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氏　名 肩　書 氏　名 肩　書 氏　名 肩　書 氏　名 肩　書

葵生川　玲 詩人 天羽　浩一 社会福祉士 池田　賢太 弁護士 市橋　耕太 弁護士

青木　宏治 高知大学名誉教授 新井　　章 弁護士 池田　年宏 ピースサイクルおおいた 市橋　直子

青木　正雄 新日本スポーツ連盟愛知県連盟会長 荒井　新二 弁護士 池辺　晋一郎 作曲家 一柳　正昭

青柳　清美 千代田１０００人委員会 新垣　　勉 池松　綾子 美術家 一柳　みどり

青柳　行信 福岡県総がかり行動実行委員会代表 荒川　英幸 弁護士 生駒　　巌 弁護士 井出　達希 弁護士

青柳　義則 千代田１０００人委員会 荒川　庸生
日本宗教者平和協議会理事長、真宗大谷派
長永寺住職 石井　寛治 東京大学名誉教授 井出　嘉憲 東京大学名誉教授

赤井　純治 新潟大学名誉教授 荒木　　豊 定年退職（元教員）素浪人 石川　逸子 詩人 伊東　紀美 水俣病被害者互助会事務局

赤石　あゆ子 弁護士 有村　文江 日本山妙法寺信徒 石川　香織 衆議院議員 伊藤　定良 青山学院大学名誉教授

赤松　範夫 弁護士 安斎　育郎 立命館大学名誉教授 石川　治子 聖心侍女修道会 伊藤　誠基 弁護士

秌場　準一 一橋大学名誉教授 安藤　克子 カトリック修道女 石川　元也 弁護士 伊藤　セツ 昭和女子大学名誉教授

秋間　　実 東京都立大学名誉教授 安藤　大生 僧侶 石川　幸枝 社会福祉法人愛児福祉会常務理事 伊藤　千沙子 無

秋村　　宏 詩人 安藤　久義 作曲家 石口　俊一 弁護士 伊東　秀子 弁護士、元衆議院議員

秋山　健司 弁護士 安野　輝子 全国空襲被害者連絡協議会運営委員長 石黒　文子 伊藤　秀輔 自由業

浅井　　薫 詩人 飯田　学史 弁護士 石坂　俊雄 弁護士 伊藤　弘子

浅尾　忠男 詩人 飯田　泰雄 鹿児島大学名誉教授 石田　英理香 公益財団法人東京ＹＷＣＡ運営委員長 伊藤　　誠 経済学者

朝倉　正幸 弁護士、東京弁護士会憲法センター委員 飯田　幸光 弁護士 石田　良正 日蓮宗大輪院住職 いとう　正敏 小松基地爆音訴訟原告

朝倉　真知子 なし 飯高　京子 学芸大学名誉教授 石田　正也 弁護士 伊藤　まつ江 社会福祉士

朝倉　むつ子 早稲田大学教授 飯高　　茂 学習院大学名誉教授 石田　𠮷夫 弁護士 伊藤　陽一 法政大学名誉教授

浅野　専市 フォーラム岐阜事務局長 飯塚　拓也
日本キリスト教協議会東アジアの和解と平和委員会委
員長・牧師 石原　清美 伊藤　　真 弁護士、伊藤塾塾長

浅野　本陽 日蓮宗本昭寺住職 飯塚　直子 言語聴覚士 伊志嶺　善三 弁護士 稲　　正樹 元国際基督教大学教授

浅見　輝男 茨城大学名誉教授 庵　　堯子 ＮＯ　ＷＡＲ！八王子アクション 石母田　達 元衆議院議員 稲生　義隆 弁護士

浅見　洋子 詩人 五十嵐　仁 法政大学名誉教授 石本　　直 広島県被爆二･三世の会幹事 稲村　晴夫 弁護士

鯵坂　　真 関西大学名誉教授 五十嵐　敬㐂 法政大学名誉教授 石山　久男 子どもと教科書全国ネット21代表委員 井上　和衛 明治大学名誉教授

東　　邦弘 五十嵐　千里 法律事務所職員 泉　　幸子 なし 井上　耕史 弁護士

麻生　多聞 鳴門教育大学准教授 五十嵐　幸弘 弁護士 泉　　俊行 日本山妙法寺僧侶 井上　信子

足立　こずえ 井口　秀作 愛媛大学教授 泉　　晴夫 なし 井上　　啓 弁護士

安達　洋子 法律事務所職員 池上　　遊 弁護士 泉　真沙子 なし 井上　正信 弁護士

虻川　貴範 弁護士 池末　彰郎 弁護士 泉　　雅剛 法律事務所職員 井上　玲子

安部　千春 弁護士 池田　　清 元神戸松蔭女子学院大学教授 泉澤　　章 弁護士 井原　勝介
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茨木　　茂 弁護士 碓田　のぼる 歌人 太田　一男 酪農学園大学名誉教授 岡崎　勝彦 島根大学名誉教授

今泉　義竜 弁護士 内田　省司 弁護士 太田　武男 広島マスコミ九条の会代表 岡崎　宏美 新社会党委員長

今関　信子 児童文学者 内田　博文 九州大学名誉教授 太田　幸男 東京学芸大学名誉教授 小笠原　伸児 弁護士

今宮　謙二 中央大学名誉教授 内山　新吾 弁護士 大田　吉則 弁護士 小笠原　里夏 弁護士

今村　幸次郎 弁護士 宇都宮　健児 弁護士、元日本弁護士会会長 大髙　敦子 山形県宗教者平和協議会事務局長 岡田　英治 部落解放同盟広島県連合会委員長

岩井　羊一 梅原　英治 大阪経済大学特任教授 大高　全洋 山形大学名誉教授 岡田　克彦 弁護士

岩城　　穣 弁護士 梅原　利夫 民主教育研究所代表 大竹　晟介 日本山妙法寺信徒 岡田　英樹 立命館大学名誉教授

岩佐　恵美 元衆議院議員 浦川　朋子 弁護士 大竹　寿幸 弁護士 岡田　正則 早稲田大学名誉教授

岩佐　英夫 弁護士 浦田　一郎 一橋大学名誉教授 大谷　敏子 主婦 緒方　　蘭

岩崎　　功 弁護士 浦田　賢治 早稲田大学名誉教授 大谷　仁美 岡田　黎子 一市民

岩橋　進吾 弁護士 浦野　広明 立正大学法学部客員教授 大谷　正穂 「辺野古に土砂を送らせない！」山口のこえ代表 岡西　清隆

岩橋　多恵 弁護士 江上　　彰 日本山妙法寺僧侶 大多和　暁 弁護士 岡部　保男 弁護士

岩淵　正明 弁護士 江口　奈保子 法律事務所職員 大冨　直樹 司法書士 岡本　達思 安倍政権にＮＯ！東京･地域ネットワーク共同代表

岩村　智文 弁護士 江夏　大樹 弁護士 大友　　浩 小川　宏子 主婦

岩本　一郎 北星学園大学教授 榎本　和枝 主婦 大友　陽子 小木　和男 弁護士

岩本　功一郎 百姓 江森　民夫 弁護士 大西　　広 慶應義塾大学教授、京都大学名誉教授 奥田　靖二 浅川金刀比羅神社宮司

上里　恵子 大石　芳野 写真家 大野　　晃 スポーツジャーナリスト 小口　千恵子 弁護士

上田　月子 弁護士 大内　富男 日本自由メソヂスト教団牧師 大野　和子 奥村　昌裕 弁護士

上田　誠也 日本学士院会員 大江　京子 弁護士 大野　圭子 なし 小倉　百合子

植竹　和弘 弁護士 大江　優香 大野　真理 保育士 小栗　　実 鹿児島大学名誉教授

上野　　正 東京大学名誉教授 大久保　賢一 弁護士、日本反核法律家協会事務局長 大野　　裕 弁護士 生越　武子 一市民

上原　公太 弁護士 大久保　佐和子 弁護士 大場　千秋 生越　哲男 ＮＰＯ法人ちがさき自然派エネルギーネットワーク

宇賀神　直 弁護士 大久保　修一 弁護士 大場　　博 尾碕　一美 カトリック修道女

右崎　正博 獨協大学名誉教授 大熊　浩一 会社員 大橋　昭夫 弁護士 尾﨑　裕美子 日本ＹＷＣＡ総幹事

宇佐美　隆司 大倉　一美 カトリック東京教区司祭 大橋　博明 中京大学名誉教授 尾崎　吉彦 新日本スポーツ連盟宮城県連盟顧問

宇佐美　睦朗 牧師 大崎　潤一 弁護士 大橋　祐治 非暴力平和隊･日本理事 長田　満江 筑波学院大学名誉教授

氏家　正実 あさひかわ地域の九条の会 大沢　　珪 大林　トヨ子 小山内　美江子 脚本家

牛山　　積 早稲田大学名誉教授 大沢　眞澄 大牧　　広 小沢　和秋 元衆議院議員

臼井　久和 獨協大学・フェリス女学院大学名誉教授 大住　広太 弁護士 大矢　　浩 フォーラム岐阜会長 小沢　隆一 東京慈恵会医科大学教授

臼井　　満 弁護士 太田　綾子 岡崎　　晃 日本キリスト教団隠退牧師（牧師） 押部　禎一 会津若松九条会員（第9条の会ヒロシマ応援）
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小関　俊夫 船形山のブナを守る会世話人代表 加藤　　節 成蹊大学名誉教授 川住　素子 歌人、こがねい9条の会 金　竜介 弁護士

小田中　聰樹 東北大学教授 加藤　久晴 メディア総研研究員 河田　英正 弁護士 金原　徹雄 弁護士

小野　裕貴 弁護士 加藤　浩道 川那部　綾 久々湊　盈子　 歌人

小野　通子 弁護士 加藤　文也 弁護士 川那部　裕哉 京都大学名誉教授･琵琶湖博物館名誉学芸員 楠本　敏行 弁護士

小野寺　利孝 弁護士 加藤　　裕 弁護士 川鍋　正敏 立教大学名誉教授 工藤　　修

小野寺　ほさな 日本キリスト教会荻窪北教会牧師 加藤　倫子 川野　安子 国吉　真弘 弁護士

小野寺　義象 弁護士 金井　克仁 弁護士 川辺　比呂子 神戸ＹＷＣＡ会員 久野　成章 8・6ヒロシマ平和へのつどい事務局

小畑　太作 日本キリスト教団牧師 金澤　　茂 弁護士 河村　健夫 弁護士、大正大学講師 久野　満康
「安倍9条改憲ＮＯ！」広島県北行動、平和・民主主義三次地区労働組

合会議事務局長

甲斐　道太郎 大阪市立大学名誉教授 金杉　美和 弁護士 川村　　肇 獨協大学教員 久保　満美子

海渡　雄一 弁護士 蟹江　由美子 川村　晃生 慶応義塾大学名誉教授 久保木　太一 弁護士

戒能　通厚 早稲田大学名誉教授 金子　ハルオ 東京都立大学名誉教授 川本　咲枝 久保木　亮介 弁護士

海部　宣男 国立天文台名誉教授 金子　　勝 立正大学名誉教授 川本　正晴 久保田　明人 弁護士

前畑　ゆかり 金子　泰夫 新日本スポーツ連盟千葉県連盟事務局長 菊池　　紘 弁護士 久保田　貢 愛知県立大学教員

香川　良成 舞台演出・評論 加納　早百合 弁護士 木崎　明日香 法律事務所職員 熊沢　喜久雄 東京大学名誉教授

笠松　健一 弁護士 鹿野　文永 元全国町村会副会長 岸　 　朋弘 弁護士 組坂　繁之 部落解放同盟委員長

梶　由佳里 主婦 椛島　敏雅 弁護士 岸　 　直人 教科書ネット･ひろしま事務局 久米　弘子 弁護士

梶谷　和男 「安倍9条改憲ＮＯ！」広島県北行動 椛島　裕之 弁護士 岸　 　松江 弁護士 雲尾　保喜 本山修験宗快蔵院住職

梶原　守光 弁護士 鎌倉　孝夫 埼玉大学名誉教授 北潟谷　仁 弁護士 倉科　　清 無職

糟谷　憲一 一橋大学名誉教授 上　　保恵 北上　紘生 弁護士 倉田　原志 立命館大学教授

粕谷　　進 日本大学名誉教授 上条　貞夫 弁護士 北澤　貞男 弁護士 倉光　通子 新日本婦人の会早良支部事務局長

形野　清貴 元大学教授（政治学） 上脇　博之 神戸学院大学法学部教授 北島　義信 四日市大学名誉教授、正泉寺前住職 藏本　怜子

片山　洋子 鴨田　哲郎 弁護士 北野　章子 なし 栗田　芙友香 弁護士

片山　　朗 香山　美子 作家 北村　洋基 慶應義塾大学名誉教授 栗田　禎子 千葉大学教授

桂　　直久 大阪音楽大学名誉教授 川上　純平 日本基督教団藤崎教会牧師 北村　　実 早稲田大学名誉教授 栗林　克行 市民グループええじゃん（Ａ～jan）

加藤　　修 川岸　卓哉 弁護士 木津　博充 日本山妙法寺僧侶 栗原　　彬 政治社会学者

加藤　　修 弁護士 川口　彩子 弁護士 木下　そんき 作曲家 黒田　文枝

加藤　健次 弁護士 川口　智也 弁護士 木下　由香 黒滝　正昭 宮城学院女子大学名誉教授

加藤　　幸 弁護士 川口　直也 弁護士 季平　芳照 小池　　汪 写真家

加藤　繁秋 元衆議院議員 川后　和幸 平和･民主･革新の日本をめざす広島の会事務局長 木村　宏嗣 山形県宗教者平和協議会会長 小池　幸造 税理士

加藤　順教 浄土真宗本願寺派布教使、自然寺前住職 川島　　進 整体院院長 木村　瀧雄 自営業 小泉　和子 日本家具道具史研究者
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洪　美絵 弁護士 駒井　雅之 弁護士 阪口　徳雄 弁護士・森友問題の真相究明を求める弁護士・研究者の会代表 佐藤　真理 弁護士

甲田　四郎 詩人 小牧　英夫 弁護士 酒巻　美和子 元公立中学校教員 佐藤　幹雄 日本キリスト教団岩見沢教会牧師

河野　　淳 カトリック司祭 小峯　和子 坂本　　修 弁護士 佐藤　美穂江 岐阜県教職員組合

河野　善一郎 弁護士 小牟田　久美子 坂本　隆浩 弁護士 佐藤　むつみ 弁護士

河野　達人 小森田　秋夫 神奈川大学教員 坂元　忠芳 東京都立大学名誉教授 佐藤　由紀子 弁護士

河野　教明 真宗大谷派光圓寺住職 小山　高澄 (医)小山医院理事長、大阪保険医協会理事 坂本　雅弥 弁護士 佐藤　　豊 ジャーナリスト９条の会会員

向野　まゆこ 弁護士 近藤　公人 弁護士 坂本　母美江 佐野　就平 弁護士

河野　美佐子 近藤　恭子 坂元　良江 プロデューサー 佐野　雅則 弁護士

古賀　茂明 フォーラム４代表 近藤　ちとせ 弁護士 佐久間　邦彦 広島県原爆被害者団体協議会理事長 澤　ヤエ子 カトリック修道女

児嶋　初子 弁護士 近藤　　昇 日雇全協寿日雇労働者組合 桜井　和人
弁護士、日本国民救援会埼玉県本部会長、元
埼玉弁護士会会長 澤田　愛子 生命倫理･ホロコースト研究者

小島　美子 国立歴史民俗博物館名誉教授 今野　久子 弁護士 佐々木　健次 弁護士 沢田　　正 ジャーナリスト

古謝　愛彦 弁護士 齊木　登茂子 カトリック信者 佐々木　新一 弁護士 澤藤　統一郎 弁護士

児玉　健次 元衆議院議員、北海道革新懇代表世話人 斉藤　久仁子 退職教職員 佐々木　秀典 弁護士、元衆議院議員 鹿倉　泰祐　 NPO法人東京福祉まちづくりネット代表理事

児玉　竹丸 浄土真宗本願寺派僧侶 齋藤　　智 あさひかわ西地域９条の会代表 佐々木　光明 神戸学院大学教授 茂田　真澄 勝楽寺住職

後藤　　慧 牧師 齋藤　信一 弁護士 佐々木　百合香 重富　健一 東洋大学名誉教授

後藤　富和 弁護士 齊藤　園生 弁護士 佐々木　良博 弁護士 志田　なや子 弁護士

後藤　正人 国立大学名誉教授 斉藤　知裕 笹田　参三 弁護士 幣原　　廣 弁護士

後藤　仁敏 鶴見大学名誉教授 斉藤　豊治 甲南大学名誉教授、弁護士 笹沼　弘志 静岡大学教授 忍岡　妙子

小貫　雅男 滋賀県立大学名誉教授 斎藤　万寿子 雀部　真理 交易財団法人日本ＹＷＣＡ運営委員 篠原　義仁 弁護士・全国公害弁護団連絡会議代表委員

小林　明人 弁護士 齋藤　祐介 弁護士 笹山　尚人 弁護士 篠原　宏二

小林　和彦 斎藤　竜太 内科医師、NPO法人神奈川労災職業病センター理事長 佐竹　京子 自営業 篠原　俊一 弁護士、日本国民救援会大阪府本部会長

小林　譲二 弁護士 佐伯　　剛 弁護士 佐藤　和丸 真宗大谷派光明山徳照寺住職 芝　　憲子 詩人

小林　　武 沖縄大学客員教授 早乙女　勝元 作家 佐藤　欣哉 弁護士 柴垣　和夫 東京大学･武蔵野大学名誉教授

小林　展大 弁護士 坂　勇一郎 弁護士 佐藤　敬二 立命館大学教授 澁澤　光紀 日蓮宗善龍寺住職

小林　春規 版画家 境　　広昭 真宗大谷派僧侶 佐藤　誠一 弁護士 島田　修一 弁護士

小林　久公 戦争させない市民の風･北海道事務局長 境　　昭英 真宗大谷派僧侶 佐藤　恒晴 元衆院議員、憲法を生かす県民会議共同代表委員 嶋田　久夫 弁護士

小林　　緑 国立音楽大学名誉教授 酒井　健雄 弁護士 佐藤　友昭 法律事務所職員 島貫　美穂子 弁護士

小林　義和 弁護士 坂上　　彰
カトリック中央協議会正義と平和協議会委員･カトリック
司祭 佐藤　奈保子 清水　祐子

小原　隆治 早稲田大学政治経済学術院教授 榊　　民子 佐藤　博文 弁護士 清水　洋二 弁護士

小部　正治 弁護士 阪口　慈航 無礙光院住職 佐藤　浩美 清水　善朗 弁護士
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志村　毅一 社会福祉法人民友会理事長 杉本　　朗 弁護士 関　むつみ 高橋　了融 浄土真宗本願寺派僧侶

志村　　新 弁護士 杉本　大一郎 東京大学・放送大学名誉教授 関　八重子 被爆者 髙橋　　済 弁護士

下川　　浩 獨協大学名誉教授 杉山　茂雅 弁護士 関口　速人 弁護士 高畑　　拓 弁護士

下末　かよ子 さよなら原発ヒロシマの会運営委員 鈴木　　彰 元生協労連書記長、戦争はいやだ調布市民の会世話人 関島　保雄 弁護士 髙麻　敏子 自営業

下村　ゆり 横浜YWCA 鈴木　　磐 真宗大谷派僧侶 関本　立美 弁護士・山梨革新懇代表世話人 髙麻　宣男

下村　由一 千葉大学名誉教授 鈴木　恵美子 せんぼんよしこ 映像監督 田上　　中
安保法制の廃止と立憲主義の回復を求めるよ
ちぎ市民ネットワーク

庄司　慈明 税理士 すずき　きよし 作曲家、シンガーソングライター 宗川　吉汪 京都工芸繊維大学名誉教授 高見澤　昭治 弁護士

白井　孝一 弁護士 鈴木　志津子 法律事務所職員 田井　　 勝 弁護士 高村　是懿 弁護士

白井　幸男 弁護士 鈴木　　真 弁護士 平　　和元 弁護士 髙室　晃三郎 会社・団体役員

白石　光征 弁護士 鈴木　龍男 演出家 髙内　俊一 元立命館大学教授 高本　芳久 日本山妙法寺僧侶

白戸　　清 日本キリスト教団野辺地教会牧師 鈴木　　久 元衆議院議員 高木　吉朗 弁護士 高森　裕司 弁護士

城塚　健之 弁護士 鈴木　正明 千住九条の会呼びかけ人 高坂　隆信 弁護士 滝　　史郎 広島大学名誉教授

城山　大賢 浄土真宗本願寺派僧侶 鈴木　　守 自由法曹団千葉支部長、弁護士 高崎　　暢 弁護士 滝沢　　香 弁護士

新宅　正雄 弁護士 鈴木　瑞穂 俳優 高崎　裕子 弁護士、元参議院議員 田北　亮介 龍谷大学名誉教授

新谷　のり子 鈴木　道彦 フランス文学者 高瀬　　均 広島マスコミ九条の会事務局長 武井　陽一 デンマーク牧場福祉会こひつじ診療所院長

進藤　榮一 国際政治経済学者 鈴木　　實 NPO岡山ホームレス支援きずな理事 髙田　一夫 武田　隆雄 日本山妙法寺僧侶

新船　海三郎 文芸評論家 鈴木　義弘
新日本スポーツ連盟全国卓球協議会運営委
員長 髙田　由美 竹中恵美子 大阪市立大学名誉教授

神保　大地 弁護士 須田　幸子 安保法廃止をめざす栗山町民の会事務局 髙藤　敏秋 弁護士 竹原　孝剛 三次市議会議員

新間　智孝 日蓮宗妙法華院住職 須田　　稔 立命館大学名誉教授 高根沢　大藏 竹原　陽子

新屋　達之 福岡大学法学部教授 須藤　敏昭 大東文化大学元学長 高橋　アキ ピアニスト 竹森　正孝 岐阜大学名誉教授

菅野　昭夫 弁護士 須藤　正樹 弁護士 高橋　　勲 弁護士 田島　　一 作家・日本民主主義文学会会長

菅野　悦子 元衆議院議員 砂原　美和子 高橋　和男 ほがらかサロンたかでん経営 田島　征彦 絵本作家

菅原　　真 南山大学教授 鷲見　賢一郎 弁護士 髙橋　　寛 弁護士 館　　暁夫 西南学院大学区教授

杉井　静子 弁護士、全国革新懇代表世話人 住谷　健次郎 北海道カトリック教会大麻 高橋　邦夫 映画人九条の会事務局長 舘　　啓子 主婦、ピース９（平和の鈴グループ）

杉浦　　薫 陶山　和嘉子 弁護士 高橋　健太 弁護士 伊達　　工 郵政労働者シルバーユニオン副代表

杉浦　敏雄 真宗大谷派光秀寺住職・和歌山県宗教者平和協議会事務局 諏訪　兼位 名古屋大学名誉教授 高橋　高子 弁護士 立原　忠義 油木教会員

杉浦　ひとみ 弁護士 諏訪部　史人 弁護士 髙橋　　力 弁護士 建部　正義 中央大学名誉教授

杉島　幸生 弁護士 青龍　美和子 弁護士 高橋　千劔破 作家・評論家、日本ペンクラブ副会長 立松　　彰 弁護士

杉原　豊子 洋画家 瀬川　宏貴 弁護士 高橋　利安 広島修道大学教授 田中　和幸 法律事務所職員

杉原　泰雄 一橋大学名誉教授 関　　邦久 高橋　敬幸 弁護士 田中　健太郎 青年法律家協会
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田中　　隆 弁護士 坪倉　民子 富山　洋子 なかにし　礼 作家・作詞家

田中　輝和 東北学院大学名誉教授 津村　順一 平和といのち・イグナチオ9条の会 鳥居　明子 市民 長沼　宗昭 元日本大学教授

田中　正巳 画家 靏　　陽子 主婦 鳥居　淳子 成城大学名誉教授 中野　和子 弁護士

田中　　陽 口語俳句振興会代表 靏岡　寿治 弁護士 鳥飼　康二 弁護士 中林　よし子 沖縄と連帯する島根の会世話人、元衆院議員

田中　良子 元日本友和会理事長 鶴見　榮鳳 僧侶 内藤　　功 弁護士、元参議院議員 中原　道夫 詩人

田中　芳典 弁護士 手島　千景 日本ＹＷＣＡ副会長 内藤　光博 専修大学教授 中原　道子
早稲田大学名誉教授、「戦争と女性への暴力」
リサーチ・アクション・センターVAWW　RAC共同
代表

田邊　順一 写真家 寺井　一弘 安保法制違憲訴訟全国ネットワーク代表、弁護士 永井　憲一 法政大学名誉教授 中平　まみ 小説家

谷　　洋一 水俣病被害者互助会事務局 寺尾　絢彦 「Meeting　Space　てらお」主宰 永井　孝信 元労働大臣、元衆議院議員、総評ＯＢ会会長 中丸　素明 弁護士

谷脇　和仁 弁護士 寺尾　文尚 社会福祉法人理事長 永井　　博 和光大学名誉教授 中村　和雄 弁護士

種村　完司 鹿児島大学名誉教授 寺沢　文子 千代田区議会議員 長尾　詩子 弁護士 中村　知明 郵政ユニオン本部顧問

田畑　　健 スポーツ９条の会事務局長 寺嶋　　章 自営業(キリスト者） 永尾　廣久 弁護士 中村　文則 弁護士

田畑　元久 弁護士 寺嶋　公子 長岡　裕之 浄土真宗本願寺派僧侶 中村　由紀男 個人の尊重と平和を守る長沼の会事務局長

玉木　昌美 弁護士 寺嶋　陸也 作曲家 中川　勝之 弁護士 中村　洋二郎 弁護士

玉田　一郎 暉峻　淑子 埼玉大学名誉教授 中川　洋子 北海道南空知退職教職員協議会事務局長 中森　孜郎　 宮城教育大学名誉教授

田村　栄子 土井　桂子 日本基督教団廿日市教会信徒 中北　龍太郎 弁護士 永山　茂樹 東海大学教授

田村　和之 広島大学名誉教授 土居　太郎 弁護士 長澤　　彰 弁護士 仲山　忠克 弁護士

田村　広志 歌人 土井　由三 元小杉町長、オール富山県民連合共同代表 仲澤　坦子 無職 永芳　　明 弁護士

田村　陽平 弁護士 東垣内　清 弁護士 長汐　道枝 棗　　一郎 弁護士

俵　義文 子どもと教科書全国ネット21代表委員 富樫　練三 元参議院議員　日本共産党 中島　京子 小説家 並木　陽介
弁護士・憲法フェスティバル実行委員会実行委員長代
行

旦保　立子 真宗大谷派宗泉寺住職 徳田　隆裕 弁護士 中嶌　哲演 真宗御室派明通寺住職（若狭） 奈良　達雄
田中正造現代に活かす会代表世話人、憲法9条を守る
歌人の会呼びかけ人

千坂　げんぽう 宗教者（樹木葬実践者） 徳富　誠子 中嶋　直子 主婦 成見　暁子 弁護士

千葉　仁子 弘前YWCA会長 徳永　俊明 駒澤大学名誉教授 長砂　　實 関西大学名誉教授 新倉　　修
青山学院大学名誉教授、弁護士、日本国際法律家協会
副会長

千葉　　裕 利元　克巳 中瀬　奈都子 弁護士 二上　　護 弁護士

荼木原　修 「安倍９条改憲ＮＯ！」広島県北行動 利元　裕子 中田　順子 千住九条の会事務局員 西　　　晃 弁護士

塚本　清一 志太・憲法を大切にしよう会事務局長 外塚　　功 弁護士 中田　好美 千住九条の会事務局長 西尾　　漠 『はんげんぱつ新聞』編集長

辻　　真先 脚本家、作家 冨田　篤史 弁護士 中谷　雄二 弁護士、安倍内閣の暴走を止めよう共同行動実行委員会共同代表 西尾　弘美 弁護士

辻田　　航 弁護士 冨田　武生 弁護士 仲谷　利理 横浜YWCA 西ケ谷　知成 弁護士

津田　美香 法律事務所職員 冨田　　宏 法律事務所職員 中塚　　明 奈良女子大学名誉教授 西川　研一 弁護士

土谷　一夫 富永　恵三郎 被爆者 中西　新太郎 関東学院大学教授 西澤　美和子 弁護士

土屋　源太郎 伊達判決を生かす会共同代表 富山　順子 中西　又三 中央大学名誉教授 西嶋　勝彦 弁護士
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西田　美樹 弁護士 長谷川　りゑ子 沖縄とわたし＠町田 平井　康太 弁護士 藤代　政夫 千葉県議会議員

仁科　三枝子 主婦 秦　　恒平 作家 平井　哲史 弁護士 藤田　恭子 主婦

西原　美香子 日本YWCA職員 畑　　　潤 都留文科大学名誉教授 平川　幸子 藤田　のぼる 児童文学評論家

西村　隆雄 弁護士 畑　　福生 弁護士 平川　宗信 名古屋大学名誉教授 藤田　温久 弁護士

西本　武志 日本勤労者山岳連盟前会長 畑田　重夫 国際政治学者 平川　裕紀子 ピースリンク広島・呉・岩國 藤谷　佐斗子 日本ＹＷＣＡ会長

西元　　徹 波多野　進 平田　菊美 なかよし保育園園長 藤野　美都子 福島県立医科大学教員

西本　喜治 畑谷　嘉宏 弁護士 平野　喜一郎 三重大学名誉教授 藤野　善夫 弁護士

西山　明行 弁護士 羽鳥　徹夫 弁護士 平野　晶規 弁護士 藤本　　斉 弁護士

西山　明美 浜口　武人 弁護士 平山　沙織 あさひかわ西地域九条の会事務局長 藤原　真由美 弁護士

西山　とき子 元参院議員 林　　　昭 龍谷大学名誉教授 平山　知子 弁護士 藤原　玲子 静岡ＹＷＣＡ会長、日本ＹＷＣＡ書記

二宮　厚美 神戸大学名誉教授 林　　　郁 作家 平山　正和 弁護士 二見　伸吾 府中町議会議員

二宮　孝富 敬和憲法を守る会･大分事務局長 林　　　治 弁護士 昼間　範子 日本カトリック正義と平和協議会事務局 二見　伸明 元公明党副委員長、元衆議院議員

丹羽　　徹 龍谷大学教授 林　　正道 真宗大谷派安養寺住職 広川　禎秀 大阪市立大学名誉教授 船尾　　徹 弁護士

沼井　彰美 林　　達雄 広瀬　恒子 親子読書地域文庫全国連絡会世話人 舩澤　弘行 弁護士

沼井　鋭二 全日本年金者組合安佐南区支部 林　　辰也 団体役員 福井　悦子 弁護士 麓　　元子 元図書館司書

根本　孔衛 弁護士 原　　和良 弁護士 福井　俊之 弁護士 古川　　純 専修大学名誉教授

根森　　健 神奈川大学特任教授 原　希世巳 弁護士 福岡　行子 古堅　実吉 元衆議院議員

野口　信彦 日本共産党全国スポーツ後援会事務局長 原　　裕之 岐阜県教職員組合中濃支部役員 福島　重雄 弁護士 古田　文和 広島県原水協事務局長

野澤　裕昭 弁護士 原田　純孝 東京大学名誉教授 福地　絵子 弁護士 古田　充惠 広島県被団協副理事長、二三世の会副会長

能島　龍三 作家、日本民主主義文学会副会長 原田　敏幸 自然農法の農夫 福留　悦子 裵　明玉 弁護士

能美　祐子 公益財団法人東京ＹＷＣＡ総幹事 原田　文子 主婦 福留　克彦 蛇石　郁子 郡山市議会議員

野村　まり子 絵本作家 原田　美都里 福山　洋子 弁護士 北條　恵伊子 無

則武　　透 弁護士 原山　剛三 弁護士 藤井　慶輝 本願寺派妙福寺住職 星野　直之
「日の丸・君が代不当処分撤回を求める被処
分者の会」共同代表

萩尾　健太 弁護士 晴山　一穂 専修大学名誉教授 藤井　純子 第九条の会ヒロシマ 星野　文紀 弁護士

橋本　　敦 弁護士、元参議院議員 半田　麻衣子 法律事務所職員 藤井　光男 弁護士 保立　道久 東京大学名誉教授

橋本　佳子 弁護士 東根　順子 神戸ＹＷＣＡ平和活動部 藤井　みな子 堀田　弘城 本願寺派妙安寺僧侶

橋本　紀子 女子栄養大学名誉教授 藤井　英憲 藤浦　龍治 弁護士 堀　　和子 旭川６区市民の会サポーター

橋本　めぐみ 日高　洋一郎 弁護士 藤岡　　惇 立命館大学名誉教授 堀　　浩介 弁護士

長谷川　希 弁護士 樋谷　賢一 弁護士 藤木　香代子 堀井　　準 弁護士

長谷川　悠美 弁護士 日西　健仁 弁護士 藤木　洋子 元衆議院議員 堀井　　進 「週刊金曜日」倉敷読者会代表
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堀尾　昭子 造型美術 松本　善明 弁護士 峯田　和子 弁護士 武藤　富子 日本友和会会員

堀尾　幸男 舞台美術家 松本　　猛 美術評論家・作家・ちひろ美術館常任顧問 三橋　清子 主婦 武藤　弘道 東京都労働組合連合会（都労連）顧問

本田　　宏 NPO法人医療制度研究会副理事長 松元　ヒロ コメデイアン 三橋　美和 主婦 武藤　裕子

本田　伊孝 弁護士 松本　房子 主婦 三村　伸之 弁護士 武藤　陽一 日本友和会会員

前川　雄司 弁護士 馬奈木　厳太郎 弁護士 三森　妃佐子 宗友　正利 ＪＣＪ

前田　　朗 東京造形大学教授 間宮　芳生 作曲家 宮井　清暢 富山大学教授 村井　敏邦 一橋大学名誉教授

前田　貞夫 弁護士 丸尾　智枝美 宮井　誉子 村上　　博 広島修道大学教授

前田　裕司 弁護士 丸山　惠也 立教大学名誉教授 宮尾　いくみ 村﨑　　修 弁護士

前田　憲徳 弁護士 丸山　重威 ジャーナリズム研究者、ジャーナリスト、元共同通信社、関東学院大学 宮尾　香代子 村野　守義 弁護士

前原　清隆 元日本福祉大学教員 丸山　直起 明治学院大学名誉教授 宮尾　　清 村松　昭夫 弁護士

真壁　紹範
曹洞宗大慈寺住職、市民連合なんぶ世話人、南部町９
条の会世話人 三浦　まゆみ 西順寺（浄土真宗本願寺派） 宮岡　照彦 目黒　昭彦 会社員

正木　みどり 弁護士 三木　郁子 前尾道市議会議員 宮川　泰彦 弁護士 目黒　恵子 幼稚園教諭

増木　　信 三木　恵美子 弁護士 宮城　泰年 本山修験宗管長 毛利　正道 すわこ文化村代表理事・弁護士

増田　善信 気象学者 汀　なるみ 横浜YWCA理事、運営委員会副会長 三宅　克己 毛利　亮子 「女性九条の会」世話人

増田　千代子 市民 実国　義範 三宅　徳子 持田　季未子 大妻女子大学名誉教授

町田　伸一 弁護士 三嶋　　健 弁護士 三宅　正昭 無職 望田　幸男 同志社大学名誉教授

町田　博文 水久保　文明 千代田区労協事務局長 宮腰　直子 弁護士 元倉　美智子 弁護士

町田　雅代 水澤　壽郎 原爆投下の責任を問う会事務局長 宮坂　　浩 弁護士 本澤　二郎 政治評論家、ジャーナリスト

松井　敬三 水谷　敏彦 弁護士 宮崎　定邦 弁護士 元山　　健 龍谷大学名誉教授

松井　久子 映画監督 水谷　陽子 弁護士 宮崎　節子 油木教会員 森　　静子

松浦　悟郎 カトリック司教 水野　紘治 会社役員 宮﨑　礼子 日本女子大学名誉教授 森　　孝博 弁護士

松岡　和子 溝口　　琢 生協コープかごしま職員有志9条の会代表 宮里　邦雄 弁護士 森　　卓爾 弁護士

松岡　正章 弁護士 三玉　宜晃 僧侶 宮田　光雄 東北大学名誉教授 森　　英樹 名古屋大学名誉教授

松島　　暁 弁護士 光延　一郎 日本カトリック正義と平和協議会秘書 宮田　睦奥男 弁護士 森岡　清美 東京教育大学名誉教授

松田　弘子 弁護士 皆川　真知子 なし 宮野　啓二 森賀　幹夫 弁護士

松田　幸夫 みなき　智子 人権と歴史探索の白百合会 宮野　登世子 守川　幸男 弁護士

松谷　信司 キリスト新聞社社長 水口　瑛葉 弁護士 宮村　光重 日本女子大学名誉教授 森越　清彦 弁護士

松永　裕子 水口　洋介 弁護士 宮良　瑛子 画家 守屋　益男 登山家

松野　　迅 ヴァイオリニスト 南　　典男 弁護士 三好　龍孝 日蓮宗本澄寺住職 森山　　薫 フォーラム90

松本　恵美子 弁護士 峰岸　純夫 東京都立大学名誉教授、歴史研究者 三輪　定宣 千葉大学名誉教授 諸富　　健 弁護士
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矢倉　久泰 元新聞記者 山名　しづか 吉村　睦人 元開成中高教頭、元青陵中高校長、元新アララギ代表

矢﨑　暁子 弁護士 山根　岩男 広島県労働者学習協議会事務局長 米倉　　勉 弁護士

矢島　潤一郎 弁護士 山根　正子 米倉　洋子 弁護士

安田　眞澄 関市平和委員会代表 山本　千恵 女性史研究者 米澤　澄子 日本自由メソヂスト葛城キリスト教会牧師

安富　　巌 弁護士 山本　　司 歌人・評論家 米田　俊彦 お茶の水女子大学教員

安原　邦博 弁護士 山本　　洋 映画プロデューサー 若尾　典子 佛教大学教授

矢三　隆司 旭川新町おやじの会世話人 山本　みはぎ 不戦へのネットワーク 若尾　祐司 歴史家

箭内　良成 病院労働者 山本　祐子 若林　　健 会社員

梁川　勝利 とうま９条の会代表 結城　洋一郎 小樽商科大学名誉教授 脇山　　拓 弁護士

柳川　侑馬 弁護士 弓仲　忠昭 弁護士 脇山　淑子 弁護士

柳沢　尚武 弁護士 横原　由紀夫 東北アジア情報センター（広島）運営委員 和合　佐登恵 弁護士

矢野　太一 日本宗平協代表役員、天理教平和の会会長 横山　　雅 弁護士 ワシオ・トシヒコ 詩人

矢原　佳子 吉岡　隆義 浄土真宗本願寺派僧侶 鷲野　忠雄 弁護士

山内　一浩 弁護士 吉岡　文惠 なし 和田　　進 神戸大学名誉教授

山内　敏弘 憲法研究者 吉川　継史 保育士 渡辺　　昭 弁護士

山口　毅大 弁護士 吉川　健司 弁護士 渡辺　和恵 弁護士

山口　真美 弁護士 吉田　亜希 日本ＹＷＣＡ副会長 渡部　憲一 龍谷大学名誉教授

山口　裕子 カトリック信者 吉田　栄司 関西大学教授 渡辺　健樹 日韓民衆連帯全国ネットワーク共同代表

山口　雄司 札幌地区カトリック正義と平和協議会 吉田　健一 弁護士 渡辺　大修 正福寺東堂

山崎　和友 弁護士 吉田　悌一郎 弁護士 渡部　照子 弁護士

山崎　博幸 弁護士 吉田　直子 渡部　敏広 弁護士

山下　綾子 弁護士 吉田　正志 東北大学名誉教授 渡辺　登代美 弁護士

山下　いぶき 吉田　傑俊 法政大学名誉教授 渡辺　正雄 弁護士

山下　芳織 弁護士 吉永　仁郎 劇作家 渡邊　萌香 弁護士

山田　昭次 歴史研究者 良原　栄三 弁護士

山田　　真 小児科医 吉原　泰助 福島大学名誉教授

山田　敏夫 吉弘　了暁 浄土真宗本願寺派僧侶

山田　直子 吉村　亜紀 発達障害支援アドバイザー

山田　延廣
戦争させない･9条壊すな！ヒロシマ総がかり実行委員
会共同代表 吉村　武彦 明治大学名誉教授

山田　　稔 作家 吉村　　力

賛同人合計1084人
内　上記公表1040人、非公表44人
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