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日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める署名 

共同よびかけ人 
2021 年 5 月 31 日現在 計 135 人 （五十音順） 

 
青木 克明 （医師） 
赤井 純治 （新潟大学名誉教授） 
秋間  実 （東京都立大学名誉教授） 
浅倉むつ子 （早稲田大学名誉教授） 
鰺坂  真 （関西大学名誉教授） 
荒川 庸生 （日本宗教者平和協議会代表理事） 
有原 誠治 （アニメーション映画監督） 
有馬 理恵 （俳優） 
安斎 育郎 （立命館大学名誉教授） 
飯田 哲夫 （反核医師の会代表世話人） 
家島 昌志 （東京都原爆被害者協議会会長／日本原水爆被害者団体協議会代表理事） 
池内  了 （名古屋大学名誉教授） 
池辺晋一郎 （作曲家） 
池谷  薫 （映画監督・被爆二世） 
石川 康宏 （神戸女学院大学教授／日本平和委員会代表理事） 

石川 行弘 （日本原水爆被害者団体協議会代表理事） 

石田 純一 （俳優） 

伊藤 和子 （弁護士、ヒューマンライツ・ナウ事務局長） 

伊東 英朗 （映画「放射線を浴びたＸ年後」監督） 
井上 淳一 （映画監督） 
茨木 範宏 （一般社団法人社会福祉経営全国会議会長） 
内田  樹 （神戸女学院大学名誉教授） 
宇都宮健児 （弁護士） 
梅林 宏道 （ピースデポ特別顧問） 
海老名香葉子（エッセイスト） 
大久保賢一 （日本反核法律家協会事務局長） 
大下 克典 （日本原水爆被害者団体協議会事務局次長） 
太田 義郎 （全国商工団体連合会会長） 
小笠原みどり（ジャーナリスト／社会学者[オタワ大学特別研究員]） 
岡野 八代 （同志社大学大学院教員） 
小沢 隆一 （憲法研究者） 
小畑 雅子 （全国労働組合総連合議長） 
小和田哲男 （静岡大学名誉教授） 
金本  弘 （日本原水爆被害者団体協議会代表理事） 
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鎌仲ひとみ （映画監督） 
川崎  哲 （ピースボート共同代表／ICAN 国際運営委員） 
川野 徳幸 （広島大学教授） 
岸  松江 （日本平和委員会代表理事／弁護士） 
北村  実 （早稲田大学名誉教授） 
木戸 季市 （日本原水爆被害者団体協議会事務局長） 
清末 愛砂 （室蘭工業大学大学院准教授） 
栗岩 恵一 （全国勤労者スキー協議会会長） 
児玉三智子 （日本原水爆被害者団体協議会事務局次長） 
小林 亜星 （作曲家） 
小林  節 （慶應大学名誉教授／弁護士） 
齋藤  紀 （わたり病院[福島]医師／原水爆禁止日本協議会代表理事） 
斎藤 幸平 （大阪市立大学大学院経済学研究科准教授） 
早乙女勝元 （作家） 
坂田 雅子 （映画監督） 
坂手 洋二 （劇作家／演出家） 
坂本  恵 （福島大学教授） 
坂本 龍一 （音楽家） 
佐久間邦彦 （広島県原爆被害者団体協議会理事長） 
櫻井 幸子 （婦人民主クラブ会長） 
笹渡 義夫 （農民運動全国連合会会長） 
眞田  保 （日本原水爆被害者団体協議会代表理事） 
佐野 史郎 （俳優） 
澤田 昭二 （名古屋大学名誉教授／原水爆禁止日本協議会代表理事／被爆者） 
椎名麻紗枝 （弁護士） 
篠原 祥哲 （[公財]世界宗教者平和会議[WCRP]日本委員会事務局長） 
柴田真佐子 （日本婦人団体連合会会長） 
首藤 通治 （日本原水爆被害者団体協議会代表理事） 
白藤 博行 （専修大学教授） 
鈴木 瑞穂 （俳優） 
スティーブン・リーパー（広島平和文化センター元理事長） 
住江 憲勇 （全国保険医団体連合会会長） 
関 千枝子 （ジャーナリスト／ヒバクシャ） 
関本 秀治 （税理士） 
セツコ・サーロー（広島被爆者、カナダ在住） 
瀬戸内寂聴 （作家） 
髙田  明 （経営者） 
高橋 博子 （奈良大学教授） 
高橋  溥 （日本原水爆被害者団体協議会代表理事） 
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高原 孝生 （明治学院大学教授） 
髙見 三明 （カトリック長崎大司教） 
宝田  明 （俳優） 
武本 匡弘 （プロダイバー・環境活動家／ＮＰＯ法人気候危機対策ネットワーク代表） 
立川 重則 （日本原水爆被害者団体協議会代表理事） 
田中 重光 （日本原水爆被害者団体協議会代表委員） 
田中 熙巳 （日本原水爆被害者団体協議会代表委員） 
田中 直紀 （元防衛大臣） 
田中眞紀子 （元外務大臣） 
田中 嘉治 （日本のうたごえ全国協議会会長） 
ちばてつや （漫画家） 
冨田 宏治 （原水爆禁止世界大会起草委員長／関西学院大学教授） 
朝長万左男 （核兵器廃絶地球市民集会ナガサキ実行委員長） 
内藤  功 （日本平和委員会代表理事／弁護士） 
内藤 雅義 （弁護士） 
中川 重徳 （弁護士） 
中川 武夫 （反核医師の会代表世話人） 
中島  孝 （「生業を返せ、地域を返せ！」福島原発訴訟原告団長） 
永田 浩三 （武蔵大学教授） 
中野 晃一 （上智大学教授） 
中村 国利 （日本原水爆被害者団体協議会代表理事） 
永良 系二 （龍谷大学名誉教授） 
那須 正幹 （作家） 
西川 龍平 （日本民主青年同盟中央委員長） 
西谷  修 （東京外国語大学名誉教授） 
仁藤 夢乃 （一般社団法人 Colabo 代表） 
野口 邦和 （原水爆禁止世界大会運営委員会共同代表／非核の政府を求める会常任世話人） 
畑田 重夫 （日本平和委員会顧問） 
濱住 治郎 （日本原水爆被害者団体協議会事務局次長） 
浜田 盛久 （火山研究者） 
濱田 嘉一 （東京大空襲を忘れない実行委員会代表） 
濵中 紀子 （日本原水爆被害者団体協議会事務局次長） 
原  和人 （反核医師の会代表世話人） 
平野啓一郎 （小説家） 
広渡 清吾 （東京大学名誉教授） 
藤岡  惇 （立命館大学名誉教授） 
藤谷佐斗子 （日本ＹＷＣＡ会長） 
藤森 俊希 （日本原水爆被害者団体協議会事務局次長） 
藤原 精吾 （弁護士／ノーモア・ヒバクシャ訴訟全国弁護団長） 
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前田 万葉 （枢機卿／カトリック教会大阪大司教） 
益川 敏英 （名古屋大学特別教授） 
増田  剛 （全日本民主医療機関連合会会長） 
増田 善信 （気象学者） 
松野  迅 （ヴァイオリニスト） 
馬奈木厳太郎（弁護士） 
宮原 哲朗 （弁護士） 
望月 憲郎 （日本国民救援会会長） 
森井  眞 （明治学院大学名誉教授） 
森住  卓 （写真家） 
森  清範 （清水寺貫主） 
森  達也 （映画監督／作家／明治大学特任教授） 
山口 二郎 （法政大学教授） 
山崎 龍明 （武蔵野大学名誉教授／僧侶） 
山田 洋次 （映画監督） 
山本 義彦 （静岡大学名誉教授／公益財団法人第五福竜丸平和協会代表理事） 
湯川れい子 （音楽評論家／作詞家） 
横山 照子 （日本原水爆被害者団体協議会代表理事） 
吉田 健一 （自由法曹団団長） 
吉原  毅 （原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟会長） 
米山 淳子 （新日本婦人の会中央本部会長） 
和田 靜香 （ライター） 
和田 征子 （日本原水爆被害者団体協議会事務局次長） 
 


