
相沢緑（日本聖公会正義と平和委員・憲法プロジェクト

委員） 

青木茂 

青柳行信（ＮＧＯ人権・正義と平和連帯フォーラム福岡・

代表）  

阿久根武志（世界連邦運動協会事務局次長） 

阿南久 

安彦恵里香（Yes!キャンペーン実行委員会事務局長） 

鮎川ゆりか（Office Ecologist 代表） 

荒井康江（和光鶴川小学校） 

阿波明子 

李誠姫 

石井摩耶子（日本ＹＷＣＡ会長） 

石川晶子（核・ウラン兵器廃絶キャンペーン福岡 ） 

石川康子 

和泉舞（原爆の図を舞踏化する会・代表 舞踏家） 

板井優（原爆症認定集団訴訟熊本弁護団長） 

伊藤勇夫  

稲月隆（务化ウラン兵器禁止市民ネットワーク事務局長） 

乾言子 

井上由紀子 

今村喜代子（主婦） 

岩崎わか 

上野良治（合同出版代表取締役） 

鵜飼哲（一橋大学教員） 

牛丸喜美子（九条の会 たつの） 

宇都宮憲爾（世界連邦運動協会岡山県支部長） 

梅園和朗(新社会党茨城県本部常陸太田支部） 

浦田秀夫（船橋市議会議員） 

江口正義 

江守道子  

遠藤徹（カトリック信徒） 

遠藤恭（カトリック信徒） 

遠藤純子（カトリック信徒） 

遠藤浩史 

大江正章（コモンズ代表） 

大賀浩一（弁護士・原爆症認定集団訴訟弁護団所属） 

大川令子 

大城研司（下関・東チモールの会） 

大久保賢一（日本反核法律家協会事務局長） 

大嶽恵子（大学非常勤講師） 

大野和佳子(市民ネットワーク千葉県平和部会） 

大場敏明（クリニックふれあい早稲田院長） 

緒方貴穂 

岡田良子 

岡部勝美 

岡本茂樹（核戦争防止・核兵器廃絶を求める福岡県医師

歯科医師の会 代表世話人） 

岡本三夫（核兵器廃絶をめざすヒロシマの会（HANWA）

共同代表）★ 

岡山文人 

荻野茂喜（農民） 

奥野しのぶ（どなべねっと・世話人） 

長南博邦（千葉県野田市議会議員） 

小多基実夫（反戦自衛官） 

小田登茂子（平和の種をまく会） 

小野寺和夫 

小野寺弘美 

小野寺真澄 

小幡詩子（アジア女性資料センター） 

加来健一（地球の子ども新聞） 

梶原義行 

片岡栄子（ふぇみん婦人民主クラブ運営委員）  

加藤剛（日本ジャーナリスト会議会員） 

鎌田信子（長崎平和研究所員） 

禿奈穂 

川合一良（原爆展掘り起こしの会・代表） 

河合公明（創価学会平和委員会事務局長） 

河合護郎（核兵器廃絶をめざすヒロシマの会（HANWA）

共同代表）★ 

川合葉子（原爆展掘り起こしの会・事務局） 

川上純平（日本基督教団牧師） 

川崎哲（ピースボート共同代表） 

川端国世（日本ＹＷＣＡ総幹事）     

北山ひと美（和光鶴川小学校 九条の会代表） 

吉川光 

木村公一（核・ウラン兵器廃絶キャンペーン福岡・代表） 

楠野紀靖 

久野成章（HANWA） 

くまがいマキ（劇作家） 

鞍田東（浄土真宗本願寺派衆徒・非暴力平和隊日本会員） 

栗栖基紀 

栗山次郎 

郡司真弓 



古池周文（広島市民球場跡地利用市民研究会 代表） 

小泉眞理子（取手市議会議員） 

河野勝子 

小杉功（原水爆禁止京都協議会事務局長） 

小滝一志 

小塚太（ピースネット/市民平和基金） 

小寺盛夫 

小西悟（日本被団協事務局次長） 

小林峰一（ＮＰＯ豊かな自然と農業を考える会 代表） 

小林葉子（核とミサイル防衛に No！キャンペーン） 

小牧正子（さよならウラン連絡会） 

紺野茂樹 

斉藤千穂（核戦争に反対する医師の会 事務局） 

西塔文子（プルトニウム・アクション・ヒロシマ事務局） 

佐々木孝（第九条の会ひろしま） 

佐藤朝子（自営業） 

佐藤和良（脱原発福島ネットワーク 世話人） 

佐藤真吾(自営業） 

佐藤大介（ﾉｰﾆｭｰｸｽ･ｱｼﾞｱﾌｫｰﾗﾑ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ事務局長） 

佐藤龍雄 

佐藤民生（自営業） 

佐藤千代子 

佐藤明子（“人間と性”教育研究協議会代表幹事 武蔵野

美術大学非常勤講師） 

沢田昭二（原水爆禁止に本協議会代表理事） 

茂垣達也（核兵器廃絶市民連絡会） 

芝野由和（長崎総合科学大学長崎平和文化研究所運営 

主任) 

しまざき英治（三鷹市議会議員） 

島原みどり 

島村雅人 

清水順子 

成願強（日本ボーイスカウト茨城県連盟第２地区事務長） 

白崎良明（核戦争を防止する石川医師の会 代表世話人） 

末田克明 

菅井純子（性教協ふくいサークル ） 

杉浦ひとみ（弁護士） 

杉原浩司（核とミサイル防衛に No！キャンペーン） 

鈴木市郎 

鈴木久 

鈴木誠（オーガニックショップ ＣＡＭＢＩＯ 代表） 

鈴木道昭 

鈴村稔 

須田稔（立命館大学名誉教授・非核の政府を求める京都

の会常任世話人） 

関口暁子（東京母親大会連絡会事務局長） 

関口久志 

マーク・セルデン(上席研究員、東アジアプログラム、コ

ーネル大学、米国） 

曽根康夫（新居浜協立病院整形外科 愛媛反核医師の会事

務局長）  

髙木旭（世界連邦運動協会横浜支部副支部長） 

高草木博（原水爆禁止日本協議会 事務局長）★ 

高田昌幸（北海道新聞東京編集局国際部次長） 

高橋章哲（西条市議会議員） 

高原孝生（明治学院大学教授） 

高見澤昭治（原爆症認定申請集団訴訟東京弁護団団長） 

田口俊彦 

竹内宏一（元・愛知原水禁事務局長、現・戦争と平和の

資料館ピースあいち 事務局次長） 

武田勝文   

田代雅美 

田中和恵 

田中慶子 

田中拓（脱原発全国会 代表） 

田中稔子（グループみのり代表） 

田中利幸（広島平和研究所教授） 

田中熙巳（日本原水爆被害者団体協議会事務局長）★ 

田中優 

田室武勝（NODU ヒロシマ・プロジェクト） 

月下美孝（広島キリスト教連盟） 

土山秀夫（核兵器廃絶ナガサキ市民会議 代表）★ 

続博治（姶良伊佐ブロック平和運動センター事務局次長） 

寺尾光身 

寺町歩（京都市民） 

徳永桂子(CAP スペシャリスト） 

戸田進 

富澤由利子 

冨田孝正  

富山正志 

朝長万左男（核兵器廃絶ナガサキ市民会議副代表）★ 

内藤雅義（核兵器廃絶市民連絡会 連絡責任者）★ 

内藤達郎 

永井俊策（アジア人権・平和・多文化センター代表理事） 



長尾比呂未(地球の子ども新聞） 

中尾牧（京都母親連絡会会長） 

中川重徳（弁護士 原爆症認定集団訴訟・東京弁護団事

務局長） 

中川武夫（核戦争に反対する医師の会・代表世話人、中

京大学教授） 

仲沢 照美（個人） 

中嶋典子（広島県生協連） 

永田文夫（三陸の海を放射能から守る岩手の会 世話人） 

中西綾子 

永野勇 

長峰直子 

中森圭子（戦争反対・平和の白いリボン神奈川） 

新倉修（日本国際法律家協会） 

二階堂まり（ピーストレイン代表） 

仁木三智子（日本ＹＷＣＡ） 

ニシオカ マユミ （市民） 

西尾真人(こまえ９条の会） 

西尾禎郎 

新田秀樹（ピースリンク広島） 

野村修身（工学博士） 

橋本博  

長谷川長昭（非核の政府を求める京都の会 事務局次長） 

浜口克己 

早川美奈子  

林田武（林田カイロプラクティック院院長） 

林田力（『東急不動産だまし売り裁判』著者） 

原田一行 

伴英幸（原子力資料情報室 共同代表）★ 

久松重光 

平田道正 

平野良一 

弘田しずえ 

福島晃（原爆症認定訴訟東京弁護団・弁護士） 

藤井郁子（自営業） 

藤井礼士 

藤岡惇 

藤田明史（平和学研究者） 

藤本聡志 

藤本共一 （茨城大学准教授） 

藤本泰成（原水爆禁止日本国民会議 事務局長）★ 

藤原紀代子（核・ウラン兵器廃絶キャンペーン福岡） 

藤原真奈美 

藤原裕久子（HANWA） 

布田秀治（日本キリスト教団東北教区宣教部社会委員会） 

舟越耿一 

舟橋喜惠（広島大学名誉教授） 

古川豊 

古屋敷一葉 （修道女） 

古屋泰 

マッカーティン・ポール（聖コロンバン会） 

細川弘明（アジア太平洋資料センター 共同代表） 

堀口眞也 

本田裕子 

本間江理子 

前田惠子（憲法を活かす市民の会やまぐち事務局次長） 

増田博光 

増田善信 

増永香 

松井和夫（反核医師の会 常任世話人） 

松香光夫（世界連邦運動協会町田支部事務局長） 

松原 秀臣 

松宮光興 

松本滋恵 

丸山慶喜（大東学園理事・同教育研究所所長） 

実生律子（日本ＹＷＣＡ副会長） 

三宅征子 

宮崎和子 

三輪隆（埼玉大学教員） 

向井圭子 

向井均 

向井雪子(チェルノブイリ子ども基金） 

武笠紀子（みどり千葉共同代表） 

森和子 

森下弘（ワールドフレンドシップセンター） 

森瀧春子（核兵器廃絶をめざすヒロシマの会（HANWA）

共同代表）★ 

盛谷祐三（日本基督教団広島観音町教会 牧師） 

森英樹（龍谷大学教授・名古屋大学名誉教授） 

矢ヶ崎克馬（琉球大学名誉教授） 

矢崎明子（知的障害者施設の栄養士） 

山口響（ピープルズ・プラン研究所事務局） 

山口雅代（〈企）ワーカーズ・コレクティブ花もめん代表

理事） 



山崎久美 

山崎久隆（たんぽぽ舎／务化ウラン研究会代表／ＴＵＰ） 

山本みはぎ（不戦へのネットワーク） 

山本洋子（中国新聞社） 

横原由紀夫（東北アジア情報センター運営委員） 

横堀幸司（映像作家） 

吉井荘三郎  

吉岡香織  

吉沢弘志（パトリオットはいらない！習志野基地行動実

行委員会 代表） 

吉田遼（NPO 法人セイピースプロジェクト代表） 

吉水公一（高校教員、「子どもと教科書兵庫県ネット２１」

事務局次長、JTU 日教組組合員） 

吉村幸子（核兵器のない世界を願う茅野市民ネットワー

ク（共同代表）） 

米川和彦 

リーヴス弥生（ＮＰＯ法人風の船 理事長） 

フィリップ・ワイト （原子力資料情報室（国際担当）） 

若月恵理子（和光鶴川小学校 9 条の会事務局） 

和田喜太郎（関西共同行動 共同代表） 

渡部朋子（ANT-Hiroshima 代表） 

 

以上、２５５名。 

他、６名。 

★印は当初の賛同者。 


