
２０１９年度原水爆禁止国民平和大行進高知県の日程
月日 曜日 時間 行動種 要請取付 自治体 集合場所 責任者 県参加

12:30
宿毛市県

境

13:30 行進 宿毛市
宿毛市役
所前

16:00 行進 大月町 田城入口
9:00 要請 地元 大月町 町役場
10:00 要請 地元 宿毛市 市役所
14:00 要請 地元 三原村 村役場
16:00 要請 地元 土佐清水市 市役所
18:00 行進 土佐清水市 西町
14:00 要請 地元 黒潮町 町役場
16:00 要請 地元 四万十市 市役所
17:30 行進 四万十市 市役所
10:00 要請 地元 津野町 町役場
11:00 要請 地元 梼原町 町役場
14:00 要請 地元 中土佐町 町役場
16:00 要請 地元 四万十町 町役場
18:00 行進 四万十町 町役場

15:00 要請 地元 土佐市 市役所
徳弘・山
﨑

16:00 要請 地元 須崎市 市役所
18:00 行進 須崎市 市役所
10:00 要請 県 大豊町 町役場
11:00 要請 県 本山町 町役場
13:30 要請 県 土佐町 町役場
15:00 要請 県 大川村 村役場
15:30 行進 大川村 村役場

17:30 行進 土佐町
末広駐車

場
10:30 行進 越知町 町役場
13:30 行進 佐川町 上郷
17:00 行進 いの町 椙本神社
10:00 行進 土佐市 公民館前 徳弘・山﨑

13:30 行進 高知市
能茶山交
差点

牧（県労連）

13:30 行進 高知市 高知大前 岡田

14:15 行進 高知市
旭イオン

前
民医連

14:00 行進 高知市
新婦人事
務所

西内

14:00 行進 高知市
潮江水道
局前

牧（民商）

14:00 行進 高知市
交通公園

前
佐藤

15:30 集会 高知市
丸ノ内緑

地
17:30 行進 南国市 市役所 長野

11:00 要請 県 高知市 市役所
県（
）

13:30 要請 地元 南国市 市役所 長野
16:00 要請 地元 香美市 市役所 浜田

05月10日 金
八木

05月06日 月

愛媛合同出発式

坂本靖
05月07日 火

05月08日 水

05月09日 木
八木・岩
井・窪田

5月10日 金 石川

05月11日 土
橋元・野

村

05月12日 日
網の目

05月13日 月



17:30 行進 香美市 市役所 浜田

16:00 要請 地元 香南市 市役所

17:30 行進 香南市 市役所

16:00 要請 地元 芸西村 村役場 松坂
17:30 行進 芸西村 和食川橋 松坂
11:00 要請 県 馬路村 村役場 県（　　　）
13:00 要請 県 北川村 村役場 県（　　　）
14:00 要請 県 奈半利町 町役場 県（　　　）
15:00 要請 県 田野町 町役場 県（　　　）
16:00 要請 地元 安芸市 町役場
18:00 行進 安芸市 旧安芸駅
11:45 要請 県 東洋町 町役場 県（　　　）
13:00 要請 県 室戸市 市役所 県（　　　）
16:00 要請 県 安田町 町役場 県（　　　）

17:30 行進 安田町 町役場 坂本幸義

05月18日 土 10:00 行進 室戸市 市役所 山田・浜田
05月19日 日 11:15 行進 東洋町 JA白浜 県（　　　）

10:00 要請 地元 仁淀川町 町役場 橋元・野村
10:45 要請 地元 越知町 町役場 橋元・野村
11:30 要請 地元 佐川町 町役場 橋元・野村
13:15 要請 地元 日高村 村役場 橋元・野村
14:00 要請 地元 いの町 町役場 徳弘・山﨑

05月13日 月

馴田

05月15日 水

05月16日 木

山中・川
島

5月17日 金

05月20日 月

05月14日 火



高知県平和行進実行委員会

詳細 宣伝カー

9時高知城ホール発

市役所→市内一周

田城→役場

西町→鹿島公園

市役所→市内一周

町役場→アグリ道の駅

市役所→高岡教育会館

田井末広駐車場→本山町役場

町役場→町内一周
上郷→町役場

椙本神社→町役場
公民館前→市内一周 県労連
河の瀬交差点→上町2丁目交差点→北側
を東へ→県庁前を北進→丸の内緑地へ

県労連

電車通りを東へ→電車軌道に沿い旭イ
オンと合流→
朝倉コースと合流後軌道に沿って東進
→県庁前を北へ→丸の内緑地へ
升形へ出る→北側を東へ→県庁前を北
へ→丸の内緑地へ

車なし

電車軌道に沿って北へ→はりまや橋交
差点を軌道に沿って西へ→公園通りを
北へ→丸の内緑地へ

民商ｶｰ
（ﾃｰﾌﾟ）

産業道路南側を西へ→愛宕通り南へ→
追手筋を西へ→丸の内緑地へ

車なし

車無し

市役所→市内一周 県労連

県労連

県労連

県労連

県労連

県労連

県労連

迫ｶｰ（ﾒﾓ
ﾘｰｶｰﾄﾞ）



香美市役所→香南市役所
香美郡民
商（CD）

市役所→赤岡支所
香美郡民
商（CD）

和食川橋→叶木 川島ｶｰ

旧安芸駅→安芸橋 川島ｶｰ

安田町役場→不動（車で移動）、　　田野町
役場→奈半利町役場 県労連

市役所→市内一周 県労連
東洋町白浜JA白浜→水床トンネル 県労連


