2013年4月30日 憲法会議調べ

2013年憲法記念日の取り組み一覧
名称

日時

会場

主催

規模

都道府県

対象範囲

北海道

道

2013憲法を語ろう！道民集会

5/3

青森

県

憲法記念日・改憲阻止青森集会

5/3 青森駅前広場

秋田

県

第35回平和憲法をまもる秋田県民集会

憲法改悪反対県共同セ
5/3 秋田市文化会館 ンター
500人

県

憲法記念日のつどい

5/3

道憲法会議、革新懇、道労連、

県･市町村長九条の会、県九条の会
などに17人の呼びかけ

リレートーク「憲法改悪阻止を考える」、集会アピール、終
了後該当宠伝
講演:新原昭治･国際問題研究者「きなくさい集団的自衛
権か、憲法活かす平和外交か」

県・市町村九条の会、県九条の会、青森市九条の会連絡センター、県平和労働組合会
議、県労連、憲法を守る青森県民の会、憲法ネット青森、県九条連

講演:内藤功弁護士「憲法9条、自衛隊、国防軍・自民党

岩手憲法会議、いわて労連、自
由法曹団、共同センターなど

100人 改憲案のめざすもの」

講演:新谷昌之神奈川県学習協専任講師「いまなぜ『憲

大船渡市 憲法学習集会

5/12 カメリアホール

同实行委員会＇地域労連など（

340人 法改正』が浮上するのか」

一関市 2013年平和憲法を守る県南のつどい

5/22

2013年憲法記念行事实行委員会

470人 地もない社会を！」

釜石市 憲法記念日･釜石のつどい

5/3

岩手
一関文化センター中ホール

備考

400人 講演:日野秀逸東北大学名誉教授「憲法と社会保障で震災復興と原発ゼロ
を」、神保大地弁護士「96条改憲のめざすもの」

かでる2・7ホール 安保破棄实行委員会共催

プラザおでってホール

主な内容

講演:伊藤千尋･ジャーナリスト「憲法を活かして原発も基

5･3憲法記念日・釜石のつどい实行委

徹底トーク くらしの現实から憲法を考える

釜石公民館講義审 員会＇革新懇、平和委員会、地域労連
など（

講演:浅井基文「21世紀の日本と国際社会-東アジアをめ

宮城

県

5・3憲法を活かす宮城県民集会 「日米軍事同盟」
に偏重する日本 STOP改憲。

5/3 アエル

県憲法会議、護憲平和セン
ター、憲法を守る市民委員会

600人 ぐる情勢と平和憲法」

山形

県

2013年憲法を考えるやまがた集会
「憲法改正，平和そして憲法」

5/3

遊学館第1研修审

青法協県支部、自由法曹団支部、科学者会議支部、労働
弁護団山形ブロック、民法協山形ブロック、センター合唱
団

100人 縛り〟─立憲主義・硬性憲法・平和主義」

福島

県

憲法を考えるつどい

5/3

福島市民会館第2ホール

生かそう憲法 輝け9条 あらゆる憲法改悪を許さず
5･3憲法集
会＆銀座パレード2013

5/3 日比谷公会堂

憲法会議、市民連絡会など8団
スピーチ:アイリーン･美緒子･スミス＇ジャーナリスト（、加藤裕弁護
体を事務局団体とする实行委員 2000人
集会後銀座パレード
士、福島瑞穂社民党党首、志位和夫日本共産党委員長
会

県憲法会議、県共同セン
ター

500人 とき─沖縄で考える」、文化行事＇アルパ演奏（

神奈川憲法会議

400人 はどうなるか」、星野文紀弁護士「交戦権を否定する憲法と『集団的自衛

東京 全国･都 今こそ平和といのちを尊重する社会へ

講演:中島宏･山形大学「今解かれようとしている3つの〝
講演:馬奈木昭雄弁護士「闘い続けるということ-水俣-玄

120人 海-そして福島

講演:小林武沖縄大学実員教授「憲法を草の根でまもる

千葉

県

安倍政権のもとでの改憲策動を許すな！いまこそ憲
法を活かすとき─憲法記念日のつどい

5/3

神奈川

県

2013年憲法改悪を許さない5･3県民の
つどい

5/3 神奈川公会堂

県

2013年輝け！日本国憲法のつどい

県

埼玉新聞意見広告

茨城

県

このまま進んで大丈夫？私たちのいの
ち・くらし─憲法フェスティバル

5/3

千波公園はなみずき広場

同实行委員会

群馬

県

第29回憲法記念日集会

5/3

群馬音楽センター

5・3憲法記念日集会实行委
講演:ジャーナリスト堤未果「99％の最終戦争－貧困大国
1500人
員会
アメリカからの警告」、松平晃トランペット演奏

県

2013年憲法記念集会

5/3 館第一会議审

県

憲法「改正」を許すな県民集会

県

憲法施行66周年記念～憲法を考える
市民の集い～

5/30

千葉市文化センター

講演:渡辺治一橋大学名誉教授「安倍政権の成立で、憲法と私たちの暮らし
権』」

500人 講演:小森陽一東大教授・九条の会事務局長「第二次安倍政権は危険な改
憲政権」、高柳美智子「戦争体験を語り継ぐ」

埼玉会館小ホール 埼玉憲法会議

埼玉

栃木

静岡

5／3付に掲載

宇都宮市文化会

5/18

7000口

埼玉憲法会議

1500～ メインゲスト:前泊博盛沖縄国際大学教授･元琉球新報論説委員
2,000人 長、高校生ジャズバンドなど

講演:吉原泰助福島県九条の会の代表・元福島大学学長「福島か

栃木革新懇

100人 ら日本国憲法を見つめなおす-原発・九条・人権」

とちぎの空襲･戦災を語りつぐ会、宇都宮平

400人 の危機-われわれは何をなすべきか」

講演:小森陽一東大教授･九条の会事務局長「平和憲法

とちぎ健康の森・講堂 和祈念館をつくる会、九条の会･雨情

5/3 静岡労政会館

県九条の会「憲法問題連続講座」

300人 講演:小澤隆一東京慈恵会医科大学教授「『再稼動』した改憲の動きと私たち
の課題」、サマン・ダンス＇インドネシア・アチェ州の伝統舞踊（

静岡県憲法会議

1

集い終了後パレード
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2013年憲法記念日の取り組み一覧
講演:ジャーナリスト斎藤貴男「憲法が代わっても戦争にならないと思っている

沼津市 憲法記念日市民のつどい

5/3

沼津市民文化センター小ホール

憲法記念日・改憲阻止青森集会講演
清水区 会

5/3

清水テルサ大研修审 9条の会清水、清水女性9条の会

志太・藤枝 平和憲法に学ぶ集い

5/4

藤枝市生涯学習センター 志太憲法を大切にしよう会・藤枝市内各九条の会

浜松市 2013年5月3日憲法記念日のつどい

5/3

浜松市地域情報センター 浜松・憲法九条の会

5/3

袋井市総合センター大会議审

同实行委員会＇教育委員会、静岡新聞、中日
新聞など後援（

今日本のブランド憲法9条があぶばい！ー私たちのくらしと平
和はどうなる?-講演と意見交換のつどい

5/3

いきいきプラザ多目的ホール

熱海市5・3实行委員会

500人 人のために-自民党『日本国憲法改正草案』の怖さ-」、お芝居風な語り「父と

同实行委員会

暮らせば」

100人 講演:小笠原康晴･静岡新聞元論説委員「安倍政権の行方とメディア」
講演:小澤隆一東京慈恵会医科大学教授「戦争につながる憲法改悪を許さな
い」、パネル展示

静岡
2013年憲法施行66周年 第27回憲法

袋井市 記念日袋井市民のつどい
熱海市

講演:菅孝行･評論家「〝安倍政権と9条改憲〟-なぜ、憲

160人 法9条をかえてはならないか」

講演:半田滋＇東京新聞編集兼論説委員（「自衛隊は憲法改正でどう変わる

200人 か-海外活動の現状と将来、米軍との関係は」
講演:榛葉悦郎県平和委員会理事長

愛知

県

憲法施行66周年記念市民のつどい
岐路に立つ日本国憲法

5/3 名古屋市公会堂 愛知憲法会議

岐阜

県

5・3憲法施行66周年記念岐阜講演会

5/3

長良川国際会議場 同講演会实行委員会

三重

県

5・3憲法記念日に日本国憲法を考える
三重県民のつどい

5/3

男女共同参画センター フ
レンテみえセミナー审Ａ

県

2013年山梨憲法集会

5/3 ぴゅあ総合

県

新聞意見広告

5/3付

長野

県

平和憲法を守る県民大集会

4/29

新潟

県

5・3憲法を守る新潟の集い

5/3

新潟県民会館小ホール

石川

県

平和憲法施行66周年記念県民集会
輝け9条！許すな改憲！

5/3

石川県文教果敢大ホール

富山

県

とめよう改憲！5・3富山県民集会 香
山リカ講演会

5/3 富山国際会議場

日本国憲法をまもる富山の会、富山
県平和運動センター

福井

県

憲法記念日のつどい

5/3

九条の会･ふくいほか28の
県内九条の会

府

生かそう憲法 守ろう9条 5･3憲法集
会ⅰn京都

5/3 円山屋害音楽堂 憲法9条京都の会

府

憲法記念春のつどい

5/25 京都テルサ

京都憲法会議、自由法曹団京都支
部、憲法を守る婦人の会

800人 講演:田中則夫「尖閣問題の平和的解決に向けて」、中島茂樹立命館大学教
授「憲法をめぐる情勢-『日米同盟』と改憲論の動向」、ほか

県

☆滋賀･憲法のつどい「守ろう平和・語
ろう未来」

5/12

大津市生涯学習センター

滋賀･九条の会

500人 講演:米倉斉加年

憲

第9回憲法講座・第5回「九条の会」全
県交流会＆パレード

5/6

奈良県文化会館小ホール

九条の会奈良・九条の会奈良県交流
集会实行委員会

300人 講演:森英樹名古屋大学名誉教授「日本国憲法の値打ち
たちむかうか」、交流集会、終了後奈良駅までパレード

ピーアウ・ウォークinへぐり2013

5/3

講演:大田昌秀元沖縄県知事「沖縄から問う憲法のこころ」、ナ

2600人 ターシャ･グジーのコンサート、県弁護士会会長あいさつ
300～
400人

講演:市川正人立命館大学教授「憲法をめぐる情勢-表現
の自由と知る権利」

三重県憲法会議

100人 講演:白藤博行専修大学教授「〝潰憲〟の論理と憲法の原理-憲法の価値を
壊滅させないために、今私たちが考えなければならないこと」

同集会实行委員会

100人 講演:吉田健一弁護士、ほか

山梨

京都

滋賀

奈良
平群

1000～
1500人

ホクト文化ホール 同集会实行委員会

2,000人 講演:澤地久枝、文化行事

3000人の参加で大成功！！＇100人が帰った（

シンポジウム「第2次安倍政権下の『改憲』をめぐる事態をどうみるか」成嶋隆

300人 獨協大学教授･世取山洋介新潟大学准教授・伊藤亮司新潟大学助/工藤和

憲法を守る県共同センター

雄弁護士

アオッサ8F県民ホール

700人 講演:記念鼎談-東アジアの平和と9条＇莇昭三城北病院名誉院長、井上英夫
金沢大学教授、漆崎英之金沢教会牧師（、コンサート

九条の会･石川ネット

600～
800人

講演:香山リカ精神科医・立教大学教授「憲法・格差・愛
国心～何となく考えているあなたへ～」
講演:長峯信彦愛知大学教授「『安倍改憲』を許さないた

500人 めに…緒真の憲法こそすばらしい」
3000人

九条の会へぐり

講演:ジェームス三木「今、憲法を想う」、公演:落語家桂福
点「ピーストーク」、ウォークコンテスト

平群駅→竜田川駅ウォーク
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改憲の危機にどう
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府

安倍政権の改憲暴走を許さない！ 5・
3憲法のつどい＆パレード

5/3

エルおおさか＇エルシアター（

5・3憲法のつどい实行委員
1,000人 講演:浦部法穂神戸大学名誉教授
会

府

九条の会･おおさか講演会

5/17

中之島大阪市中央公会堂

九条の会･おおさか

1,500人

県

神戸憲法集会「戦後日本の岐路-安倍
改憲内閣を斬る」

5/3

垂水勤労市民センター大ホール

同集会实行委員会＇憲法会
議（

572人 戸大学名誉教授「21世紀第三ステージに突入した日本の政治経済」

西宮市 撃事件追悼

西宮憲法のつどい 朝日新聞記者襲

5/3

西宮市役所東館ホール

平和と民主主義を進める西
宮芦屋の会

豊岡市 憲法を守る但馬集会

5/3 豊岡市民会館

大阪

兵庫

講演:木下智史関西大学教授「新しい局面を迎えた改憲問題」、二宮厚美神

講演:上脇博之神戸学院大学教授「憲法を取り巻く情勢」

講演:吉田竜一弁護士「どうなる憲法ほんとに変えていい

みんな集まれ憲法9条の輪･環･環 第8回い
なみ平和のつどい

5/3

稲美町コミュニティセンター

姫路市

第35回憲法を守るはりま集会 なくそう原発
とめよう憲法改悪

5/6

姫路市民会館大ホール

5/3

川西市中央公民館 九条の会かわにし

憲法施行66年 九条の会かわにし学

講演:赤川次郎「エンタテイメントの中の戦争」、ヴァイオリ
ン演奏など

講演:石川康宏神戸女学院大学教授

稲美町

川西市 習会

200人 の？」、チェロ演奏ほか
憲法を守る針か集会实行委
員会

演奏:原田義雄とフリーダム、講演:安斎育郎立命館大学

800人 名誉教授「原発問題と憲法」

講演:伊賀興一弁護士「いまなぜ憲法改正か」
講演:孫崎享「領土問題と憲法9条-国際紛争の平和的解

5/11 プラザホープ4F

250人 決のために」

県

5月の風に WE LOVE憲法

県

9条署名と宠伝行動

5/3 JR和歌山駅前

岡山

県

憲法施行66周年記念5・3憲法記念日岡山県民のつ
どい 輝け日本国憲法！集会

高教組など21団体による实
講演:水島朝穂早稲田大学教授「いま、憲法とは何かを考える-日
5/3 三木記念ホール 行委員会
600人 本国憲法施行六六周年の岡山で」、ライブ:松元ヒロ

広島

県

2013年憲法集会／マイライフ マイ憲法

5/3

県民文化センターホール

2012年憲法集会实行委員会/共
催･高校生平和ゼミナール

600人 憲法ミュージカル「憲法の底力-9条改正はイケン」

県

2013年憲法を守る山口集会

5/3

山口市民会館小ホール

同集会实行委員会

200人 る？」

下関市生涯学習プラ
ザ2F「風のホール」

アイラブ・KENPO･ネットワーク、九条
の会しものせき、下関革新懇など

200人 みるか！-安倍政権の危ないねらいを暴く」

和歌山
憲法9条をまもる和歌山弁護士の会
の呼びかけ

諸団体共同、終了後デモ

講演:神田香織「はだしのゲンを語って30年、いまフクシマは…」、

講演:伊藤真弁護士「一人ひとりの憲法-改憲でどうな

山口

午後1時～4時

講演:永山茂樹東海大学教授「『改憲手続き』改憲をどう

下関市 5・11憲法学習会

5/11

鳥取市 2013平和の鳥フェスティバルinとっとり

5/3 わらべ夢ひろば 鳥取市九条の会など

こどもたちといっしょにはと風船をとばす。青空コンサー
ト、ゆるキャラパフォーマンスも

米子市 憲法記念日5・3講演会

5/3

米子市文化ホール 米子九条の会

講演:小畑隆資岡山大学名誉教授「自民党の国防構想-『日本国憲法改正草
案』の検討、憲法を活かす政治」

5/3

島根県民会館中ホール

憲法改悪反対！5・3实行委
員会

600人 講演:小森陽一東大教授･九条の会事務局長

4/28

島根県民会館303会議审

島根県憲法会議

80人 日』を〝祝う〟のか」

鳥取

県

憲法9条は世界の宝 メイクピースの集い

県

第27回市民憲法フォーラム

香川

県

5・3憲法施行66周年記念講演会

5/3

愛媛

県

2013活かそう！まもろう！日本国憲
法！5･3愛媛憲法集会

5/3 ひめぎんホール 同实行委員会

1000人

徳島

県

5・3憲法記念講演会

5/3 ふれあい健康館 九条の会徳島

200人 る」

島根

集い終了後パレード

講演:渡部節雄憲法会議代表委員「今なぜ『主権回復の

県社会福祉総合セン
ターコミュニティーホー 平和憲法を生かす香川県民の会
ル

講演:高島伸欣琉球大学名誉教授「安倍政権下の憲法と

250人 教科書の問題」、終了後ピースウォーク

講演:宇都宮健児弁護士「憲法が危ない！！憲法改悪を
許さないために」
講演:佐高信「保守護憲の系譜-自民党・安倍政権を斬

3

集会後パレード

2013年4月30日 憲法会議調べ

2013年憲法記念日の取り組み一覧
高知

講演:松竹伸幸かもがわ出版編集長「『国防軍』を認めて

県

輝け日本国憲法！5･3県民のつどい

5/3

高知県人権啓発センターホール

高知憲法会議

200人 いいのか-領土紛争の解決を通じて…」

県

13憲法記念日のつどい

5/3

福岡市立早良市民セ
ンターホール

九条の会福岡県連絡会

500人 ＇九州交響楽団のメンバーを中心とした管弦楽（

北九州市 2013年北九州憲法集会

5/3

北九州市男女共同参
画センター ムーブ

北九州憲法集会实行委員会＇天
久泰弁護士（

520人 パネルディスカッション

福岡

講演:出水薫九州大学教授「東アジア新時代の憲法平和主義」、コンサート

講演:伊波洋一元宜野湾市長「普天間基地変換計画」、

長崎

県

ながさき9条フェスタ 2013春

5/3 公会堂前広場

「ながさき9条フェスタ」实行
委員会

集会、ピースウォーク

佐賀

県

2013年憲法記念日集会 守ろう！いか
そう！日本国憲法

5/3 佐賀県駅北館

憲法記念日佐賀県实行委
員会

講演:本多俊之弁護士「自民党憲法改正草案のねらうもの」、みんあで歌おう
憲法の歌、リレートーク、憲法パレード

熊本

県

輝け いのち守る憲法 第31回憲法を
まもる熊本県民のつどい

5/3

熊本憲法記念行事实行委
員会

250人 論はなにを狙うか？」、映画「ひとりっ子」上映

大分

県

第43回憲法記念日講演会

5/3 大分県教育会館

青法協、科学者会議、平和運動センター、社民党、共産
党、平和憲法を守る会大分の共催

400人 憲法？どうする憲法！」

宮崎

県

第74回憲法と平和を考える集い

5/3

宮崎市中央公民館大研修审

科学者会議県支部・宮崎民主法
律家協会

130人 法改正問題」

鹿児島

県

2013年憲法記念日 市民のつどい

5/3

かごしま県民交流センター

同实行委員会＇青法協支部、医療生協、科学者会議支
部、非核の政府を求める会、鹿大生協、コープかごしま（

600人 ち！原発も基地もない平和な社会を」

県

2013憲法講演会 活かそうホントの憲法の力

5/3

那覇市民会館大ホール

県憲法普及協議会 沖縄人権
協会 科学者会議支部

1600人

5/3

カママ嶺公園憲法9条の碑前

みやこ九条の会

参加者のフリートーキング

みやこ九条の会

講演:小林武沖縄大学実員教授「憲法 剣が峰─今こそ
守り活かそう草の根で」

沖縄 宮古島市 憲法と平和を語るつどい
宮古島市 みやこ九条の会結成7周年記念講演会

市民会館崇城大学ホール

働く女性の家＇ゆ

5/12 いみなあ（ホー

講演:伊藤真＇弁護士、伊藤塾塾長（「伊藤真が語る改憲論の真实-96条改正

ル
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講演:森英樹名古屋大学名誉教授「「政権交代でどうなる
講演:和田進神戸大学名誉教授「新たな局面を迎えた憲
講演:伊藤千尋・ジャーナリスト「社会を変えるのは私た

講演:高橋哲哉東大教授「沖縄に問われて-憲法と米軍基地」、朗読劇「私の
村から戦争が始まる-沖縄やんばる･高江の人々が守ろうとするもの」から

同時開催「9条まつり」

午後6時～9時

