
呼びかけ人 （姓のあいうえお順）  2017.11.01 現在 269 名、他公表不可 6 名  計 275 名
 

                   

1 青木克明 広島医療生協福理事長 

2 青木正美 医師 

3 青柳行信 「原発とめよう！九電本店前ひろば」村長 梅田裁判を支える会事務局長 

4 赤塚俊彦 3.11 支援ネットワーク・ぎふ 

5 浅井徳光 岐阜県保険医協会会長 

6 浅野春樹 
 

7 足立修一 弁護士 

8 Aya Domenig ドキュメンタリ映画「太陽が落ちた日」監督 

9 阿部川てつ子 
 

10 新居朋子 翻訳家 

11 荒木田岳 福島大学行政政策学類准教授 

12 蟻塚亮二 医師 

13 飯田哲夫 医師・京都保険医協会 

14 池田庸子 病理医 

15 池田一惠 岐阜キッズな(絆)支援室 

16 池永 修 弁護士 

17 石田伸子 子どもたちの健康と未来を守るプロジェクト 

18 市川章人 非核の政府を求める京都の会常任世話人 

19 市原千博 物理学 

20 井戸謙一 弁護士 

21 伊藤和子 弁護士 

22 伊藤廣昭 元原発労働者 

23 伊藤桂子 あしたの支援室代表 

24 井戸川克隆 東電原発事故研究所所長 

25 稲村容子 弁護士 

26 井上博之 宮城県保険医協会 理事長 

27 今井田正一 
 

28 今中哲二 京都大学原子炉実験所助教 

29 岩井雄司 医師 

30 岩倉政城 医師 新医協会長 

31 岩本智之 大気環境研究者 



32 上田裕康 歯科医師 

33 上村修三 都市研究プラザ研究員 

34 宇佐美美弥子 さなぎの杜 

35 牛島佳代 愛知県立大学看護学部准教授 

36 牛山元美 医師 

37 宇野朗子 「避難の権利」を求める全国避難者の会 

38 浦田賢治 早稲田大学名誉教授 

39 生方幸子 
 

40 遠藤順子 医師 

41 大石又七 第五福竜丸元乗組員 

42 大北信子 あしたの命を考える会 

43 大河内秀人 見樹院 住職 

44 大塚敬子 元教員 

45 大島優美子 歌手 

46 大平一誠 僧侶 

47 大平ゆう子 僧侶 

48 大沼章子 みんなのデータサイト共同代表 

49 大沼淳一 C ラボ運営委員 

50 大野智子 翻訳者 

51 大矢勝介 
 

52 小笠原まや 僧侶 

53 岡田昌子 元教員 

54 緒方枝里 弁護士 

55 緒方貴穂 
 

56 緒方哲明 
 

57 岡本棟守 さよなら原発★「ちがさき」呼びかけ人 

58 岡本茂樹 医師 医療法人岡本小児科クリニック理事長 

59 落合栄一郎 工学博士、米ジュニアタ大学名誉教授 

60 小野久美 福島原発事故集団訴訟原告 

61 掛布禮子 元教員 

62 梶川ゆう 翻訳家 

63 梶村太一郎 在ドイツジャーナリスト 

64 春日井匡史 岐阜キッズな(絆)支援室 



65 片桐勇碩 弁護士 

66 加藤和男 株）五和電気工業 取締役会長 

67 加藤紀子 元教員 

68 金井美晴 
 

69 鎌田七男 広島大学名誉教授 

70 雁屋 哲 漫画作家 

71 河合弘之 映画監督・弁護士 

72 河合良房 弁護士 

73 川崎陽子 環境ジャーナリスト 

74 川根眞也 内部被ばくを考える市民研究会 

75 聞間 元 生協きたはま診療所所長 

76 きくちゆみ ふくしまキッズハワイ共同代表／自然療法士 

77 Petuuche Gilbert 
「先住民世界協会」会長 米ウラン鉱山先住民： 

「安全な環境を求める多文化連合アコマ・プエブロ」 

78 Angelika Claussen IPPNW 欧州 副議長 

79 国枝眞理子 元教員 

81  Joachim Groeger 企業エンジニア 

82 理恵・グローガ- 環境保護者/翻訳者 

83 九重のり子 平和といのち・イグナチオ９条の会 

84 黒田節子 原発いらない福島の女たち 

85 黒田レオン 
 

86 黒田ローザ 
 

87 黒田洋一郎 環境脳神経科学情報センター代表 医学博士 

88 桑原耕司 株）希望社 代表取締役 

89 桑原健次 岐阜キッズな(絆)支援室 

90 外京ゆり グリーン市民ネットワーク高知 

91 小出真実 弁護士 

92 近藤 真 岐阜大学教授 憲法学 

93 
所沢 Hofmann 美

穂 
翻訳家 

94 後藤 孝二 福島原発事故集団訴訟原告 

95 五藤雅敏 歯科医師 

96 小林 茂 元新聞記者 



97 小林紀代子 岐阜キッズな(絆)支援室 

98 小湊 香 福島原発事故集団訴訟原告 

99 コリン コバヤシ ジャーナリスト  

100 近藤美貴子 
 

101 坂井晴香 
 

102 坂井田藤芳 歯科医師 

103 崎山比早子 医師 

104 櫻岡賢治 
 

105 佐藤 豊 歯科医師 

106 佐藤瑛気 心理カウンセラー 

107 佐藤尚美 看護師 

108 佐藤道夫 
 

109 佐山昌準 岐阜キッズな(絆)支援室 

110 澤 健二 弁護士 

111 沢島武徳 日本野鳥の会 

112 沢田時男 岐阜キッズな(絆)支援室 

113 鴫原敦子 日本科学者会議宮城支部幹事 

114 篠田公敬 歯科医師 

115 島 和雄 宮城県保険医協会理事 

116 清水奈名子 宇都宮大学 

117 下川邦泰 病理医 

118 白藤青湖 歯科医師 

119 白木澄子 元教員 

120 杉目博厚 歯科医師 宮城県保険医協会副理事長 

121 杉山義信 ジャーナリスト 

122 菅谷 昭 医師・松本市長 

123 鈴木成和 歯科医師 

124 すどうゆりこ 福島の子どもたちとともに・湘南の会 

125 鷲見多津子 元教員 

126 Kumar Sundaram 核軍縮平和連合（インド） 

127 宗川吉汪 京都工芸繊維大学名誉教授 

128 成 元哲 中京大学現代社会学部教授 

129 高井重治 歯科医師 



130 高木和美 岐阜大学教授  

131 高木 伸 物理学 

132 高崎朋子 
 

133 高須次郎 緑風出版代表 

134 高田洋子 
 

135 高橋博子 明治学院大学国際平和研究所研究員 

136 高橋 健 
 

137 高橋宏子 
 

138 高橋征仁 山口大学 

139 高松 勇 医療問題研究会 

140 瀧川裕康 市民がつくる災害に強いまちづくりの集い代表 

141 滝川洋二 東海大学特任教授（元東京大学教育学部教授） 

142 竹市久子 岐阜キッズな(絆)支援室 

143 武田勝文 大阪保険医協会理事長 

144 竹田智雄 岐阜県保険医協会副会長 

145 竹中俊一 岐阜キッズな(絆)支援室 

146 竹峰誠一郎 明星大学 

147 竹森正孝 岐阜大学名誉教授 

148 棚瀬泰一 岐阜キッズな(絆)支援室 

149 田内顕仁 健康ノートの会 

150 Anatolii Chumak 医師 ウクライナ国立放射線医学研究センター副所長 

151 崔勝久 No Nukes Asia Actions japan 副理事長 

152 
Wladimir 

Tchertokoff  

153 地脇美和 福島原発告訴団 

154 Markus.Zehringer スイス・バーゼル州立研究所所長 

155 柘植 新 名古屋大学名誉教授 

156 Thomas Dersee 「Strahlentelex」編集長 

157 Mary Dickson アメリカ ヒバクシャ 

158 寺尾 宏 化学 

159 寺本和泉 災害避難者の人権ネットワーク(主宰) 

160 Enver Tohti ディレクター 

161 所 源亮 元一橋大学イノベーション研究センター特任教授 



162 所やなぎ やなぎ出版主宰 

163 戸田 清 長崎大学環境学部教授 

164 富田今日子 大学教員 

165 朝長万左男 長崎大学名誉教授 

166 永井宏幸 日本理科教育学会 

167 中尾和美 大学教員 

168 中川武夫 医師 愛知県保険医協会反核医師の会代表世話人 

169 中島安須 
 

170 中須賀徳行 岐阜大学名誉教授 

171 長野宏子 岐阜大学名誉教授 

172 中野 桂 滋賀大学経済学部教授 

173 中村 琢 岐阜大学 物理学 

174 中村幸恵 医療従事者 

175 長山重道 「保健所・公衆衛生を考える全国研究交流集会」実行委員長 

176 永井照子 元教員 

177 名嶋義直 琉球大学教授 

178 なすび 被ばく労働を考えるネットワーク 

179 Andreas Nidecker 医学博士 放射線学者 スイス・バーゼル大学名誉教授/IPPNW スイス支部役員 

180 西崎 緑 
 

181 西里扶甬子 ジャーナリスト 

182 二瓶薗江 避難者 

183 野呂 汎 弁護士 

184 長谷川一男 
 

185 畑 明郎 元大阪私立大学大学院教授 

186 羽澄如子 元教員 

187 林冨士江 
 

188 原美智子 NPO 法人スマイル Bashet 

189 馬場利子 静岡放射能汚染測定室 

190 半田博子 
 

191 坂東桂子 医師 

192 肥田舜太郎 医師 

193 日野川静枝 拓殖大学名誉教授  

194 Ashish Birulee ジャドゴダ・ウラン鉱山・放射能反対同盟（インド） 



195 Leuren Birulee 科学者 

196 深田君代 医師 

197 福岡政行 東北福祉大学特任教授 

198 副島美貴 「放射能から子どもを守りたいママの会・あま市」代表 

199 福島梨枝 元教員 

200 福永正明 岐阜女子大学南アジア研究センター 

201 藤川誠二 弁護士 

202 藤野 糺 医師 水俣協立病院名誉院長 

203 藤野健正 歯科医師 

204 藤原寿和 千葉県放射性廃棄物を考える住民連絡会事務局長 

205 
Sebastian 

Pflugbeeil 
ドイツ放射線防護協会 

206 Shri Prakash 映画「インド・アメリカのウラン鉱山被害」監督（インド） 

207 Peter Brodmann スイス・バーゼル州立研究所 

208 Alexander Velikin リクビダートル ロシア・チェルノブイリ同盟委員長（ロシア） 

209 Heidrun Pohl 元教員 

210 星野 香 日本科学者会議愛知事務局長 物理学 

211 細井土夫 弁護士 

212 堀 龍之 弁護士 

213 堀 信一 歯科医師 

214 前川和子 元教員 

215 増田奈緒子  
 

216 松井英介 医師 

217 松井和子 健康ノートの会 

218 松浦美智子 歯科医師 

219 松村高夫 慶應義塾大学名誉教授 

220 松本清子 メディアワークス 

221 三角 忠 8.6 広島 8.9 長崎反戦反核闘争全国統一実行委員会事務局長 

222 南出吉祥 大学生 

223 満田夏花 FoE Japan 理事 

224 箕浦健二 建築家 

225 箕浦秀樹 岐阜大学名誉教授 

226 三宅成恒 医師 



227 宮本忠昭 医師 

228 三好永作 九州大学名誉教授 

229 向井忍 コープあいち参与 

230 武藤高義 岐阜大学名誉教授 

231 村田光平 元スイス大使 

232 村井真知子 岐阜キッズな(絆)支援室 

233 室田 武 同志社大学名誉教授 経済学 

234 Manfred Mohr 弁護士（ドイツ） 

235 森 俊英 浄土宗 正明寺 住職 ピースプラットホーム事務局 

236 森 陽子 元教員 

237 森口 貢 長崎証言の会 

238 森園かずえ 原発いらない福島の女たち 

239 森田 元 ふくしまキッズハワイ共同代表 

240 森瀧春子 核兵器廃絶をめざすヒロシマの会共同代表 

241 森原康仁 三重大学准教授 

242 安川寿之助 名古屋大学名誉教授 教育学 

243 安田洋子 光の帯ネットワーク代表 

244 山岸康男 
 

245 山口研一郎 医師 現代医療を考える会代表 

246 山崎圭子 ひとつぶてんとう園 種まきプロジェクト ～みんなでつくる保養～ 

247 山崎 誠 日本科学者会議宮城支部事務局長 

248 山田朱美 岐阜キッズな(絆)支援室 

249 山田 要 
 

250 山田秀樹 弁護士 

251 山田耕作 京都大学名誉教授 物理学 

252 山田良一 岐阜キッズな(絆)支援室 

253 湯上澄子 元教員 

254 横山富美子 医師 

255 吉田明子 FoE Japan  

256 吉野信哉 歯科医師 柏崎市歯科医師会 

257 Tilman Ruff  医師 IPPNW 共同代表 ICAN 共同代表（オーストラリア） 

258 Ann-elise Lewallen カルフォルニア大学（アメリカ） 

259 Yves Lenoir チェルノブイリとベラルーシの子どもたち（フランス） 



260 Alex Rosen 小児科医 IPPNW ドイツ副代表（ドイツ） 

261 若岡ます美 岐阜キッズな(絆)支援室理事長 

262 脇ゆうりか 放射能からこどもを守ろう関東ネット 

263 和田秀子 ママレボ代表 

264 渡辺 愛 避難者 

265 渡辺めぐみ 避難者 

266 渡辺優子 いのちと未来を守るネットワークあいち＠名古屋 

267 渡辺裕一 映像作家 NPO 法人地球対話ラボ事務局長 

268 渡邉 陽 弁護士 

269 Martin Walter 医師（スイス） 

 


