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共同代表 磯　貝　潤　子 （安保関連法に反対するママの会＠新潟有志）
金　子　　　修 （弁護士）
佐々木　　　寛 （戦争をさせない１０００人委員会にいがた　共同代表）
成　嶋　　　隆 （新潟大学名誉教授）
水　内　基　成 （弁護士）

賛同者（個人） 相沢朝子 今井ヨシイ 小名光四郎 栗田茂男
　　５９８名 相沢　寛 岩佐則夫 （加茂・９条の会） 小野塚修三 （加茂・９条の会） グレゴリー　ハド
　（公表者４７８名） 会田静男 （美術家） 植木信一 小野塚　種 黒田吉佐子 （浄土真宗本願寺派　福勝寺）

相波富喜子 （加茂・９条の会） 上野公悦 （上越市議会議員） 小野塚正雄 （加茂・９条の会） 黒田 宙 （浄土真宗本願寺派　福勝寺）
青木　学 （新潟市議会議員） 上野　祐 （弁護士） 小淵真理子 （弁護士） 黒田俊郎 （新潟県立大学教授）
青柳一枝 （加茂・９条の会） 上野法子 小柳美子 黒沼有紗 （弁護士）
青柳寿樹 （加茂・９条の会） 内山　晶 （弁護士） 織原　達 （加茂・９条の会） 桑原加代子
青柳秀樹 （加茂・９条の会） 内山博志 貝瀬早苗 小池栄子 （加茂・９条の会）
青山カヨ （加茂・９条の会） 内山正知 （新潟県高等学校退職者の会） 加賀谷達郎 （弁護士） 小池　勝 （加茂・９条の会）
赤井純治 梅沢サク 笠原美紀子 （特定秘密保護法の撤回を求める新潟県女性の会） 小池善樹 （加茂・９条の会）
浅野一明 （加茂・９条の会） 梅田イト （加茂・９条の会） 片岡　弘 五位野和夫
味岡申宰 （弁護士） 梅田幸枝 （加茂・９条の会） 片桐敏栄 （弁護士） 小島久美子
足立定夫 （弁護士） 梅田　仁 （加茂・９条の会） 勝又　依 （加茂・９条の会） 兒嶋俊郎
阿部文雄 梅田ミツエ （加茂・９条の会） 加藤栄二 （治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟長岡支部長） 小武節子 （新潟水俣病被害者の会会長）
阿部ルミ 江口昌樹 加藤　治 小谷一明
荒木田美織 江端正樹 加藤和雄 小谷昌司
安藤美和子 江部　豊 加藤重七郎 午膓幸雄 （加茂・９条の会）
安藤守邦 遠藤　元 （加茂・９条の会） 加藤裕子 後藤岩奈 （新潟県立大学教授）
安保寿隆 老野生淳一 （真宗大谷派坂沢山安専寺　住職）加藤洋子 小林昭三 （新潟大学教育学部名誉教授）
飯塚寿之 （柏崎市議会議員） 大口　満 （画家） 金口忠司 （弁護士） 小林　朗
飯原尚子 大関勝正 金澤　博 小林健作
五十嵐恵美子 大平荘一 金子重紀 （慶徳寺　住職） 小林元平 （加茂・９条の会）
五十嵐　公 大平美恵子 金子　廣 小林　茂
五十嵐昭一 大滝永子 椛沢政晴 小林すめ
五十嵐恒友 （加茂・９条の会） 太田　護 鎌田雄弘 （加茂・９条の会） 小林直紀
五十嵐ノブ子 大塚由栄 （無事の会） 神尾美奈子 小林春規 （版画家）
五十嵐尤二 大西しげ子 神蔵勝明 小林安夫
池　栄一 （燕九条の会） 大原栄亮 上地源光 小林義昭 （前新潟市議会議員）
池亀達雄 大原紀ニ 神長英輔 （新潟国際情報大学国際学部准教授） 小日向栄一 （加茂・９条の会）
池田　斉 大桃栄司 （加茂・９条の会） 神山良信 （加茂・９条の会） 小日向寿一 （加茂・９条の会）
石黒ミサ子 大桃一明 （加茂・９条の会） 亀山　淳 小日向久子 （加茂・９条の会）
石澤啓一 （加茂・９条の会） 大桃　繁 （加茂・９条の会） 亀山和子 小山まさ子
石田士郎 大桃　繁 （加茂・９条の会） 川上寿造 近藤明彦 （弁護士）
石附幸子 （新潟市議会議員） 大桃ミドリ （加茂・９条の会） 川崎ムツ （加茂・９条の会） 近藤直俊 （加茂・９条の会）
石山謙一郎 岡崎まり子 河内幸夫 （加茂・９条の会） 近藤浩史
石山マキ （勝楽寺１８代） 岡田かほる （加茂・９条の会） 河辺昌子 近藤正道 （弁護士）
石山正彦 （弁護士） 小方　潔 神田性以智 齋藤紀美江 （平和をつなぐ県央市民の会）
泉田充子 （加茂・９条の会） 岡田浩一 （加茂・９条の会） 神立秀明 斉藤邦子
伊勢亀順子 岡田竹一 神田初枝 斉藤修一
磯邉浩榮 岡部直史 神原一子 斎藤忠吉
市川一郎 （加茂・９条の会） 小川和男 （弁護士） 菊埼　泰 齊藤浩明
市川和弘 小川マキ 菊地一郎 齋藤正美
伊藤希代子 小口紀子 （美術家） 菊池　要 （僧侶） 斉藤　実
伊藤英昭 （妙行寺） 小倉慶子 （加茂・９条の会） 菊池　紀 （九条の会・三条） 齊藤康子
伊藤博美 小倉　登 （加茂・９条の会） 菊池　紀 齋藤　裕 （弁護士）
稲葉雅美 小倉ひろみ （加茂・９条の会） 岸田良儞 酒泉　満 （新潟大学　教授）
井上温成 長部　登 冝春智正 （真宗大谷派勝念寺住職） 坂井千恵子 （安保関連法に反対するママの会＠新潟有志）

伊原　勝 小澤　薫 （新潟県立大学） 桐生良男 坂井正夫 （加茂・９条の会）
今井伸二 押木久忠 雲谷良一 （加茂・９条の会） 坂井雅博
今泉温資 （僧侶） 押見　隆 （加茂・９条の会） 工藤和雄 （弁護士） 酒井　龍 （弁護士）
今井冨栄 押見百合子 （加茂・９条の会） 久保健男 坂上儀一郎 （加茂・９条の会）
今井まさ 越智敏夫 （新潟国際情報大学教授） 熊谷直樹 坂爪沙矢香 （安保関連法に反対するママの会＠新潟有志）

櫻井桂子 （加茂・９条の会） 平　真智子 中村剛一 長尾信也



櫻井　久 （加茂・９条の会） 髙野圭一郎 （加茂・９条の会） 中村哲也 中澤善治
酒匂宏樹 高野　宏 （年金者組合三条支部委員長） なかむら　みのる （作家） 中澤　健
佐々木暁子 高野　豊 中村洋二郎 （弁護士） 中沢敏弘
佐々木ひとみ （福明寺　僧侶） 髙野義雄 （弁護士） 中山　均 （新潟市議会議員） 中楯詳二
佐々木博明 高橋　明 那須髙明 （長岡市美術協会　画家） 永寶晴香 （僧侶）
笹口孝明 高橋英一 成岡　力 中野利枝 （加茂・９条の会）
佐藤昭代 高橋淳子 （大学教員） 鳴澤至誓 （長福寺） 中野満子
佐藤悦子 髙橋武昌 （小さな美術館　季（とき）） 西潟陽一 中野義治
佐藤　正 高橋達泰 西川正美 仲林誠一
佐藤哲夫 （新潟大学　教授） 高橋知恵子 西山文四郎 中村勝彦
佐藤敏行 高橋千洋 西　洋子 中村加代子
佐藤ヒデ （加茂・９条の会） 高橋　剛 二宮淳悟 （弁護士） 村上雲男
佐藤　寛 高橋哲郎 庭田盛範 中村剛一
佐藤正典 （柏崎市議会議員） 髙橋富之助 根立龍斗 （新潟県立大学） 中村哲也
佐藤幸雄 高橋華枝 野上新一 なかむら　みのる （作家）
佐藤泰子 髙橋富士子 野口　協 中村洋二郎 （弁護士）
佐藤良夫 高橋雅子 野口耕作 中山　均 （新潟市議会議員）
佐藤義廣 髙橋美緒子 （加茂・９条の会） 野口久子 那須髙明 （長岡市美術協会　画家）
佐藤芳行 髙橋ミドリ 野澤　朗 成岡　力
佐藤隆一 （小千谷市議会議員） 高橋泰子 野村正三 鳴澤至誓 （長福寺）
佐野貞子 高橋靖志 （加茂・９条の会） 野村道夫 （加茂・９条の会） 西潟陽一
佐野正夫 髙橋芳子 野本静江 西川正美
佐野龍五郎 多賀秀敏 蓮池イミ子 西山文四郎
塩原　健 （加茂・９条の会） 高　宗巳 蓮池鉄男 西　洋子
宍戸眞知 髙山　勉 （加茂・９条の会） 長谷川あり （小千谷市議会議員） 二宮淳悟 （弁護士）
志田幸司 滝澤豊秋 長谷川カツ 庭田盛範
志田重男 （加茂・９条の会） 滝澤壱美 長谷川美和子 （安保関連法に反対するママの会＠新潟有志） 根立龍斗 （新潟県立大学）
七里明夫 竹内　功 （新潟市議会議員） 羽田野一栄 野上新一
柴田　香 武内美左子 服部喜代子 野口　協
柴野一雄 武田　厚 服部耕一 野口耕作
渋谷篤志 田澤弘一 （加茂・９条の会） 服部隆義 野口久子
島田伸子 立川絵理 （弁護士） ハドリー　浩美 野澤　朗
島津光夫 太刀川竹之 馬場哲二 野村正三
嶋　悌司 田中篤子 （弁護士） 馬場信子 野村道夫 （加茂・９条の会）
清水知佐子 田中綾子 （加茂・９条の会） 馬場秀幸 （弁護士） 野本静江
清水博英 田中　要 林　秀邦 蓮池イミ子
修理重一 タナカ・キン （燕市議会議員） 林もと子 蓮池鉄男
白井敏郎 田中しのぶ 早津博美 （劇団代表） 長谷川あり （小千谷市議会議員）
真明成光 （不動寺） 田中淳哉 （弁護士） 原　清 （加茂・９条の会） 長谷川カツ
菅井文流 田邉堯正 坂内義和 （加茂・９条の会） 長谷川美和子 （安保関連法に反対するママの会＠新潟有志）

菅原和也 田辺寅助 （新潟県憲法会議） 番場仙次 （加茂・９条の会） 羽田野一栄
杉田三二 （加茂・９条の会） 谷　正比呂 樋口虎司 服部喜代子
杉田優子 （加茂・９条の会） 種村幸夫 （加茂・９条の会） 平山雅之 服部耕一
杉本輝栄 田巻誠四郎 広川　茂 服部隆義
鈴木啓祐 （加茂・９条の会） 田村晃子 広瀬喜代子 ハドリー　浩美
鈴木茂行 （税理士） 辻　徹 （合性寺） 広瀬ひとし （青山・真砂９条の会（準備会）） 馬場哲二
鈴木精一 （加茂・９条の会） 鶴巻大陸 （加茂・９条の会） 福富由加 馬場信子
鈴木　俊 （弁護士） 東條麗子 （画家） 福留雅彦 馬場秀幸 （弁護士）
鈴木麻理絵 （弁護士） 富樫　功 福本圭介 （新潟県立大学准教授） 林　秀邦
須田明子 富樫昭次 藤井スミ子 林もと子
須田一彦 栃倉幸一 藤田孝一 （年金組合県本部副委員長） 早津博美 （劇団代表）
酢山光枝 栃倉　光 （弁護士） 藤田芳子 原　清 （加茂・９条の会）
清田　恵 冨井雅男 藤田芳子 （加茂・９条の会） 坂内義和 （加茂・９条の会）
清田道子 富岡雅夫 藤野　豊 （敬和学園大学） 番場仙次 （加茂・９条の会）
関　恵一 （加茂・９条の会） 外山　章 布施辰夫 （上越地区労連議長） 樋口虎司
関澤義男 外山　悠 （加茂・９条の会） 古川一男 平山雅之
相馬　清 内藤一恵 古川洋子 広川　茂
平あや子 （日本共産党新潟市議会議員団） 長井由喜雄 （燕市議会議員） 星野克男 （税理士） 広瀬喜代子
平　孝次 長尾正示 （大厳寺） 星野貫一 （加茂・９条の会） 広瀬ひとし （青山・真砂９条の会（準備会））

福富由加 山崎栄三
福留雅彦 山﨑　徹



福本圭介 （新潟県立大学准教授） 山﨑芳江
藤井スミ子 山下　清 （加茂・９条の会）
藤田孝一 （年金組合県本部副委員長） 山下とも子
藤田芳子 山下　勝 （糸魚川地区労連議長）
藤田芳子 （加茂・９条の会） 山田千春
藤野　豊 （敬和学園大学） 山谷金次郎
布施辰夫 （上越地区労連議長） 横山　正
古川一男 横山由美子 （日本ＹＷＣＡ副会長）
古川洋子 横山律子
星野克男 （税理士） 吉越智秀
星野貫一 （加茂・９条の会） 吉沢佳世子
星野金司 （画家） 吉澤文寿
細井良雄 （日本共産党長岡市議会議員） 吉田イネ （加茂・９条の会）
堀井　修 吉田　健
堀内正春 吉田治代
本図良雄 （前新潟市議会議員） 吉田　守 （加茂・９条の会）
本多雅道 吉田三男
本間　泉 𠮷田隆方 （陶芸家）
本間惠子 𠮷野武英
本間藤四郎 吉野雅子
前山　忠 （美術家） 吉野昌次
町田　擴 若月　章 （新潟県立大学）
町田マリ子 若槻智美
松井従道 鷲尾大次郎 （加茂・９条の会）
松井良明 （福源寺　住所） 和田寿久
松井良枝 （ワタゲ広場主宰） 渡邉　幸
松﨑良継 （阿賀野民商会長） 渡部良一 （新発田市議会議員）
松永　仁 （弁護士）
松橋勇蔵 （加茂・９条の会）
松原三七
松原ミイ （日本年金者組合組合新潟支部所属）
丸山健一郎
丸山ミヨ
三上祥司
水野あけみ
溝口敏麿 （加茂・９条の会）
道又嘉織
三谷直美 （安保関連法に反対するママの会＠新潟有志）

皆川正裕
皆川　襄
宮川弘懿 （阿賀町議会議員）
宮口善教 （加茂・９条の会）
宮本　敞 (美術家）
武藤邦夫
武藤元美 （三条市議会議員）
村田一男
村田　豊
目黒　孝 （加茂・９条の会）
目崎静江
持田繁義
本山文雄
諸橋虎雄
矢口裕子
柳沢周治 （上越市議会議員）
矢部忠夫
山岸セキ
山口　茂 （新潟県憲法会議）
山口美晴 （加茂・９条の会）

賛同者（団体） 阿賀地区労働組合総連合会 治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟　長岡支部
　　　　１１４団体 秋葉区９条の会 治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟　新潟県本部
　（公表数１１４団体） アトリエ香草 中越地区労働組合総連合



安保法を勉強し反対する会 燕九条の会
無事の会 ＴＰＰ参加阻止新潟県民共闘会議
柏崎刈羽９条の会 十日町民主商工会
伽破会 特定秘密保護法の撤回を求める新潟県女性の会
亀田地区憲法９条を守る会 ナインにいがた
加茂・九条の会 長岡市平和委員会
９条しばた市民ネット なくそう原発新潟市民ネット
九条を守る長岡の会 新潟医療生協労働組合
旧ユーゴスラビア・平和・人権にいがたネットワーク 新潟キリスト者平和の会
原水爆阿賀野市協議会 新潟県アジア・アフリカ・ラテンアメリカ連帯委員会
原水爆禁止三条協議会 新潟県音楽９条の会
原水爆禁止上越市協議会 新潟県革新懇（社会進歩の会）
原水爆禁止新潟県協議会 新潟県憲法会議
原水爆禁止新潟市協議会 新潟県公立高等学校教職員組合
原水爆禁止妙高市協議会 新潟県私学９条の会
原発をなくす新潟県連絡会 新潟県商工団体連合会
憲法カフェinけやき 新潟県生活と健康を守る会連合会
憲法９条を守る阿賀野の会 新潟県年金者組合亀田支部
憲法を守る上越地域の会 新潟県平和委員会
憲法を守る長岡地域共同センター 新潟県平和運動センター
憲法を守る新潟県共同センター にいがた県民教育研究所
コープネットグループ労働組合新潟県支部 新潟県民主医療機関連合会
国鉄退職者組合新潟地方連合会 新潟県労働組合総連合
子ども支援ネットワーク・ナイツライス 新潟県労連ユニオン
三条革新懇 新潟市北区九条の会
三条生活と健康を守る会 新潟大学憲法９条の会
自治体議員立憲ネットワーク・新潟県 新潟大学職員組合
自治労連新潟県公務公共一般労働組合 新潟地区労働組合総連合
自治労連新潟県事務所 NIIGATA DEMOCRACY CREW　（ＮＤＣ）
新発田市社会進歩の会 新潟水俣病阿賀野患者会
市民と歴史教科書を考える会 新潟民医連共同組織連絡会
宗教法人真宗大谷派　願敬寺 新潟民主商工会
上越地区労働組合総連合 新潟ＹＷＣＡ
浄土真宗本願寺派　福勝寺 新津地区平和を求める連絡会
淨福寺９条の会 日韓戦後補償を考える連続講座実行委員会
浄蓮寺 日本科学者会議新潟支部
真言宗智山派寶積院 日本国民救援会新潟県本部
新商連婦人協議会 日本中国友好協会長岡支部
新日本婦人の会新潟県本部 農民運動新潟県連合会
ストップ！戦争法江南区連絡会 ノーモア・ミナマタ第２次新潟全被害者救済訴訟原告団
全日本建設交通一般労働組合新潟県本部 非核の政府を求める新潟県民の会
全国福祉保育労働組合新潟地本ほなみの里労働組合 非核平和新発田市民の会
戦争法廃止！総がかり行動実行委員会ｉｎ新潟 ふるさと歴史研究会
戦争をさせない１０００人委員会にいがた 平和でつながるママの会
戦争法廃止！東区の会 平和について考える会・三条
戦争を許さない柏崎刈羽の会 平和の灯・しばた
全日本年金者組合柏崎支部 平和をつなぐ県央市民の会
全日本年金者組合新発田支部 穂波の里９条・２５条の会
全日本年金者組合新発田支部 未来に命をつなぐ会
全日本年金者組合上越支部 みんなで決める会・妻有
全日本年金者組合新潟県亀田支部 ワタゲ広場
全日本年金者組合新潟県三条支部
全日本年金者組合新潟県本部
全日本年金者組合新潟県本部マスコミ支部
全日本年金者組合新潟支部
曽野木９条の会
胎内市革新懇



（浄土真宗本願寺派　福勝寺）
（浄土真宗本願寺派　福勝寺）
（新潟県立大学教授）

（加茂・９条の会）
（加茂・９条の会）
（加茂・９条の会）

（新潟水俣病被害者の会会長）

（加茂・９条の会）
（新潟県立大学教授）
（新潟大学教育学部名誉教授）

（加茂・９条の会）

（前新潟市議会議員）
（加茂・９条の会）
（加茂・９条の会）
（加茂・９条の会）

（加茂・９条の会）

（平和をつなぐ県央市民の会）

（新潟大学　教授）
（安保関連法に反対するママの会＠新潟有志）

（加茂・９条の会）

（加茂・９条の会）
（安保関連法に反対するママの会＠新潟有志）



（加茂・９条の会）

（新潟市議会議員）
（長岡市美術協会　画家）

（加茂・９条の会）

（小千谷市議会議員）

（安保関連法に反対するママの会＠新潟有志）

（加茂・９条の会）
（加茂・９条の会）
（加茂・９条の会）

（青山・真砂９条の会（準備会））






