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                           （別添） 

プルトニウム利用に係る緊急アピール 賛同者リスト 

（2018 年 9月 22日現在） 

 

＜緊急アピール検討チーム：アイウエ順＞ 

１．石井正則（いしいまさのり 元・IHI、シニアネットワーク連絡会会長） 

２．金氏 顕（かねうじあきら 元・三菱重工） 

３．金子熊夫（かねこくまお エネルギー戦略研究会会長、元外交官、 

元・東海大学教授） 

４．河田東海夫（かわだとみお 元・NUMO） 

５．早野睦彦（はやの むつひこ 元・三菱重工、 

シニアネットワーク連絡会代表幹事） 

６．早瀬佑一（はやせゆういち 元・東電、元・JAEA 

エネルギー・環境研究会代表） 

７．針山日出夫（はりやまひでお 元・三菱重工  

エネルギー問題に発言する会代表幹事） 

８．宮崎慶次（みやざきけいじ 大阪大学名誉教授） 

＜賛同者：受け付け順＞ 

９．  中神靖雄（なかがみやすお 元・三菱重工、元 JNC） 

１０． 川合将義（かわいまさよし 高エネルギー加速器機構名誉教授） 

１１． 浅井信雄（あさいのぶお NPOニュークリアサロン理事） 

１２． 山脇道夫（やまわきみちお 東京大学名誉教授） 

１３． 大野 崇（おおのたかし 元・三菱重工） 

１４． 諸葛宗男（もろくずむねお 元・東京大学客員教授） 

１５． 小川修夫（おがわ ながお 元・(株)東芝） 

１６． 綾野輝芳（あやの てるよし 元・関西電力） 

１７． 小野章昌（おの あきまさ 元・三井物産） 

１８． 黒木義康（くろき よしやす 元・三菱重工） 

１９． 奥出克洋（おくで かつひろ 米サウスウエスト研究所コンサルタント） 

２０． 大山 健（おおやま けん 元・三菱重工） 

２１． 大塔容弘（おおとう よしひろ 元・日本原燃） 

２２． 野島陸郎（のじま くがお 元・IHI） 

２３． 若杉和彦（わかすぎ かずひこ 元・(株)東芝、元・JNFL） 

２４． 石塚隆雄（いしずか たかお 元・(株)東芝、東京工業大学） 

２５． 齋藤健爾（さいとう けんや 元・(株)東芝） 
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２６． 田中 宏（たなか ひろし 元・(株)東芝） 

２７． 紺谷健一郎（こんたに けんいちろう 元・(株)東芝） 

２８． 松永一郎 （まつなが いちろう 元・住友金属鉱山） 

２９． 栗原 裕（くりはら ゆたか 元・原電） 

３０． 辻 萬亀男（つじ まきお 元・兼松株式会社） 

３１． 石川廸夫（いしかわ みちお 元・北海道大学教授） 

３２． 牧 英夫（まき ひでお 元・日立製作所） 

３３． 玉尾重雄（たまお しげお 元・三菱重工 元・JNES) 

３４． 出澤正人（いでさわ まさと 元・東電、元・原電、元・新潟大学） 

３５． 力石 浩（ちからいし ひろし (株)キュリオンジャパン） 

３６． 前川則夫（まえかわ のりお 元・原電） 

３７． 奈良林 直（ならばやし すなお 東京工業大学特任教授） 

３８． 宅間正夫（たくま まさお 元・東電） 

３９． 岡本弘信（おかもと ひろのぶ 元・JNC） 

４０． 前田 肇（まえだ はじめ 元・日本原子力委員会委員） 

４１． 松岡 強（まつおか つよし 元・三菱重工） 

４２． 伊藤英二（いとう えいじ 元・丸紅ユーティリティサービス） 

４３． 末廣和康（すえひろ かずやす 元・三菱重工） 

４４． 林 秀行（はやし ひでゆき 元・JAEA） 

４５． 植田脩三（うえだ しゅうぞう 元・日本原子力研究所） 

４６． 山崎吉秀（やまさき よしひで 元・関西電力、元・電源開発） 

４７． 田村聖和（たむら たかかず 元・IHI） 

４８． 工藤和彦（くどう かずひこ 九州大学名誉教授） 

４９． 多奈部純一（たなべ じゅんいち 元・三菱重工） 

５０． 野村眞一（のむら しんいち 元・三菱重工） 

５１． 大塚英一郎（おおつか えいいちろう 元・三菱重工） 

５２． 岡田雅年（おかだ まさとし 元・文科省金属材料研究所） 

５３． 夏目暢夫（なつめ のぶお 元・東京電力）  

５４． 石井 亨（いしい とおる 元・三菱重工） 

５５． 河原 暲（かわはら あきら 元・日立製作所） 

５６． 峰松昭義（みねまつ あきよし 元・東京電力、元・日本原燃） 

５７． 富岡 洋（とみおか ひろし 元・IHI） 

５８． 山東龍彦（さんとう たつひこ 元・三菱重工） 

５９． 武藤 章（むとう あきら 元・三菱重工） 

６０． 櫻井三紀夫（さくらい みきお 元・日立製作所、横須賀商工会議所） 
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６１． 高間新吉（たかま しんきち 元・IHI、EPRI） 

６２． 長野恒巳（ながの つねみ 元・三菱重工） 

６３． 斎藤 隆（さいとう たかし 元・三菱重工） 

６４． 高橋輝実（たかはし てるみ 元・IHI） 

６５． 中村邦彦（なかむら くにひこ 元・三菱重工） 

６６． 西郷正雄（さいごう まさお 元・富士電機） 

６７． 矢野 隆（やの たかし 元・三菱重工） 

６８． 高野元太（たかの げんた 元・三菱重工） 

６９． 山田明彦（やまだ あきひこ） 

７０． 濱田勝彦（はまだ かつひこ 元・三菱重工） 

７１． 岡田 宏（おかだ ひろし 元・日本国有鉄道技師長 

       元・日本土木学会会長） 

７３．古田富彦（ふるた とみひこ 東洋大学地域活性化研究所） 

７４．頼 敬（より たかし 元・日本原電） 

７５．中村民平（なかむら たみへい 元・三菱重工） 

７６．池本一郎（いけもと いちろう 元・電力中央研究所） 

７７. 飯田重雄（いいだ しげお 元・三菱重工） 

７８．松岡信明（まつおか のぶあき エコアクション 21審査員） 

７９．中村 威（なかむら たけし 元・関西電力） 

８０．矢野歳和（やの としかず 元・宮城大学教授） 

８１．中村 進（なかむら すすむ 元・大林組、エネルギー総合研究所） 

８２．岸 憲義（きし のりよし 元・三菱重工） 

８３．羽澄大介（はすみ だいすけ 名古屋市立山田東中学校 教頭） 

８４．小林孝男（こばやし たかお （独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構） 

８５．坪谷隆夫（つぼや たかお 元・動燃事業団） 

８６．末永洋一（すえなが よういち 元・青森大学学長） 

８７．阿部勝憲（あべ かつのり 東北大学名誉教授、八戸工大名誉教授） 

８８．石井陽一郎（いしい よういちろう 元・東京電力） 

８９．寺松英紀（てらまつ ひでのり 元・三菱重工） 

９０．岩瀬敏彦（いわせ としひこ 元・JNES） 

９１．林 勉（はやし つとむ 元・日立製作所） 

９２．山本康典（やまもと みちおき 元・原子力文化財団専務理事） 

９３．工藤昭雄（くどう あきお 元・バブコック日立） 

９４．三村 泰（みむら やすし 元・三菱重工） 

９５．川野修靖（かわの のぶやす 元・IAEA査察官、元・原子燃料公社） 

９６．宮越政通（みやこし まさみち 元・北陸電力） 



 

4 

 

９７．大塚憲勝（おおつか のりかつ 元・東海大学教授） 

９８．吉原誠一（よしはら せいいち 元・三菱重工） 

９９．本江安史（ほんごう やすのり (株)大樹環境システム） 

100．臼田英人(うすだ ひでと 元・三菱重工) 

101．岸 昭正（きし あきまさ 元・東北電力） 

102．村松一雄（まらまつ かずお 現株式会社カナメ電研 元・東京電力） 

103．碇本岩男（いかりもと いわお 元・三菱重工） 

104．内田正治（うちだ まさはる 元・三菱重工 三菱 FBRシステム(株)） 

105．山田信行（やまだ のぶゆき 元・日立造船） 

106．税所昭南（さいしょ よしなみ 元・東京電力） 

107．泉舘昭雄（いずみだて あきお 元・新日鉄） 

108．鈴木和史（すずき かずふみ 元・東京電力） 

109．由岐友弘（ゆき ともひろ （株）IACワシントン会長） 

110．森崎幸平（もりさき こうへい 元・三菱重工） 

111．樋口勝彦（ひぐち かつひこ シニアネットワーク・九州） 

112．上田 隆（うえだ かかし 元・日本原電） 

113．岩本多實（いわもと かずみ 元・日本原子力研究所） 

114．犬飼栄吉（いぬがい えいきち 元・名古屋工業大学） 

115．長 惇夫（ちょう あつお 元・三菱重工業） 

116．飯島一敬（いいじま かづよし 元・動燃） 

117．加藤 仁（かとう ひとし 元・東工大原子炉工学研究所所属産学官 

連携研究員、 元・外務省原子力課課長補佐） 

118．梅本忠宏（うめもと ただひろ 元・IHI）  

119．山本文雄（やまもと ふみお 元・日本原燃、元・JAEA） 

120．北田幹夫（きただ みきお 元・関西電力、 

元・原子力安全システム研究所） 

121．富樫利男（とがし としお (株)ユニテック コンサルタント、 

        元・中部電力） 

                                以上 


