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　情報保全隊が「市街地等」において調査・監視した団体（共闘組織を含む）・個人の都道府県別一覧

1 北海道 Ｐ旭川地区委員会

2 北海道 Ｐ旭川市議団

3 北海道 赤平市議会

4 北海道 非核・平和函館市民条例を実現する会

5 北海道 北海道平和運動フォーラム

6 北海道 有事法制反対釧路連絡会

7 北海道 平和運動フォーラム十勝ブロック協議会

8 北海道 ２・３Ｐｅａｃｅ・Ｗａｌｋ実行委員会

9 北海道 民青

10 北海道 Ｐ関係者

11 北海道 有事法制反対旭川連絡会

12 北海道 イラクへの自衛隊派遣中止を求める国民大会実行委員会

13 北海道 さっぽろピースアクション実行委員会

14 北海道 防空ずきんともんぺの会

15 北海道 アフガニスタンに平和を小樽市民フォーラム

16 北海道 社民党日胆支部連合・室蘭支部

17 北海道 民主党室蘭支部

18 北海道 連合室蘭

19 北海道 自衛隊を戦場に送るな十勝実行委員会

20 北海道 連合空知地域協議会

21 北海道 津別町林業研修会館

22 北海道 津別地区連合

23 北海道 津別平和運動フォーラム

24 北海道 民主党北海道

25 北海道 民主党６区総支部

26 北海道 連合上川地域協議会

27 北海道 朝日新聞労働組合

28 北海道 新聞労連北海道地連

29 北海道 北海道新聞労働組合

30 北海道 イラク派兵に反対する女たちの会

31 北海道 網走地区連合会

32 北海道 平和運動フォーラム網走連絡会

33 北海道 中標津地区連合会

34 北海道 新得平和運動フォーラム

35 北海道 連合北海道釧路地域協議会

36 北海道 北教組後志支部共和支会

37 北海道 連合北海道共和支部

38 北海道 社民党

39 北海道 清水平和運動フォーラム
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40 北海道 連合渡島地協函館地区連合会

41 北海道 自衛隊のイラク派兵反対１・３１十勝総決起集会実行委員会

42 北海道 NO！小型核兵器（ＤＵ)サッポロ・プロジェクト

43 北海道 連合北海道上川地域協議会

44 北海道 イラクへの自衛隊派遣反対網走管内対策本部

45 北海道 北海道自治労青年部

46 北海道 ＮＳ旭川総支部

47 北海道 自衛隊のイラク派遣反対釧路市民集会実行委員会

48 北海道 勤医協友の会関係者

49 北海道 有事法制反対道民連絡会

50 北海道 北海道安保破棄実行委員会

51 北海道 新婦人函館支部

52 北海道 治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟石狩支部恵庭班

53 北海道 紋別平和運動フォーラム

54 北海道 北教組紋別支会

55 北海道 自衛隊を戦場に送るな！室蘭行動実行委員会

56 北海道 イラク派兵反対室蘭集会実行委員会

57 北海道 非核・平和函館市民条例を実現する会

58 北海道 日本キリスト教団道北センター

59 北海道 日本キリスト教団興部教会

60 北海道 有事法制反対道民連絡会

61 北海道 日の丸・君が代を考える会

62 北海道 イラクの声を届ける会

63 北海道 Ｐ室蘭地区委員会

64 青森県 戦争いやだ！憲法まもれ！県民の会等

65 青森県 Ｐ県議

66 青森県 弘前市議

67 青森県 民青同

68 青森県 有事法制反対東青連絡会

69 青森県 新日本婦人の会青森県本部

70 青森県 Ｐ青森県委員会

71 青森県 １．１８ピースウォーク

72 青森県 憲法を守る青森県民の会

73 青森県 青森地区戦争への道を許さない女たちの会

74 青森県 連合青森三八地域協議会

75 青森県 青森母親大会実行委員会

76 青森県 戦争いやだ！憲法まもれ！中弘南黒の会

77 青森県 社会民主党青森県連合

78 青森県 「年金改悪・大増税反対」中弘南黒地区実行委員会

79 青森県 県労連

80 秋田県 有事立法阻止秋田県実行委員会
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81 秋田県 １．１８日曜市民ＤＳ有事法制の廃案をめざす共同行動事務局

82 秋田県 有事法制の廃案をめざす共同行動事務局

83 岩手県 Ｐ盛岡市議団

84 岩手県 民主青年同盟

85 岩手県 平和憲法を守る県民懇談会

86 岩手県 社民党県連合

87 岩手県 平和環境労組センター

88 岩手県 県護憲連盟

89 岩手県 Ｐ岩手県議

90 岩手県 イラク派兵反対岩手県民会議

91 岩手県 Ｓ盛岡市議

92 岩手県 ピースフォーラム２．２１実行委員会

93 宮城県 「１・１４イラク自衛隊派兵反対」県民集会

94 宮城県 亘理町社会福祉協議会職員

95 宮城県 安保破棄諸要求貫徹塩竈実行委員会

96 宮城県 戦争反対宮城県民連絡会

97 宮城県 イラク派兵反対仙台東部地域連絡会

98 福島県 自衛隊イラク派兵に反対する郡山市民共同センター

99 福島県 増子輝彦衆議院議員（民主党）

100 東京都 ピースウォークｉｎ目黒

101 東京都 高校生から始まるＰｅａｃｅ　Ｗａｌｋ実行委員会

102 東京都 イラク派兵反対小平実行委員会

103 東京都 防衛庁を平和の灯で包囲する実行委員会

104 東京都 ピースウォーク実行委員会

105 東京都 三多摩平和運動センター

106 東京都 全交

107 東京都 反戦市民団体

108 東京都 北区議

109 東京都 生活者ネット小平市議

110 東京都 北区春闘共闘会議

111 東京都 目黒春闘共同行動実行委員会

112 東京都 有事法制活かそう北区連絡会（ママ）

113 神奈川県 青年法律家協会神奈川支部

114 神奈川県 神奈川労働弁護団

115 神奈川県 社会文化センター神奈川支部

116 神奈川県 自由法曹団神奈川支部

117 神奈川県 神奈川原水協

118 埼玉県 さいたま市に「自衛隊イラク派遣中止の意見書」を求める実行委員会

119 埼玉県 日米共同軍事演習反対１．１８集会

120 埼玉県 さいたま市教組

121 埼玉県 反戦行動さいたま
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122 埼玉県 学生エコアクション

123 埼玉県 埼玉土建朝霞支部

124 埼玉県 朝霞民主商工会

125 埼玉県 さいたま地域春闘連絡会

126 埼玉県 いのちとくらしを守る新座市民集会実行委員会

127 埼玉県 埼玉土建和光支部

128 埼玉県 和光民商

129 千葉県 ストップ有事法！松戸市民ネットワーク

130 千葉県 戦争への道を許さない千葉連絡会

131 千葉県 船橋市議団

132 千葉県 有事法制を許さない習志野市民センター

133 千葉県 Ｐ南部地区委員会

134 千葉県 Ｐ君津市委員会

135 茨城県 自治労茨城県本部

136 茨城県 茨城平和擁護県民会議

137 群馬県 群馬県平和委員会等

138 山梨県 県民要求実現大運動実行委員会

139 山梨県 北富士の平和を取り戻す山梨県護憲実行委員会

140 山梨県 沖縄米軍は北富士にくるな山梨県連絡会

141 山梨県 Ｐ村議

142 山梨県 ピースネット山梨

143 山梨県 甲府地区労働組合総連合

144 山梨県 有事法制反対憲法９条を守る甲府連絡会

145 長野県 元衆議院議員（Ｓ）

146 新潟県 自衛隊のイラク派兵に反対する新発田市民の会

147 新潟県 新発田地区平和センター

148 新潟県 社民党新発田支部協議会

149 静岡県 静岡県平和委員会

150 静岡県 イラク派兵と憲法改悪に反対する沼津連絡会

151 静岡県 静岡県平和・国民運動センター

152 静岡県 憲法擁護静岡県民連合

153 静岡県 静岡県勤労者協議会連合会

154 愛知県 Ｐ５愛知

155 愛知県 Ｐ１春日井

156 愛知県 平和の会旭

157 愛知県 Ｐ１１・１２

158 愛知県 Ｐ５尾北

159 愛知県 尾北Ｐ１８

160 愛知県 平和と暮らしを守る守山総行動実行委員会

161 岐阜県 憲法を守り有事法制に反対する岐阜県連絡会

162 三重県 有事法制反対・憲法を守る三重県連絡会
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163 三重県 Ｐ三重ＤＣ

164 石川県 有事法制反対石川連絡会

165 石川県 石川県平和運動センター

166 福井県 ＮＯ　ＷＡＲ福井

167 福井県 Ｐ１４

168 大阪府 有事法制反対中央区連絡会

169 大阪府 Ｐ５貝塚

170 大阪府 核はいらない青い羽の会

171 大阪府 Ｐ５大阪

172 大阪府 大阪高教組

173 大阪府 豊中平和連帯会議

174 大阪府 寝屋川市職労

175 大阪府 明るい会泉佐野・熊取連絡会

176 兵庫県 Ｐ宝塚市議

177 兵庫県 平和のための市民行動実行委員会

178 兵庫県 平和と民主主義を守る伊丹連絡会

179 兵庫県 Ｐ

180 兵庫県 ＭＡＪイラク派兵に反対する姫路市民連合

181 兵庫県 Ｆ３灘ＢＲ

182 兵庫県 ＭＡＪのイラク派兵に反対する兵庫県実行委員会

183 京都府 有事法制反対宇治共同センター

184 京都府 ＳＴＯＰ！イラク派兵反対・京都

185 京都府 日本バプテスト京都教会

186 京都府 Ｐ１９京都

187 京都府 宇治・城陽・久御山市民連絡会

188 滋賀県 あいばの平和運動連絡会

189 滋賀県 有事法制反対滋賀県連絡会

190 滋賀県 Ｐ今津町議

191 滋賀県 Ｐ７

192 滋賀県 Ｓ滋賀県議

193 滋賀県 Ｐ滋賀ＤＣ

194 滋賀県 Ｐ

195 滋賀県 部落問題研究所

196 和歌山県 ピースパレード実行委員会

197 岡山県 有事法制、海外派兵反対連絡会

198 広島県 ＭＡＪ派兵を絶対とめよう実行委員会

199 広島県 憲法を守れ・有事法制の発動を許すな！広島共同センター

200 広島県 広島市Ｐ１及びＰ２

201 広島県 平和フォーラム中国ブロック

202 広島県 有事法制はイケン（違憲）！広島県市民連絡会

203 広島県 ＳＰＶＣ
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204 広島県 広島市教組

205 山口県 Ｐ５山口

206 山口県 山口県平和運動フォーラム

207 鳥取県 Ｕ・Ｓ・Ｆ４・ＢＤ鳥取

208 鳥取県 憲法守れ、有事法制・ＭＡＪ海外派兵許すな！鳥取県西部地区連絡会

209 香川県 平和を生かす香川県民の会

210 香川県 香川県平和労組会議

211 愛媛県 重信・川内平和行進実行委員会

212 高知県 有事法制反対県民連絡会

213 高知県 有事法制反対高知県民連絡会

214 高知県 有事法制反対香美連絡会

215 福岡県 有事法制阻止福岡県連絡会

216 福岡県 日本共産党福岡県若松地区委員会他９団体

217 福岡県 筑後地区労連

218 福岡県 自衛隊のイラク派遣を考える直鞍地区実行委

219 福岡県 福岡県労連

220 福岡県 福岡県民医連

221 佐賀県 Ｓ佐賀県連

222 佐賀県 佐賀県平和運動センター

223 長崎県 有事法制反対長崎県連絡会

224 長崎県 長崎県原水協

225 長崎県 「戦争法」に反対する市民の会

226 長崎県 長崎平和運動センター

227 長崎県 長崎地区労

228 長崎県 長崎県憲法を守る会

229 長崎県 日本共産党長崎県北部地区委員会

230 長崎県 佐世保市平和委

231 長崎県 佐世保原水協

232 長崎県 民商

233 長崎県 佐世保地区労

234 長崎県 長崎県職員組合長崎支部

235 長崎県 新婦人の会

236 長崎県 島原地区労

237 長崎県 県職

238 長崎県 島鉄

239 長崎県 全逓

240 長崎県 県教組

241 長崎県 大村地区労

242 長崎県 Ｓ佐世保支部

243 長崎県 広島・長崎の宗教者２９名

244 熊本県 戦争を許さない！熊本県民連絡会
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245 熊本県 平和憲法を守る熊本県民会議

246 熊本県 くまもと２１労組会議等

247 熊本県 自衛隊の海外派兵に反対する八代地区集会実行委員会

248 熊本県 非核・平和を願う仏教者ウオーク・イン熊本実行委員会

249 熊本県 自衛隊のイラク派兵に反対する県民の会

250 熊本県 平和を願う女性の会

251 熊本県 戦争は許さない！熊本県民連絡会

252 熊本県 日本共産党熊本県委員会

253 大分県 イラク派兵に反対する会

254 大分県 日本共産党大分県委員会

255 大分県 新日本婦人の会大分県支部

256 大分県 民主青年同盟大分県委員会

257 大分県 大分県安保破棄実行委員会

258 大分県 有事法制反対大分県連絡会

259 大分県 大分県民主医療機関連合

260 大分県 Ｓ大分県連

261 大分県 大分県平和運動センター

262 大分県 大分県・竹田直入地区平和運動センター

263 大分県 日田地区平和運動センター

264 大分県 Ｓ日田総支部

265 大分県 部落解放同盟

266 大分県 玖珠地区平和運動センター

267 大分県 大分県・佐伯地区平和運動センター

268 宮崎県 イラク派兵に反対する宮崎女性の会

269 宮崎県 都北地区労組会議

270 宮崎県 連合宮崎北地協・都北地区労組会議

271 宮崎県 宮崎県労連

272 宮崎県 Ｓ宮崎県連

273 宮崎県 宮崎県労組会議

274 鹿児島県 有事法制阻止鹿児島県連絡会

275 鹿児島県 Ｓ鹿児島県連

276 鹿児島県 鹿児島平和運動センター

277 鹿児島県 鹿児島県憲法を守る会

278 鹿児島県 Ｓ曽於支部

279 鹿児島県 曽於地区平和運動センター

280 鹿児島県 鹿児島県・北薩地区平和運動センター

281 沖縄県 安保条約廃棄・くらしと民主主義を守る沖縄県統一行動連絡会議

282 沖縄県 北部地区労

283 沖縄県 自治労北部総支部

284 沖縄県 沖縄平和運動センター

285 沖縄県 中部地区労
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286 沖縄県 浦添地区労

287 沖縄県 沖教組国頭支部

288 沖縄県 沖縄弁護士会

289 沖縄県 イラク国際戦犯民衆法廷沖縄公聴会

※「イラク自衛隊派遣に対する国内勢力の反対動向」（全６部）の「市街地等における反対動向」の一覧表
より作成。


