民の会＝110人）、市民集会（鶴岡市役所
前、田川地区平和センター・医療生協やまがたなどによる実行委員会＝100人）、宣
伝・署名（山形駅自由通路、共産党＝7人）

217 3

福　島

スタンディング宣伝（福島駅前通り、県革新懇・みんなで新しい県政をつくる会＝
90人）、集会（会津若松市七日町の公園、市民団体＝50人）、宣伝（郡山市郡山市
役所前、ミナセン中通り＝70人）、宣伝（福島県庁前＝？人）、スタンディング
（いわき市イオンモール小名浜前、「安倍元総理の国葬に反対する市民行動」実行
委員会＝80人以上）、リレースタンディング以下4カ所（会津坂下町役場前、会津若
松市神明通り、会津坂下町生協前、喜多方市東生協前）、社民党＝？人

290 9

備考
参加者

数
県　名

行動内容（9月26日及び27日の行動）
集計基本パターンは「何を＝集会とかスタンディングとか（どこで＝住所・箇所、
だれが＝主催者・呼びかけ、何人で＝参加者数）」です。26日の表記以外は27日の
行動。

箇所
数
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東　京

国会前正門前大行動（実行委員会主催＝15000人）、スタンディング・リレートーク
（府中市、市民有志＝40人）、半旗掲揚抗議行動（葛飾区＝30人）、宣伝・街頭集
会（26日、新宿駅西口、総がかり行動実行委員会・全国市民アクション＝800人）、
集会（日比谷公園＝2500人）、集会・デモ（千代田区錦華公園＝600人）、国会まで
はいけなくともとリレートーク（調布駅前、戦争はいやだ調布市民の会＝28人）、
宣伝（西東京市田無駅前、共産党＝？）、アピール行動（昭島市秋島駅前、市民連
合昭島＝50人以上）、スタンディング（大田区大岡山駅前、新婦人・九条の会
＝？）、宣伝（26日、立川市立川駅北口デッキ、国葬反対！立川市民共同アクショ
ンアクション＝100人）、スタンディング（足立区北千住駅西口デッキ、新婦人足立
支部＝40人）、スタンディング（文京区礫川公園、改憲ノー文京アクション＝？
人）、集会（26日、多摩市多摩センター駅前、市民連合＝？人）、スタンディング
＆リレースピーチ（あきる野市あきる野東急前＝20人）、宣伝（26日、新宿駅西
口、全交など有志＝140人）、スタンディング（26日、台東区浅草雷門前、市民有志
＝20人以上）、スタンディング（国分寺市国分寺駅南口、市民連合＠国分寺＝30
人？）、スタンディング（練馬区地下鉄平和台駅前、？＝3人）、スタンディング
（小金井市武蔵古家寧駅前、市民団体有志＝？人）、集会（大島町大島町元町住谷
神社前、共産党＝？人）、スタンディング（北区十条駅前、？＝？人）、宣伝（世
田谷区尾山台駅前、共産党＝3人）

19404 23

埼　玉

宣伝・シール投票（ふじみ野駅前、新婦人＝10人）、半旗掲揚抗議行動（県庁前半
旗掲揚塔下、市民団体＝10人）、スタンディング（三芳町藤久保小学校前交差点、
三芳九条の会＝？）、スタンディング（三芳町〇〇、？＝？人）、スタンディン
グ・リレートーク（飯能市飯能駅前、ＪＣＰサポーターズ＝6人）、スタンディング
（川越市川越駅西口、ラブ憲法川越の会＝22人）、スタンディング（川越市川越駅
東口、新日本婦人の会＝？人）、スタンディング（さいたま市北区宮原駅
前、？、？人）、スタンディング（熊谷市熊谷駅北口、市民有志＝40人）、宣伝
（北本市北本駅前、？、？人）、

83 10

茨　城

集会（JR水戸駅南口、茨城革新懇よびかけ＝100人）、リレートーク（JR水戸駅北口
ペデストリアンデッキ、市民団体＝110人）、スタンディング（取手市取手駅東口、
戦争させない・9条壊すな！総がかり行動実行委員会＝？人）、スタンディング（つ
くば市竹園地域交差点、25人）

235 4

栃　木

集会（宇都宮市二荒山神社前、国葬反対県実行委員会＝50人）、スタンディ
ング（大田原市・西那須野町・那須町、平和と憲法を守る！栃木県北市民
ネット＝？）、スタンディングアピール（那須町町役場前、原発要らないス
タンディングおばさんの会＝20人）

70 3

群　馬
スタンディング（県庁舎前、憲法共同センター＝40人）、集会・デモ（高崎市高碕
城址公園で集会→高崎駅へデモ、県弁護士会長・角田元参院副議長・僧侶らの呼び
かけ＝300人）、スタンディング（藤岡市ららん藤岡交差点、？人）

340 3

神奈川

集会／宣伝・署名シール投票（横須賀中央駅前、平和の母子像実行委員会よびかけ
＝各20人計40人）、集会・ウオーキング（藤沢駅～藤沢市役所、藤沢アクション＝
80人以上）、宣伝（横浜・桜木町駅、10人以上）、スタンディング（海老名駅前自
由通路、えびな九条の会＝10人以上）、宣伝（JR鎌倉駅前、国葬反対鎌倉市民有志
の会＝10人以上）、スタンディング宣伝（JR平塚駅前、市民団体＝50人）、スタン
ディング（横浜市若葉区、若葉台九条の会=？人）、スタンディング（横浜市泉区立
場駅前、新日本婦人の会＝？人）

200 9
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千　葉

宣伝・スタンディング（柏駅東口デッキ＝165人）、〃（南流山駅＝35人）、〃（木
更津駅前＝30人以上）、〃・シールアンケート（船橋駅＝40人）、スタンディング
（松戸市常盤平西友前、共産党など＝30人）、スタンディング（松戸市松戸中央消
防署前、？、？人）、スタンディング（船橋市馬込駅前、？、？人）

300 7

山　梨
県民集会（甲府駅南口、市民と野党＝150人）、スタンディング（甲斐市、市民有志
＝20人）

170 2

長　野

宣伝（26日、松本駅前、国民大運動松本実行委員会＝10人以上）、宣伝（長野駅前6
市民団体＝80人）、宣伝（長野駅前、共産党＝80人）、スタンディング（上伊那郡
中川村中川村チャオ前、９条の会・個人＝？）、スタンディング（坂城町田町交差
点、＝？人）、スタンディング（松川村農家の店とまと前、「国葬」反対！アク
ション㏌松川村＝15人）、スタンディング（岡谷市岡谷市役所前、岡谷市民国葬反
対早朝アピール＝30人）、スタンディング（松本市松本駅お城口ウッドデッキ、憲
法を守り広げる松本地域連絡会、？人）

215 8

新　潟

スタンディング宣伝（新潟市中央区万代橋たもと、県憲法センター・護憲フォーラ
ム・他による国葬反対アクション＠新潟実行委員会＝150人）、スタンディング宣伝
（新潟市役所前、いのちとくらし最優先の新潟市をつくるみんなの会＝50人）、ス
タンディング（柏崎市西吉町交差点、柏崎刈羽九条の会＝？人）、スタンディング
（湯沢町ビブレ前、九条の会湯沢=20人）、宣伝・シール投票（長岡市越後長岡駅
前・アオーレ長岡前、？＝？人）

220 5

石　川
抗議行動（金沢市、市民アクションいしかわ＝60人）、スタンディング（金沢駅
前、＃金沢駅前スタンディング＝？人）

60 2

富　山
集会・スタンディング（富山駅、安倍国葬反対集会実行委員会＝120人）、スタン
ディング（高岡市広小路交差点、共産党＝？人）

120 2

福　井
スタンディング（26日、福井総がかりアクション＝40人）、抗議宣伝・スタンディ
ング（県庁前、憲法改悪に反対し、9条を守る県共同センター＝22人）、その他坂井
市とあわら市で市民と野党の共闘組織「ピースさかい」が宣伝キャラバン

62 3

静　岡

街頭デモ（26日、浜松市浜松駅北口、浜松総がかり行動実行委員会＝50人）、スタ
ンディング（浜松市浜松駅前、市民有志＝25人）、宣伝（静岡市葵区、共産党＝60
人）、スタンディング（沼津市沼津駅南口、戦争させない憲法こわすな沼津の会＝
27人）、スタンディング（静岡市静岡駅地下通路、憲法共同センター・金曜アク
ションなど＝40人以上）、宣伝（静岡市清水駅前、共産党＝？人）

207 6

愛　知

集会・デモ（名古屋市中区栄で集会、大須へデモ、国葬に反対する愛知の会・あい
ち総がかり＝300人）、日進市でスタンディング（20人）、スタンディング（豊橋市
豊橋駅東口、市民グループ＝45人）、スタンディング（名古屋市緑区交差点4カ所、
緑区九条の会連絡会呼びかけ＝計40人）、宣伝（瀬戸市尾張瀬戸駅前＝35人）、宣
伝（名古屋市港区みなと生協病院前、みなと医療生協九条の会＝20人）、宣伝（豊
川市豊川市体育館前、共産党＝20人）、アピール行動（名古屋市中川区地下鉄高畑
駅交差点角、改憲ＮＯ！総がかり行動・革新懇＝20人）、スタンディング（名古屋
市瑞穂区新瑞橋駅前、県平和委員会＝？人）、スタンディング（一宮市一宮駅前、
JCPサポーター＝40人以上）、宣伝（豊橋市大清水駅前、共産党＝？人）

540 14
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岐　阜

スタンディング・リレートーク（26日、名鉄岐阜駅前、憲法会議・共同センター＝
40人）、宣伝（名鉄岐阜駅前、共産党＝10人以上）、スタンディング（朝、恵那市
恵那駅前、総がかり行動実行委員会）、スタンディング（午後、恵那市恵那駅前、
総がかり行動実行委員会）＝前２つで参加者30人、スタンディング（高山市高山駅
前、？＝？人）、スタンディング（大垣市大垣駅前、個人＝2）

82 6

三　重

集会・デモ（津市まん中ひろば憲法を守り生かすみんなの会・津、憲法共同セン
ター・みえ＝70人）、スタンディング（四日市市四日市駅前、戦争させない憲法壊
すな！よっかいち連合＝30人）、宣伝（名張市役所前、市民団体＝20人）、スタン
ディング（伊賀市市役所旧庁舎前、伊賀市平和委員会＝12人）、スタンディング
（鈴鹿市白子駅前、共産党＝12人）、スタンディング（鈴鹿市鈴鹿市駅前、共産党
＝？人）、スタンディング（伊勢市伊勢市駅、？＝25人）

157 6

大　阪

宣伝（大阪市北区中之島水上ステージ前、市民運動5団体＝350人）、宣伝行動（東
大阪市近鉄布施駅前＝31人）、抗議行動（東大阪市役所前、市民有志＝8人）、駅前
宣伝（河内長野駅前＝50人）、スタンディング宣伝（大阪市西成区天下茶屋駅カ
ナート側＝10人以上）、宣伝行動（大阪市北区天神橋南森交差点、大阪憲法会議＝
40人）、サイレントスタンディング（高槻市JR高槻駅南陸橋、市民有志＝60人）、
〃（26日、〃、〃＝？人）、スタンディング宣伝（大阪市城東区今福鶴見交差点、
共産党＝13人）、スタンディング宣伝（羽曳野市、同市総がかり行動実行委員会＝
35人）、スタンディング宣伝（豊中駅人工広場、豊中市民アクション＝10人以
上）、〃（松原市＝10人以上）、〃（岸和田市＝10人以上）、〃（岬町＝5人以
上）、〃（豊能町＝5人以上）、〃（吹田市吹田駅前＝10人以上）、宣伝（大阪市中
央区森ノ宮、民青＝10人以上）、演芸特別公演「国葬反対！大阪有志編」（大阪市
淀川区シアターセブン、芸人9条の会＝演者・観客38人）、集会・デモ（26日、おお
さか総がかり行動実行委員会＝900人）、スタンディング・デモ（26日、大阪市旭区
＝約20人）、スタンディング（島本町生協スーパー前、年金者組合など＝23人）、
スタンディング（泉佐野市日根町北交差点、共産党後援会＝4人）、スタンディング
（泉南郡熊取町、共産党＝？人）、スタンディング（河内長野市市役所前交差点、
市民連合など＝？人）、集会＆スタンディング（茨木市阪急茨木駅西口、いばらき
総がかり行動実行委員会＝180人）、スタンディング（堺市堺東駅前、？＝？人）、
スタンディング（堺市中百舌鳥駅前、？＝？人）、スタンディング（堺市泉ヶ丘駅
前、？＝？人）、スタンディング（大阪市西成区天下茶屋駅前、？＝5人）、スタン
ディング（八尾市近鉄八尾駅前、共産党＝？人）、スタンディング（忠岡町、南海
忠岡駅前、？＝？人）そのほか5カ所で行動

1827 50

兵　庫

宣伝・スタンディング（神戸元町大丸前、県憲法共同センター＝80人）、講演会
（前川喜平氏、神戸市長田区、同市須磨区共同センター主催＝300人）、集会（加古
川市、加印革新懇呼びかけ＝50人）、スタンディング（姫路市JR姫路駅前、姫路革
新懇＝50人？）、スタンディング（伊丹市伊丹駅前、新婦人＝30人）、アピール行
動（神戸市三宮マルイ前、市民デモHYOGO＝80人）、「国葬」抗議宣伝（神戸市三
宮、県内在住ミャンマー人有志＝20人）、スタンディング（西宮市JR西ノ宮駅前、
西宮革新懇など=25人）、スタンディング（芦屋市JR芦屋駅北側ミスド前、＝24
人）、スタンディング（明石市明石駅、共産党＝？人）

709 10

京　都

スタンディング（京都市役所前、3団体＝200人、その他、宣伝・スタンディング・
シール投票（龍谷大学深草学舎、学生教員有志）、弁護士有志らが行動＜京都
市）、アピール（京田辺市、市民有志国葬反対市民アクション＝？）、スタンディ
ング（木津川市近鉄高の原駅前、戦争あかんで！相楽ネット＝10人）、アピール行
動（京都市右京区阪急西院駅前、？＝？）、スタンディング（京都市下京区西大路
七条、？＝？）、スタンディング（京都市下京区下京生活と健康を守る会前、？
＝？）、スタンディング（京都市下京区烏丸七条、？＝？）、スタンディング（京
都市上京区河原町丸太町交差点、？＝？人）

210 8
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安倍元首相の「国葬」（9月27日）反対・全国の取り組み
2022.10.16現在（集約最終）　ｂｙ大滝・全国市民AC事務局

備考
参加者

数
県　名

行動内容（9月26日及び27日の行動）
集計基本パターンは「何を＝集会とかスタンディングとか（どこで＝住所・箇所、
だれが＝主催者・呼びかけ、何人で＝参加者数）」です。26日の表記以外は27日の
行動。

箇所
数

滋　賀
集会（県庁前、9条改憲NO!市民アクション・滋賀＝100人）、宣伝（草津市草津駅
前、9条改憲NO!市民アクション・滋賀＝100人）、集会（近江八幡市平和堂アピア
前、市民の会湖東＝？人）

200 3

奈　良 国葬ぶっ飛ばせコンサートイン奈良（JR奈良駅前、出演中川五郎他＝200人） 200 1

和歌山
宣伝・署名行動（26日、JR和歌山駅前、県社会保障推進協議会＝13人）、スタン
ディング（有田市＝10人以上）

23 2

岡　山

宣伝（岡山駅前、昼、県憲法共同センター＝50人）、宣伝（倉敷駅前、市民有志＝
10人以上）、宣伝（岡山市岡山駅東口マツキヨ前、立憲主義と地方自治を守る議員
の会など＝？人）、スタンディング（赤磐市マルナカ山陽店北、総がかりあかいわ
=20人）、スタンディング（26日、津山市鶴山公園北、つやまアクション＝20人）

100 5

広　島

「国葬」に抗議するヒロシマ行動（憲法と平和を守る広島共同センター＝150人）、
宣伝（岩国市JR岩国駅前＝25人）、街頭集会（府中市2カ所）、スタンディング（尾
道市尾道駅前、？＝？人）、スタンディング（広島市横川駅前、広島2区市民連合＝
30人）、スタンディング（福山市福山駅前、？=？人）、スタンディング（広島市中
区紙屋町洋服の青山前、民青同盟＝？人）

205 8

山　口
抗議行動・集会・宣伝など（山口市中央公園前、戦争させない・9条壊すな！総がか
り行動やまぐち実行委員会＝120人）、その他下関市役所前（＝50人）、宇部市、山
陽小野市、岩国市、防府市、下松市、阿武・萩地区の7カ所で行動（＝130人））

300 8

鳥　取

スタンディング・リレートーク（鳥取駅前、県憲法共同センター＝60人）、宣伝
（米子市公会堂前、市民団体＝50人）、スタンディング（日南町町役場からケヤキ
広場前歩道、９・２７国葬反対アクションinにちなん実行委員会＝10人）、スタン
ディング（境港市ディオ境港店前、年金者組合など＝10人以上）

130 4

島　根
スタンディング（出雲市、市役所前、実行委員会＝36人）、〃（江津市、？＝15
人）、〃（雲南市市役所前、？＝4人）、スタンディング（松江市松江駅前、社民党
＝？人）

55 4

香　川
宣伝（高松市県庁前、香川革新懇＝50人）、その他小豆郡、坂出市、丸亀市、三豊
市で行動

50 5

愛　媛
サイレントスタンディング宣伝（松山駅前、安保法制の廃止を求める愛媛の会・愛
媛9条の会＝40人）、宣伝（今治市市役所前交差点、共産党＝10人以上）

50 2

徳　島
集会・スタンディング宣伝（JR徳島駅前、平和委員会・国民救援会・治安維持法国
賠同盟＝50人）、スタンディング（徳島市かちどき橋歩道、市民連合・徳島＝？
人）

50 2

高　知
スタンディング宣伝（県庁前交差点、高知憲法アクション＝130人）、宣伝（高知駅
北口、共産党＝10人以上）

140 2
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安倍元首相の「国葬」（9月27日）反対・全国の取り組み
2022.10.16現在（集約最終）　ｂｙ大滝・全国市民AC事務局

備考
参加者

数
県　名

行動内容（9月26日及び27日の行動）
集計基本パターンは「何を＝集会とかスタンディングとか（どこで＝住所・箇所、
だれが＝主催者・呼びかけ、何人で＝参加者数）」です。26日の表記以外は27日の
行動。

箇所
数

福　岡

シンポジウム（福岡市早良区コミュニティセンター、西南大学神学部＝50人）、集
会・デモ（福岡市中央区天神警固公園、市民・労組・原発反対団体＝100人）、夫婦
でスタンディング（北九州市＝2人）、宣伝（福岡市東区JR香椎駅前、共産党＝20人
以上）、スタンディング（北九州市小倉駅前、平和をあきらめない北九州ネット
＝？人）スタンディング（26日、北九州市小倉駅前、平和をあきらめない北九州
ネット＝90人）、

262 6

佐　賀
宣伝（唐津バスセンター前交差点、唐津市民の会＝30人）、宣伝（佐賀市、くらし
を守る共同行動佐賀県実行委員会＝40人）、その他神埼市、武雄市で行動

70 4

長　崎
スタンディング・座り込み・リレートーク（鉄橋、30団体で構成する国葬反対実行
委員会＝200人）、アピール行動（長与町榎鼻付近、町議会超党派メンバー＝？）、
スタンディング（佐世保市、？＝？）、スタンディング（平戸市、？＝？）

200 4

熊　本
抗議の熊本スタンディング（熊本市下通商店街、実行委員会＝100人）、集会・デモ
（26日、中央区新市街、市民団体・県内議員＝250人）

350 2

大　分

集会（26日、JR大分駅前、平和をめざすオールおおいた＝120人）、スタンディング
（JR大分駅前、憲法・教育基本法改悪に反対する市民連絡会おおいた）、スタン
ディング（JR中津駅前、中津駅前、憲法・教育基本法改悪に反対する市民連絡会お
おいた）以上2カ所＝40人

160 3

宮　崎 集会・ウオーク（宮崎市、市民連合みやざき＝100人） 100 1

鹿児島

スタンディングアピール（市役所前、憲法壊すな・戦争法廃止かごしまの会＝100
人）、集会（26日、南さつま市加世田本町国道交差点、なんさつ九条の会＝30
人）、宣伝（天文館、平和フォーラム＝50人）、スタンディング（薩摩川内市、九
条の会いりき=10人）、スタンディング（西之表市スーパー前、？＝？人）

190 5

沖　縄

集会(県庁前ひろば、島ぐるみ宗教者の会・沖縄平和市民連絡会=350人）、スタン
ディング（26日、那覇市パレットくもじ前、憲法改悪反対共同センター＝10人以
上）、座り込みで表明（辺野古＝10数人）、スタンディング（26日、名護市市役
所・市民会館前、？=5人）、スタンディング（宮古島市スーパー前、ミサイル基地
いらない宮古島住民連絡会＝20人以上）

395 5

海　外

抗議行動・デモ（ニューヨーク・デモは入ヨーク公共図書館前～日本総領事館前、
在米日本人有志＝？人）、抗議集会（サンフランシスコ・日本総領事館入居のビル
前、三フランシスコ・ベイエリア「ノー・ニュークス・アクション委員会」呼びか
け＝35人）、スタンディング（イギリス・ロンドン日本領事館前、個人＝告知の
み）

35 3

合　計 30895 312
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