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【北海道】 

伊藤 哲 岩本光弘 江岸芳子 北村二郎・真澄 古賀清敬 小林 勉 

近藤 務・宣子 島田美智子 聖ﾍﾞﾈﾃﾞｨｸﾄ女子修道院 成田 強 浜島和子 藤田春美 

【青森県】 

木村泰幸 庄司亜貴子・恵雄 成田忠義 半田哲人 山田清彦 

【岩手県】 

小澤祥子 

【宮城県】 

浅川 亮 蟻坂和彦・恵美子 内田牧子 平野陽子 前野忠夫・恭子 

【秋田県】 

小山澄子 榊 昌子 

【山形県】 

阿蘇弘子 久保道典 八木文明 山口 修 

【福島県】 

荒牧康子 竹川佳寿子 比佐和美 渡辺恵子 

【茨城県】 

石井英夫 木村孝子 木村美也子 久保具子 黒木富美子 佐藤忠克 

角田京子 野地一成 花松五穂 都 俊生 村田朱美 

【栃木県】 

岩崎幸子 高嶋多美 波多野依子 森住庸子 渡辺 興 

【群馬県】 

赤松義之 天笠 均・妙子 坂本久美子 高見澤啓二 原島富男 春木征子 

松井正樹 三田村道子 吉幸 薫 

【埼玉県】 

浅子薫衣 浅見喜美 新井寿美 粟田洋子 石川早智子 石平実枝 

市川雅美 岩上裕子 有留賀早苗 江本セイ子 大井朝江 大塚征子 

大西考治 大西 旦 大野良夫 忍 修一 門田由美子 木下良一 

くまがいマキ 小平佳子 小林 秀 笹本紀明 佐藤けい子 佐藤みつ子 

佐野 均 砂原久夫 柴田桂子 柴田八千代 清水公康 鈴木賢治 

鈴木こずえ 鈴木茂久 瀬下多美 髙田容子 滝谷紘一・美佐保 田村セツ 

田原文子 出原久美子 友野敦子 西田操子 長谷川 勲 檜垣民子 

益子 繁 真嶋学文 水沢 隆 宮下幸雄 村山今日子 本居麗子 

森下紀子 柳澤礼子 吉田初枝  

 



【千葉県】 

新井和子 安藤清貴 池田美代子 伊澤愛子 石井明美 井関ゑま  

伊東秀順 井上好子 岩間知恵子 上杉慶子 宇賀村悦子 梅田啓子 

大竹閑子 金平美幸 鎌田勝吉 神 惇子 唐笠治夫 川口敏志 

斎藤靖子 斉藤佑子 佐々木 秀 佐藤光子 庄司洋子 鈴木悦子 

関 春夫 芹生美智子 髙橋由紀子 髙橋礼子 立花一晃・小枝子 田中晴世 

田村尚子 友野敦子 中山和好 西嶋俊一・敦子 橋爪 功 羽柴雅代 

林 信行 前田よし子 松永 博 村松真理子 吉村りよみ 

【東京都】 

青木早苗 青木秀一 赤沢美恵子 赤塚頌子 天笠 均・妙子 天沼義政 

有賀有貴 五十嵐賢治・和子 伊佐太久眞 石川方子 石川久美代 石川俊子 

井野博満 猪股澄子 今井幸子 井邑道子 岩田純子 上野裕子 

浦野広明 江上久美子 榎本みつ枝 大泉 廣 大口和子 大口美代子 

大久保多世子 大久保徳子 大塚優子 大野映子 大和田達子 荻本久美 

奥田靖二 小黒久美子 尾崎由美 長田千代子 鹿島良太 金田寿世 

神谷富士子 菅野幸枝 菊地眞幸 北澤廣子 木許紘一 久世明子 

窪田美耶子 栗原啓子 黒住克司 小林映子 小林誠一 小林 緑 

小林 裕 小山甚一 齊藤光代 斎藤義夫 酒井真理枝 佐藤晶子 

佐藤春美 佐藤正章 佐藤由美子 佐藤令子 佐藤玲子 佐橋正文 

志賀勝子 渋谷喜美子 島田富男 清水敬祐 白岩フミ 末次浩一郎・博子 

須賀哲夫 鈴木順子 鈴木三枝子 鈴木己美子 角 祥子 諏訪祥子 

千秋雅子 平 ナホ 髙岡日出子 高取紀子・日出子 高橋恵子 髙橋洋代 

髙橋由美子 高山和代 武田好永 武田裕一 竹之内義方 田中美智雄 

千秋達雄 敦賀陽一郎 徳山康子 永田三枝子 永積千衣子 中西佳代子 

永吉恭二 名古屋哲一 南部時子 新倉美佐子 西 裕子 西川郷子 

西村智子 橋場忠男 長谷川千恵子 長谷川善夫・純子 馬部祐三 原口紅子 

樋口兼久 彦坂章子 深井喜美子 深沢千鶴子 藤井石根 藤井玲子 

藤田真知子 藤村純子 舟木栄子 穂積健児 本田 章 本間道子 

本間裕子 正木真美 松永太蔵 松本 聡 馬渡雪子 右田けい子 

道下匡子 三森政治 宗田淑子 元 玉淑 森 馨一郎 森田健二朗 

森田多恵子 森本孝子 門間昌子 保浦省司 矢吹純子 山縣晶子 

山田悦子 山本以文 山本京子 山本正郎 山本元美 横山憲夫 

蝋山千雅子 和田洋子 渡辺典子 渡邉由里子 

【神奈川県】 

秋山 好 新井克己 飯沼鮎子 飯山精子 石井 明・あや子 石川尚美 

石下直子 石田伊志子 石渡 秋 糸永朗子 荏原八笑子 遠藤信二 



大石三枝子 大友深雪 岡村ひとみ 小川桂絲香 小川桂子 河本めぐみ 

菊地美江子 北野章子 鯨井洋子 久保博夫 黒田礼蔵 小市邦子 

小宮ｼﾞｭﾝｺ 金 三津夫 坂崎美世 佐藤令子 佐野立子 島田千佳子 

島野博之 清水敏子 清水れい子 鈴木フミ子 髙橋清子 髙橋知可子 

髙橋雄四郎 田代チエ子 田中和子 田村慎一 茅根雅子 寺田小夜子 

寺田富久子 豊田文雄 長坂陽子 中澤喜子 仲村周明 西巻邦子 

原崎澄子 深澤睦子 藤間 緑 堀切文子 松澤美智子 萬壽淑子 

水澤靖子 溝口紀美子 宮川惇价 邑上途一 山岸雄之輔 山口榮子 

山根隆史 山村淳平 横山勝子 

【山梨県】 

仁田るり子 

【長野県】 

重田礼子 望月みつよ 持丸彰子 矢沢 靖 山下多香子 山田直美 

【新潟県】 

石平春彦 貝瀬ケイ子 篠原裕子 鶴田豊子 中村 信 森川政嗣 

山下とも子  

【富山県】 

新井てい 川原登喜の 近岡 礼 土井由三 宮崎京子 

【石川県】 

久保具子 志村由紀子 中川正弘 中村順一 庭田智恵子 

【福井県】 

石川 孝・祥子 

【岐阜県】 

市原詔子 岡崎洋子 禿 憲正・あつ子 校條 均 小寺 猛 田中幸男 

鶴田美紀代 山村園枝 

【静岡県】 

石川兼次 石山敏夫 岡本 尚・葉子 芝田令子 竹内和惠 長阪幸代 

豊島睦子 中村ひろみ 藤倉孝純 松田美智子 

【愛知県】 

天野明美 井土洋子 猪瀬俊雄 岩本知子 大図初代  太田みよ子 

大野 建 大野洋子 小原まき子 折戸弘子 小清水志麻 小林 閑 

櫻井良子 佐藤憲弘 立川正世 戸倉 徹 中島正博・眞知子 西浦愛子 

原田桂子 平川宗信 平田恒男 藤澤眞砂子 村上光子 安田美千代 

吉田惠子 

【三重県】 

笠井英嗣 鬼頭昌俊 中村和枝 



 

【滋賀県】 

田澤 仁 中野有子 

【京都府】 

奥田アキ子 川端春枝 木藤田恒夫 木下寛治 迫田博子 田岡晶子 

前島幹子 三島泰子 宮本和彦 山崎由紀子 山本貴美 ﾚﾝｾﾞﾝﾌﾞﾘﾝｸ ｸﾘｽﾃｨｰﾈ 

【大阪府】 

安達晴子  飯田富美子 面谷久枝 片岡京子 加藤敦史・由紀子 神野富雄 

川﨑悦子 小森淳子 中西幸男 宮川和彦 渡辺祥生 

【兵庫県】 

上田眞佐美 小林直哉 鈴木まち子 髙橋智子 徳本公子 福岡宏泰 

堀尾昭子 宮川 清 村井正信 安田一則 

【奈良県】 

尾家順子 下山 登 高桑次郎 たかはし かずこ 竹川節子 友納朝夏 

【和歌山県】 

石井玄三 原 千昌 吉田ちづる 

【島根県】 

井口隆史 原 小秋 

【岡山県】 

大島 新 友田 茂 松本忠雄 山本淑惠 

【広島県】 

高麻敏子 河野久美子 野村文子 藤井清登 渡辺恵子 

【山口県】 

石本幸子 長岡裕之 久光イツ子 増田キリエ 山田廣子 

【香川県】 

田中暉彦 

【愛媛県】 

青木千都子 上松香代子 中田婦美子 中村澄江 藤原丸子 横手英彦 

【福岡県】 

加藤友彦 桑野恭彰 吉村淳子 

【熊本県】 

勝連弘務・夕子 後藤豊子 田中克樹 益子 薫 

【大分県】 

大塚志保 岸野稔子 

【宮崎県】 

久莪 良修  



【鹿児島県】 

暉峻康瑞 鳥原良子 

他に匿名の方 １６０名 

【団体】 

青森県反核実行委員会 愛徳カルメル会本部修道院 エネルギーのいまを考える会 

学校ユニオン埼玉 株式会社おきたま興農舎 観音寺 

北茨城九条の会 国鉄労働組合 さくら・市民ネットワーク 

ジャパン収集ボランティア倶楽部 社民党練馬総支部 JAL 被解雇者労働組合 

生活クラブ生活協同組合茨城 聖ドミニコ宣教修道女会坂出修道院 

聖フランシスコ修道院 全造船関東地協労組石川島分会 川内原発建設反対連絡協議会 

地域通貨選挙割倶楽部 鉄道退職者の会千葉地方連絡会 東京交通労働組合 

東京清掃労働組合 東京東部労働組合ケーティーシー支部 西部整形外科医院 

日本カトリック正義と平和協議会 日本山妙法寺 ヌヴェール愛徳修道会 九条修道院 

ノーニュークス・アジアフォーラム・ジャパン 福島県平和フォーラム 

ピースアップ九条可視化の会 みんなの牛乳勉強会 メルセス会 

八幡山法律事務所 横浜市立高等学校教職員組合 

他に匿名の１団体 


