
賛 同 団 体 （２１３団体） 都道府県 

さよなら玄海原発の会・久留米 福岡県 

プルトニウムフリーコミニケーション神奈川 神奈川県 

七番めの星 京都府 

六ヶ所村に新しい風をおこす会 青森県 

丹波自由学校 京都府 

子どもたちに未来をわたしたい・大阪の会 大阪府 

核燃から郷土を守る上十三地方住民連絡会議 青森県 

核燃を考える住民の会 青森県 

さよなら原発品川アクション 東京都 

会津放射能情報センター 福島県 

花とハーブの里 青森県 

グリーンズ千葉 千葉県 

さよなら！志賀原発ネットワーク 石川県 

ストップ・ザ・もんじゅ 大阪府 

市民自治をめざす 1000人の会 千葉県 

松戸市民ネットワーク「松戸で生きたい私たち」 千葉県 

東日本大震災被災者支援千葉西部ネットワーク 千葉県 

板橋の生活環境を考える会 東京都 

ノーニュークス・アジアフォーラム・ジャパン 大阪府 

子ども脱被ばく裁判の会 福島県 

反戦老人クラブ･京都 京都府 

原発を考える品川の女たち 東京都 

六ヶ所村ラプソディー岩手県南・宮城県北上映者の会 岩手県 

福島老朽原発を考える会（フクロウの会） 東京都 

上岩出診療所 和歌山県 

東海第二原発問題相談会 茨城県 

放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会 福島県 

放射能のゴミはいらない！市民ネット・岐阜 岐阜県 

アジェンダ・プロジェクト 京都府 

原水禁日本国民会議松本地区協議会 長野県 

eシフト（脱原発・新しいエネルギー政策を実現する会） 東京都 

今を生きる会 福岡県 

被ばく医療を考える会かごしま 鹿児島県 

生命(いのち)を考える福島と鹿児島の会 福島県・鹿児島県 

100万年生きる愉快な仲間たち 岐阜県 

郵政産業労働者ユニオン郡山支部 福島県 

東海第二原発再稼働ストップ日立市民の会 茨城県 

玄海原発プルサーマルと全基をみんなで止める裁判の会 佐賀県 

京都脱原発原告団 京都府 

さよなら原発～にしたま～ 東京都 

きょうとユニオン 京都府 

ふるさとを守る高浜・おおいの会 福井県 



原発設地反対小浜市民の会 福井県 

ベクレルフリー北海道 北海道 

原発廃炉で未来をひらこう会 東京都 

日本キリスト教協議会「平和・核問題委員会」 東京都 

核のゴミから土岐市を守る会 岐阜県 

さよなら原発・小田原 神奈川県 

原発体制を問うキリスト者ネットワーク 千葉県 

みやぎ脱原発・風の会 宮城県 

宗教者が核燃料サイクル事業廃止を求める裁判原告団事務局 東京都 

原子力行政を問い直す宗教者の会 兵庫県 

脱原発へ！関電株主行動の会 大阪府 

ぬまづ憲法９条の会： 静岡県 

鎌倉平和学習会 神奈川県 

能登原発防災研究会 富山県 

核燃料廃棄物搬入阻止実行委員会 青森県 

大間原発反対現地集会実行委員会 青森県 

安全食品連絡会 兵庫県 

虹とみどりの会 福島県 

(社)日本アディクションプロフェッショナル認定協会 神奈川県 

反原発・かごしまネット 鹿児島県 

福島応援プロジェクト茨城 茨城県 

原発いらない人びとの会 愛知県 

3.11ゆいネット京田辺 京都府 

原発いらない福島の女たち 福島県 

脱原発福島ネットワーク 福島県 

これ以上海を汚すな！市民会議 福島県 

フクシマ・アクション・プロジェクト 福島県 

原発事故被害者団体連絡会 福島県 

脱原発かわさき市民 神奈川県 

スローアグリカルチャー研究会 東京都 

ふくしまWAWAWA―環・話・和ーの会 福島県 

原子力いいんかい？＠伊東 静岡県 

東海第二原発の再稼働を止める会 茨城県 

平和を作ろう南区実行委員会 北海道 

原発なしで暮らしたい宮津の会 京都府 

野の花 Kunitach 東京都 

護憲ネットワーク北海道 北海道 

原発いらない小樽市民の輪 北海道 

「いのち」を守る京都北部宗教者の会 京都府 

苫小牧の自然を守る会 北海道 

脱原発!放射能から子どもを守ろう!!江別実行委員会 北海道 

脱原発･自然エネルギーをすすめる苫小牧の会 北海道 

原子力教育を考える会 東京都・神奈川県 



神奈川県をよくしたい都筑区民の会 神奈川県 

エナガの会 千葉県 

さよなら原発なら県ネット 奈良県 

さよなら原発北葛の会 奈良県 

市民のひろば 大阪府 

泊原発の廃炉をめざす会 北海道 

玄海原発反対からつ事務所 佐賀県 

教育に愛と平和を取り戻す市民の会 神奈川県 

ピースサイクル 2020神奈川ネットワーク 神奈川県 

ピースサイクル 2020埼玉ネットワーク 埼玉県 

ピースサイクル 2020東京三多摩ネットワーク 東京都 

ピースサイクル 2020東京ネットワーク 東京都 

ピースサイクル 2020千葉ネットワーク 千葉県 

ピースサイクル 2020全国ネットワーク 全国 

山口被爆二世の会 山口県 

タネまきデザイン 福井県 

原発止めよう！ 東葛の会 千葉県 

さよなら原発！三鷹アクション 東京都 

カトリック札幌教区正義と平和協議会 北海道 

リブ・イン・ピース☆９＋２５ 大阪府 

脱原発ネット釧路 北海道 

地球救出アクション 97 大阪府 

NO NUKES とエコ・東濃 岐阜県 

脱原発明石・たこの会 兵庫県 

トランジションタウン川西 兵庫県 

上田市民エネルギー 長野県 

子どもたちを放射能から守る信州ネットワーク・北信 長野県 

原発事故からくらしを守るネットワーク 茨城県 

福島原発３０キロ圏ひとの会 福島県 

トランジションタウン府中 東京都 

福島原発震災情報連絡センター 福島県 

さようなら原発＠いたばしネットワーク 東京都 

シャット泊 北海道 

原発廃炉金属の再利用を監視する市民の会 北海道 

廃炉をめざす北電株主の会 北海道 

測る会 岩手県 

さよなら原発神戸アクション 兵庫県 

宮城県高等学校･障害児学校教職員組合 宮城県 

原発やめよう/つながろう関西マダム会議 大阪府・兵庫県 

NoNukes! 野にゆく会 神奈川県 

六ヶ所みらい映画プロジェクト 東京都 

モントリオール KIZUNA 海外（カナダ） 

新社会党北海道本部 北海道 



NPO法人子どもの保養サポート・上田 長野県 

ZENKO・関電前プロジェクト 大阪府 

福島とつながる種まきプロジェクトネットワーク 東京都 

放射能問題を考える会 神奈川県 

さよなら原発いばらきネットワーク 茨城県 

「平和への結集」をめざす市民の風 千葉県 

原発避難計画を考える水俣の会 熊本県 

一般社団法人大磯エネシフト 神奈川県 

NPO法人原子力資料情報室 東京都 

グリーンズ杉並 東京都 

原発と暮らしを考える会 神奈川県 

ふぇみん婦人民主クラブ 東京都 

日本キリスト教団東北教区放射能問題支援対策室いずみ 宮城県 

未来の福島こども基金 埼玉県 

阪南中央病院労働組合 大阪府 

泊原発廃炉の会・そらち 北海道 

核の中間貯蔵施設はいらない!下北の会 青森県 

日本キリスト教会北海道中会ヤスクニ･社会問題委員会 北海道 

山口連帯労働組合 山口県 

青森おんなの学校 青森県 

脱原発とうかい塾 茨城県 

未来につなげる・東海ネット 愛知県 

部落解放同盟兵庫県連合会上の島支部 兵庫県 

放射能汚染から子どもたちを守る会・野田 千葉県 

避難計画を考える滋賀の会 滋賀県 

さいなら原発尼崎住民の会 兵庫県 

志賀原発を廃炉に！訴訟原告団 石川県 

サヨナラ原発福井ネットワーク 福井県 

バスストップから基地ストップの会 神奈川県 

避難計画を案ずる関西連絡会 関西 

くらしを見つめる会 京都府 

石狩湾岸の風力発電を考える石狩市民の会 北海道 

さよなら原発・ぎふ 岐阜県 

市民立法「チェルノブイリ法日本版」をつくる郡山の会（しゃがの会） 福島県 

さよなら浜岡原発・焼津市民の会 静岡県 

いしかり苺の会 北海道 

いのちを考える福島と鹿児島の会 福島県 

子どもと未来を守る小金井会議 東京都 

市民ネットワーク千葉県 千葉県 

さくら・市民ネットワーク 千葉県 

信州・大町山の子村キャンプ実行委員会 長野県 

ようこそ暮らしの学習会 福岡県 

緑の党グリーンズジャパン 東京都 



トランジションタウン小金井 東京都 

京都・市民放射能測定所 京都府 

三陸・宮城の海を放射能から守る仙台の会（わかめの会） 宮城県 

原発おことわり三重の会 三重県 

原発なくせ三重県民会議 三重県 

泊原発の廃炉をめざす札幌北区の会 北海道 

川内原発 30キロ圏住民ネットワーク 鹿児島県 

核のゴミキャンペーン 東京都 

プルトニウムなんていらないよ!東京 東京都 

春を呼ぶ会 岩手県 

経産省前テントひろば 東京都 

Act Now!!Kagawa 香川県 

原子力規制委員会毎水曜昼休み抗議行動 東京都 

原発を知る滋賀連絡会 滋賀県 

市原・憲法を活かす会 千葉県 

生活クラブ生活協同組合 原発ゼロ・市民エネルギー委員会 北海道 

えねみら・とっとり（エネルギーの未来を考える会） 鳥取県 

ピース・ニュース 神奈川県 

原子力発電に反対する原発反対県民会議 福井県 

さよなら原発神戸 兵庫県 

原発に反対する琵琶湖の会 滋賀県 

府中・生活者ネットワーク 東京都 

京都・水と緑をまもる連絡会 京都府 

岩手有機農業研究会 岩手県 

再稼働阻止全国ネットワーク 全国（事務局：東京都） 

高木仁三郎市民科学基金 東京都 

原発からの早期撤退を求める岩手県学識者の会 岩手県 

原発さよなら四国ネットワーク 愛媛県 

環境と平和について学習するスイカの会 岩手県 

宮城合同労働組合 宮城県 

日本科学者会議徳島支部 徳島県 

反原発自治体議員・市民連盟 全国 

原発さよなら千葉 千葉県 

木質バイオマス発電チェック市民会議 長野県 

みやぎ金曜デモの会 宮城県 

地方自治を考える市民の会 北海道 

京都.丹波/亀岡市民まちづくり風の会 京都府 

原子力民間規制委員会・東京 東京都 

ぐるぅぷ未来 神奈川県 

イチモクの会 ドイツ バーデン＝ヴュルテンベルク州 

虔十の会 東京都 

憲法を生かす会山梨 山梨県 

 


