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要請事項 
  私たちは，市民が求める質の高い法曹養成のために，次の点を要望します。 
１ 司法修習生の地位・身分を明確化すること。 
２ 一旦廃止された給費制の復活，少なくともそれに準じた修習の実態に即し，か

つ充実した修習を可能とする給費を実現すること。 
３ なし崩し的な緩和を認めない厳しい修習専念義務下で，司法修習生が，より充

実した司法修習を行うこと。 
 
要請の理由 
１ 司法修習生の給費制廃止による経済的事情から法曹への途をあきらめる事態の

進行 
裁判所法改正により，２０１１年１１月から給費制が廃止され，生活費等が必

要な修習生には最高裁判所が一定金額を貸し付ける「貸与制」に変更されました。 
私たちは，給費制廃止前から，貸与制移行の問題点を指摘してきましたが，そ

の問題点が現実化しています。すなわち，司法試験合格までに約半数の者が平均

約３６０万円の奨学金の負担を負い，さらに司法修習中の貸与金，約３００万円

の返済が求められることで，法曹への途を目指すことをあきらめる事態が現実に

生じています。司法試験合格者が修習に行くことをあきらめた事実もあります。

また，実務をスタートした法曹が，貸与金の返済が開始される５年後には，その

返済に苦慮する事態が生じることが予測されます。 
経済的事情により法曹になることをあきらめる事態が進めば，司法制度を支え

る人材が偏り，市民の最終的な権利救済を担う司法そのものが変質してしまう危

険性があります。 
２ 給費制復活を求める国民の声 

法曹養成制度検討会議（以下，「検討会議」という。）は，検討結果の取りまと

1 
 



めに先立ち，パブリックコメントを実施しましたが，国民から寄せられた意見３，

１１９通のうち給費制・貸与制に関する意見は２，４１２通あり，そのうち９割

以上が給費制復活を求める意見でした。しかし，検討会議の取りまとめでは，実

務修習地への移転費用を支給するなど極めて限られた措置の提言に留まった上，

修習専念義務を緩和し一定の兼業を許可するという修習の目的に反するような提

言もなされました。そして，さらなる経済的支援については，法曹養成制度改革

推進会議及び法曹養成制度改革顧問会議の下で「司法修習生の地位及びそれに関

連する措置」の中で検討すべきとされています。 
そこで，私たちは，市民が求める質の高い法曹養成のために，上記の点を要望

します。 
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※実施期間・・・２０１３年１０月２１日～２０１４年２月２８日

2209

団体署名・・・1471

内訳
中央団体 32 士業団体 31
医師会・歯科医師会 28 消費者団体 14
医療関係 37 民間企業等 93
農漁業協同組合 36 社会労働福祉 72
青年会議所 17 市民団体 248
経済団体・商工団体 46 労働組合 761
生活協同組合 17 法律事務所 16
教育団体 9 その他 14

個人署名・・・738

司法修習生に対する給費の実現と
充実した司法修習を求める要請書賛同団体一覧

賛同署名数・・・・
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公益社団法人日本医師会 全国コミュニティ・ユニオン連合会（全国ユニオン）
公益社団法人日本歯科医師会 全国生活保護裁判連絡会
公益社団法人日本青年会議所 全国労済労働組合連合会（労済労連）
全国農業協同組合連合会 全国労働組合連絡協議会
日本公認会計士協会 全日本運輸産業労働組合連合会
日本弁理士会 日本教職員組合
JEC連合 日本国民救援会中央本部
一般社団法人全国消費者団体連絡会 日本ゴム産業労働組合連合
一般社団法人全国信用保証協会連合会 日本再共済生活協同組合連合会
公益社団法人日本精神保健福祉士協会 日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会
公害・地球環境問題懇談会 労働者福祉中央協議会

サービス・ツーリズム産業労働組合連合会
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント
協会

奨学金問題対策全国会議 全国自動車交通労働組合総連合会
全国公害患者の会連合会 全国労働者共済生活協同組合連合会
全国公害被害者総行動実行委員会 全国労働者信用基金協会連合会
全国交通運輸労働組合総連合 日本高齢・退職者団体連合（退職者連合）

一般社団法人愛知県歯科医師会 一般社団法人北海道医師会
一般財団法人名古屋医師会 一般社団法人北海道歯科医師会
一般社団法人秋田県医師会 一般社団法人宮崎県歯科医師会
一般社団法人伊勢崎佐波地区医師会 一般社団法人宮崎県薬剤師会
一般社団法人大宮歯科医師会 一般社団法人山梨県歯科医師会
一般社団法人沖縄県医師会 公益社団法人　東京都医師会
一般社団法人桐生市医師会 公益社団法人愛知県医師会
一般社団法人埼玉県医師会 公益社団法人群馬県医師会
一般社団法人札幌市医師会 公益社団法人富山県医師会
一般社団法人札幌歯科医師会 公益社団法人福岡県医師会
一般社団法人島根県医師会 公益社団法人宮崎県医師会
一般社団法人島根県歯科医師会 公益社団法人山口県歯科医師会
一般社団法人千葉県歯科医師会 社団法人山梨県医師会
一般社団法人徳島県医師会 城東区歯科医師会

今井町診療所友の会 社会医療法人平和会ならやま診療所
医療法人社団青光会 社会医療法人平和会夕陽ヶ丘診療所
医療法人社団青光会今井町診療所 新飯塚診療所
医療法人社団青光会しらはた訪問看護ステーション たたらリハビリテーション病院
医療法人社団青光会デイサービスあおぞら 千鳥橋病院付属荒屋診療所
医療法人社団青光会まちかど相談室 千鳥橋病院付属大楠診療所
医療法人社団マイクリニックさたけ産婦人科 千鳥橋病院付属粕屋診療所
公益社団法人福岡医療団 千鳥橋病院付属城決診療所
公益社団法人福岡医療団四川診療所 千鳥橋病院付属城浜診療所
公益社団法人福岡医療団田川診療所 千鳥橋病院付属新室見診療所
公益社団法人福岡医療団千鳥橋病院 千鳥橋病院付属須恵診療所
公益社団法人福岡医療団直方診療所 千鳥橋病院付属たちばな診療所
公益社団法人福岡医療団千代診療所 千葉県民主医療機関連合会
公益団法人石川勤労者医療協会 戸畑けんわ病院
社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会千葉健正病院 戸畑けんわ病院薬剤科
社会医療法人千葉県勤労者医療協会千葉県政病院付属
はまぐり診療所

福岡県歯科保険医協会

社会医療法人平和会あやめ池診療所 北海道保険医会
社会医療法人平和会いこま駅前クリニック 宮城県民主医療機関連合会
社会医療法人平和会とみお診療所

石川県信用農業協同組合連合会 なごや農業協同組合
石川県農業協同組合中央会 日南市漁業協同組合
栄松漁業協同組合 農民運動千葉県連合会
岡山県農業協同組合中央会 広島県信用農業協同組合連合会
香川県厚生農業協同組合連合会 広島県農業協同組合中央会

中央団体

医師会・歯科医師会

医療関係

農漁業協同組合
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香川県信用農業協同組合連合会 福岡有明海漁業協同組合連合会
香川県農業協同組合 福岡県信用農業協同組合連合会
香川県農業協同組合中央会 福岡県農業協同組合中央会
佐賀県信用農業協同組合連合会 福岡県農協健康保険組合
全国共済農業協同組合連合会岡山県本部 福岡県農業信用基金協会
全国共済農業協同組合連合会香川県本部 南郷漁業協同組合
全国共済農業協同組合連合会福岡県本部 宮崎県経済農業協同組合連合会
全国農業協同組合連合会石川県本部 宮崎県中央農業協同組合
全国農業協同組合連合会岡山県本部 山口県漁業協同組合
全国農業協同組合連合会広島県本部 山口県漁業協同組合
全国農業協同組合連合会福岡県本部 山梨県信用農業協同組合
外浦漁業協同組合 山梨県信用農業協同組合連合会
唐津農業協同組合 宮城県農業協同組合連合会

一般社団法人庄内中央青年会議所 公益社団法人寒河江青年会議所
一般社団法人　札幌青年会議所 公益社団法人仙台青年会議所
一般社団法人　広島青年会議所 公益社団法人天童青年会議所
一般社団法人高畠青年会議所 公益社団法人長井青年会議所
一般社団法人南陽青年会議所 公益社団法人名古屋青年会議所
一般社団法人東根青年会議所 公益社団法人村山青年会議所
一般社団法人宮崎青年会議所 公益社団法人山形青年会議所
一般社団法人横浜青年会議所 公益社団法人米沢青年会議所
公益社団法人上山青年会議所

一般社団法人全国労働金庫協会 仙台商工会議所
一般社団法人徳島経済同友会 珠洲商工会議所
一般社団法人富山県勤労者信用基金協会 徳島県経営者協会
一般社団法人富山県経営者協会 徳島県商工会連合会
帯広商工会議所 徳島県中小企業団体中央会
九州労働金庫長崎県本部 宮崎県商工会連合会
熊本県商工会連合会 宮崎県信用保証協会
島根県商工会連合会 山口県中小企業団体中央会
島根県中小企業団体中央会 労働金庫連合会
白山商工会議所 輪島商工会議所
新南陽商工会議所 高知県信用保証協会
岡山民主商工会 千葉民主商工会
柏民主商工会 流山民主商工会
葛南民主商工会 函館民主商工会
小松民主商工会 東総民主商工会
札幌東部民主商工会 富士宮民主商工会
札幌東部民主商工会婦人部 北海道商工団体連合会
札幌北部民主商工会 稚内民主商工会
静岡県商工団体連合会 桶川北本民主商工会
静岡民主商工会 坂戸民主商工会
清水民主商工会 大宮民主商工会
空知民主商工会 入間東部民主商工会
千葉西民主商工会 飯能民主商工会

エフコープ生活協同組合 福岡県高齢者福祉生活協同組合

グリーンコープ生活協同組合ふくおか 宮城県生活協同組合連合会

群馬県生活協同組合連合会 みやぎ生活協同組合
埼玉県生協ネットワーク協議会 宮城県高齢者生活協同組合
生活協同組合連合会グリーンコープ連合 宮城県生活協同組合連合会
生活協同組合連合会コープ九州事業連合 松島医療生活協同組合
利根保健生活協同組合 大阪きづがわ医療福祉生活協同組合
富山医療生活協同組合 北毛保健生活協同組合
富山県生活協同組合

愛知大学 名城大学

経済団体・商工団体

生活協同組合

教育団体

青年会議所
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美馬西部学校給食センター 宮城県ＰＴＡ連合会
関西学院大学大学院司法研究科（ロースクール） 立命館大学法科大学院
島根大学大学院法務研究科 龍谷大学法科大学院
同志社大学大学院司法研究科教員有志

愛知県土地家屋調査士会 日本弁理士会関東支部埼玉委員会
秋田県土地家屋調査士会 日本弁理士会関東支部東京委員会
石川県行政書士会 日本弁理士会四国支部
石川県土地家屋調査士会 日本弁理士会東海支部
一般社団法人群馬県建築士事務所協会 日本弁理士関東支部千葉委員会
一般社団法人北海道薬剤師会 函館土地家屋調査士会
一般社団法人宮城県建築士会 福岡県司法書士会
京都土地家屋調査士会 北海道看護連盟
群馬司法書士会 宮崎県司法書士会
群馬土地家屋調査士会 山口県行政書士会
公益社団法人埼玉県社会福祉士会 山口県土地家屋調査士会
公益社団法人日本精神保健福祉士協会愛知県支部 宮城県社会保険労務士会
島根県司法書士会 宮城県土地家屋調査士会
富山県社会保険労務士会 岡田澄太税理士事務所
日本公認会計士協会北部九州会 木本直之税理士事務所
日本弁理士会関東支部

愛知県消費者団体連絡会 特定非営利法人消費者支援機構福岡
一般社団法人札幌消費者協会 特定非営利法人函館消費者協会
一般社団法人北海道消費者協会 富山県消費者協会
群馬県消費者団体連絡会 認定NPO法人消費者支援ネット北海道
埼玉県消費者生活コンサルタントの会 前橋市消費者団体連絡会

千葉県消費生活相談員の会
公益社団法人日本消費生活アドバイザーコンサルタント
協会西日本支部

特定非営利法人埼玉消費者被害をなくす会 名取市消費者の会

ANAクラウンプラザホテル大阪 徳島信用金庫
terracafékenpou 富山電気ビルディング株式会社
一般財団法人名古屋YWCA 日本機関誌協会岡山県本部
一般社団法人SLSC大多和財団 日本機関紙協会埼玉県本部
エフワン梅田新道店 半田工業株式会社
春日温泉観光開発株式会社 福本不動産
株式会社BEYOND プリントマシンセンター株式会社
株式会社FUJI ペンドラゴン株式会社
株式会社Gクリエイト 北陸労働金庫富山県本部
株式会社Gワークス ミノックス株式会社
株式会社JAアグリライン石川 メットライフアリコ生命保険株式会社
株式会社ＪＡ建設エナジー 有限会社ありた鍼灸
株式会社ONEonONE （有）岡田洋ラン
株式会社インターライズ 有限会社北九州カーボン印刷
株式会社岡谷市民新聞社 有限会社北九州保険企画
株式会社グローバルインターフェース 有限会社クリスタルホームズ
株式会社ケンテック 有限会社函館保健企画
株式会社ゴクー 有限会社ビーフステーション
株式会社米心石川 有限責任中間法人スモン・公害センター
株式会社さわはたおるそ 株式会社OkatosHeroRealEstate
株式会社ジャコム石川 株式会社カイトー関西支社
株式会社昭和堂 株式会社カクタス
株式会社スリーエス 株式会社ぎょうせい関西支社
株式会社中小企業経営センター 株式会社ケーシーエス
株式会社ナイスホーム 株式会社たきい画廊
株式会社長野日報社 株式会社ティアタス
株式会社ハートウェア 株式会社ビルバンク
株式会社橋梁メンテナンス 株式会社メンバーズゴルフサービズ
株式会社ユタカ防災サービス 株式会社興徳クリーナー

士業団体

消費者団体

民間企業等
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株式会社ユニゾーン 株式会社経済法令研究会大阪支社
株式会社夢現 株式会社阪急阪神百貨店
株式会社ラソワ 株式会社損害保険ジャパン大阪金融公務部
川田工業株式会社 株式会社中央プランナー
キャッチャーネットワーク株式会社 株式会社日住サービス
キャノンシステムアンドサポート株式会社 株式会社日本レイズ
公益財団法人リーガル・エイド岡山 丸二倉庫株式会社
公益財団法人リーガル・エンド岡山 社会保険労務士法人加藤江本SR総合事務所
厚生保護法人　山口厚生保護会 住友生命保険相互会社
小林呉服店 新星和不動産株式会社
静岡リーガルサポートセンター 税理士法人宮澤税務会計事務所
私鉄総連函館バス支部 税理士法人税制経営研究所
社会福祉法人わたげのほし 大阪ソーイング株式会社
青年法律家協会兵庫支部 大都クリーン株式会社
税理士法人第一経営 第一法規株式会社
全労済福岡県本部 東急不動産株式会社大阪支社
中央労働金庫群馬県本部 平田運送株式会社
テーラー尾井

（社）大阪労働者福祉協議会 社会福祉法人射水万葉会
諫早労働福祉協議会 社会福祉法人福岡県社会福祉協議会
市川・浦安地区労働者福祉協議会 社団法人佐賀県身体障害者団体連合会
一般財団法人福岡スモン基金 社団法人千葉県労働者福祉協議会
一般社団法人ＧＡＲＤＥＮ 全労済徳島県本部
一般社団法人群馬県労働者福祉協議会 全労済富山県本部
一般社団法人佐賀県労働者福祉協議会 全労済長崎県本部
一般社団法人滋賀県労働者福祉協議会 全労済長崎本部
一般社団法人静岡県年金福祉協会 高崎地区労働者福祉協議会
一般社団法人静岡県労働者福祉協議会 館林邑楽地区労働者福祉協議会
一般社団法人島根県労働者福祉協議会 筑後地区社会保障推進協議会
一般社団法人セレニティパークジャパン 筑紫・朝倉地域労働者福祉協議会
一般社団法人徳島県就職支援機構 銚子地区労働者福祉協議会
一般社団法人富山県労働者福祉協議会 対馬地区労働者福祉協議会
一般社団法人福岡県労働者福祉協議会 東京労働者福祉協議会
一般社団法人宮崎県労働者福祉団体中央会 特定非営利法人桐生ひまわりの会
一般社団法人山口県労働者福祉協議会 富岡甘楽地区労働者福祉協議会
大竹廿日市地区労働者福祉協議会 長崎地区労働者福祉協議会
尾道地区労働者福祉協議会 備北地区労働者福祉協議会
介護老人保健施設はやしの社 広島県労働者福祉協議会
株式会社静岡ユニオントラベル 広島中央地区労働者福祉協議会
加茂豊田地区労働者福祉協議会 広島西地区労働者福祉協議会
北松地区労働者福祉協議会 広島東地区労働者福祉協議会
岐阜県労働者福祉協議会 福岡県社会保障推進協議会
協同組合中央通商栄会 福岡地域労働者福祉協議会
桐生地区労働者福祉協議会 福山地区労働者福祉協議会
呉地区労働者福祉協議会 府中地区労働者福祉協議会
公益社団法人沖縄県労働者福祉基金協会 北海道労働者福祉協議会
公益社団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク 前橋・勢多地区労働者福祉協議会
公益社団法人徳島県労働者福祉協議会 三原地区労働者福祉協議会
財団法人ソーシャルサービス協会ワークセンター ワークネット
財団法人北海道難病連函館支部 愛知県労働者福祉協議会
佐世保地区労働者福祉協議会 伊勢崎佐波地区労働者福祉協議会
島原地区労働者福祉協議会 久喜地域社会保障推進協議会

(財)仙台キリスト教青年会／学校法人仙台ＹＭＣＡ学園
／社会福祉法人ＹＭＣＡ福祉会／仙台ＹＭＣＡファミリーセ
ンター

東京あおぞら連絡会板橋連絡会

「非行」と向き合う親たちの会奈良つきあかりの会 東京あおぞら連絡会江戸川連絡会
「よみがえれ！有明海訴訟」を支援する東京・首都圏の会 東京あおぞら連絡会大田連絡会
CF鶴瀬自治会 東京あおぞら連絡会葛飾連絡会

社会労働福祉

市民団体
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ＮＰＯ法人大分クレジット・サラ金被害者の会まなびの会 東京あおぞら連絡会北連絡会
NPO法人どうなん「学び」サポートセンターコンシューマ・
サークル部会

東京あおぞら連絡会品川連絡会

NTTリストラ反対闘争静岡県支援共闘会議 東京あおぞら連絡会文京連絡会
愛知県平和委員会 東京あおぞら連絡会目黒連絡会
上尾生活と健康を守る会 東京公害患者と家族の会
あざみの会 東京公害患者と家族の会足立支部
安保破棄諸要求貫徹岡山県実行委員会 東京公害患者と家族の会荒川支部
井川生活と健康を守る会 東京公害患者と家族の会板橋支部
諫早干潟救済東京事務所 東京公害患者と家族の会江戸川支部
諫早ロータリークラブ 東京公害患者と家族の会大田支部
石川県平和運動センター 東京公害患者と家族の会葛飾支部
イタイイタイ病対策協議会 東京公害患者と家族の会北・桐ヶ丘支部
一般社団法人スモン・公害センター 東京公害患者と家族の会北支部
えび川九条の会 東京公害患者と家族の会江東・墨田支部
愛媛県平和運動センター 東京公害患者と家族の会品川支部
大阪公害患者の会連合会 東京公害患者と家族の会渋谷支部
大田生活と健康を守る会 東京公害患者と家族の会新宿支部
大田生活と健康を守る会荻中班 東京公害患者と家族の会世田谷支部
大館生活と健康を守る会 東京公害患者と家族の会中央支部
大宮生活と健康を守る会 東京公害患者と家族の会豊島支部
岡山県母親連絡会 東京公害患者と家族の会中野・杉並支部
岡山スモンの会 東京公害患者と家族の会練馬支部
桶川生活と健康を守る会 東京公害患者と家族の会文京支部
解放運動無名戦士合葬追悼会岡山県実行委員会 東京公害患者と家族の会目黒支部
神奈川県春闘共闘会議 東京スモン患者の会
神通川流域カドミウム被害団体連絡協議会 東京むちうち症連絡協議会
川口市生活と健康を守る会 道南地区母親大会連絡会
川越生活と健康を守る会 道路公害反対運動全国連絡会
川崎から公害をなくす会 特定非営利活動法人(NPO)京都スモンの会

川崎公害根絶・市民連絡会
特定非営利活動法人Ｎネット（通称なら高齢者・障害者権
利擁護ネットワーク）

川崎公害病患者と家族の会 特定非営利活動法人子どもシェルターモモ
川崎北部のぜん息患者と家族の会 特定非営利活動法人ロースクール奨学金ちゅうぶ
北九州健康友の会若松・戸畑支部 特定非営利法人ウィメンズネット函館
北九州郊外患者と家族の会 特定非営利法人市民オンブズマン連絡会議佐賀
近畿青年税理士連盟京都支部 とけ・九条の会
草加生活と健康を守る会 戸田生活と健康を守る会
群馬トラベルセンター親睦会 富山県婦人会
原水爆禁止宮崎県協議会 新潟水俣病阿賀野患者会
憲法と平和を守る広島共同センター 新潟水俣病共闘会議
公益社団法人被害者サポートセンターおかやま（ＶＳＣＯ） 新潟水俣病被害者の会
航空労組連絡会航空一般労働組合スカイネットワーク日
東整分会

新座生活と健康を守る会

神戸郊外患者と家族の会 西大和団地自治会
国民救済会千葉県八千代支部 日東航空整備争議団
国民大運動会神奈川県実行委員会 日中友好協会岡山支部
小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会 日本国民救援会愛知県本部
此花公害患者と家族の会 日本国民救援会岩手県本部
雇用・くらし・SOSネットワーク北海道 日本国民救援会大田支部
埼玉言友会 日本国民救援会大宮支部
埼玉県平和会 日本国民救援会岡山県本部
埼玉憲法会議 日本国民救援会岡山支部
さいたま商令協 日本国民救援会北九州総支部
埼玉母親大会連絡会 日本国民救援会熊本県本部
さくら・志津憲法９条をまもりたい会 日本国民救援会静岡県本部
さくら市民ネットワーク 日本国民救援会長野県本部上小支部
狭山団地自治会 日本国民救済会京都府本部
静岡県平和委員会 日本中国友好協会熊本支部
品川あおぞら連絡会 ノーモア・ミナマタ東京支援連絡会
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市民ネットワーク千葉県 野田医療と健康友の会
自由法曹団 野田市かわま九条の会
自由法曹団秋田県支部 のびのびフリースペース∞わえん
自由法曹団石川県支部 函館・「下北」から核を考える会
自由法曹団埼玉支部 はこだて音楽鑑賞協会
自由法曹団滋賀支部 函館市役所職員労働組合
自由法曹団静岡県支部 函館シャロームの会
自由法曹団千葉支部 函館平和委員会
自由法曹団東京支部 働くもののいのちと健康を守る千葉県センター
自由法曹団長野県支部 働くもののいのちと健康をまもる兵庫センター
自由法曹団兵庫県支部 原市団地自治会
自由法曹団福井県本部 反貧困ネット北海道
自由法曹団福岡支部 ひょうご被害者支援センター
自由法曹団北海道支部 平野区公害患者と家族の会
自由法曹団三重支部 広島AALA連帯委員会
自由法曹団山形支部 広島県原爆被害者団体協議会
首都圏道路問題連絡会 広島スモンの会
障害者の生活と権利を守る川越市民の会 広島東区生活と健康を守る会
城東鶴見公害をなくす患者と家族の会 福島区公害患者と家族の会
しろい・九条の会 船橋市法典９条の会
しんぐるまざあずふぉーらむ北海道 平安の会
新宿生活と健康を守る会 平和・民主・革新の日本を目指す広島の会
新所沢団地自治会 平和・民主・革新をめざす小倉南の会
新日本主婦の会岡山支部 平和・民主・革新を目指す船橋の会
新日本主婦の会北支部 北海道学費と奨学金を考える会
新日本主婦の会千葉支部 前原東・田喜野井憲法九条を守る会
新日本婦人の会古賀支部 松が丘９条の会
新日本婦人の会宮崎県本部 みなと公害患者と家族の会
スモンの会全国連絡協議会 みなと公害患者と家族の会大手支部
清潔であたたかい民主県政をつくる会 みなと公害患者と家族の会協立支部
青年法律家協会三重支部 みなと公害患者と家族の会高畑支部
青年法律家三重支部 みなと公害患者と家族の会当知支部
全医労岡山地区協議会 みなと公害患者と家族の会港楽支部
全開発道央ブロック連絡会議 ミナマタ不知火患者会関東支部
選挙弾圧反対・言論・表現の自由を守る岡山の会 水俣病不知火患者会関東支部
全国交通労働災害対策協議会 南区公害病患者と家族の会
全日本年金者組合愛知県名古屋港支部 八尾公害患者と家族の会
全日本国立医療労働組合岡山病支部 薬害イレッサ東京支援連絡会
全日本年金組合　函館支部 薬害オンブズパースンタイアップグループ函館
全日本年金者組合秋田県本部 薬害ヤコブ病東京支える会
全日本年金者組合千葉県本部 ユニオン市原
全日本年金者組合宮崎県本部 抑岳会富山大学工学部同窓会
大気汚染公害裁判原告団・弁護団全国連絡会議 吉川団地自治会
大気汚染をなくす千葉連絡会 淀川湖畔に公害道路はいらない福島区民連絡会
第２次新横田基地公害訴訟原告団 与野生活と健康を守る会
第２次新横田基地公害訴訟団原告団　昭島支部 蕨市生活と健康を守る会
第２次新横田基地公害訴訟原告団八王子支部 宮城県アジア・アフリカ・ラテンアメリカ連帯委員会
高尾山の自然をまもる市民の会 宮城県生活と健康を守る会連合会
田島団地自治会 埼玉西部・土と水と空気を守る会
治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟岡山本部 自由法曹団大阪支部
千葉あおぞら連絡会事務局 新日本婦人の会川越支部
千葉あおぞら連絡会事務局清水和作 新日本婦人の会大阪府本部
千葉県自治体問題研究所 新日本婦人の会北支部
田島団地自治会 仙台生活と健康を守る会協議会
千葉県春闘共闘委員会 全日本年金者組合大阪府本部
千葉県争議団共闘会議 全日本年金組合大宮支部
千葉県弁護士９条の会 大阪憲法会議
千葉市公害患者友の会 特定非営利活動法人ワンファミリー仙台
千葉労災職業病対策連絡会 日朝協会埼玉県連合会
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中央区九条の会 日本国民救援会宮城県本部
津和野九条の会 日本国民救援会大阪府本部
東海労働弁護団三重支部 婦人民主クラブ宮城県支部協議会
東京あおぞら連絡会 枚方交野生活と健康を守る会
東京あおぞら連絡会足立連絡会

｢子どもの権利条約｣宮崎の会 全日本造船機械労働組合函館ドック函館分会
ＤＩＣ労働組合千葉工場支部 全日本年金者組合岡山県本部
JEC連合・化学一般ニッショー・ニプロ支部 全日本年金者組合神奈川県本部藤沢支部
JEC連合本州化学労働組合 全日本年金者組合北海道本部
JEC連合カクタス産業労働組合 全労金九州労働金庫労働組合鹿児島支部
JGS東京労働組合 全労金東海労働金庫労働組合
JP労組東北地方本部 全労金東海労働金庫労働組合愛知県本部
JP労組信越地方本部長野連絡協議会 全労金東海労働金庫労働組合岐阜県本部
ＪＰ労組東北山形連絡協議会 全労金東海労働金庫労働組合三重県本部
JP労組福島連絡協議会 全労済ウィック労働組合
JP労組宮城連絡協議会 全労済自治労共済労働組合
JP労組大分連絡協議会 全労済労働組合
JP労組鹿児島連絡協議会 全労済労働組合愛媛支部
JP労組九州地方本部 全労働省労働組合千葉支部
JP労組熊本連絡協議会 全労連・埼玉ユニオン
JP労組佐賀連絡協議会 全労連・全国一般筑後地域支部

JP労組宮崎連絡協議会
全労連・全国一般労働組合神奈川地方本部池上通信機
藤沢分会

JR連合静岡県協議会
全労連・全国一般労働組合東京地方本部法律会計特許
一般労働組合蒲田分会

NTT労働組合函館分会 全労連・全国一般ワシントン靴店労働組合
阿賀町職員労働組合 全労連九州ブロック協議会

秋田県高等学校教職員組合
全労連全国一般労働組合東京地方本部法律会計特許一
般労働組合浦和分会

秋田県公務公共一般労働組合 全労連函館地方労働組合会議

秋田県中央地域労働組合総連合
全労連・全国一般労働組合神奈川県地方本部／アンフィ
ニ分会

秋田県労働組合総連合 大東地区労働者福祉協議会
阿久根市職員労働組合 垂井町職員組合
奄美市職員労働組合 大門労働組合
有明フェリー振興労働組合 高崎市文化スポーツ振興財団労働組合
安中市職員労働組合 高取町職員組合
飯南町職員組合 多治見市職員労働組合連合会
池田町職員労働組合 筑後地域生活関連公共事業推進協議会
石井町職員労働組合 筑後地区ユニオンきずな
石川県市町村職員共済組合職員組合 筑後地区労働組合総連合
出雲市職員連合労働組合 千葉経済学園教職員組合
糸魚川市職員労働組合 千葉県職員労働組合
伊那市職員労働組合 千葉県職員労働組合夷隅地区支部
指宿市職員労働組合 千葉県職員労働組合土木協議会
岩手県国民健康保険団体連合会労働組合 千葉健生病院健康友の会
上五島地区労働組者福祉協議会 千葉健生病院健康友の会九条の会
魚沼市職員労働組合 千葉県法律関連労働組合
うらら荘職員労働組合 千葉県労働組合連合会
雲南市職員労働組合 千葉県労働組合連合会女性部
映画演劇労働組合連合会 千葉県労働組合連合会青年部
江津市職員労働組合 千葉市職員労働組合
恵那市職員労働組合 千葉土建一般労働組合
愛媛県国民健康保険団体連合会職員労働組合 千葉土建一般労働組合柏流山支部
愛媛県職労本庁支部 千葉土建一般労働組合シニア友の会
大垣市役所職員労働組合連合会 千葉土建一般労働組合青年部
大宜見村職員労働組合 千葉土建一般労働組合野田支部
大阪教職員組合 千葉労連東葛ユニオン
大竹市職員労働組合 中央労働金庫労働組合

労働組合
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大田市職員組合 中央労働金庫労働組合茨城統括支部
邑智郡総合事務組合職員労働組合 中央労働金庫労働組合神奈川統括支部
邑南町職員労働組合 中央労働金庫労働組合群馬統括支部
大町市職員労働組合 中央労働金庫労働組合埼玉統括支部
大町町職員労働組合 中央労働金庫労働組合千葉統括支部
岡山県医療労働組合連合会 中央労働金庫労働組合東京統括支部
岡山県労災職業病過労死連絡センター 中央労働金庫労働組合栃木統括支部
岡山県労働共済会 中央労働金庫労働組合山梨統括支部
岡山県労働組合岡山地域会議 中国労働金庫労働組合
岡山県労働組合会議 中国労働金庫労働組合岡山支部
岡山市職員労働組合 中国労働金庫労働組合広島支部
岡山市職員労働組合現業評議会 中国労働金庫労働組合山陰支部
岡山地域労働組合 中国労働金庫労働組合山口支部
小川村職員組合 通信産業労働組合大阪本部
隠岐広域連合職員組合 通信産業労働組合静岡支部
沖縄県関係職員連合労働組合 通信産業労働組合静岡分会
沖縄県労働金庫労働組合 津市職員組合
小千谷市職員労働組合 燕市職員労働組合
各務原市職員労働組合連合会 つるぎ町職員労働組合
柏市役所職員組合 津和野町職員組合
香取市職員組合 鉄道退職者の会岡山地方連合会
神奈川県職員労働組合湘南支部 鉄道退職者の会岡山地方連合会岡山支部
神奈川県メーデー実行委員会 電機連合徳島地域協議会
神奈川県労働組合総連合 東京公害患者と家族の会三多广支部
神奈川県労働組合総連合女性センター 東京土建一般労働組合港支部
神奈川県労働組合総連合青年部 東京民医連労働組合南部医療支部大田歯科分会
神奈川労連・兼地域合同労働組合 東京民医連労働組合南部医療支部大田病院分会
神奈川労連・地域労組協議会 道南勤医協労働組合
神奈川労連パート・臨時労組連絡会 東北労働金庫労働組合
金沢市従業員労働組合 東北労働金庫労働組合青森県支部
金沢市役所職員組合 東北労働金庫労働組合秋田県支部
金沢市立病院労働組合 東北労働金庫労働組合岩手県支部
かほく市職員組合 東北労働金庫労働組合福島県支部
上峰町職員労働組合 東北労働金庫労働組合本部支部
川崎重工労働組合岐阜支部 東北労働金庫労働組合宮城県支部
喜界町職員労働組合 東北労働金庫労働組合山形県支部
木曽岬町職員組合 遠野市保育協会職員労働組合
杵藤地区消防職員協議会 徳島県農業協同組合職員労働組合連合会
岐阜県国民健康保険団体連合会労働組合 徳島市役所職員労働組合連合会
岐阜県職員労働組合連合会 徳島通運労働組合
九州労金労組大牟田支部 徳之島町職員組合
九州労働金庫労働組合 鳥羽市役所職員労働組合
九州労働金庫労働組合大分支部 富山県労働組合総連合
九州労働金庫労働組合熊本支部 長崎県労働者福祉協議会壱岐地区労働者福祉協議会
九州労働金庫労働組合佐賀支部 仲仕職員労働組合
九州労働金庫労働組合長崎支部 中種子町役場職員組合
九州労働金庫労働組合長崎支部島原分会 中通病院労働組合
九州労働金庫労働組合福岡支部 長野県職員労働組合
九州労働金庫労働組合本部支部 長野県職員労働組合木曽支部
九州労働金庫労働組合宮崎支部 長野県職員労働組合北安曇野支部
京田辺市職員組合 長野県職員労働組合北信支部
京都競輪労働組合 長野県職員労働組合佐久支部
京都交通労働組合 長野県職員労働組合上小支部
京都府国民健康保険団体連合会職員労働組合 長野県職員労働組合長野支部
京都府農業協同組合労働組合連合会 長野県職員労働組合本庁支部
京都労働相談センター 長野県職員労働組合松本支部
霧島市水道事業労働組合 長野県立病院機構労働組合
桐生市役所職員労働組合連合会 長野県労働金庫労働組合
近畿労働金庫労働組合 中之条町職員労働組合
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錦江町職員労働組合 長野県職労上伊那支部
草津町職員組合 中予地区労センター
呉市職員労働組合 奈良法律事務員労働組合
呉市職員労働組合現業評議会 新潟県職員労働組合
呉市職員労働組合上下水道企業評議会 新潟県職員労働組合岩船支部
桑名市職員組合 新潟県職員労働組合刈羽支部
郡上市職員組合 新潟県職員労働組合北魚沼支部
群馬県国民健康保険団体連合会職員労働組合 新潟県職員労働組合北蒲原支部
下呂市職員組合 新潟県職員労働組合佐渡支部
県職労南蒲原支部 新潟県職員労働組合中頸城支部
公益財団法人徳島県水産振興公害対策基金職員労働組
合

新潟県職員労働組合中魚沼支部

交通労連中部地方総支部 新潟県職員労働組合長岡支部
公立能登総合病院職員労働組合 新潟県職員労働組合中蒲原支部
公立八女総合病院職員労働組合 新潟県職員労働組合新潟支部
国鉄労働組合愛媛地区本部 新潟県職員労働組合西頸城支部
国鉄労働組合岡山地方本部 新潟県職員労働組合東蒲原支部
国鉄労働組合菊名駅分会 新潟県職員労働組合本庁支部
国鉄労働組合青函地区本部 新潟県職員労働組合南魚沼支部
国鉄労働組合高崎地方本部 新潟県総合生協労働組合
国鉄労働組合奈良県支部 新潟県労働金庫労働組合
国鉄労働組合北海道本部 新潟県労働組合総連合
国鉄労働組合横浜支部 新潟市職員労働組合
国労奈良車掌区分会 二戸市職員労働組合
五泉市職員労働組合 西之表市職員労働組合
サービス・ツーリズム産業労働組合連合会中部地方連合 西ノ島町職員組合
埼玉県教職員組合 日産労連小川鉄工労働組合

埼玉県高等学校教職員組合
日本郵政グループ労働組合東北地方本部岩手県連絡協
議会

埼玉県職員組合 日本海環境サービス労働組合

埼玉県労働組合連合会
日本基幹産業労働組合連合会大同特殊渋川工場労働組
合

栄村職員労働組合 日本自治体労働組合連合秋田県本部
佐賀県社会福祉ユニオン 日本赤十字労働組合松山支部
札幌地区連合厚別区連合会 日本弁理士会中国支部
札幌地区連合会手稲区連合会 日本郵政グループ青森連絡協議会
札幌地区連合北区連合会 日本郵政グループ労働組合茨城連絡協議会
札幌地区連合豊平区連合会 日本郵政グループ労働組合大阪連絡協議会
札幌地区連合南区連合会 日本郵政グループ労働組合京都連絡協議会
札幌保育労働組合 日本郵政グループ労働組合近畿地方本部
佐渡市職員労働組合 日本郵政グループ労働組合滋賀連絡協議会
三省堂労働組合 日本郵政グループ労働組合島原支部
四国酪連労働組合 日本郵政グループ労働組合東京地方本部
四国労働金庫労働組合 日本郵政グループ労働組合東京地方本部東京連絡協議

四国労働金庫労働組合愛媛県支部 日本郵政グループ労働組合奈良連絡協議会
四国労働金庫労働組合香川県支部 日本郵政グループ労働組合兵庫連絡協議会
四国労働金庫労働組合高知県支部 日本郵政グループ労働組合福岡連絡協議会
四国労働金庫労働組合徳島県支部 日本郵政グループ労働組合北海道地方本部

四国労働金庫労働組合松山分会
日本郵政グループ労働組合北海道地方本部後志連絡協
議会

四国労金労組香川県支部
日本郵政グループ労働組合北海道地方本部北見連絡協
議会

静岡県教職員組合
日本郵政グループ労働組合北海道地方本部札幌東部協
議会

静岡県高等学校障害児学校教職員組合
日本郵政グループ労働組合北海道地方本部札幌南部協
議会

静岡県国家公務関連労働組合共闘会議
日本郵政グループ労働組合北海道地方本部釧根連絡協
議会

静岡県労働金庫労働組合
日本郵政グループ労働組合北海道地方本部空知連絡協
議会

静岡県労働金庫労働組合伊東支部
日本郵政グループ労働組合北海道地方本部道南連絡協
議会
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静岡県労働金庫労働組合掛川支部
日本郵政グループ労働組合北海道地方本部道北連合協
議会

静岡県労働金庫労働組合業務統括支部
日本郵政グループ労働組合北海道地方本部十勝連絡協
議会

静岡県労働金庫労働組合小笠支部
日本郵政グループ労働組合北海道地方本部日胆連絡協
議会

静岡県労働金庫労働組合御殿場支部 日本郵政グループ労働組合和歌山連絡協議会
静岡県労働金庫労働組合湖西支部 日本労働組合総連合会岐阜県連合会
静岡県労働金庫労働組合静岡中央支部 日本労働組合総連合会静岡県連合会
静岡県労働金庫労働組合島田支部 日本労働組合総連合会徳島県連合会中央地域協議会
静岡県労働金庫労働組合清水支部 日本労働組合総連合会徳島連合会西部地域協議会
静岡県労働金庫労働組合下田支部 日本労働組合総連合会富山県連合会
静岡県労働金庫労働組合榛南支部 日本労働組合総連合会北海道連合会
静岡県労働金庫労働組合裾野支部 日本労働組合総連合会宮崎県連合会（連合宮崎）
静岡県労働金庫労働組合総企営統支部 沼田市役所職員労働組合
静岡県労働金庫労働組合田方支部 ネクスコ西日本サービス関西第二神明労働組合
静岡県労働金庫労働組合沼津支部 のべおかなのはなネットワーク
静岡県労働金庫労働組合浜北支部 パルテック労働組合
静岡県労働金庫労働組合浜松高台支部 東吾妻町職員組合
静岡県労働金庫労働組合浜松中央支部 東日本旅客鉄道労働組合高崎地方本部
静岡県労働金庫労働組合浜松東支部 東広島市職員労働組合
静岡県労働金庫労働組合磐田支部 日硝サービス労働組合
静岡県労働金庫労働組合袋井支部 兵庫医療労働組合
静岡県労働金庫労働組合藤枝支部 兵庫県医療労働組合連合会
静岡県労働金庫労働組合富士支部 広尾町役場職員組合
静岡県労働金庫労働組合富士宮支部 広島県本部書記労働組合
静岡県労働金庫労働組合本店支部 福岡県教職員組合朝倉支部
静岡県労働金庫労働組合三島支部 福岡県教職員組合粗屋支部
静岡県労働金庫労働組合焼津支部 福岡県教職員組合糸島支部
静岡県労働金庫労働組合融資統括支部 福岡県教職員組合浮羽三井支部
静岡県労働組合評議会 福岡県教職員組合大牟田支部
静岡自治体労働組合総連合 福岡県教職員組合北九州支部
自治労愛知県本部 福岡県教職員組合行橋・京都支部
自治労愛別町職員組合 福岡県教職員組合久留米支部
自治労赤平市職員労働組合 福岡県教職員組合三瀦大川支部
自治労朝倉市職員労働組合 福岡県教職員組合宗像支部
自治労旭川市職員労働組合 福岡県教職員組合田川支部
自治労飯島町職員労働組合 福岡県教職員組合筑紫支部
自治労伊賀市職員労働組合 福岡県教職員組合築上堂前支部
自治労石川加賀市職員組合 福岡県教職員組合直方・鞍手支部
自治労伊勢市職員労働組合 福岡県教職員組合遠賀中間支部
自治労糸島市職員労働組合 福岡県教職員組合八女支部
自治労茨城県本部 福岡県教職員組合柳川・みやま支部
自治労妹背牛町職員組合 福岡県建設労働組合久留米支部
自治労岩見沢市立病院職員組合 福岡県建設労働組合久留米支部長門石部門
自治労上田市職員労働組合 福岡県自治体労働組合総連合
自治労宇陀市職員労働組合 福岡県職員労働組合八女支部
自治労美馬市職員労働組合連合会 福岡県労働組合総連合
自治労雨竜町職員労働組合 福岡県労連女性センター
自治労江差町役場職員労働組合 福岡市教職員組合
自治労江別市職員労働組合 福岡市図書館司書ユニオン
自治労奥州市職員労働組合 福岡市役所現業職員労働組合
自治労大川市職員労働組合 福岡地域労組きずな
自治労大木町職員労働組合 藤岡市役所職員労働組合
自治労大野城市職員労働組合 ふじみ野市職員労働組合
自治労沖縄県本部 府中市職員労働組合
自治労小郡市職員労働組合 府中市職員労働組合現業評議会
自治労小樽市役所職員労働組合 府中市病院機構労働組合
自治労尾道市職員労働組合 府中町職員労働組合
自治労帯広市役所労働組合連合会 太良町職員労働組合
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自治労柏崎市職員労働組合 船橋地区労働組合連合会
自治労香春町職員労働組合 放射線影響研究所労働組合
自治労嘉麻市職員労働組合 法律会計特許一般労働組合渋谷分会
自治労神石高原町職員労働組合 法律会計特許一般労働組合立川支部
自治労上富良野町職員組合 法律会計特許一般労働組合立川分会
自治労川越市職員組合 北陸計器工業労働組合
自治労北見市職員労働組合連合会 北陸電気工事労働組合福井支部
自治労岐阜県本部高山市職員労働組合連合会 北陸電気保安協会労働組合
自治労京都使職員労働組合 北陸電気保安協会労働組合石川支部
自治労京都市職員労働組合公室支部 北陸電気保安協会労働組合福井支部
自治労京都使職員労働組合西京支部 北陸電力労働組合滋賀原子力分会
自治労京都府本部 北陸発電工事労働組合志賀分会
自治労倶知安町役場職員組合 北陸発電工事労働組合七尾分会
自治労クリーンセンターしらさぎ労働組合 北陸労働金庫労働組合
自治労栗山町職員労働組合 北陸労働金庫労働組合石川支部
自治労久留米市従業員労働組合連合会 北陸労働金庫労働組合富山支部
自治労群馬県本部直属支部 北陸労働金庫労働組合福井支部
自治労古賀市職員労働組合 北海道季節労働組合全十勝本部
自治労西原町職員労働組合 北海道教職員組合函館支部
自治労更別村役場職員組合 北海道勤労者住宅生活協同組合
自治労士別市職員労働組合 北海道電力関連産業労働組合総連合
自治労士幌町職員組合 北海道電力労働組合本店地方本部
自治労島根県本部隠岐の島町職員組合 北海道旅客鉄道労働組合
自治労島根県本部美郷町職員組合 北海道旅客鉄道労働組合札幌支部
自治労清水町役場職員組合 北海道旅客鉄道労働組合札幌地方本部
自治労小清水町職員組合 北海道旅客鉄道労働組合函館地方本部
自治労庄原市職員労働組合 北海道労働金庫労働組合
自治労新冠町役場職員組合 北海道労働組合総連合
自治労全道庁労働組合連合会空知総支部 枕崎市役所職員労働組合
自治労全北海道庁労働組合札幌支部 益田市職員労働組合
自治労全北海道庁労働組合日高総支部 松戸競輪労働組合
自治労全北海道庁労働組合桧山総支部 松山競輪労働組合
自治労全北海道庁労働組合連合会釧路総支部 三池レアメタル労働組合
自治労全北海道庁労働組合連合会十勝総支部 三重県企業庁労働組合
自治労全北海道庁労働組合連合会根室総支部 三井化学労働組合大牟田支部
自治労滝川市職員労働組合 三井金属セラミックス事業部労働組合
自治労竹原市職員労働組合 三井金属三池製錬労働組合
自治労太宰府市職員労働組合 見附市役所職員組合
自治労筑後市職員労働組合 みどり園職員労働組合
自治労筑前町職員労働組合 みどり市職員労働組合
自治労千葉県本部 港湾労働組合
自治労直属支部 港湾労働組合公害患者と家族の会掖済会支部
自治労剣淵町職員労働組合 南魚沼市職員労働組合連合会
自治労東峰村職員労働組合 南九州市職員労働組合
自治労遠軽町職員労働組合連合会 南さつま市役所職員労働組合
自治労遠賀町職員労働組合 箕輪町職員労働組合
自治労苫小牧市立病院職員組合 宮古市職員労働組合
自治労豊富町職員労働組合 宮崎県公営企業労働組合
自治労鳥栖市職員労働組合 宮崎県労働組合総連合
自治労那珂川町職員労働組合 宮崎公務公共一般労働組合
自治労中標津町職員労働組合連合会 宮崎法律事務員労働組合
自治労中津川市職員組合 三好市職員労働組合連合会
自治労はつかいちユニオン 民放労連関東地方連合会
自治労平取町職員労働組合 山形村職員労働組合
自治労広島県職員連合労働組合 山口県教職員組合
自治労広島県本部 山口県高等学校教員組合
自治労広島県本部福山市職員労働組合連合会 山口県労働組合総連合
自治労広島市労働組合 山ノ内町職員労働組合
自治労福岡県職員労働組合 横浜港湾労組協議会
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自治労福岡県職員労働組合朝倉支部 連合群馬安中地域協議会
自治労福岡県職員労働組合遠賀川支部 連合群馬藤岡地域協議会
自治労福岡県職員労働組合福岡支部 連合札幌清田区連合会
自治労福岡県職員労働組合本庁支部 連合札幌白石区連合会
自治労福津市職員労働組合 連合札幌西区連合会
自治労船橋市役所職員労働組合 連合長崎大東・壱岐・対馬地域協議会
自治労平群町職員労働組合 連合福岡・福岡地域協議会
自治労別海町職員労働組合 連合福岡北九州地域協議会
自治労北竜町職員労働組合 連合北海道石狩地域協議会
自治労北海道後志地方本部 連合北海道石狩地区連合
自治労北海道庁労働組合連合会胆振総支部 連合北海道札幌地区連合会
自治労北海道十勝地方本部 連合北海道札幌地区連合会東区連合会
自治労北海道桧山地方本部 連合北海道函館地区連合会
自治労北海道檜山地方本部青年婦人部 ろうきんセントラル労働組合
自治労北海道本部 労済労連全労済労働組合北日本総支部北海道支部
自治労北海道本部直属支部 私鉄総連十勝バス支部
自治労北海道本部渡島地方本部 塩釜市職員労働組合
自治労松阪市職員組合 化学一般関西地方本部
自治労松戸市清掃労働組合 岸和田市職員労働組合
自治労水巻町職員労働組合 宮城県教職員組合
自治労南島原市職員労働組合 宮城県教職員組合石巻支部
自治労三原市職員労働組合 宮城県社会福祉協議会労働組合
自治労美深町職員労働組合 近畿システム管理労働組合
自治労みやま市職員労働組合 金融労連近畿地方協議会
自治労森町職員労働組合 国鉄労働組合大阪地区本部
自治労屋久島町職員労働組合 国労奈良運輸分会
自治労柳川市職員労働組合 国労奈良工務分会
自治労八幡市職員労働組合 国労奈良電車区分会
自治労八女市職員労働組合 堺市職員労働組合
自治労四日市労働組合 埼葛北部地域労働組合連合会
自治労留寿都村役場職員組合 埼玉土建一般労働組合
自治労連　福岡公務・公共一般労働組合 埼玉土建一般労働組合加須支部
自治労連島根県事務所 埼玉土建一般労働組合久喜幸手支部
自治労全道庁労連後志総支部 埼玉土建一般労働組合新座支部
自動車共済労働組合 埼玉土建一般労働組合川口支部
芝原市役所職員組合 埼玉土建一般労働組合秩父支部
芝山町職員労働組合 埼玉土建一般労働組合中部支部
島根県教職員組合 埼玉土建一般労働組合朝志和支部
島根県高等学校教職員組合 埼玉土建一般労働組合比企西部支部
島根県公立高等学校教職員組合 自治労宮城県本部石巻市職員労働組合

島根県国民健康保険団体連合会職員労働組合
自治労宮城県本部石巻地区広域行政事務組合職員労働
組合

島根県県教職員組合障害児教育部 自治労宮城県本部直属支部
島根県職員連合労働組合 自治労連埼玉県本部
島根県労働組合総連合 所沢地区労働組合協議会
出版労連・出版情報関連ユニオン合同支部 吹田市水道労働組合
出版労連・出版情報関連ユニオンサポート支部 仙台市職員労働組合
出版労連・出版情報関連ユニオン西部支部 川越地方労働組合連絡協議会

出版労連・出版情報関連ユニオン専門誌紙支部
全国一般大阪府本部大阪自動車教習所労働組合高槻分
会分会長武田龍蔵

出版労連・出版情報関連ユニオン中部支部
全国一般労働組合大阪府本部大阪自動車教習所労働組
合

出版労連・出版情報関連ユニオン取次支部 全国自動車交通労働組合総連合会埼玉地方連絡会
出版労連・出版情報関連ユニオン派遣支部 全大阪労働組合総連合
出版労連・出版情報関連ユニオン北部支部 全日本自治団体労働組合宮城県本部
出版労連中部地域協議会 全日本自治団体労働組合宮城県本部女性部
城南衛生管理組合労働組合 全日本自治団体労働組合宮城県本部青年部
湘南地域労働組合総連合 全日本年金者組合大阪・住之江支部
消費生活相談員ユニオン石川 全労連・全国一般労働組合埼玉地方本部
情報労連群馬県協議会 全労連全国一般大阪府本部ファミリーマート労組
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情報労連札幌地区協議会 大阪ナースウェーブ実行委員会
情報労連徳島協議会 大阪医療労働組合連合会
情報労連函館地区協議会 大阪医療労働組合連合会個人加盟分会
白石町職員労働組合 大阪医療労働組合連合会書記局分会
信越化学労働組合磯部支部 大阪市役所労働組合

新発田市職員労働組合
大阪自治労連豊中市医療保健センター労働組合（かがや
く労働組合）

吹田市南吹田水道労働組合 大阪府関係職員労働組合
駿河銀行従業員組合 大阪府公務公共職員労働組合
生協労連コープみやざき労働組合 大阪府職員労働組合
政府関係法人労働組合連合群馬県地方連絡会議 大阪府立病院機構労働組合
関市職員労働組合連合会 辰野町職員労働組合
全建総連北海道建設労働組合連合会 登米市職員組合
全国一般愛媛地方労働組合 島根県県境職員組合学校事務職員部
全国一般徳島地方労働組合 島根県県境職員組合女性部
全国一般長野地方労働組合 島根県県境職員組合養護教員部
全国一般長野地方労働組合信州ジャパン自動車学校分 島根県県境職員組合幼稚部
全国一般長野地方労働組合信州ジャパン自動車学校分
会中津川支部

東京民医連労働組合南部医療支部

全国一般長野地方労働組合信州ジャパンユニオン分会 東京民医連労働組合南部医療支部品川分会
全国一般長野地方労働組合タカチホ分会 東北大学職員組合
全国一般三重地方労働組合 日本郵政グループ労働組合愛媛連絡協議会
全国一般労働組合福岡地方本部大牟田支部 日本郵政グループ労働組合香川連絡協議会
全国印刷出版産業労働組合総連合会東京地方連合会情
報印刷関連合同支部

日本郵政グループ労働組合群馬連絡協議会

全国社会保険診療報酬支払基金労働組合静岡支部 日本郵政グループ労働組合高知連絡協議会
全国福祉保育労働組合九州ブロック協議会 日本郵政グループ労働組合埼玉連絡協議会
全国福祉保育労働組合京都地方本部 日本郵政グループ労働組合四国地方本部
全国福祉保育労働組合福岡地方本部 日本郵政グループ労働組合信越地方本部
全国福祉保育労働組合北海道地方本部 日本郵政グループ労働組合千葉連絡協議会
全国港運海貨物流労組協議会 日本郵政グループ労働組合徳島連絡協議会
全国労働金庫労働組合連合会 日本郵政グループ労働組合栃木連絡協議会
全国労働組合連絡協議会女性委員会 日本郵政グループ労働組合長崎連絡協議会
全国労働組合連絡協議会東京協議会 日本郵政グループ労働組合新潟連絡協議会
全自交労組愛媛地方本部松山支部 日本郵政グループ労働組合東京地方本部多摩西連協

全司法労働組合島根支部
日本郵政グループ労働組合東京地方本部多摩東連絡協
議会

全自交北海道地方連合会 日本郵政グループ労働組合東京地方本部中央連絡協議

全統一労働組合天馬支部 日本郵政グループ労働組合東京地方本部西連絡協議会
全徳島建設労働組合 日本郵政グループ労働組合東京地方本部南連絡協議会
全日本建設交運一般労働組合秋田県本部 日本労働組合総連合会ＪＡＭ埼玉ボッシュ労働組合
全日本金属情報機器労働組合福岡地本 白石市職員組合
全日本自治国体労働組合福岡本部福岡県健康保険団体
連合労働組合

北陸電力集金検針労働組合

全日本自治団体労働組合 北陸電力労働組合石川県支部
全日本自治団体労働組合大分県本部 北陸電力労働組合石川中央分会
全日本自治団体労働組合鹿児島県本部 北陸電力労働組合加南分会
全日本自治団体労働組合岐阜県本部 北陸電力労働組合手取分会
全日本自治団体労働組合群馬県本部 北陸電力労働組合七尾大田火力分会
全日本自治団体労働組合島根県本部安来市職員労働組
合

北陸電力労働組合七尾分会

全日本自治団体労働組合北海道本部上川本部 北陸電力労働組合福井中央分会
全日本自治団体労働組合三重県本部

岩下法律事務所 千葉第一法律事務所
大川・村松・阪本法律事務所 馬車道法律事務所
大橋法律事務所 ひめじ市民法律事務所
熊本さくら法律事務所 福岡南法律事務所
神戸合同法律事務所 ふじもと法律事務所
埼玉総合法律事務所 弁護士尾崎俊之法律事務所
静岡法律事務所 弁護士法人大和

法律事務所
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第一法律事務所 むさしの森法律事務所

社会民主党新居浜総支部 社会民主党愛媛県連合西条総支部
社会民主党今治総支部 社会民主党第一区支部連合
社会民主党宇和島支部 日本共産党静岡県委員会
社会民主党愛媛県連合 日本共産党清庵地区委員会
社会民主党愛媛県連合宇和支部 日本共産党函館地区委員会
社会民主党愛媛県連合大洲支部 日本共産党埼玉西南地区委員会

その他
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名前 肩書き 名前 肩書き

古賀　めぐみ
（公財）関西消費者協会相談員 関西消
費者協会

長谷部光哉 東北税理士会秋田県支部連合会　会長

高橋信 愛知県平和委員会理事長 木村修二 土気九条の会
照田繁隆 石川県建築士会 後藤和昭 徳島市在住

塚田律夫 石川県建築士会 横井正人
特定非営利活動法人民族歌舞団こぶし
座理事長

長橋尚臣 石川県司法書士会会長 古川満寿子
特定非営利法人ウィメンズネット函館理
事長

潮津勇 石川県司法書士会副会長 五嶋敬子 とけ・九条の会
圓山　晃一郎 石川県司法書士会副会長 小林茂雄 塗装業
塩谷和人 石川県司法書士会理事 高橋悦子 砺波市在住の主婦
坪田克博 石川県司法書士会理事 神田恵 富山県砺波市在住
宮村直人 石川県司法書士会理事 石黒志帆 富山市在住
今井陽一 石川県司法書士会理事 久保忠孝 富山市在住

森脇建二
一般社団法人島根県経営者協会専務
理事

澤田恵美 富山市在住

恩村宏樹 医療法人社団恩村内科医院院長 澤田儀一 富山市在住
深沢文彦 医療法人神経科深沢医院理事長 邑井里子 富山市在住
中屋光雄 江木町クリニック院長 久保昭子 富山市在住　民生児童委員

伊藤泰司
大阪泉南地域のアスベスト団賠訴訟を
勝ち取る会事務局長

枡田憲二 長崎県労働者福祉協議会事務局長

大金正三 大宮生活と健康を守る会会長代行 早川奏 長野県在住
佐々木豊 大宮民主商工会事務局長 早川泰代 長野県在住
松尾哲也 大牟田市議会議員 柳澤清 長野県在住
平山光子 大牟田市議会議員 柳沢亘 長野県在住
古庄和秀 大牟田市議会議員 吉岡金治 長野県在住
森田義孝 大牟田市議会議員 柳澤祐介 長野県在住
井口亮一 小川町議会議員 柳澤宏美 長野県在住
岩田和雄 桶川北本民主商工会事務局長 出沢広宣 中野市在住
橋枝篤志 帯広商工会議所専務理事 早川幹浩 長野市在住
柳田雅久 川口生活と健康を守る会会長 柳澤由美子 長野市在住
葛貫重治 川越生活と健康を守る会長 吉岡利子 長野市在住
前野育三 関西学院大学名誉教授 佐藤好男 新潟市在中
金井珠美 きさらづ市民ネットワーク代表 伊藤努 新座市在住
赤松秀岳 九州大学法科大学院長 渡中　悦子 西大和団地自治会事務局長

元氏克己
釧路商工会議所地域振興部経営者相
談課長

三上　忠男 西大和団地自治会副会長

本間善博 釧路商工会議所地域振興部長 碇光男 日産自動車九州（株）W43所属
真下治之 群馬県学校生活協同組合理事長 渡辺浩美 日本共産党静岡県委員会書記長

利元克巳
憲法と平和を守る広島共同センター事
務局長
ヒロシマ革新懇事務局長

山村糸子 日本共産党静岡県委員長

小松平内 公証人（元裁判官） 岡田敏男 日本公認会計士協会千葉県会　会長
井上英明 小松民主商工会事務局長 山本和也 日本国民救援会北九州総支部事務局

石塚幾子 札幌東部民主商工会 大木　弘毅 日本生協連九州地連事務局長
日下部由美子 札幌東部民主商工会 稲垣正策 函館キリスト者平和の会世話人
工藤都美子 札幌東部民主商工会 奥山潤一 函館市在住
武田菖子 札幌東部民主商工会 橋爪毅 橋爪外科胃腸科医院院長
小名玲子 札幌東部民主商工会 八江正光 八江農業（株）代表取締役
丸山わき子 市議会議員 林あつ子 林歯科医院院長
林克 静岡県評議長 戸口　佐一 原市団地自治会副会長
木野忠 静岡県平和委員会代表委員 平田なぎさ 反貧困ネット北海道事務局
榛葉悦郎 静岡県平和委員会理事長 日暮光 美容室「今日あるくみち」事業主
角田淳二 自治労士幌町職員組合執行委員長 日暮百合子 美容室「今日あるくみち」従業員
田中剛巳 自治労北海道十勝地方本部執行委員 牧野サヨ子 広島市中区華新懇代表世話人

川村哲也
自治労北海道本部渡島地方本部執行
委員長

深澤　利之 ふかさわ小児科医院院長　医師

津森信弘
全日本年金者組合宮崎県本部執行委
員長

伊藤　正美
福岡県北越後地域労働者福祉協議会
事務次長

小森幸雄
筑紫・朝倉地域労働者福祉協議会事務
局長

近藤美恵子 福祉職場の職員の看護師
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入江晶子 千葉県議会議員 福本和夫
福本歯科医院院長（城東区歯科医師会
相談役）

山本友子 千葉県議会議員（市民ネットワーク） 毎熊滋 不動産賃貸業
山田京子 千葉県議会議員（市民ネットワーク） 寺岡武志 船橋市法典９条の会　副会長

後藤道宣
千葉県労働者福祉協議会八千代地区
会長

成川雄一
平和を願う千葉県美術の会　代表
「九条の会」を支持する美術家・美術愛
好家千葉の会　代表

菅井義夫 日本高齢・退職者団体連合 相本茉樹 弁護士
筑田智巳 函館民主商工会事務局長 有友理裕 弁護士
杉山卓夫 布川事件　冤罪被害者 池田礼 弁護士
桜井昌司 布川事件　冤罪被害者 今野久子 弁護士
大橋克己 福岡県議会議員 太田悠史 弁護士
椛島徳博 福岡県議会議員 小川英之 弁護士
大原始 福岡県労働者福祉協議会専務理事 佐伯晶子 弁護士
小森伸一 福岡地域労働者福祉協議会会長 柴田勝次 弁護士
桑原忠志 福岡地域労働者福祉協議会事務局長 高野由雄 弁護士
佐藤秀人 ふじみ野市生活と健康を守る会事務局 廣野聡 弁護士
森野俊彦 弁護士・元裁判官（元福岡高裁部） 福島重雄 弁護士
前濱喜代美 北海道生活協同組合連合会事務局次 山本毅 弁護士
河内進策 宮崎大学名誉教授 河野正樹 弁護士
竹原キヨミ 武蔵村山市議会議員 水上博喜 弁護士
岡文夫 元裁判官 森徹 弁護士
青野　平 元裁判官 重富智雄 弁護士
仲戸川隆人 元裁判官（現弁護士） 山崎純一郎 弁護士
藤井彰 山口県司法書士会会長 轟 道弘 弁護士
大谷順子 四街道市議会議員 久保田嘉信 弁護士
保田哲行 連合福岡・福岡地域協議会議長 笹倉拓人 弁護士
高橋達郎 宮城県教職員組合執行委員長 大島　智子 弁護士
千葉幸夫 宮城県行政書士会　副会長 水口雅資 弁護士
中本奈美 宮城県行政書士会　副会長 寒竹剛 弁護士
髙橋　眞 宮城県行政書士会　副会長 三好登志行 弁護士
虎川太郎 宮城県生活と健康を守る会連合会　会 古屋時洋 弁護士
岡田加一郎 埼葛北部地域労働組合連合会議長 椛島敏雅 弁護士
青井克夫 松島医療生活協同組合専務理事 黒木賢太郎 弁護士

三浦貴司
生活協同組合連合会　大学生活協同組
合東北事業連合　専務理事

後藤崇 弁護士

山脇武治 仙台生活と健康を守る会協議会　会長 坂田知範 弁護士

田畑文男
川越地方労働組合連絡協議会労働対
策部長

鈴木亜佐美 弁護士

長谷川公一 東北大学大学院文学研究科教授 住吉昭二 弁護士
岩崎　富士子 連合大阪 武本夕香子 弁護士
川崎　良樹 連合大阪 藤本哲也 弁護士
永野　有紀 連合大阪 山田力 弁護士
吉田　京子 連合大阪 吉江仁子 弁護士
久保　真光 連合大阪 米村有香 弁護士
佐伯　昭子 連合大阪 光永享央 弁護士
坂本　博儀 連合大阪 勅使河原安夫 弁護士
山本　修 連合大阪 嶋本　敦 弁護士
村田　憲彦 連合大阪 北島健太郎 弁護士
多賀　雅彦 連合大阪 徳岡宏一郎 弁護士
大塚　義彦 連合大阪 中尾哲朗 弁護士
朝田　康子 連合大阪 山崎典久 弁護士
島本　麻奈美 連合大阪 伊藤亜希子 弁護士
北森　稔 連合大阪 宇部雄介 弁護士
井尻　雅之 連合大阪副事務局長 川邉みぎわ 弁護士

尾崎初代
「よみがえれ！有明海訴訟」を支援する
東京首都圏の会

中矢裕生 弁護士

吉田素子 市民オンブズマン北九州代表幹事 団野克己 弁護士
藤本ひろみ 市民ネットワークかしわ代表 望月　彬史 弁護士
鬼塚尚子 市民ネットワーク千葉・いなば代表 竹田進之介 弁護士（新６５期）
山崎邦子 市民ネットワークちば・中央代表 井戸謙一 弁護士（元裁判官）
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槇啓巳子 市民ネットワーク千葉県（広報室長） 福島　重雄 弁護士(元裁判官)
竹内悦子 市民ネットワーク千葉県共同代表 石村太郎 弁護士・山口少年友の会　会長
関根由紀世 市民ネットワーク千葉県事務局長 山内康伸 弁理士

小室美枝子
市民ネットワークのだ代理人（市議会議
員）

鎌田広明 法科大学院卒生

伴昭彦 弁護士・学校法人新潟明訓学校理事長 本多恵美 法律事務所職員
井村淳一 丸橋商事（株）業務統括本部長 石川大介 保証協会サービサー調査役
白川正俊 行橋市在住 山崎航平 北海道青年革新懇

舟橋一良
株式会社埼玉映画文化協会事業部代
表取締役

田畑　かおる 北海道日高郡新ひだか町静内在住

野本勉 埼玉土建一般労働組合加須支部支部 酒井庸 松山競輪労組執行委員長

水上登代
埼玉土建一般労働組合久喜幸手支部
代表者

神原太一 丸亀法律事務所

鈴木幸二
埼玉土建一般労働組合川口支部支部
長

塚谷浩嘉
瑞波市職員労働組合連合会　執行委員
長

田澤達好
埼玉土建一般労働組合朝志和支部支
部長

佐川嘉正 宮崎県AALA連帯委員会事務局長

林博義
全労連・全国一般労働組合埼玉地方本
部執行委員長

釘元　英俊 宮崎県公営企業労働組合　執行委員長

村井伸夫 総主事 山田　希一郎 宮崎県労働組合総連合　議長
丸一浩貴 第６７期司法修習生 谷口　陽子 宮崎県労働組合総連合　事務局次長
小関俊夫 農業 江良　尚裕 宮崎県労働組合総連合　副議長

今岡正一 公認会計士 末吉　謙三郎
宮崎公務公共一般労働組合　執行委員
長

小倉正人 小倉法律事務所　弁護士 宮前和彰 宮前和彰
井口鈴子 司法書士 伊藤哲夫 無職
山本武司 司法書士 高野國光 無職
角倉好子 司法書士事務所事務員 下川征男 無職
登坂友子 司法書士事務所職員 濱田久恵 無職（年金生活者）
安達和伸 島根県土地家屋調査士会会長 林田秀治 無職／福島県いわき市在住
児島理子 小児科医師 三橋　能弘 薬学博士
木村雅子 税理士 矢ヶ部広巳 柳川市議
柴田せつ子 千葉民医連看護士 荒屋英樹 柳川市議会議員
石田幸 土地家屋調査士 小口一策 山梨県中小企業診断士
杉島逸朗 土地家屋調査士 土屋富治 山梨県中小企業診断士協会副会長
長野武 土地家屋調査士 白倉信司 山梨県中小企業診断士協会副会長
南口誠 土地家屋調査士 松本美紀子 横浜市在住
渡辺義正 土地家屋調査士 松本直也 横浜市在住
中村秀吉 土地家屋調査士 西内　毅 丸紅ファッションリンク（株）社長付
森本浩 不動産鑑定士 鎌田隆光 宮城県土地家屋調査士会会長
粟野瑞夫 司法書士 西内　多恵子
小野富士男 司法書士 西内　ももこ
大室史夫 司法書士 浅野康平
齋藤　敬 司法書士 伊藤繁子
千葉　浩 司法書士事務所　代表 稲葉利夫
宮澤義雄 税理士 木村牧子
柳渕勝一 柳渕司法書士事務所　所長 熊崎淳子
佐藤　哲也 CF鶴瀬自治会　会長 佐々木靖子

柳川昭二
ＮＴＴビジネスソリューションズ諫早営業
支店長

関周蔵

山本良二 間司区在住　会社員 釣田修市
前川峰生 愛知県春日井市在住 土屋たい子
前川久美子 愛知県春日井市在住 中沢総
那須國宏 愛知県弁護士会所属　弁護士 中島芳子
小柳由里子 青葉クリニック院長 中田好江
千葉一明 秋田県行政書士会　会長 林田博史

小玉久則
秋田県司法書士会理事，法テラス秋田
地方事務所副所長

日暮廉

越後屋建一 秋田県労連事務局長 松原清子
小松さよ子 アフラック代理店店主 山内恵美子
荒武　教和 荒武税理士 山城正一
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伊藤陽子 新座市在住 高橋民子
廣渡雅也 諫早印刷（株）代表取締役 大原英範
竹下伸吾 諫早市在住 島津昌弘
中道節也 諫早市在住 上野明子
唐澤正 石川県司法書士会　理事 奥田一貴
津田晃 石川県司法書士会員 大塚昌尚
桑田尚子 いちはら市民ネットワーク代表 大塚玲子
原田万言彦 一般社団法人長崎国際理事総支配人 渥美崇

岩本聖史
一般社団法人北海道中小企業家同友
会　とかち支部事務局長

大屋徹

藤本俊春 稲荷神社宮司 小岩毅士
辻奈穂美 射水市在住 須藤隆仙
高橋　正己 医療生協さいたま　企画部長 田中龍一郎
岡本　泉 医療生協さいたま　常務理事 土田尚義
斉藤　民紀 医療生協さいたま　専務理事 永民実
高藤　美和子 医療生協さいたま　本部専務 久野和子

牛渡　君江
医療生協さいたま　理事　看護分野統
括部長

三木裕子

渡部基久 医療ソーシャルワーカー 水上末二
西川浩子 上田市在住 米山一彦
上野　吉伸 上野吉伸税理士事務所　所長 瀬戸間昇
野田山　敬子 エフコープ生活協同組合　非常勤役員 瀬戸間優子
本田抄子 会社員 北城頼雄
野中由紀子 会社員 村上充宏
美藤　啓二 会社員 南野博
前秀雄 会社員 南俊博
高野文雄 会社員 漁見茂夫
平林孝子 会社員 松蔭盛美
近藤文洋 会社員 井出大二
大久保徳枝 会社員 池田光利
三船圭介 会社役員 上野英剛
三船幸恵 会社役員 北島和夫
三船勝二 会社役員 小柳信一郎
笹栗守 会社役員 秀山達也
松原究 会社役員 鳥山紀男
下釜貞志 会社役員 村田省三
前田俊彦 会社役員 新谷　佳嵩
久保元治 会社役員 結城新太郎
森永房芳 会社役員 結城匡啓
有吉美知子 会社役員 結城智恵子
尹志彦 会社役員　岡崎市在住 小野寺由紀子
西本昭治 会社役員（取締役） 波田池利子
甲斐　秀康 甲斐秀康税理士事務所　税理士 中谷明日香

高塚一成
画家・さくら志津憲法９条を守りたい会
世話人・共同代表

神田一美

杉山友彦 掛川市在住 神田詠守
渡邉起造 柏市南部九条の会代表世話人 神田孝春
前川達也 春日井市在住 神田みなみ
片山洋 片山皮膚科医院院長 三根幸代
桂川一人 株式会社桂川蒲鉾代表取締役 市川千代
長江圭爾 株式会社昭和堂　常務取締役 前川銑一
菅原眞博 （株）菅原取締役会長 前川久代
栄田元信 （株）地建設計代表取締役 前川悠実
藤川清 （株）ふじ技建取締役 前川晃祐
山田和弘 （株）山田石油代表取締役 早川明美
西村　由美子 川越母親大会実行委員会 早川孝男
川島崇 川島内科クリニック院長 伊藤純子
神田敬子 神田歯科医院理事 伊藤美代乃
八東鈴江 北九州市在住 前川知穂
三好昌次郎 北九州市在住 宮下佳樹
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杉田亮 北九州市在住 宮下悦子
佐藤　利彦 北本団地自治会　会長 宮下華歌
高橋　清明 北本団地自治会運営委員 宮下真綺
竹内　謙治 九州大学大学院法学研究院・准教授 宮下莉緒
清水章秀 九州リサーチセンター代表 仁科里佳子
木村　洋三 九州労働金庫　福岡県本部　副本部長 仁科圭右
長野　豊喜 九州労働金庫　本店営業部　部長 仁科有稀
大塚久司 教員 仁科恵敏
出口祥啓 教授（徳島大学） 仁科里美
黒田麻里 葛山市在住 仁科志保
前田博明 靴のまえだ代表 仁科盛次郎
石川由美 建設会社　不動産部 武内基行
林　信好 公団地域コミュニティー委員会会長 武内美栄
堀田義盛 公務員 武内花鈴
保雄一郎 高齢者福祉施設事務課長 武内友弥
丸山　道子 コープみらい会員 山本佳代子
茅野涼一 国民救援会兵庫県本部　副会長 山本秀雄
小園　健一郎 小園健一郎税理士事務所 徳武邦代
小林靖明 小林呉服店　代表者 徳武佳実
船橋一良 埼玉映画文化協会事業部代表取締役 徳武篤
長谷川　峰子 埼玉消団連事務局 佐藤かおり
倉内　妙子 埼玉県生活協同組合連合会 佐藤蒼子
滝澤　玲子 埼玉県生協ネットワーク協議会 小林繁子
大嶋　康生 埼玉県生協連 小出あや
永友　悦子 埼玉県生協連 小出芽依
安藤　良子 埼玉県生協連 小出真子
田中　瑞恵 埼玉県生協連 小出百音
岩岡　宏保 埼玉県生協連 町田亜砂子
針生　圭吉 埼玉県生協連・参与 町田千秋
根岸　章 埼玉県生協連事務局長 町田幸音
田中清隆 埼玉県ふじみ野市在住 早川真衣
増永　哲士 埼玉県民主医療機関連合会　事務局長 伊藤怜央
福岡　三輪子 埼玉消団連 伊藤弥生
川上　豊子 埼玉母親大会連絡会事務局長 伊藤冬樹
宮前　やす 埼玉母親大会連絡会代表委員 伊藤柚香
宮原　ひろ子 坂戸鶴ヶ島母親連絡会 新谷逸也

前田銀子
さくら・志津・憲法９条を守りたい会世話
人

新谷静香

加藤典子 桜区生活と健康を守る会事務局長 新谷陽樹
佐野　保 佐野税理士事務所　税理士 新谷花梨
牧野　安雄 狭山団地自治会　会長 富井久子
新福美代子 自営業 富井穂
岡野浩昭 自営業 富井奈菜実
佐藤文夫 詩人会　顧問（詩人・民謡研究家） 富井修
穴久保里奈 静岡市在住 富井千鶴
星野範秀 施設長 佐野澄博
松本譲 司法書士 佐野茂
河内隆雄 司法書士 市川ユミ子
原由紀子 事務員 市川三代
宮崎瑞希 事務員 市川幸夫
中野綾子 事務職 徳竹まさ子
水田純子 事務職 徳竹直子
青木達人 事務長 徳竹敏彦
徃住綾 ジャーナリスト 徳竹真一
山崎稔 社会福祉法人　わたげのほし　理事長 徳竹正
岩城秦基 社民党宇和島支部長 塚川貞市
黒田義敬 十八銀行諫早支店支店長 塚川たまえ
林孝子 主婦 丸山今朝文
堀田まゆみ 主婦 丸山富子
三好良子 主婦 雫田佑樹
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小林春美 主婦 雫田清子
島村　桂子 主婦 雫田善彦
及川久美子 主婦 吉田里美
日笠　大 商工会議所青年部ビジネス研修委員長 鳥川陽子
飯山庄藏 翔写真事務所代表 山崎公子
河野誠 消費者行政充実ネットちば・代表幹事 山崎直木
秋山志津 消費者支援ネット北海道事務局員 小山茂
高橋一枝 消費者支援ネット北海道事務局員 岩永明子
吉尾晴子 消費者支援ネット北海道事務局員 竹内謙生

大嶋明子
消費者支援ネット北海道事務局事務局
長

小田誠

徳永智子 消費生活相談員 石田猛
指方裕美 消費生活相談員 大森多恵子
福永正 情報労連 滝沢節子
手塚広友 情報労連幹事 高橋成治
谷本智 情報労連事務局長 山崎貴子
高橋一正 自立援助ホーム「フクロウの家」ホーム 小宮山恭子
深澤　侃子 新日本婦人の会朝霞支部代表 小宮山義幸
佐藤　訓子 新日本婦人の会岩槻支部 中村誠
菅原順子 新日本婦人の会新ひだか支部事務局 中村ひろ子
工藤時子 新日本婦人の会函館支部前支部長 中村智佳子
谷園子 新日本婦人の会道本部委員 高橋マサ子
向山尚子 声楽家 田中みつ江

屋野進
清潔であたたかい民主県政を作る会専
務理事

橋本茂子

西谷裕幸 税理士 藤田かおり
富永　裕紀 税理士 鈴木トシエ
城　寛 税理士 宮崎茂巳
馬崎　進 税理士 仁科孝彬
見島　昭二 税理士 鎌田克己
津山　忠雄 税理士 鎌田信子
児玉　正 税理士 鍛冶政晴
甲佐　敬 税理士 平井利子
後藤　賢吾 税理士 数藤昌子
湯地　正信 税理士 伊勢敏子
濱田　光豊 税理士 渡部あゆみ

池田佳子
全国公害被害者総行動実行委員会事
務局

齋田マサ江

大越宏樹
全国公害被害者総行動実行委員会事
務局

渡部公美子

田中喜三男
全日本建設交運一般労働組合秋田県
本部　書記長

大谷みつ江

高橋信雄
全日本年金者組合広島県本部執行委
員長

金山紀子

塚田博 全日本年金者組合広島県本部書記長 石垣照夫
浅見譲治 全労済リブス労働組合 掛川智子
志貴景悟 全労済リブス労働組合 熊手正幸
武田修 全労済労働組合　愛媛支部書記長 山嶋和雄
堀田祥生 大学生 林家治
八田彰 代表社員 川根学
毎熊敦 代表取締役 佐藤良夫
根来博文 代表取締役社長 花澤智子
冨岡啓一 高岡市在住 吉田信子
冨岡ルミ 高岡市在住 萩原幸子
滝澤修一 滝澤修一法律事務所　所長 飯尾良子
岩下　正三 田島団地自治会・事務局長 白石千里
大村廣昭 たちばな信用金庫理事長 須田聡恵
坂下由起 立山町在住 永松とし

佐藤俊光
千葉県医療労働組合連合会副執行委
員長

畠田晶生

中河三男 千葉県佐倉市在住 田川雅子
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中河聿 千葉県佐倉市在住 田川哲夫
阿井公夫 千葉県生活と健康を守る会副会長 北周士
遠藤すえ子 千葉市緑区在住 工藤　孝之
安藤晋介 千葉土建野田支部　書記 工藤　恵子

早川康平
千葉土建野田支部　書記次長　柏市在
住

岡本　裕美

黒澤広顕 千葉土建野田支部　書記長 小原　祥子
上野充弘 千葉労連東葛ユニオン書記長 遠藤　千賀子
久保忠彦 地本・安川合同副委員長(委員長代理) 里美　好美
山本　洋子 地本団地自治会 二見　正憲
清水絹代 中央労働金庫野田支店 古川　加代子
根岸真由美 中央労働金庫野田支店 池田　弓子
知久田由美子 中央労働金庫野田支店 阿南　マチ子
斉藤祥子 中央労働金庫野田支店 田中　昌子
塚田健 中央労働金庫野田支店 原田　芳恵
木下寛夫 中央労働金庫野田支店 美口　千枝子
鈴木貴子 中央労働金庫野田支店 峯岸　直子
松田志津代 中央労働金庫野田支店 広瀬　晴日
藤原千津子 中央労働金庫野田支店 上野栄子
岡本静華 中央労働金庫野田支店 土田保次
三代田静香 中央労働金庫野田支店 笠松はるえ
中山利之 中央労働金庫野田支店職員 北川タケ子
佐藤大祐 中央労働金庫野田支店職員 田畑弘子
飯野厚子 中央労働金庫野田支店職員 川合○智子
遠藤登子 中央労働金庫野田支店職員 高橋恵子
菅原竜也 中央労働金庫野田支店職員 倉林　竹好
須田真平 中央労働金庫野田支店職員 池隅　剛志
氏原裕美 中央労働金庫野田支店職員 松本　竹生
齋藤学 中央労働金庫野田支店職員 松尾　計一
土井真理 中央労働金庫野田支店職員 橋本　好文
小田富弘 通信産業労働組合 池田　歩美
中島光夫 通信産業労働組合員 一木　麻衣子
内山雄二 通信労組静岡支部 本郷　亜希子
武田宏子 土気九条の会 待鳥　亜紀子
石川正 土気九条の会 遠藤　禎幸
石川玲子 土気九条の会 高島　喜信
緑川利治 土気九条の会 豊福　明子
小泉史子 土気九条の会 樋口　公一
遠藤ミイ 土気九条の会 永田　孝子
小林清吉 土気九条の会 久保　しのぶ
須田邦二 土気九条の会世話人 上野　茂伸
大野隆夫 津和野九条の会　世話人 小四郎丸武
富山裕美 東京北区在住
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