平成 29 年 10 ⽉ 16 ⽇

フジテレビ「とんねるずのみなさんのおかげでした」
番組トップページに掲載
（http://www.fujitv.co.jp/minasan/index.html）

お詫び
平成 29 年 9 ⽉ 28 ⽇（⽊）に放送した「とんねるずのみなさんのおかげでし
た 30 周年記念 SP」において、出演者が「保⽑尾⽥保⽑男（ほもおだほも
お）」というキャラクターに扮して出演致しました。しかしながら番組の放送
に伴い、このキャラクターに関して沢⼭の抗議を頂戴しました。
番組は、LGBT 等性的少数者の⽅々を揶揄する意図を持って制作はしており
ませんでしたが、「ホモ」という⾔葉は男性同性愛者に対する蔑称であるとの
ご指摘を頂きました。そのような単語を安易に使⽤し、男性同性愛者を嘲笑す
ると誤解されかねない表現をしたことで、性的少数者の⽅々をはじめ沢⼭の視
聴者の皆様がご不快になったことに関して、深くお詫び致します。またこのキ
ャラクターが⻑年に渡り与えていた印象、⼦供たちへの影響、および LGBT 等
をとりまく制度改正や社会状況について私共の認識が極めて不⼗分であったこ
とを深く反省しております。
今回頂戴した様々なお叱りやご意⾒を真摯に受け⽌め、多様性（ダイバーシ
ティ）のある社会の実現のために正しい知識を⾝に着け、より良い番組作りを
進めて参りたいと考えております。
以上
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簡易議事録：
１）ご説明したいこと
・抗議⽂を提出することとなった背景、経緯、思いなどについて
→（フジテレビジョン）
・30 周年スペシャルということで、懐かしいキャラクターを登場させ視聴者に
喜んでもらいたいという思いだった
・制作チームの理解不⾜、認識不⾜、配慮不⾜のために放送に⾄り、多くの
⽅々に不快な思いをさせてしまい、本当に申し訳ない
・今後に向けて、きちんと対応をしていきたい
２）お聞きしたいこと
・番組放映に⾄った経緯について
̶過去・直前・放映中における御社内外からの懸念・抗議等の有無
̶当該番組の内容についての御社内外のチェック体制
→（フジテレビジョン）
・番組コーナーが始まった当初の抗議等の記録はなし
・番組コーナーが終了後から今回の放送に⾄る間にも、スペシャル版として、
当該キャラクターが登場した回が数回あったが、放送をしないという結論に⾄
るほどの抗議を受けた意識がない
・今回の放送前に、番組宣伝、新聞テレビ番組欄、スポーツ新聞特集記事等に
て当該キャラクターの再登場を告知していたが、社外からの⼤きな懸念・抗議
を受けたという認識はない
・バラエティ番組の事前考査は、まずは編成チーム内で⾏っている。今回は放
送予定の映像をチェックした段階で、当該コーナーについて問題がないだろう
かという話は出たが、考査・放送倫理部との協議等は⾏われず、⼤勢に影響な
いという判断で放送した（ドラマの場合は、台本チェックを考査担当が⾏う）
・事前に営業経由で協賛スポンサーへの説明もあったかもしれないが、把握で
きていない

・放送直後から、電話にて 60 件程度の問い合わせ（うち半数強が苦情）、ネ
ットフォームで 150 件程度の問い合わせがあったが、正確な実数は把握できて
いない
・放映後のご対応について
̶御社としての本抗議に対するご回答及び捉え⽅
̶社⻑定例会⾒での質疑応答の位置付け
̶今後の広報的な発信のご予定
→（フジテレビジョン）
・社⻑会⾒をもって、謝罪をしたという認識
・本打合せの対応を受け、改めて広報的な対応を検討する予定。現時点では広
報的な謝罪等の予定はない
・御社内における関する取り組みについて
̶LGBT に関するもの
̶⼈権や放送倫理等の全般的なもの
・その他、今後の対応や取り組みについての御⽅針
→（フジテレビジョン）
・定期的に⾏っている社内の⼈権研修で、今年の 2 ⽉に初めて LGBT を取り上
げた。⾃由参加で、社員スタッフを中⼼に 120

名程度だった

・ゴールデンウィークには本社屋をレインボーにライトアップ、誰でもトイレ
にレインボーマークを付与する、「ホウドウキョク」で特集を組むなど、
LGBT に関する取り組みも始めた
３）相談させていただきたいこと
・今後の啓発や再発防⽌に向けた取り組みと、協⼒関係構築の可能性
̶御社内として（ex. 制作会社、関係会社含む研修等）
̶テレビ（メディア）業界内として（ex. 他国の先⾏事例研究の共有等）
̶対社会として（ex. 表現と LGBT に関する公開シンポジウム等）

→（フジテレビジョン）
・9 ⽉ 28 ⽇（⽊）放送、29 ⽇（⾦）抗議⽂受領、というタイミングで、社内
の情報が集約整理できていない状況
→（抗議⽂連盟提出者）
・社としての正式な謝罪をしていないという認識なので、正式発表を要望する
・情報を集約し、今後のアクションに取り組むための特別チームの編成と、過
去放送も含めた正確な経緯・データの提供を要望する
・上記の特別チームとのなるべく早い対話のタイミングを要望する
・関係各所からの統⼀の窓⼝として、⼀時的に、考査・放送倫理部⻑の瑞光玲
⼦⽒に⽴っていただくことを要望する

平成 29 年 10 ⽉ 2 ⽇
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本⽇の意⾒交換会

アジェンダ

１）ご説明したいこと
・抗議⽂を提出することとなった背景、経緯、思いなどについて
２）お聞きしたいこと
・番組放映に⾄った経緯について
̶過去・直前・放映中における御社内外からの懸念・抗議等の有無
̶当該番組の内容についての御社内外のチェック体制
・放映後のご対応について
̶御社としての本抗議に対するご回答及び捉え⽅
̶社⻑定例会⾒での質疑応答の位置付け
̶今後の広報的な発信のご予定
・御社内における関する取り組みについて
̶LGBT に関するもの
̶⼈権や放送倫理等の全般的なもの
・その他、今後の対応や取り組みについての御⽅針
３）相談させていただきたいこと
・今後の啓発や再発防⽌に向けた取り組みと、協⼒関係構築の可能性
̶御社内として（ex. 制作会社、関係会社含む研修等）
̶テレビ（メディア）業界内として（ex. 他国の先⾏事例研究の共有等）
̶対社会として（ex. 表現と LGBT に関する公開シンポジウム等）

平成 29 年 9 ⽉ 29 ⽇
株式会社フジテレビジョン
番組協賛各社

御中

御中
「なくそう！SOGI ハラ」実⾏委員会
LGBT 関連各団体
公益に関する各団体
及び当事者、アライ有志

番組内容に関する抗議について
拝啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご⾼配

を賜り、誠にありがとうございます。
さて、フジテレビ及び系列各局にて、平成 29 年 9 ⽉ 28 ⽇（⽊）21 時から
23 時 18 分にて放映した番組「とんねるずのみなさんのおかげでした 30 周年
記念 SP」の番組内コーナーにおいて、⽯橋貴明⽒が「保⽑尾⽥保⽑男（ほもお
だほもお）」というキャラクターで登場、他の出演者とともに、「ホモ」とい
う単語を数度に渡り発⾔し、番組全体として男性同性愛者を嘲笑の対象とする
表現がなされました。
しかし、「ホモ」という単語は男性同性愛者に対する蔑称であるとともに、
その存在⾃体を嘲笑の対象として表現することは、今なお⽇本社会に残る性的
少数者への差別や偏⾒を助⻑することに他なりません。また、そのような差別
や偏⾒に満ちた表現が公共の電波を通じて⽇本全国に発信されることは、⽇本
に暮らす不特定多数の LGBT をはじめとする性的少数者に対する「性的指向・
性⾃認に関するハラスメント（SOGI ハラ）」であり、その家族や友⼈、職場
の仲間も含めて、当事者の周囲にも⼼理的な不快感を与えるものです。

また、特に、番組を⽬にする⼦どもたちへのネガティブな影響が多⼤に懸念
されます。⼦どもたちが番組の内容を学校で真似をすることで、学校という閉
じた世界での SOGI ハラを再⽣産し、いじめや無視等につながり、学校から当
事者かもしれない⼦どもたちの居場所を奪ってしまうことにも繋がりかねませ
ん。これは、結果として、うつ病や登校拒否、⾃殺を引き起こすことも指摘さ
れている、命にも関わる重⼤な⼈権侵害です。まさに、昨晩の放映を受けた、
本⽇の学校から、⼦どもたちが危険にさらされる可能性があるのです。
なお、このような⾔動が職場などで展開された場合、男⼥雇⽤機会均等法の
セクハラ指針や⼈事院規則などに抵触の恐れがあること、また、放送憲章 11
章「性表現」77 項に抵触する恐れがあることを申し添えます。
つきましては、本番組放映に対する正式な謝罪をいただくとともに、今後同
様の番組等が制作・放送されないように、当事者等との定期的な対話の場の創
出や、差別や偏⾒のない番組づくりの仕組みの検討をいただけますと幸いで
す。
以上、よろしくお取り計らいくださいますよう、お願い申し上げます。
敬具
以下、本抗議⽂への賛同団体名・個⼈名（順不同）
2017 年 9 ⽉ 29 ⽇

11 時 30 分現在

・「なくそう！SOGI ハラ」実⾏委員会
・株式会社やろまい
・秋元祥治（NPO 法⼈ G-net 理事）
・駒崎弘樹（認定 NPO 法⼈フローレンス代表理事・新公益連盟 代表）
・岩附由⾹（NPO 法⼈ ACE 代表）
・NPO法⼈8bitNews
・嵯峨⽣⾺（サービスグラント 代表理事）
・渡辺⼀⾺（⼀般社団法⼈ワカツク）

・堀江敦⼦（スリール株式会社 代表）
・藤沢烈（RCF）
・藤井宏⼀郎（マイカラ）
・南⽥修司（NPO 法⼈ G-net）
・NPO 法⼈ G-net
・NPO 法⼈ ACE
・認定 NPO 法⼈ D×P
・佐藤⼤吾（⼀般財団法⼈ジャパンギビング）
・⼀般社団法⼈⼦ども・⻘少年育成⽀援協会
・⻤丸昌也（認定 NPO 法⼈テラ・ルネッサンス）
・ぐるぐる応援団
・⿅島美織（こども防災協会 代表）
・渡辺由美⼦（キッズドア）
・東藤泰宏（株式会社 CAMPFIRE）
・特定⾮営利活動法⼈ ADDS
・⽵内⼸乃・熊仁美（特定⾮営利活動法⼈ ADDS）
・井上⾹澄（株式会社 GARDEN）
・家⼊⼀真
・鵜尾雅隆（⽇本ファンドレイジング協会代表理事）
・⼩俣健三郎（NPO 法⼈おっちラボ事務局⻑）
・⼭元圭太
・吉岡マコ（NPO 法⼈マドレボニータ）
・平森⼤規（ワシントン⼤学⼤学院社会学研究科博⼠後期課程）
・ライラ・カセム（東京⼤学先端科学技術研究センター 特任助教）
・遠藤まめた、室井舞花（教科書に LGBT を！ネットワーク
・にじいろ安場 in 浜松
・⼀般社団法⼈ glitter
・⾕⼝真由美（⼤阪国際⼤学）
・畑野とまと
・中川重徳（弁護⼠）
・釜野さおり
・新ヶ江章友（⼤阪市⽴⼤学）

共同代表）

・砂川秀樹・宮城由⾹（レインボーアライアンス沖縄共同代表）
・鈴⽊賢（明治⼤学教授 元ドメスティックパートナー札幌呼びかけ⼈代表）
・セクシュアルマイノリティのこどもたちの居場所づくり にじいろ i-Ru（ア
イル）
・今井紀明
・ダイバーシティラウンジ富⼭
・⽥中かず⼦（ファーメント代表）
・性的指向および性⾃認等により困難を抱えている当事者等に対する法整備の
ための全国連合会（通称：LGBT 法連合会）
・⼩澤いぶき
・レインボー⾦沢
・⼭⽥創平（社会学者・京都精華⼤学准教授）
・NPO 法⼈ LGBT の家族と友⼈をつなぐ会
・⽩井智⼦
・NPO 法⼈ Learning for All（代表 李炯植）
・横尾俊成（NPO 法⼈ green bird 代表／港区議会議員）
・東海林祐⼦（慶應義塾⼤学）
・性と⼈権ネットワーク ESTO
・⼀般社団法⼈レインボーフォスターケア
・NPO 法⼈ 東京レインボープライド
・NPO 法⼈ハートをつなごう学校
・儀間由⾥⾹（Take it！虹）
・FRENS
・⼤阪府⽴⼤学 フダイバーシティプロジェクト
・レインボービュー宮崎
・特定⾮営利活動法⼈ぷれいす東京
・NPO 法⼈ Rainbow Soup
・認定 NPO 法⼈グッド・エイジング・エールズ
・特定⾮営利活動法⼈虹⾊ダイバーシティ
・gossip タキタ
・にじいろかぞく
・柳沢正和 （ドイツ銀⾏グループ）

・⼭⽥創平（社会学者・京都精華⼤学准教授）
・レインボー⾦沢
・川邊健太郎（Yahoo！副社⻑）
・東⼩雪
・廣橋正
・⽵⽥芳幸
・宋美⽞（丸の内の森レディースクリニック 院⻑）
・篠⽥厚志（ファザーリング・ジャパン関⻄ 理事⻑）
・特定⾮営利活動法⼈ Light Ring.
・⽊村真樹
・⼩⽥知宏
・⽔⾕⾐⾥（株式会社 ⾵とつばさ）
・三浦暢久（九州レインボープライド 代表）
・能島裕介
・⽥中美和（株式会社 Waris 共同代表）
・間下直晃（株式会社ブイキューブ 代表取締役社⻑）
・⽯川善樹（予防医学研究者）
・村⽥祐介（インキュベイトファンド株式会社 代表取締役）
・上野⼭勝也（株式会社 PKSHA Technology 代表取締役 ）
・島⽥久仁彦（株式会社 KS International Strategies 代表取締役社⻑）
・藤井浩⼈（美濃加茂市⻑）
・塩崎彰久（⻑島・⼤野・常松法律事務所 パートナー・弁護⼠）
・⼤⽊洵⼈（シュアールグループ 代表）
・⽶良はるか（READYFOR 株式会社 代表取締役）
・⼩嶌不⼆夫（株式会社ピリカ 代表取締役）
・牧浦⼟雅（秋⽥県・仙北市 アドバイザー）
・楠正憲（国際⼤学 Glocom 客員研究員）
・⾦澤⼤輔（株式会社オプト 代表取締役社⻑ CEO）
・⻄恵⼀郎（株式会社グロービス マネージングディレクター）
・⽊暮太⼀（⼀般社団法⼈ 教育コミュニケーション協会 代表理事）
・松⼭⼤耕（妙⼼寺退蔵院 副住職）
・⼩林泰⼠（株式会社マーケットエンタープライズ 代表取締役社⻑）

・時⽥由美⼦（株式会社 CURUCURU 代表取締役）
・井⼿壮平（共同通信労働組合中央執⾏委員⻑）
以下、本抗議⽂への賛同団体名・個⼈名（順不同）
2017 年 9 ⽉ 29 ⽇

11 時 30 分以降に追加

2017 年 9 ⽉ 29 ⽇

17 時 30 分現在

・櫛⽥健児（スタンフォード⼤学アジア太平洋研究所 リサーチスカラー）
・古俣⼤介（ピクスタ株式会社 代表取締役社⻑）
・⼩⽐類巻貴之（K-1 WORLD MAX JAPAN CHAMPION ISKA WORLD
CHAMPION）
・⾼岡美緒（マネックスグループ株式会社 顧問

株式会社メディカルノート

執⾏役員）
・五⼗棲浩⼆（聖光学院中学校⾼等学校 校⻑補佐）
・熊⾕俊⼈（千葉市⻑）
・⻄澤亮⼀（株式会社ネオキャリア 代表取締役）
・太⽥雄貴（⽇本フェンシング協会 会⻑）
・⼩櫃靖也（株式会社ネオキャリア 取締役）
・福武英明（株式会社ベネッセホールディングス 取締役）
・岩本健良（⾦沢⼤学）
・為末⼤
・秋好陽介（ランサーズ株式会社 代表取締役）
・岩⽥真吾（三星⽑⽷株式会社 代表取締役社⻑）
・本間真彦（インキュベイトファンド代表パートナー）
・野⽥泰平（株式会社ペー・ジェー・セー・デー・ジャパン 代表取締役社⻑
CEO）
・⾼島宗⼀郎（福岡市⻑）
・津川友介（UCLA 医学部 助教）
・⼩泉⽂（株式会社メルカリ 取締役社⻑ COO）
・朝倉祐介（政策研究⼤学院⼤学 客員研究員）
・⻑⾕晴義（株式会社⼋芳園代表取締役）
・坪内知佳（株式会社 GHIBLI 代表取締役）

・鈴⽊賢治（株式会社 47PLANNING 代表取締役社⻑）
zFlag 株式会社 代表取締役）

・吉⽥雄⼈（前横須賀市⻑

・尾崎マリサ（Sputniko!）（マサチューセッツ⼯科⼤学メディアラボ助教）
・⾥⾒治紀（セガサミーホールディングス株式会社 代表取締役社⻑）
・⽩⽊夏⼦（株式会社 HASUNA）
・⾼橋祥⼦（株式会社ジーンクエスト）
・久志尚太郎（株式会社 TABI LABO

代表取締役）

・上原⼤祐（NPO 法⼈ D-SHiPS32）
・岡崎裕⼦（陶芸家）
・崎⽥恭平（⽇南市⻑）
・五⼗嵐⽴⻘（つくば市⻑）
・南壮⼀郎（株式会社ビズリーチ 代表取締役）
・Olivier Fabre （Thomson Reuters Japan Senior Producer and Head of Pride at Work
Japan）
・ジェイソン・ケンディ（報部⻑、UBS 証券株式会社

UBS 銀⾏東京⽀店）

・中尾雄史（フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所、弁
護⼠）
・河野理⼦（弁護⼠、ホワイト＆ケース法律事務所、LGBT とアライのための
法律家ネットワーク理事）
・梅津⽴（弁護⼠、アンダーソン・⽑利・友常法律事務所、LGBT とアライの
ための法律家ネットワーク理事）
・⽥中太郎 （Freshfields Bruckhaus Deringer 弁護⼠）
・アレクサンダー・ドミトレンコ （Freshfields Bruckhaus Deringer）
・⽯⿊徹（弁護⼠）
・藤⽥元康（弁護⼠、外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ／LGBT と
アライのための法律家ネットワーク監事）
・ジョン・グレイ（Davis Polk & Wardwell）
・⼭本尚⼦
・曾敏前（アナリスト、フィデリティ投信株式会社）
・レイモンド・ウォング（代表取締役社⻑ ウェルス・ファーゴ証券株式会
社）
・LGBT メディア・グループ

・池⽥祥護（株式会社 NSG ホールディングス 代表取締役）
・淺場理早⼦（株式会社 C'z 代表取締役）
・東修平（四條畷市⻑）
・⼭⽥唯⼈（マッキンゼーアンドカンパニーパートナー）
・真鍋康正（ことでんグループ 代表）
・岩瀬⼤輔（ライフネット⽣命保険株式会社 代表取締役社⻑）
・⽊島⾥江（スタンフォード⼤学教育学部 ⼀般社団法⼈スカイラボ代表）
・橋本道尚（シンガポール⼯科デザイン⼤学 助教）
・平⽥真希⼦（ピアニスト）
・井上未雪（朝⽇新聞 デジタル本部 A3 編集部）
・中島さち⼦（⾳楽家、数学者、教育家、株式会社 steAm 代表）
・内藤忍（労働政策研究・研修機構 副主任研究員）
・鈴⽊英敬（三重県知事）
・上坂優太（株式会社 Viibar 代表取締役）
・安部敏樹（⼀般社団法⼈リディラバ代表理事）
・⼭野智久（アソビュー株式会社代表取締役社⻑）
・安⽥洋祐（⼤阪⼤学⼤学院経済学研究科准教授）
・辻庸介（マネーフォワード代表取締役社⻑ CEO）
・岩佐⼤輝（GRA 代表）
・⽥中美乃⾥（特定⾮営利活動法⼈ 地域魅⼒ 理事⻑）
・トランスジェンダー⽣徒交流会
・セクシュアルマイノリティ教職員ネットワーク
・安⽥葵
・⼭中肇
・杉本明⼦
・梶⾕真司（東京⼤学）
・ELLY 福井
・菅原絵美（⼤阪経済法科⼤学）
・⾼久陽介（特定⾮営利活動法⼈⽇本 HIV 陽性者ネットワーク・ジャンププラ
ス 代表理事）
・レインボー·アドボケイツ東北
・GID Link

・槐島聡志
・村恵津⼦
・串間直紘
・窪⽥聡美
・久保まり
・中間洋⼀
・⿊部美咲
・鈴⽊茂義
・北丸雄⼆（ジャーナリスト）
・勝間和代（経済評論家）
・⾼橋由佳（認定 NPO 法⼈ Swtich 理事⻑）
・認定 NPO 法⼈ Swtich
・駒⽥和也（NPO 法⼈ Accountability for Change）
・川上全⿓（春光院）
・井上英之（慶應義塾⼤学特別招聘准教授）
・深尾昌峰（公益財団法⼈京都地域創造基⾦ 理事⻑）
・今井悠介（公益社団法⼈チャンス・フォー・チルドレン）
・安⽥祐輔（株式会社キズキ／NPO 法⼈キズキ）
・川⼝弘蔵（Safety blanket 代表）
・森あい（弁護⼠）
・中村貴寿（司法書⼠）
・今村久美（認定特定⾮営利活動法⼈カタリバ 代表理事）
・佐々⽊弘造（弁護⼠、外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ パート
ナー、LGBT とアライのための法律家ネットワーク 理事）
・宇⽥直⼈（UBS グループ）
・マルクス・ジャンドゥニ（外国法事務弁護⼠（原資格国：フランス）、ベー
カー＆マケンジー法律事務所（外国法共同事業）、LGBT とアライのための法
律家ネットワーク理事）
・林礼⼦
・安⽥理絵
・EY Japan

・アレクサンダー・ドミトレンコ （シニア アソシエイト フレッシュフィー
ルズブルックハウスデリンガー法律事務所）
・別府理佳⼦
・⼩林裕⼦
・ジョン・グレイ （パートナー、デービス・ポーク・アンド・ウォードウェ
ル外国法事務弁護⼠事務所
・輪千浩平（弁護⼠）
・⾦⼦みどり （⽶国州⽴テンプル⼤学⽇本校 理事会⻑
以下、本抗議⽂への賛同団体名・個⼈名（順不同）
2017 年 9 ⽉ 29 ⽇

17 時 30 分以降に追加

2017 年 9 ⽉ 29 ⽇

23 時 30 分現在

・株式会社 PubliCo
・⼩沼⼤地（特定⾮営利活動法⼈クロスフィールズ 代表理事）
・瀧⼝徹（弁護⼠）
・PROUD
・⼟井信吾
・あかたちかこ（⼤学教員・思春期保健相談⼠）
・藤⽥淳志（アメリカ⽂学者・愛知学院⼤学准教授）
・Cafe LGBT＋
・⼀般社団法⼈ Get in touch
・中村仁（株式会社お⾦のデザイン代表取締役社⻑）
・⿅⾓契（GHIT Fund 投資戦略開発）
・⼭本雄⼠（株式会社ミナケア代表取締役）
・荒井優（札幌新陽⾼等学校 校⻑）
・佐渡島庸平（株式会社コルク 代表取締役社⻑）
・久保⽥智⼦（フリーアナウンサー）
・⼩沼⼤地（特定⾮営利活動法⼈クロスフィールズ 代表理事）
・⼩林りん（学校法⼈ユナイテッド・ワールド・カレッジ ISAK ジャパン 代表
理事）
・牧憲⼀（特定⾮営利活動法⼈ JUMP 理事⻑）

・⾕⼝洋幸（⾼岡法科⼤学教授）
・川上真吾（司法書⼠）
・北村栄（弁護⼠）
・川⼝創（弁護⼠）
・中⼭弦（弁護⼠）
・後藤將太（法律事務所職員）
・関⾕美紀
・株式会社 Woriks
・⼩⼿川裕（司法書⼠）
・ダイバーシティ WakuWaku
・いろんな家族の映画祭 in 熊本
・阿蘇にじ合宿
・中島眞⼀郎（コムスタカー外国⼈と共に⽣きる会）
・佐久間順⼦（コムスタカー外国⼈と共に⽣きる会）
・⾚星講平（コムスタカー外国⼈と共に⽣きる会）
・レインボーシステム
・⻘⽊みお
・井上伸夫
・ギャラリー＆カフェ和来和来
・蒲⽣トーマス逸司
・伊藤光太（作家）
・⼀般社団法⼈広島県セクシュアルマイノリティ協会
以下、本抗議⽂への賛同団体名・個⼈名（順不同）
2017 年 9 ⽉ 29 ⽇

23 時 30 分以降に追加

2017 年 9 ⽉ 30 ⽇

17 時 00 分現在

・お天気⾬に虹ネット
・清家亮三（司法書⼠）
・同性婚⼈権救済弁護団
・上杉崇⼦（弁護⼠）
・岡村晴美（弁護⼠）

・⾦⼦祐⼦（弁護⼠）
・清⽔皓貴（弁護⼠）
・鈴⽊朋絵（弁護⼠）
・寺原真希⼦（弁護⼠）
・原島有史（弁護⼠

⻘⼭学院⼤学法務研究科助教）

・堀江哲史（弁護⼠）
・皆川洋美（弁護⼠）
・半⽥久之（司法書⼠）
・⽩波瀬達也（関⻄学院⼤学）
・NPO 法⼈レインボーコミュニティ coLLabo
・⽯井寛昭（司法書⼠）
・⼀般社団法⼈フルーツインスーツ⽇本
・中室牧⼦（慶應義塾⼤学総合政策学部 准教授）
・⽥中泉
・安渕聖司
・だいすけ（関⻄同志聯盟共同代表／姫路 LGBT 交流会）
・劉靈均（関⻄同志聯盟共同代表／三重⼤学講師）
・⾕家衛（あすかホールディングス）
以下、本抗議⽂への賛同団体名・個⼈名（順不同）
2017 年 9 ⽉ 29 ⽇

17 時 00 分以降に追加

2017 年 10 ⽉ 2 ⽇

13 時 00 分現在

・古⼭陽⼀（国際医療福祉⼤学 成⽥看護学部

助教）

・南川⿇由⼦（弁護⼠）
・⼩⼭⼤作（LUSH JAPAN）
以下、本抗議⽂への賛同団体名・個⼈名（順不同）
2017 年 10 ⽉ 2 ⽇

13 時 00 分以降に追加

2017 年 10 ⽉ 4 ⽇

6 時 00 分現在

・岡本栄（伊賀市⻑）

・広瀬隆（司法書⼠）
・レインボーハート富⼭
・レインボーとしまの会
・上⽥桐史
・⼩吹⽂紀
・佐古耕太郎
・松原尚美
・和⽥えりか
以下、本抗議⽂への賛同団体名・個⼈名（順不同）
2017 年 10 ⽉ 4 ⽇

6 時 00 分以降に追加

2017 年 10 ⽉ 6 ⽇

14 時 00 分現在

・社会⺠主党 LGBT グループ
・松村徳⼦
・松⽥秀代
以下、本抗議⽂への賛同団体名・個⼈名（順不同）
2017 年 10 ⽉ 6 ⽇
2017 年 10 ⽉ 16 ⽇

14 時 00 分以降に追加
8 時 00 分現在

・中川智⼦（宝塚市⻑）
＝＝＝＝＝＝
本抗議⽂に関する問い合わせ先
「なくそう！SOGI ハラ」実⾏委員会
代表

松中

メール：

権
contact@sogihara.com

