
2016年　原水爆禁止国民平和大行進　日程

　　　　　　　1111日目日目日目日目6/96/96/96/9（木）　　　朝日朝日朝日朝日→→→→入善入善入善入善→→→→黒部黒部黒部黒部

8:30 朝日町役場

9:00 【出発集会】

9:30 出　発

↓ ＜行　進＞

9:40 荒川信号機周辺

((((署名署名署名署名・・・・募金募金募金募金））））

10:05 出　発

↓ ＜行　進＞

10:17 本町交差点五叉路周辺

((((署名署名署名署名・・・・募金募金募金募金））））

10:40 出　発

↓ ＜行　進＞

10:55 朝日町境　赤川橋

11:10 《車による移動》

11:34 入善町6区道路わき

↓ ＜行進再開＞

11:50 入善町・うるおい館

【到着集会】

13:00 入善町・うるおい館

【出発集会】

13:10 出　発

↓ ＜行　進＞

13:20 北陸銀行周辺

((((署名署名署名署名・・・・募金募金募金募金））））

13:40 出　発

↓ ＜行　進＞

13:45 竹内クリーニング周辺(西町三叉路）

((((署名署名署名署名・・・・募金募金募金募金））））

14:00 出　発

↓ ＜行　進＞

14:20 青木・六本松公園　　[20分間　小休止]

14:40 《車による移動》

15:25 黒部・沓掛集落センター

↓ ＜行進＞

15:55 東三日市・黒部市民会館前

(署名・募金）

16:3516:3516:3516:35 出出出出　　　　発発発発

↓↓↓↓ ＜＜＜＜行行行行　　　　進進進進＞＞＞＞

大町交差点左折大町交差点左折大町交差点左折大町交差点左折→→→→直進直進直進直進→→→→左折左折左折左折→→→→黒部市役所黒部市役所黒部市役所黒部市役所へへへへ回回回回りこむりこむりこむりこむ

17:00 黒部市役所到着

【到着集会】

　　　　2222日目日目日目日目　　　　6666////10101010（金）　　　黒部黒部黒部黒部→→→→魚津魚津魚津魚津→→→→滑川滑川滑川滑川



8:30 黒部市役所

8:40 【出発集会】

9:009:009:009:00 出出出出　　　　発発発発

↓↓↓↓ ＜＜＜＜行行行行　　　　進進進進＞＞＞＞

9:159:159:159:15 大島交差点左折黒部駅方面大島交差点左折黒部駅方面大島交差点左折黒部駅方面大島交差点左折黒部駅方面にににに向向向向かうかうかうかう

↓ ＜行　進＞

9:40 三島町・天神新町（黒部市民病院前）

((((署名署名署名署名・・・・募金募金募金募金））））

10:00 出　発

↓ ＜行　進＞

10:20 （岡交差点左折）

10:35 地鉄・石田駅前

10:45

↓ ＜行　進＞

11:00 横山冷菓前

11:10 魚津市経田（落合橋）

↓ ＜行　進＞

11:30 経田西町　朝野工業敷地

《町はずれまで歩いて移動した後、随伴車による移動》

11:40 北鬼江・南保運輸下車（北鬼江交差点左折）

↓ ＜行　進＞

12:00 魚津市役所

【到着集会】

13:00 魚津市役所

【出発集会】

13:20 出　発

↓ ＜行　進＞

13:25 サンプラザ前経由で新金屋町北電営業所前

↓

↓↓↓↓ ＜＜＜＜行行行行　　　　進進進進＞＞＞＞

13:55 真成寺周辺

（（（（署名署名署名署名････募金募金募金募金））））

14:10 出発

↓

14:50 魚津水族館

15:25 魚津水族館出発　　　　

《車による移動》

15:50 ほたるいかミュウジアム前下車

↓ ＜行進＞

15:55 JR滑川駅へ左折

↓ 駅前交差点右折（エール）

16:05 吾妻町交差点直進

↓

16:30 寺家小学校前

（（（（署名署名署名署名････募金募金募金募金））））

16:55 出発



↓ ＜行　進＞

17:00 滑川市役所

【到着集会】

　　　　３日目　６／11（土）　　　滑川→水橋→富山

8:30 滑川市役所

【出発集会】

9:00 出　発

↓ ＜行　進＞

9:20 佐々井タクシー前直進 → テトラポット手前右折 →松阪写真館直進 →田中町公園（商工会議所横）

((((署名署名署名署名・・・・募金募金募金募金））））

9:30 出発　　松坂写真館(約100ｍもどる）

↓ ＜行進＞

9:50 田中小学校前

↓ 滑川高校前直進、高月交差点左折　海洋高校跡北側 上市側右岸道路経由

10:20 いをのみ公園　

10:35 出　発　

↓ ＜行　進＞

10:55 富山市・水橋水神社

((((署名署名署名署名・・・・募金募金募金募金））））

11:10 出　発

↓ ＜行　進＞

11:25 水橋西部地区センター到着

【歓迎集会】

11:40 水橋西部地区センター出発

↓ 車で移動

11:55 岩瀬地区岩瀬地区岩瀬地区岩瀬地区センターセンターセンターセンター

12:4512:4512:4512:45

13:00 岩瀬地区岩瀬地区岩瀬地区岩瀬地区センターセンターセンターセンター

【出発集会】

集会終了後署名行動

↓ (署名・募金）

13:45 出　発

↓ ＜行　進＞  

14:35 COOP北部センター　　[小休止]

15:05 出　発(岩瀬からの※バスを待って出発)

↓ 車の人は市役所駐車場に移動し、駐車場入口(松川縁)でバスを待つ

※バスで奥田まで移動

15:20 下奥井ウェルシアフジイ前

↓ ＜行　進＞  

15:40 富山信用金庫奥田支店前

(署名・募金）

16:10 出発

車で来る人はCOOP北部センター奥の

駐車場におき、COOPバスで岩瀬地区



↓ ＜行　進＞

↓ 永楽町交差点右折

↓ 牛島新町交差点左折

↓ ＪＲ・地鉄ガード下は、歩道を行進する

↓ 富山郵便局前交差点右折

↓ 富山駅前東交差点左折

16:45 富山市役所到着

【到着集会】

17:00 解散

　　　　４日目　６／12（日）　　　富山→射水→大島　→大門→高岡

8:30 富山県庁前公園

【出発集会】

9:00 出　発

↓ ＜行　進＞

9:10 丸の内交差点右折

↓ ＜行　進＞

9:30 富山大橋手前

((((署名署名署名署名・・・・募金募金募金募金））））

9:45 出　発

↓ ＜行　進＞

10:10 富山球場前

↓ ＜行　進＞

10:25 城山公園入り口

<休憩>

10:45 出発

↓ ＜行　進＞

11:10 呉羽会館

((((署名署名署名署名・・・・募金募金募金募金））））

11:30 出発

射水市役所手前

11:45 出　発

↓ ＜行　進＞

12:00 射水市役所到着

【到着集会】

13:00 射水市役所出発

【出発集会】

↓ ＜行　進＞

13:30 射水市一条



((((署名署名署名署名・・・・募金募金募金募金））））

《車による移動》

14:10 大門高校前

↓

14:40 射水市大門総合会館

((((署名署名署名署名・・・・募金募金募金募金））））

15:10 出　発

↓ 大門大橋・北陸本線大野踏切経由

16:10 定塚町地蔵堂前

↓ ((((署名署名署名署名・・・・募金募金募金募金））））

16:40 出発

↓

16:50 高岡・大手町交差点右折

↓

17:05 志貴野中学交差点右折

↓

17:10 高岡市役所

　　　　５日目　　６／13（月）　　　高岡→福岡

8:30 高岡市役所

8:40 【出発集会】

9:00 出　発　　（市役所右折）

↓ ＜行　進＞

↓ （広小路経由片原町交差点左折）

9:30 JR高岡駅前右折

↓ 末広町（西）信号右折

↓   高岡郵便局前信号直進して大法寺十字路を左折して通町→

↓   和田屋酒店十字路を左折→鴨島町交差点右折　156号線に入る

↓

10:15 清水町交差点右折→南星橋交差点直前右折

↓

10:20 高岡市福祉協議会館

10:40 出　発

↓

11:00

～
泉が丘団地（入り口右折して直進　緑地帯）

((((署名署名署名署名・・・・募金募金募金募金））））

11:20 出　発

↓ ＜行　進＞

12:05 立野・西高岡駅前

13:10 【出発集会】

13:30 立野・西高岡駅前付近

((((署名署名署名署名・・・・募金募金募金募金））））

14:10 出　発

【南砺コース合流到着集

会】



↓ ＜行　進＞

15:10 福岡町・八幡神社

((((署名署名署名署名・・・・募金募金募金募金））））

15:50 出　発

↓ ＜行　進＞

16:10 高岡市役所福岡庁舎

【到着集会】

　　　　６日目　　６／１7（金）　　　福岡→小矢部

13:00 高岡市役所福岡庁舎

13:05 【出発集会】

13:20 出　発　　

↓ （（（（福岡庁舎前左折福岡庁舎前左折福岡庁舎前左折福岡庁舎前左折→→→→国道国道国道国道8888号号号号→→→→末広町交差点左折末広町交差点左折末広町交差点左折末広町交差点左折）　＜）　＜）　＜）　＜行行行行　　　　進進進進＞＞＞＞

13:40 福岡町・中央通り北銀前

((((署名署名署名署名・・・・募金募金募金募金））））

14:05 出　発

↓ ＜行　進＞

↓ (荒屋敷交差点左折）<行進>

14:30 大滝交差点のコンビニ（サークルK)

《車による移動》

14:40 出　発

↓

14:45 芹川西長岡神社前　

↓ ＜行　進＞

15:10 出　発

↓

15:35 小矢部市中央児童公園前

((((署名署名署名署名・・・・募金募金募金募金））））

16:10 出　発

↓ ＜行　進＞

↓ 中央町交差点左折、

16:20 小矢部市役所到着・集会

小矢部市役所

　　　　７日目　　６／１8（土）　　　小矢部→石川県境境境境

9:20 小矢部市役所

9:30 出発集会

9:50 出　発　　（中央交差点左折）

↓ （サイクル太田右折）＜行　進＞

（石動信金左折）

10:10 小矢部商工会館小矢部商工会館小矢部商工会館小矢部商工会館

((((署名署名署名署名・・・・募金募金募金募金））））

10:40 出　発

↓ （山口宅角右折、R471南谷交差点右折）＜行　進＞



11:10 安楽寺付近待機

《バスによる移動》

11:25 倶利伽羅トンネル出口　※駐車場所の確保

11:30 倶利伽羅トンネル出口付近　広場

引き継ぎ集会

12:00 解散　※バスで小矢部市役所まで戻る

支線コース

　　　　2016201620162016年年年年　　　　国民平和大行進国民平和大行進国民平和大行進国民平和大行進　　　　富山南富山南富山南富山南コースコースコースコース　　　　６６６６月月月月11111111日日日日（（（（土土土土））））

9:50 八尾おわら会館下駐車場

10:00 【出発集会】

　　司会：　　

10:15 署名･宣伝行動（１５分～20分）

((((署名署名署名署名・・・・募金募金募金募金））））

10:35 行進出発

↓

11:30 八尾駅前

12:00 大沢野総合行政センター

≪昼食･休憩≫

13:00 【出発集会】

司会：　　

13:15 行進スタート

↓

13:20 八木山商店街

((((署名署名署名署名・・・・募金募金募金募金））））

13:40 行進スタート

↓

14:10 北新町（ﾊﾟﾝﾀﾞﾊﾟﾝﾀﾞ近く)　　　[小休止]

14:30 　　《車で移動》

14:40 コープとやま到着　　　　[小休止]

14:50 【出発集会】

司会：　　

15:05 行進スタート

↓

15:25 　　南富山駅前

↓

15:35 　　小泉町交差点

↓

15:45 北銀中野出張所前北銀中野出張所前北銀中野出張所前北銀中野出張所前

((((署名署名署名署名・・・・募金募金募金募金））））

16:05 行進スタート

↓

16:20 　西町交差点左折

↓

16:30 　一番町交差点右折

↓



16:35 　　クラウンホテル前交差点直進

↓ 　

16:45 富山市役所前到着　　幹線コースと合流

【到着集会】

17:00 解散

中新川コーーーースススス　　　　　　　　６６６６月月月月11111111日日日日（（（（土土土土））））

大山 12:30

↓

立山町 13:30

↓

上市町 15:00

↓

舟橋町 16:30

　　　　2016201620162016年年年年　　　　国民平和大行進国民平和大行進国民平和大行進国民平和大行進　　　　南砺南砺南砺南砺コースコースコースコース

　６月12日（日）

8:50 南砺市役所福野庁舎前集合

9:00 【出発集会】

9:10 行進出発

↓ (七つ屋→上町）

9:25 北陸銀行福野支店

↓ (署名行動）休憩

9:50 車で移動

（上町→横町→主要地方道砺波・福光線）

10:10 南砺市役所福光庁舎前

10:15 行進出発

↓ （荒木町→東町）

10:30 北陸銀行福光支店前

(署名行動）休憩

10:55 車で移動

（本町→宮脇町→天神町→国道304）

11:10 南砺市役所城端庁舎

11:15 行進出発

（大工町→西下→県信用金庫

右折→北銀前）

　　　　　　　　　　　北陸銀行）

11:35 北陸銀行

(署名行動）

12:00 昼食場所「かねしま」へ移動

[昼食・休憩]

12:50 車で移動

（大工町→西下→城端広小路→井波・城端線）

13:10 南砺市役所井波庁舎前到着

13:10 南砺市役所井波庁舎前

13:15 行進出発

↓ （末広町→六角堂→下新町）

13:40 下新町たんぽ薬局周辺

（周辺で署名行動）休憩

14:10 車で移動

（今町一区→二区→三区→四

区→今町交差点左折→井波



14:30 砺波市役所庄川支所前

14:35 行進出発

↓ （主要地方道高岡・庄川線）

14；55 戸出屋精肉店周辺

(署名行動）休憩

15:20 車で移動

（金屋交差点→国道156号線

→三島町交差点左折）

15:35 砺波駅前到着

15:40 行進出発

（駅前→本町→北陸銀行）

15:50 北陸銀行

(署名行動）休憩

16:15 車で移動

16:25 砺波市役所

【到着集会】

16:30 高岡市役所へ車で移動

17:00 高岡市役所（幹線コースと合流）

　婦中コース　６月13日（月）

9:30 婦中行政センター

【出発集会】

9:40 行進開始

↓

10:40 イースタン自動車で休憩・署名

11:00 出発

↓

11:30 婦中行政センター

【到着集会】

11:40 解散

　　氷見コース　６月14日（火）

9:159:159:159:15 　氷見市役所集合

通し行進者紹介・挨拶　　（中央実行委員会の配置なし　　）

9:309:309:309:30 　行進出発

↓↓↓↓鞍川高架橋下通過　｢みんみん｣先交差点左折

9:509:509:509:50 ふたつ目交差点右側（幸町21-33横）

署名署名署名署名････宣伝行動宣伝行動宣伝行動宣伝行動

10:1010:1010:1010:10 行進出発

↓↓↓↓先交差点左折、鞍川バイパス経由、氷見市役所前交差点左折

10:3010:3010:3010:30 　　　　氷見市役所到着氷見市役所到着氷見市役所到着氷見市役所到着

【【【【到着集会到着集会到着集会到着集会】】】】

10:4510:4510:4510:45 　　　　　　　　解散解散解散解散

　　伏木コース　６月14日（火）

11:1011:1011:1011:10 　伏木本町広場

((((署名行動署名行動署名行動署名行動））））

通し行進者紹介・挨拶　　（中央実行委員会の配置なし　

11:3011:3011:3011:30 　行進出発

↓↓↓↓ 　中道経由、伏木支所前交差点右折

11:5511:5511:5511:55 　伏木駅前到着　解散

区→今町交差点左折→井波

栄町交差点右折→県道本町・


