
２０１９年国民平和大行進　コース・日程表 最新版（6月13日）

日 行程 時間 広島～長崎コース 日 行程 時間 宮崎～長崎コース
７・１６ 門司港 14:00 門司港唐戸行き桟橋前で山口県と引き継ぎ 7・14 吉富 11:30 山国川河川敷集合　12:00 大分県と引継集会 → 行進
（火） 　　引き継ぎ集会（30分） （日） 13:00 吉富町役場　→　車パレード
７・１７門司港 9:30 門司鎮西公園前　集合 13:30 上毛町役場　→　車パレード
（水） 12:00 門司駅前着(昼食) 14:20 豊前市役所

13:00 平和集会後門司駅前発　手向山ﾄﾝﾈﾙで小倉へ引継　7・15 椎田 8:30 築上町役場集合　
小倉 14:00 引継ぎ集会（手向け山公園入口 20分） （月） 9:00 築上町役場 →　車パレード

14:20 手向け山公園入口→ 14：55 上富野（新幹線下） （休） 築城基地前抗議行動
15:15 上富野（新幹線下）→堺町→旦過→市役所前→ 10:45 みやこ町役場 →　車パレード

→ 16:00中央図書館南芝生広場･長崎の鐘前到着 11:30 行橋駅　解散
16:00 到着集会（ 20分） 16:20 終了 7・16 行橋 9:00 行橋市役所集合

7・18 小倉 9:30 出発集会（中央図書館南芝生広場･長崎の鐘前　20分） （火） 9:15 行橋市役所 → 行進　　途中車パレードあり
（木） 9:50 長崎の鐘前出発 → 11:00 戸畑境川 10:30 苅田町役場 → 行進　　途中車パレードあり

11:00 戸畑境川で戸畑地区へ引継ぎ 小倉 11:50 苅田町若久2丁目で北九州へ引継集会（10分）
戸畑 11:30 戸畑民商前着　　11:40 出発 14:00 出発集会（下曽根駅10分）

12:00 戸畑区役所着　　12:10 歓迎集会（昼食） 14:10 JR下曽根駅→ 15:15 カトリック湯川協会
12:20 戸畑区長への要請（通し行進者･区関係団体代表） 15:35 カトリック湯川協会→重住→16:50　小倉民商
13:30 戸畑区役所出発　13:45 中本町商店街で宣伝署名 17:10 小倉民商→小倉北区役所→中央図書館南芝生広場
14:05 行進再出発 17:50 中央図書館南芝生広場到着　集会（10分）
15:00 グッデイ八幡東店前着 八幡へ引継ぎ 日 行程 時間 筑豊線コース

八幡 16:00 中央町　１６:00～１６：３０ 八幡東区歓迎集会
7・19 八幡 8:30 中央町出発 7・18 嘉麻 9:00 嘉麻市役所集合・出発
（金） 10:30 黒崎駅前着　10:30～11:30西区歓迎集会・昼食 （木） ↓ 10:00 桂川町役場で直鞍に引き継ぐ

12:30 黒崎駅前発　14:30　折尾駅(オリオンプラザ前) 12:00 飯塚市役所　
水巻 15:30 水巻町役場着　水巻に引き継ぎ（宿泊手配は八幡） 15:00 小竹町役場→直鞍に引継→勘六橋で田川コースと合流

7・20 水巻 11:30 水巻町役場で筑豊コースと合流･昼食 直鞍 17:00 直方市役所着
（土） 12:45 水巻町役場歓迎集会　13:00発　13:50遠賀町役場着7・18 田川 12:30 田川市役所で出発集会　13：00出発

岡垣 15:00 岡垣東部公民館前着 歓迎集会　15:30出発 （木） 14:10 アーガス糒店発　
17:00 西鉄赤間営業所前で宗像へ引継ぎ 15:20 15:20福智町役場本庁(金田)発

7･21 10:00 西鉄赤間営業所前出発 16:25 16:25ショッピングセンター東友発 
（日） 11:30 宗像市役所着・昼食　12:30 歓迎集会(10分）出発 直方 17:00 直方市役所着

15:20 福津市役所着　歓迎集会 ７・１９ 宮若 9:30 宮若市役所→かいだ橋→新町公園・11時
17:10 古賀市役所到着 （金） 11:05 新町公園→殿町・古町商店街→直方駅（11:40）

7・22 古賀 8:30 古賀市役所集合　出発式　9:00出発 直方 12:30 直鞍福建労発→JR植木駅前(13:40)
（月） 10:00 新宮町役場着(引継式 20分) 13:55 鞍手町立病院→鞍手町役場発(14:40)

10:20 新宮町役場 → 和白・梅ｹ崎公園 15:10 猪倉→上本月(15:20)→垣生公園(15:50)→
福岡 11:30 和白・梅ｹ崎公園 → 香椎・御幸橋（旧香椎自労） 中間 16:00 中間市役所着・歓迎集会

7・23 福岡 12:15 香椎・御幸橋出発式(15分)→名島運動公園 7・20 中間 9:30 中間市役所前発
（火） 13:35 名島運動公園 → 貝塚公園 （土） 10:40 大膳橋で水巻行進団と合流

14:15 貝塚公園 → 東区役所 水巻 11:30 水巻町役場前着　幹線コースと合流
14:50 東区役所出発式（15分）出発（15：05）→千鳥橋病 日 行程 時間 沖縄～長崎コース
15:35 千鳥橋病院歓迎式（15分）出発（15：50）→県庁・東公園 7・23 熊本から 16:30 四ツ山児童公園で熊本より引き継ぎ
16:15 県庁出発式（10分)県庁・東公園→博多区役所 （火） 大牟田 17:00 四ツ山児童公園出発
17:25 出発式（15分）出発17：40）→警固公園 18:30 大牟田市役所着
18:30 警固公園で福岡県・福岡市共催　歓迎集会 7・24 大牟田 9:00 大牟田市役所前発

7・24 福岡 8:45 中央区役所出発式(15分)出発(9:00)→米国領事館 （水） 　　（11:30柳川市民会館前発→
（水） 9:35 米国領事館要請(10分)出発（9:45)→城南区役所 船小屋                 　　   14:15 みやま市役所着）

10:15 城南区役所出発式（15分）出発(10:30)→早良区役 14:30 みやま市役所着　柳川コースと合流
11:25 早良区役所出発式（15分）出発(11:40)→西区役所 筑後 15:00 みやま市役所発
13:25 出発式（15分）出発(13:40)→生の松原・九大演習林 16:45 船小屋着・筑後広域公園にて引継ぎ集会
14:30 生の松原・九大演習林→長垂海浜公園 7・25 筑後 11:00 筑後市役所前発

周船寺 15:25 長垂海浜公園→周船寺駅(16:30) （木） 12:30 井原堤公園　昼食　13:30発
7・25 福岡 8:15 福岡市役所出発式（15分）→九電本社 久留米 16:45 久留米両替公園着・歓迎集会
（木） 9:00 九電本社要請（10分）出発（9：10）→南区役所 7・26 久留米 8:00 久留米両替公園、集合　出発式

10:10 南区役所出発式（15分）出発（10：25）→井尻公園 （金） 10:00 小郡市役所着・歓迎集会

11:15 井尻公園→航空自衛隊春日基地 基山 基山で幹線コースと合流
12:10 航空自衛隊要請（5分）→春日市「じょなさん」 12:15 基山町福祉交流館にて佐賀県に引継ぎ（会場変更）

　　　　　　　　　　　引き継ぎ式 日 行程 時間 201号線線篠栗コース
筑朝 13:00 春日市「じょなさん」発→空自東側→JR春日→ 7・23 篠栗 未定

14:00 西鉄春日原、大野城市役所(休憩)→旧3号線→関屋左折→ （火） 粕屋
大宰府市役所(休憩)→五条→君畑六反交差点左折 日 行程 時間 若松区内コース

17:00 筑紫野市役所(新庁舎）着 歓迎集会 7･19 若松 8:00 若松区役所前公園で出発集会
7・26 筑朝 8:30 筑紫野市役所（新庁舎）発 （金） 区内 10:00 白山神社着
（金） 10:00 休憩（西鉄原田駅前） 粕屋・筑朝地区、福岡市内　網の目コース

基山 12:15 基山町福祉交流館で佐賀県に引継ぎ（会場変更）  ※ 甘・朝地区は25日春日市役所発or26日筑紫野市役所発で幹線コースへ
日 行程 時間 202号線コース 　  　うきは市は久留米に合流。

7・25 周船寺 9:00 ＪＲ周船寺駅発 　 　 添田、川崎、香春、赤村、糸田は田川→直方コースに合流。
（木） 10:50 糸島市役所発 　 　 宇美、志免は篠栗町役場から粕屋町図書館（旧役場）に合流予定

13:00 牧のうどん発  ※ 那珂川市役所集合（9:00）出発→道善→春日市「じょなさん」着（12:00）
深江 16:00 ＪＲ深江駅着  ※ 城南地区、(9：15)菊池神社発→(9:35)七隈サニー前(9:35)→茶山四つ角(9:45)→

7・26 深江 9:00 JR深江駅発 　　　　中村大前信号（10:05）→城南区役所（10：15着）

（金） 鹿家 12:30 JR鹿家駅着　佐賀県に引継ぎ  ※ 荒江四角（10:25集合、10:40出発）→早良区役所（11:25着）



※ 交通事情で時間が前後することがあります。



山国川河川敷集合　12:00 大分県と引継集会 → 行進

 ※ 甘・朝地区は25日春日市役所発or26日筑紫野市役所発で幹線コースへ


