宗教者共同声明

戦没者の遺骨が含まれている土砂を
辺野古新基地建設に使わせてはなりません
２０２０年１２月１０日発表

「戦没者の遺骨がまじった土砂を辺野古新基地建設に使うなんて、死者への冒涜
です」
「戦争で亡くなった人の遺骨を、土砂と一緒に軍事基地を造るための埋め立てに
使ってはならない」
こう訴え、憤るのは、沖縄戦犠牲者の遺骨を三十八年間、収集してきた沖縄戦遺
骨収集ボランティア「ガマフヤー」代表の具志堅隆松さんです。
沖縄戦でお亡くなりになられた方々の遺骨が収集されないまま、土砂と一緒に、
辺野古新基地建設の埋め立てに使われようとしています。
これは、防衛省がこの４月に、公有水面埋立法に基づき、設計変更を沖縄県に申
請した結果、埋め立てに使う土砂の採取地として現行計画にない沖縄本島南部が追
加されたためです。本島南部には、今でも多くの遺骨が残存しています。
遺骨は死者の尊厳をあらわすものです。遺骨をないがしろにすれば、死者の尊厳
を踏みにじることになるでしょう。命を尊ぶ宗教者として、これを許すことはでき
ません。戦争で命を奪われた方々の遺骨を軍事基地建設に利用しないでください。
戦争犠牲者への尊厳の念をもって、菅義偉首相は、ただちに沖縄本島南部地域か
らの土砂の採取を中止すべきです。
今、菅義偉首相が、真っ先に優先すべきことは、遺骨の収集であり、遺骨を遺族
の方々に一日も早くお返しすることです。
物言わぬ遺骨とその魂の叫びは、「遺骨を助けてほしい」と私たちに迫っており
ます。
戦没者の遺骨が含まれている土砂を戦争のための基地建設に使ってはなりませ
ん。これは、戦没者を二度殺すことと同じなのです。
私たち宗教者は、辺野古新基地建設のため、沖縄戦激戦地の土砂使用計画をただ
ちに撤回し、沖縄戦犠牲者の遺族の方々に謝罪することを菅首相に強く求めるもの
であります。
呼びかけ団体（６団体）
辺野古に新基地を造らせない島ぐるみ宗教者の会
日本宗教者平和協議会
基地のない沖縄をめざす宗教者の集い
日本カトリック正義と平和協議会
平和を実現するキリスト者ネット
平和をつくり出す宗教者ネット

第１次集約 （２０２０年１２月１０日）
賛同団体（１６団体）
宗教者九条の和
愛知宗教者平和の会
お題目九条の会
京都被爆者二世の会
京都被爆者婦人会
群馬諸宗教者の集い
神戸子どもを守る会
新日本婦人の会神戸西いぶき班
空知真宗教団連合
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長野県念仏者九条の会
念仏者九条の会
日本山妙法寺大僧伽
日本ＹＷＣＡ
兵庫の「語りつごう戦争」展の会
フォーラム平和・人権・環境
北海道宗教者平和協議会
沖縄県内の賛同者（５４名）
ウェイン・バーント（カトリック那覇教区司教）
内間 清晴（沖縄キリスト教平和総合研究所所長）
海勢頭 豊（平安座島神人・ミュージシャン）
渡嘉敷ヨシ（辺野古神人）
高里 鈴代（基地・軍隊を許さない行動する女たちの会）
宮城 凉子（聖クララ会与那原修道院修道者）
上原 榮正（日本聖公会沖縄教区主教）
石原 絹子（日本聖公会沖縄教区司祭）
富本 盛彦（日本聖公会沖縄教区人権問題担当者）
糸洲のぶ子（沖縄ＹＷＣＡ会長）
大城美代子（沖縄 YMCA 会員）
比嘉 政子（聖クララ会与那原修道院修道者）
平良
修（日本キリスト教団牧師）
島田 善次（日本キリスト教会宜野湾教会牧師）
金井
創（日本キリスト教団佐敷教会牧師）
友寄 隆治（石川キリストの教会牧師）
翁長 良明（名護・宮里キリストの教会牧師）
神谷 武宏（普天間バプテスト教会牧師 普天間・緑ヶ丘保育園園長）
國分 美生（バプテスト教会牧師）
瑞慶山道弘（宮古バプテスト教会牧師）
瑞慶山麗子（宮古バプテスト教会牧師）
岡田 有右（新都心キリスト教会牧師）
岡田富美子（新都心キリスト教会）
花城 静子（日本キリスト教団那覇相愛伝道所牧師）
羽柴
禎（日本キリスト教団名護伝道所牧師）
饒平名長秀（沖縄バプテスト連盟神愛バプテスト教会牧師）
寺澤 征一（西原新生バプテスト教会牧師）
久保 礼子（日本キリスト教団よきサマリア人伝道所牧師）
尾毛佳靖子（日本キリスト教団宮古島伝道所牧師）
中村 普作（日本キリスト教団宮古島伝道所信徒）
川越
弘（日本キリスト教会沖縄伝道所牧師）
鐘ヶ江晴彦（日本キリスト教団うふさと伝道所信徒）
前田
潤（インマヌエル糸満キリスト教会信徒）
伊禮 栄子（ローズハウス・レイ主宰 キリスト教信徒）
坂口 聖子（日本キリスト教団牧師）
大城 松健（カトリック名護教会信徒・ギタリスト）
伊佐 育子（カトリック名護教会信徒）
長谷
暢（真宗大谷派僧侶）
知花 一昌（真宗大谷派僧侶・何我寺道場主）
釋
海楽（真宗大谷派僧侶・来眞那庵主）
宮城 親照（浄土宗楽邦寺住職）
日沢 是良（日蓮宗法華経寺住職）
黒柳 堯憲（日蓮宗辺野古法華道場主）
鴨下 祐一（日本山妙法寺沖縄道場僧侶）
相原 更紗（日本山妙法寺沖縄道場信徒）
谷
大二（カトリック教会名誉司教）
岡田 弘隆（真言宗糸満長谷寺住職）
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平田
田盛
田盛
島尻
金城
金城
金城

大海（日本山妙法寺信徒）
一雄（石垣島キリスト教会）
道世（石垣島キリスト教会）
幸恵（石垣島キリスト教会）
道子石垣島キリスト教会）
永篤（石垣島キリスト教会）
愛子（石垣島キリスト教会）

沖縄県外の賛同者（２５３名）
（仏教 ６１名）
青柳 晃敬（天台宗安養寺住職）
浅野 本陽（日蓮宗僧侶）
雨森 真一（真宗大谷派僧侶）
荒川 庸生（日本宗教者平和協議会代表理事・真宗大谷派僧侶）
石川 勇吉（浄土真宗僧侶）
石黒 友大（お題目九条の会会長）
市川 隆子（日本山妙法寺僧侶）
今井 行康（日本山妙法寺大僧伽首座代務者）
伊藤 義貫（日蓮宗僧侶）
今中 妙信（日本山妙法寺僧侶）
植田 観龍（日蓮宗一乗院住職）
江上
彰（日本山妙法寺僧侶）
大河内秀人（浄土宗 見樹院住職）
大西 邦明（日本山妙法寺僧侶）
岡田 隆法（真言宗豊山派 泉福寺住職）
小武 正教（念仏者九条の会 共同代表）
小野 文珖（日蓮宗僧侶）
小野 正遠（日蓮宗僧侶）
加藤
剛（愛知宗教者平和の会会員）
加藤 俊生（真言宗豊山派石手寺住職）
河合 利政（真宗大谷派西乗寺住職）
岸田 正博（真言宗僧侶）
木津 博充（日本山妙法寺僧侶）
行徳 日真（日本山妙法寺僧侶）
古河 良晧（日蓮宗常圓寺住職）
齋藤 昭俊（大正大学名誉教授・真言宗寶蓮寺住職）
佐々木祐恵（愛知宗教者平和の会事務局長・真宗大谷派僧侶）
坂本 妙春（日本山妙法寺僧侶）
佐藤 達馬（日本山妙法寺僧侶）
佐藤 建次（日本山妙法寺僧侶）
佐藤 妙修（日蓮宗僧侶）
城山 大賢（浄土真宗本願寺派 報正寺住職）
新間 智孝（日蓮宗妙法華院住職）
末吉 淳周（日蓮宗久本院住職）
末吉 央伯（日蓮宗久本院修徒）
對月 慈照（真宗大谷派９条の会・長浜）
高本 吉久（日本山妙法寺僧侶）
武田 隆雄（日本山妙法寺僧侶）
田中 徳雲（曹洞宗同慶寺住職）
千葉 智美（真宗大谷派僧侶）
殿平
真（空知真宗教団連合理事長）
殿平 善彦（北海道宗教者平和協議会理事長）
中津 公雄（四国霊場第十二番 鶴林寺住職）
長濱 和利（日本山妙法寺僧侶）
野田 尚道（曹洞宗新潟県東岸寺住職）
八反田みどり（日本山妙法寺僧侶）
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広瀬
務（浄土真宗僧侶）
藤井 寛清（日蓮宗僧侶）
藤井 照源（日蓮宗僧侶）
藤原 節子（日本山妙法寺僧侶）
前田 義朗（真宗大谷派僧侶）
前原 孝子（日本山妙法寺僧侶）
松尾美智子（日本山妙法寺僧侶）
松永 寿康（日蓮宗僧侶）
宮城 泰年（聖護院門跡門主）
三好 龍孝（日蓮宗本澄寺住職）
村上 行蘇（日本山妙法寺僧侶）
矢向 由季（日本山妙法寺僧侶）
山崎 龍明（浄土真宗本願寺派法善寺前住職）
山口 紀洋（日蓮宗僧侶・弁護士）
尹
丁九（浄土真宗本願寺派一乗寺僧侶）
吉田 弘子（日本山妙法寺僧侶）
（カトリック １４６名）
高見 三明（カトリック長崎大司教区大司教）
菊地
功（カトリック東京大司教区大司教）
松浦 悟郎（カトリック司教）
浜口 末男（カトリック大分教区司教）
白浜
満（カトリック広島教区司教）
ヨゼフアベイヤ（カトリック福岡教区司教）
成井 大介（カトリック新潟教区司教）
阿久津玲子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
阿久根政子（ショファイユの幼きイエズス修道会シスター）
阿部 光子（援助修道会シスター）
天野 洋子（援助修道会シスター）
新井 宏子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
粟本 晃子（援助修道会シスター）
飯島喜久江（ベリス・メルセス宣教修道女会シスター）
石川 治子（聖心侍女会シスター）
石塚日佐子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター
伊従 直子（ベリス・メルセス宣教修道女会シスター）
井上八重子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
猪熊 直美（カルメル修道会シスター）
猪口 大記（カトリック司祭）
植山 由紀（カルメル修道会シスター）
内田
雅（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
梅木 陽子（ショファイユの幼きイエズス修道会シスター）
梅崎 隆一（聖クラレチア宣教会神父）
尹
兌榮（カトリック司祭）
大木マリヤ（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
大倉 一美（カトリック司祭）
大田伊杜子（援助修道会シスター）
大西 房子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
大橋登美子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
大房 邦子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
小川 紘子（ショファイユの幼きイエズス修道会シスター）
荻 喜代治（カトリック司祭）
長
美喜（聖母被昇天修道会シスター）
小沢 京子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
織田 協子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
小田美津江（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
鍵山 悦子（カルメル修道会シスター）
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笠原 洋子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
笠松 儀子（ベリス・メルセス宣教修道女会シスター）
片岡 圭子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
金澤 景子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
亀嶋ひろみ（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
鹿山ミエ子（マリア布教宣教修道会シスター）
川邨 裕明（カトリック司祭）
金
起煥（カトリック司祭）
金
銀河（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
工藤 美子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
久保 裕己（カトリック司祭）
国枝 洋子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
黒川 栄子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
黒田小夜子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
桑川 菊美（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
マリア・コラレス（聖母被昇天修道会シスター）
肥塚 侾司（カトリック司祭）
小林 清子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
斉藤 眞仁（カトリック司祭）
斎藤 泰子（ベリス・メルセス宣教修道女会シスター）
斉藤ハツエ（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
佐藤 達郎（カトリック修道士）
佐藤 朋子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
佐藤 雅子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
佐野 浩子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
塩塚 俊子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
塩谷 惇子（聖心侍女修道会シスター）
重藤悠美子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
清水 靖子（ベリス・メルセス宣教修道女会シスター）
島村 哲子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
下瀬 京子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
下田 由子（聖心侍女修道会シスター）
下條裕紀媛（援助修道会シスター）
関原 厚子（カルメル修道会シスター）
平良優美子（ショファイユの幼きイエズス修道会シスター）
高木 良子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
高橋由美子（大阪聖ヨゼフ宣教修道女会シスター）
高松 常子（聖母被昇天修道会シスター）
武宮 節子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
田口 方子（カルメル修道会シスター）
谷
昌子（ベリス・メルセス宣教修道女会シスター）
竹延 真治（クラレチアン宣教会神父）
玉置美智子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
塚田ミサイ（（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
東野 妙子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
豊田 尚臣（カトリック司祭）
中尾セツ子（聖心侍女修道会シスター）
中島 其枝（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
中谷
功（カトリック司祭）
中田 信子（マリア布教宣教修道会シスター）
中村 訓子（ベリス・メルセス宣教修道女会シスター）
中村 葉子（聖心侍女修道会シスター）
中村 寛子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
中村ヤエ子（ショファイユの幼きイエズス修道会シスター）
長崎
壮（カトリック司祭）
中山カナ子（聖母被昇天修道会シスター）
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南雲 春江（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
西山 俊彦（カトリック司祭）
二平 京子（ショファイユの幼きイエズス修道会シスター）
沼田 慶子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
野上 幸恵（聖心侍女修道会シスター）
野中
泉（カトリック司祭）
橋本 郁子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
羽島 恵子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
服部 大介（カトリック司祭）
浜崎 眞実（カトリック神父）
濱本都志子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
林
和則（カトリック司祭）
林
尚志（カトリック神父）
林 扶美子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
林
節子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
原田 豊己（カトリック司祭）
春山 淑美（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
半田チエ子（ショファイユの幼きイエズス修道会シスター）
比嘉 政子（聖マリアの汚れなき御心のフランシスコ姉妹会シスター）
樋口 桂子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
日高 和子（聖心侍女修道会シスター）
平井 篤子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
平野内慶子（カルメル修道会シスター）
平林 由子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
弘田しずえ（ベリス・メルセス宣教修道女会シスター）
福田 誠二（カトリック司祭）
藤井 令子（ベリス・メルセス宣教修道女会シスター）
古屋敷一葉（援助修道会シスター）
細渕 則子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
細井 和子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
本田 良子（カルメル修道会シスター）
ホアン・ドゥク・ロイ（カトリック司祭）
マッカーティン・ポール（聖コロンバン会神父）
真神 マサ（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
松浦
謙（カトリック司祭）
松本 卓子（援助修道会シスター）
松本 尚子（カルメル修道会シスター）
水島 洋子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
村松 直子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
村岡 房江（ベリス・メルセス宣教修道女会シスター）
村田
稔（カトリック神父）
森川 晴子（良きサマリア人修道会シスター）
森田登志子（ショファイユの幼きイエズス修道会シスター）
米谷 知榮（援助修道会シスター）
横山
幸（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
吉田 信子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
吉田 慧子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
吉村美枝子（マリアの宣教者フランシスコ修道会シスター）
デ・ルカ・レンゾ（イエスズ会神父）
ルイジーナ・ドッシ（マリア布教宣教修道会シスター）
勝谷 太治（日本カトリック正義と平和協議会会長）
光延 一郎（日本カトリック正義と平和協議会秘書）
（プロテスタント ４３名）
安藤 眞一 （日本自由メソヂスト教団書記）
飯塚 拓也（日本キリスト教協議会東アジアの和解と平和委員会委員長）
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イ ゾンウ（飯能ルーテル教会牧師）
磯
晴久 （日本聖公会大阪教区主教）
一木千鶴子（日本基督教団高石教会牧師）
入江
修（日本聖公会人権問題担当主教）
植田 栄基 （日本聖公会人権問題担当者）
大久保正禎（日本基督教団王子教会牧師）
大矢 直人（本バプテスト同盟総主事）
岡田
仁（富坂キリスト教センター総主事）
岡本 拓也（日本基督教団牧師）
奥村 貴充（日本聖公会人権問題担当）
菊地 純子（日本キリスト教協議会ドイツ語圏教会関係委員会委員長）
北澤 忠蔵（飯能ルーテル教会前牧師）
金
柄鎬 （在日大韓基督教会総幹事）
金
性済（日本キリスト教協議会総幹事）
古郝 荘八（日本基督教団高石教会牧師）
後藤 香織（日本聖公会中部教区司祭）
後藤
聡（日本基督教団梅花教会牧師）
齊藤
壹（聖公会司祭）
佐々木國夫（日本聖公会東京教区人権委員会委員長）
高木 栄子（日本聖公会中部教区人権担当）
卓
志雄（日本聖公会管区事務所 宣教主事）
鶴ヶ岡裕一（牧師）
難波美智子（日本聖公会人権問題担当）
原田 光雄（日本キリスト教協議会都市農村宣教委員会委員長）
比企 敦子（日本キリスト教協議会教育部 総主事）
平井祐美子（日本クリスチャンアカデミー関東活動センター運営委員）
広谷 和文（日本聖公会北海道教区司祭 人権担当）
藤谷佐斗子（日本ＹＷＣＡ会長）
藤守 義光（日本キリスト教協議会 総務）
星出 卓也（日本キリスト教協議会靖国神社問題委員会委員長）
真壁 勝一（日本基督教団隠退牧師）
牧 由希子（日本キリスト教協議会書記）
松田 宣子（日本聖公会神戸教区 人権担当）
弓矢 健児（日本キリスト改革派西神教会牧師）
横山 順一（日本基督教団東神戸教会牧師）
宮庄 哲夫（日本キリスト教協議会 C 宗教研究所 所長）
安村
妙（日本聖公会九州教区正義と平和担当者）
矢萩 新一（日本キリスト教協議会副議長・日本聖公会管区事務所総主事）
山本 光一（日本キリスト教団京葉中部教会牧師）
米本裕見子 （日本バプテスト女性連合・幹事）
柳
時京（日本聖公会大阪教区司祭 川口基督教会牧師）
（神道
奥田

１名）
靖二（浅川金刀比羅神社宮司）

（新宗教 １名）
橋本 克己（天理教平和の会会員）
呼びかけ団体
賛同団体
賛同者合計

６団体
１６団体
３０６名

第２次集約 （２０２０年１２月２０日）
賛同団体（２団体）
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大阪宗教者平和協議会
真宗遺族会広島支部
賛同者（ ５６名）
（仏教 ２１名）
安部 学明（日蓮宗本妙院住職）
泉
行眞（日本山妙法寺僧侶）
今村 公保（日本山妙法寺僧侶）
大坪 宣海（日蓮宗僧侶）
大坪 宣覚（日蓮宗僧侶）
大橋 学修（日蓮宗恵命院住職）
長田
譲（正念寺住職）
金枝 宣治（日本山妙法寺僧侶）
小村 良寛（曹洞宗僧侶）
笹森 行周（日本山妙法寺僧侶）
高松嘉寿子（日本山妙法寺僧侶）
平野 光照（日蓮宗僧侶）
平野 泰真（日蓮宗僧侶）
ヒルベルト・Ｚ・ペレス（日本山妙法寺僧侶）
藤井 淳至（日蓮宗僧侶）
堀越 行清（日本山妙法寺僧侶）
増永 行精（日本山妙法寺僧侶）
三田 隆憲（日蓮宗法栄寺住職）
三田 智康（日蓮宗法華寺住職）
安村 行耕（日蓮宗僧侶）
吉田 俊栄（日蓮宗僧侶）
（カトリック
１４名）
前田 万葉（枢機卿）
新垣 政子（マリアの宣教者フランシスコ修道院シスター）
大浜美枝子（聖マリアの汚れなき御心のフランシスコ姉妹会シスター）
平良 安子（聖マリアの汚れなき御心のフランシスコ姉妹会シスター）
當間 弘子（聖マリアの汚れなき御心のフランシスコ姉妹会シスター）
仲大底利子（聖マリアの汚れなき御心のフランシスコ姉妹会シスター）
仲谷 洋子（聖マリアの汚れなき御心のフランシスコ姉妹会シスター）
平山 政子（聖マリアの汚れなき御心のフランシスコ姉妹会シスター）
宮城 安子（聖マリアの汚れなき御心のフランシスコ姉妹会シスター）
安田美佐子（聖マリアの汚れなき御心のフランシスコ姉妹会シスター）
山内 清子（聖マリアの汚れなき御心のフランシスコ姉妹会シスター）
与古田静子（聖マリアの汚れなき御心のフランシスコ姉妹会シスター）
與世田明美（聖マリアの汚れなき御心のフランシスコ姉妹会シスター）
渡邊 裕成（カトリック司祭）
（プロテスタント
７名）
川上 純平（日本基督教団藤崎教会牧師）
小林伊佐美（日本同盟基督教団椎名町教会牧師）
外谷 悦夫（日本キリスト教団三本松教会牧師）
野呂 幸子（日本基督教団隠退牧師）
宮川 経範（日本基督教団伏見教会牧師）
宮川裕美子（日本基督教団伏見教会牧師）
涌井 康福（日本聖公会東北教区司祭）
（新宗教 １４名）
浅野 善雄（金光教教師）
岡野 道博（金光教教師）
嶋中 雅俊（金光教教師）
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相賀 正実（金光教教師）
高橋 真男（金光教教師）
田中 元雄（金光教教師）
辻井 篤生（金光教教師）
中畑 吉子（金光教教師）
中畑香々菜（金光教教師）
西村 紀子（金光教教師）
西村 直子（金光教教師）
星野
孟（金光教教師）
松村 眞治（金光教教師）
平田 真吾（創価学会壮年部）
第２次集約合計
賛同団体
賛同者合計

２団体
５６名

第３次集約
賛同団体（ ７４団体）
旭川・小羊会
アジア共同行動（AWC）やまぐち
あたごやま平和研究会
あつまれ辺野古
愛媛〜沖縄・ゆいまーる
大阪信愛修道院
大阪宗教者９条ネットワーク
沖縄とつながる愛媛東伊予の会
沖縄の闘いに連帯する関東の会
沖縄への偏見をあおる放送をゆるさない市民有志
語やびら沖縄 もあい練馬
カトリック札幌教区正義と平和協議会
京滋キリスト者平和の会
京都宗教者平和協議会
京築ハンセン病患者・家族を支援する市民の会
岐阜県宗教者平和の会
９条江別市民の会
憲法を生かす千代田の会
憲法を守る室蘭地域ネット
五本木九条の会
札幌中央区革新懇
ショファイユの幼きイエスズ修道会和歌山新愛修道院
真宗大谷派東本願寺沖縄別院
新日本婦人の会小倉南支部
戦争させない千代田の会
戦争法の廃止を求める砂町の会
全国一般労働組合全国協議会山口連帯労働組合
治安維持法国賠同盟山口県山口支部
千代田区労働組合協議会
天理教平和の会
「止めよう！辺野古埋立て」国会包囲実行委員会
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富坂キリスト教センター
新潟キリスト者平和の会
日天山妙法堂
日蓮聖人門下京都立正平和の会
日韓民衆連帯全国ネットワーク
日本基督教団兵庫教区沖縄交流委員会
日本キリスト教会荻窪北教会
日本キリスト教会栃木教会
日本キリスト教会奈良伝道所
日本キリスト教会横浜桐畑教会
日本聖公会正義と平和委員会
日本友和会
日本とコリアを結ぶ会・下関
念仏者九条の会
ピース９北広島
ピースボート
福岡県地域人権運動連合会京築地区協議会
部落解放同盟東京都連品川支部
ふぇみん婦人民主クラブ
平和憲法を生かそう藤枝市民の会
平和憲法を守る岩国の会
辺野古への基地建設を許さない実行委員会
「辺野古土砂搬出反対」全国連絡協議会
「辺野古埋め立て土砂搬出反対」北九州連絡協議会
辺野古土砂搬出反対」！首都圏グループ
「ヘリパッドいらない」住民の会
「辺野古に土砂を送らせない！」山口のこえ
北海道退職教職員連絡協議会
北海道退職教職員連絡協議会室蘭支部女性部
北海道退職教職員協議会空知退教
山口県退職教職員協議会下関支部
山口被爆者二世の会
山口連帯労働組合
水俣森の会
立正平和の会
Veterans for Peace – NYC Chapter 34
New York City Catholic Worker
Kairos Community
Stand with Okinawa NY
CODEPINK
Peace Action New York State
World BEYOND War
United National Antiwar Coalition (UNAC)
賛同者（ １０,２４４名）
（仏教
２８名）
浅見 行見（日本山妙法寺僧侶）
石井 英雄（日蓮宗長照寺住職）
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石田 良正（日蓮宗大輪院住職・京都立正平和の会前理事長）
岩田 隆造（日本山妙法寺僧侶）
大森 良輔（西本願寺僧侶）
小倉 雅昭（浄土真宗本願寺派宣光寺住職）
加藤 行衛（日本山妙法寺僧侶）
金森 海峻（日蓮宗僧侶）
岸川 真琴（浄土宗知足寺住職）
岸野 亮淳（浄土宗西山禅林寺派恵光寺住職）
クレア・カーター（日本山妙法寺僧侶）
小島
寛（浄土宗西山禅林寺派良恩寺住職）
阪田 祐光（日蓮宗僧侶）
佐藤 是新（日蓮宗僧侶）
高島 行一（日本山妙法寺僧侶）
高橋 堯海（日蓮宗僧侶）
滝本 一晃（日本山妙法寺僧侶）
滝本 妙静（日本山妙法寺僧侶）
鶴田 敏彦（日本山妙法寺僧侶）
出口 了鑑（曹洞宗僧侶）
道家 明宗（宝昌寺住職）
中尾 隆浄（日蓮宗僧侶）
中島 大成（日蓮宗僧侶）
中嶌 哲演（真言宗御室派明通寺住職）
中野 見夫（浄土宗観音寺住職）
L.ピヤラトナ（日本山妙法寺僧侶）
G.B プレマシーリ（日本山妙法寺僧侶）
リチャード・カイズ（日本山妙法寺僧侶）
（カトリック ５０名）
赤窄 富夫（カトリック司祭）
池田 妙子（大阪聖ヨゼフ宣教修道会シスター）
池田千鶴子（大阪聖ヨゼフ宣教修道会シスター）
石川 恭子（京都カルメル会修道院シスター）
入口ミチヨ（聖母訪問会シスター）
上地ハツエ（聖マリアの汚れなき御心のフランシスコ姉妹会シスター）
奥濱佐代子（聖マリアの汚れなき御心のフランシスコ姉妹会シスター）
小川 好江（京都カルメル会修道院シスター）
大野ひとみ（大阪信愛修道院シスター）
L・ゴーセンス（カトリック司祭）
齋藤みよ子（京都カルメル会修道院シスター）
笹崎 洋子（京都カルメル会修道院シスター）
新城トヨ子（聖マリアの汚れなき御心のフランシスコ姉妹会シスター）
関 ワカ子（聖母訪問会シスター）
瀬谷 和子（聖母訪問会シスター）
高野美智代（大阪聖ヨゼフ宣教修道会シスター）
高橋稜威子（大阪信愛修道院シスター）
武石 悦子（京都カルメル会修道院シスター）
中谷
功（カトリック司祭）
西岡 郁代（京都カルメル会修道院シスター）
原田 明子（聖母訪問会シスター）
平田 英子（聖母訪問会シスター）
藤本 路子（京都カルメル会修道院シスター）
古堅 照子（大阪信愛修道院シスター）
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馬込 新吉（カトリック司祭）
丸本 明子（京都カルメル会修道院シスター）
三木 徳子（京都カルメル会修道院シスター）
三谷 範美（京都カルメル会修道院シスター）
山本 一子（京都カルメル会修道院シスター）
吉住映利子（大阪聖ヨゼフ宣教修道女会 ベトレヘム修道院シスター）
匿名（１８名）
（プロテスタント １２名）
宇佐美節子（牧師）
垣内 尚幸（牧師）
神崎 典子（日本キリスト教団新潟教会牧師）
越山 哲也（日本聖公会東北教区司祭）
齊藤
壹（日本聖公会司祭）
平良 愛香（平和を実現するキリスト者ネット事務局代表・牧師）
竹内富久恵（日本基督教団牧師）
友寄 隆治（石川キリストの教会牧師）
長谷川清純（日本聖公会東北教区司祭）
林
国秀（日本聖公会東北教区司祭）
水戸
潔（日本友和会理事長）
吉田 雅人（日本聖公会東北教区主教）
（新宗教 ４名）
浅野誉喜子（金光教教師）
山田 信二（金光教教師）
山田 浩子（金光教教師）
東
信治（天理教平和の会）
（一般の方々
第３次集約合計
賛同団体
賛同者合計

１０,１５０名）
７４団体
１０,２４４名（内英語版６１４名）

総合計（２０２１年３月４日２０時現在）
呼びかけ団体
６団体
賛同団体
９２団体
賛同者合計
１０,６０６名（内英語版６１４名）
連絡先

「平和をつくり出す宗教者ネット」事務局
東京都渋谷区神泉町８−７ 日本山妙法寺内
TEL 090-1853-1446（武田）
FAX 03-3461-9367
Email:nqh10948@nifty.com
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