
 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 お名前 肩書 

北海道 久保あつこ 旭川市議会議員 

 斉藤うめ子 ニセコ町議会議員 

 中井・ｼﾞｬｰ･ﾋ

ﾛ･啓之 

作家＆介護ヘルパー 

 山城えり子 旭川市議会議員 

青森県 菊山由美子 青森市在住 

宮城県 熊倉秀紀 社会福祉士 

 須江達雄 みどり宮城 

 高橋 良 みどり宮城 

 千田嘉三 みどり宮城 

山形県 菅野芳秀 山形置賜百姓交流会世話人 

 草苅裕介 山形市在住 

 草島進一 山形県議会議員 

福島県 ｵｰﾊﾞｰﾎﾞｲﾏｰ

真利子 

リトルドイツ有限会社取締役 

 鞍田 東 非暴力平和隊 

 駒崎ゆきこ 郡山市議会議員 

 滝田はるな 郡山市議会議員 

 出羽利光 みどりの未来ふくしま 

 へびいし郁子 郡山市議会議員 

茨城県 黒田長宏 稲敷市在住 

 小林一朗 守谷市在住 

 披田信一郎 前龍ヶ崎市議会議員 市民自治り

ゅうがさき代表 

栃木県 谷井勝己 宇都宮市在住 

 藤村靖之 非電化工房代表 日本大学教授 

埼玉県 青木克彦 高校教諭 

 石川文恵 さいたま市在住 

 遠藤孝一 小さな植林隊 隊長 

 加賀奈々恵 大学生 

 片山いく子 春日部市議会議員 

 上川充広 川口市在住 

 末永 徹 さいたま市在住 

 鈴木 聰 富士見市在住 

 谷 俊夫 熊谷市在住 

 中村洋子 久喜市在住 

 古屋さおり さいたま市在住 

千葉県 会津素子 成田市議会議員 

 天野恵一 ピープルズ・プラン研究所  

 

 

 

 

 

 

 

＊都道府県単位・あいうえお順 敬称略 

都道府県 お名前 肩書 

(千葉県) 上村康裕 東京大学大学院（博士課程） 

 大津利雄 会社員 

 川端康正 千葉市在住 

 きくちゆみ 鴨川市在住 

 古閑比佐志 岩井整形外科内科病院 脊椎内

視鏡医長 

 田中和恵 千葉市在住 

 林 創太 いすみ市在住 

 平賀美典 茂原市在住 

 船橋邦子 世界女性会議ロビイング・ネットワ

ーク 

 三ツ橋トキ子 みどりの未来・のだ代表 

 武笠紀子 元松戸市議会議員 

 武藤邦芳 前印西市議会議員 

 吉川ひろし 柏市民 

 吉野信次 元松戸市議会議員 

東京都 秋山桃花 音楽家 

 荒井哲夫 株式会社しらくら代表 

 いしだ壱成 俳優・音楽家 

 猪股澄子 立川市在住 

 井本光世 三鷹市在住 

 江川美穂子 ＮＰＯ法人ごみ・環境ビジョン２１理

事 

 大久保雅充 基地のない平和な沖縄をめざす会 

 大倉早苗 昭島市在住 

 大沢ゆたか 立川市議会議員 

 太田由美 目黒区在住 

 岡澤成郎 日本不耕起栽培普及会葛飾分室 

 奥山たえこ 杉並区議会議員 

 海棠ひろ ピープルズ・プラン研究所 福島原

発事故緊急会議 

 懸樋哲夫 電磁波問題全国ネットワーク 

 片山かおる 小金井市議会議員 

 鎌仲ひとみ 映像作家 

 川内たみ 会社役員 

 漢人あきこ 小金井市議会議員 

 木村隆文 杉並区在住 

 高坂 勝 たまには TSUKIでも眺めましょ 

＜呼びかけ＞ 
 

「原発」と「おまかせ民主主義」にサヨナラ 「緑の党」をつくり、国会へ！ 
 

賛同者一覧   ２０１１．１１．１９現在 



都道府県 お名前 肩書 

(東京都) 郡山昌也 世田谷区在住 

 小林紀美子 ナチｭラルフードコーデﾞｨネータｰ 

 小林靖幸 杉並区在住 

 近藤波美 子どもたちを放射能から守る全国

ネットワーク呼びかけ人 

 近藤玲子 世田谷区在住 

 紺野茂樹 哲学研究者 

 坂田昌子 虔十の会代表 

 佐藤晶子 板橋区在住 

 紫垣伸也 ＮＰＯ法人理事 

 重松朋宏 国立市議会議員 

 島 昭宏 弁護士・日本環境法律家連盟 

 島崎京子 立川市在住 

 清水信之 元狛江市議会議員 

 陣内直行 映像プロデューサー 

 陣内泰子 八王子市議会議員 

 杉原浩司 福島原発事故緊急会議 

 すぐろ奈緒 杉並区議会議員 

 関口ひろし 前国立市長 

 高橋泰子 多摩市在住 

 田口信子 小金井市在住 

 忠津武志 イラストレーター 

 田辺久人 会社員 

 津田誠一 共同購入会生活舎代表 

 鶴田雅英 丸木美術館 ピープルズ・プラン研

究所 

 寺沢文子 千代田区議会議員 

 寺島栄宏 世田谷区在住 

 中川咲子 工房フォルム こどもアトリエ フォ

ルムクラブ代表 

 中島知子 アルバイト・介護ヘルパー 

 中島宏明 杉並区在住 

 中村まさ子 江東区議会議員 

 長瀬りつ 前東大和市議会議員 

 なす雅之 新宿区議会議員 

 西島 和 弁護士 

 橋本久雄 小平市議会議員 

 東谷幸政 ＮＰＯ法人副理事長 

 ひだ紀子 青梅市議会議員 

 轟 憲子 会社員 

 広井良典 千葉大学教授 

 星川まり 「脱原発の日」実行委員会 

 本多 格 文京区在住 

 前田かおる 前江東区議会議員 

 丸井英弘 弁護士 

 宮部 彰 中野区在住 

都道府県 お名前 肩書 

(東京都) 宮本真佐子 世田谷区在住 

 村上幸子 練馬区在住 

 村松まさみ 小平市議会議員 

 八木 香 市民自治こがねい共同代表 

 谷島光治 三鷹市在住 

 山田 真 小児科医 子どもたちを放射能か

ら守る全国小児科医ネットワーク代

表 

 山田 充 会社代表 

 吉岡 淳 有限会社カフェスロー代表 

 吉田和雄 市民の意見 30 の会・東京 

神奈川県 荒井 牧 FoE Japan ｻﾎﾟｰﾀｰ 「緑の家学校」

会員 

 猪股美恵 川﨑市議会議員 

 大野拓夫 横浜市民 

 緒方 忠 老人党 

 片柳義春 なないろ畑農場代表 

 木村みどり 有限会社カロカロﾊｳｽ代表 

 車田文弘 厚木市在住 

 白川真澄 『季刊ピープルズ・プラン』編集長 

 たにぐち明生 著述業、会社経営 

 内藤 繁 藤沢市在住 

 野口知美 フリーランス翻訳業、モデル 

 原 美奈子 翻訳・通訳業、”共生社会をつくる”

セクシュアル・マイノリティ支援全国

ネットワーク代表 

 平山次男 大和市在住 

 丸山弘志 ボランティア山形 

 村田知章 真鶴町議会議員 

 森 典子 前逗子市議会議員 

新潟県 岡崎まり子 フランス語講師 

 佐々木寛 新潟国際情報大学教授 

 鈴木利枝 歯科医 

 高見 優 緑・にいがた 

 武田貞彦 元新潟県議会議員 

 中山 均 新潟市議会議員 

 宮野秀子 燕市在住 

 山田達也 元新潟市議会議員 

富山県 野入美津恵 富山市在住 

石川県 浅田正文 ハイロアクション福島原発 40年 

 浅田真理子 金沢市在住 

 村本 守 白山市在住 

 熊野盛夫 メロメロポッチ店为 

福井県 笠原一浩 弁護士 

 円居愛一郎 弁護士 

 円居敬子  

   



都道府県 お名前 肩書 

(福井県) 國近正男 無職 

 笹木 進  

 笹木智恵子  

 松下照幸 森と暮らすどんぐり倶楽部代表 

 山崎隆敏  

山梨県 川村晃生 慶応義塾大学教授 リニア・市民ネ

ット代表 みどり・山梨代表 全国

自然保護連合代表 

 窪田 誠 みどり・山梨副代表 

 窪田美恵子 みどり・山梨 

 田辺欽也 先住民族とともに人権・共生・未来

を考える会 

 野澤今朝幸 笛吹市議会議員 

 武藤惠子 みどり・山梨 

 森本 優 百姓 

長野県 植田 實 飯田市在住 

 田中武徳 （財）田中歴史文化財団 

 中野人士 塩尻市在住 

 八木さとし 大町市議会議員 

 山上 渡 美術作家 

 山口長志 みどりの会会長 

 笠 小春 百姓 

 渡辺隆一 長野県自然保護連盟理事長 

岐阜県 井上あけみ 多治見市議会議員 

 尾形慶子 中津川市在住 

 近藤ゆり子 大垣市在住 

静岡県 江本浩二 沼津市議会議員 

 大石和央 牧之原市議 

 大井美智子 静岡市在住 

 栗原一郎 三島市議会議員 

 下村大和 虹と緑しずおかフォーラム 

 鈴木良郎 木質バイオマス研究会 

 殿岡 修 沼津市議会議員 

 富田英司 虹と緑しずおかフォーラム 

 鳥居千春 エコハウス 

 増保真彦 NPO法人職員 

 松谷 清 静岡市議会議員 

 宮澤圭輔 静岡市議会議員 

 八木 功 虹と緑しずおかフォーラム 

 楊木麻子 公務員 非常勤職員 

 山下ふみこ 沼津市議会議員 

 鷲巣敦子 虹と緑しずおかフォーラム 

愛知県 天野明美 豊田市在住 

 大野朋美 北名古屋市在住 

 小林 收 みどり東海共同代表 

 杉山 均 新党なごや代表 

 山内重雄 コピーライター 

都道府県 お名前 肩書 

三重県 片岡康悟 トラックドライバー 

 長濱彰則 訪問介護事業所取締役 

滋賀県 三石博之 千里金蘭大学教授 

京都府 五十嵐 守 京都市在住 

 加藤良太 関西 NGO協議会 提言専門委員 

 杉山廣行 みどり京都代表 

 藤田敏彦 みどり京都 

 松平尚也 AM ネット代表理事 

 南 俊二 京都市在住 

 山本貴美 为婦 

大阪府 市川弘子 日本ラエリアン・ムーブメンﾒﾝﾊﾞｰ 

 白坂隆三 東大阪市在住 

 高橋 登 泉大津市議会議員 

 豊島幸一郎 茨木市在住 

 中谷 香 アルケミーガーデン为宰 

 野々上愛 高槻市議会議員 

 前川武志 大阪市民 

 松尾京子 高石市議会議員 

 森村さやか みどり関西 

 山本信彦 会社員 

兵庫県 井奥雅樹 元高砂市議会議員 

 高畑 稔 伊丹市在住 

 髙濱黄太 尼崎市議会議員 

 中西真理 自営業 

 松本なみほ、 環境政策コンサルタント 

 丸尾 牧 兵庫県議会議員 

 山本克三 川西市在住 

 よつや薫 西宮市議会議員 

奈良県 ｻﾌｫｰﾉﾌ･ｱﾚｸ

ｻﾝﾄﾞﾙ 

生駒郡在住 

 谷口英子 生駒郡在住 

 橋本みね子 はしもと婦人科クリニック院長 

鳥取県 稲浜隆志 団体職員 

 中川健作 米子市議会議員 

岡山県 鬼木のぞみ 岡山市議会議員 

 谷合裕子 岡山市在住 

 光吉 準 みどり岡山会員 

 山田雅美 岡山市在住 

 横田えつこ 岡山県議会議員 

広島県 落合真弓 福山市議会議員 

 坂 史朗 ＮＰＯ理事長 

 坂田光永 みどり福山（仮称）設立準備会呼び

かけ人 

 さとうしゅういち みどり広島共同代表 

 中谷俊一 地方公務員 

 橋本青明 呉市在住 

山口県 上里恵子 下関市在住 



都道府県 お名前 肩書 

(山口県) 大原洋子 宇部市在住 

 川原淑恵美 会社員 

 橋本嘉美 みどりの未来会員 

徳島県 園木 清 三好市在住 

 村上 稔 前徳島市議会議員 

香川県 赤尾幸子 みどり香川 

 植田真紀 前高松市議会議員 

 奥田 澄 みどり香川 

 米沢南美子 高松市在住 

 渡辺さと子 元香川県議会議員、未来の種をま

く会代表 

愛媛県 小倉 正 松山市在住 

高知県 中山陽一 自为民間防災ネットワーク高知为

宰 

福岡県 足立千穂 嘉穂郡在住 

 足立力也 コスタリカ研究家 

 荒木龍昇 福岡市議会議員 

 井上裕子 みどりの未来会員 

 岩尾 襄 ＮＰＯ法人南区我等のまち代表 

 永野亜純 春日市在住 

 本河知明 みどり福岡 

佐賀県 畑山敏夫 佐賀大学教授 

熊本県 内山 隆 チェンジ・エージェント 

 二見孝一 ５人の子どもの父親 

 星野ゆか 俳優・歌手 

 宮川道子 熊本市在住 

 吉田俊郎 たねまきハウス代表 

大分県 大戸香織 大分市在住 

鹿児島県 小川みさ子 鹿児島市議会議員 

 鮫島亮二 天文館アトムズ 

 のぐち英一郎 鹿児島市議会議員 

 星川 淳 作家・翻訳家、一般社団法人 act 

beyond trust 

沖縄県 安里政嗣 うるま市在住 

ドイツ 原沢未来 ピアニスト 

   

＊肩書きは個人の所在を示すためのもので、その団体などの

賛同を意味するものではありません。 

 

 

 

 

他にお名前非公開の賛同者  ３３名 

 

計  ３０９名 

2011.11.19 現在 


