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ＴＰＰ【01_定義・訴訟】
【前段】
ご通行中の皆様、私たちは日中韓投資協定、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ（エフタープ）に反対する一般
市民です！ どこの団体にも組織にも属しません。
皆さん、貿易自由化と聞いて何をイメージしますか？
自由という聞こえの良い言葉で包んだ、大変恐ろしい協定が結ばれようとしています。
日本は鎖国している日本は輸出国家であるなど、実際とは全く逆のことが叫ばれ認識されていま
す。御用評論家や御用インテリによれば、
「海外に打って出ろ」
「少子高齢化で市場は縮小する」
「グ
ローバル化で人とモノの交流を活発化させる必要がある」などと、もっともらしく報道されていま
すが、本当にそうなのでしょうか？
しかし現実では日本ほど国を開き、日本ほど内需で成り立っている国はありません。
事実上アメリカである世界銀行によって裁判されるＩＳＤ条項。
例えばＩＳＤ条項によりアルゼンチン政府は、アメリカ水道企業が欠陥工事を行ったにも関わら
ず逆に訴えられ、１３２億円を支払うハメになりました。不利な協定も改正できないラチェット規
定。ＩＳＤ条項、ラチェット規定、この二つだけでも日本は衰退の道を進んでいきます。
TPP 参加で年間 5 兆円の収納がある関税を撤廃した場合、5 兆円の穴を負担するのは日本国民で
す。TPP 参加で年間 5 兆円の関税は消費税増税として日本国民に背負わされます。
日本にとって大切なことは報道されず、芸能ニュースや海外の深刻なニュースを報道し、裏では
日本財産をグローバル企業に売り渡すことが進められています。
絶対に日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ（エフタープ）を許してはいけません。
もしＴＰＰが危険だと思った方がいらっしゃいましたら、国会議員や各省庁に電話や手紙・ＦＡ
Ｘ・メールを送ってください。
その上で一人でも多くの方にＴＰＰの危険性を伝えてください。お願いいたしまーす！
ＴＰＰのシュプレヒコールいきまーす！（はーーーい！）
【コール】

ＴＰＰはんたーい！

TPP 参加交渉をやめてくださーい！

訴訟社会になりたくありませーん！

ＩＳＤ条項は日本人が訴えられることと同じでーす！

ＩＳＤ条項とラチェット規定、この二つだけでも、日本崩壊でーす！

ＩＳＤ訴訟は世界銀行傘下の非公開裁判で、必ず日本が負けまーす！

ＴＰＰを農業問題だけに、矮小化しないでくださーい！

開国という言葉でＴＰＰを、美化しないで下さーい！

日本の輸出依存度は 2 割弱なので、日本は輸出立国ではありませーん！

日本は日本の内需で、十分にやっていけまーす！

急いで決めた協定はラチェット規定で、元に戻せませーん！

米国がＴＰＰを求めるのは、日本の市場を食いたいからでーす！

外資が損害を被ったと判断した時、相手国を提訴できる ISD 条項が明記されている、TPP
参加交渉をやめてくださーい！

これ以上の開国は日本の姿が、なくなりまーす！

ＴＰＰ参加よりも東北震災復興事業を、行いましょー！

ＴＰＰ参加による文化・思想の自由化で、日本の素晴らしい文化を、汚さないでくださー
い！

ＴＰＰで商業優先化により歴史と伝統が、崩壊しまーす！

ＴＰＰ参加による外国企業損害を、その国の政府に対する損害賠償請求及び国際投資紛争解
決センターでの法律で裁くという日、本の司法の根幹を否定する TPP に、参加しないでく
ださーい！

自治基本条例のように、民主主義の崩壊を招く TPP は、国民主権の崩壊を招きまーす！

TPP は ISD 条項の内容次第では、通貨発行および金融政策・量的緩和政策等が、グローバ
ル企業や加盟国により阻害される可能性がありまーす！

TPP の脱退は、各加盟国のグローバル企業から、一気に ISD 条項で訴えられる可能性が高
く、事実上の脱退は、非常にリスクが高く、現実上はできませーん！

TPP に参加している場合では、ありませーん！

TPP 参加で、年間５兆円の収納がある関税を撤廃した場合、誰が負担するかといえば、大多
数の日本国民でーす！

TPP では原則秘密裡で、交渉合意内容が政府関係者や協議参加者にしか、情報が知らされな
い事が、いかに国民をないがしろにしているかを、周りの人に伝えてくださーい！

文章を入手しても、許可を受けた者以外が閲覧できない TPP は、如何に国民に不利益を生
じさせるかを、自ら証明しておりまーす。！

皆さんの普通の会話で TPP の危険性を、色んな人に伝えてくださーい！

TPP 加盟後に、正しい情報でもグローバル企業に不利な事を行ったら、訴訟される可能性が
あり、表現の自由が大幅に阻害されまーす！

先日のアメリカとの TPP 合意でもわかる通り、アメリカへの譲歩ばかりで、日本は何も有
利な交渉が出来ていませんでした。交渉能力が全くないことが露呈しております。安倍総
裁は公約通り日本政府に交渉能力が無く、国益を損する以上 TPP 参加を撤回してくださる
ようお願いしまーす！
【締め】
日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ 反対しまーす！！日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ 反対しまーす！！

ＴＰＰ【02_デフレ・雇用】
【前段】
ご通行中の皆様、私たちは日中韓投資協定、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ（エフタープ）に反対する一般
市民です！
どこの団体にも組織にも属しません。皆さん、貿易自由化と聞いて何をイメージしますか？
自由という聞こえの良い言葉で包んだ、大変恐ろしい協定が結ばれようとしています。
日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰにより外国人労働者の自由な往来が行われ、外国人労働者が日本人と同じ
条件で働けるため日本人の雇用悪化が確実に発生します。また、安い物資の流入による物価下落を
まねき、デフレが悪化します。
そして公共事業に海外企業が流入し、税金は他国へ吸い上げられ、日本の多くの工場が海外へ移
転するなど、ますます日本経済は疲弊して行きます。安ければいいじゃん！と、あなたの会社の商
品も過度な価格競争にさらされるでしょう。あなたの給料が減ります。あなたの仕事がなくなりま
す。それが貿易自由化なのです。
TPP 参加で年間 5 兆円の収納がある関税を撤廃した場合、5 兆円の穴を負担するのは日本国民で
す。TPP 参加で年間 5 兆円の関税は消費税増税として日本国民に背負わされます。
日本にとって大切なことは報道されず、芸能ニュースや海外の深刻なニュースを報道し、裏では日
本財産をグローバル企業に売り渡すことが進められています。
絶対に日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ（エフタープ）を許してはいけません。
もしＴＰＰが危険だと思った方がいらっしゃいましたら、国会議員や各省庁に電話や手紙・ＦＡ
Ｘ・メールを送ってください。その上で一人でも多くの方にＴＰＰの危険性を伝えてください。お

1/3

願いいたしまーす！
ＴＰＰのシュプレヒコールいきまーす！（はーーーい！）
【コール】

ＴＰＰであなたの仕事が、奪われまーす！

ＴＰＰ参加を理由とした増税を、やめてくださーい！

ＴＰＰで日本人の多くが失業しまーす！

ＴＰＰで家族の仕事が奪われまーす！

ＴＰＰ参加によって、日本の少子化が加速しまーす！

輸入品が下がっても、それ以上に所得が、下がりまーす！

日本人の雇用を削るＴＰＰよりも、日本人の雇用アップの政策を、とってくださーい！

公共事業に外国が入ると、日本の税金は外国に、流れてしまいまーす！

ＴＰＰよりも国内需要喚起の政策を、とってくださーい！

ＴＰＰ理念である、１０年以内の完全自由貿易化を目標とする、TPP 参加をやめてくださー
い！

ＴＰＰ自由化によって安い物資の流入による、物価下落を食い止めましょー！

ＴＰＰ自由化による賃金抑制や日本人労働者解雇をしないでくださーい！

ＴＰＰ参加加盟国の全体の中・低所得者の生活水準が低下する、ＴＰＰに参加はやめてくだ
さーい！

ＴＰＰ参加による物流運搬の開放で、民間輸送経路の開放を、ゆるさないでくださーい！

ＴＰＰ参加による、アメリカ大手多国籍企業及び大規模産業化での、経済植民地化協定の参
加をやめてくださーい！

ＴＰＰ参加による震災復興事業の自由化で、国内企業以外の採用による日本の財産を海外に
流さないでくださーい！

ＴＰＰ参加による IT 企業進出で、日本 IT 関連会社の仕事を奪わないでくださーい！

ＴＰＰ参加による海外企業進出で、日本の中小企業の廃業促進をやめてくださーい！

ＴＰＰ参加による日本のゼネコンの弱体化と、土木事業の解体を招かないでないでくださー
い！

ＴＰＰ参加による技術や知的財産権の海外流出促進をやめてくださーい！

ＴＰＰ参加による政府を含めた電子商取引の自由化をやめてくださーい！

ＴＰＰ参加によるデフレの深刻化を絶対に阻止しましょー！！

ＴＰＰ参加は TPP 参加加盟国のデフレ加速を導くので絶対に阻止しましょー！

景気条項を設けたはずの消費税も TPP 参加により関税無税化５兆円不足分を補うため、消
費税が上げられてしまいまーす！

TPP により国民の生活は破たんすると、大半の国民が税金も納められなくなり、国の税収
が減ることによって、税収が不足するので、また増税法案が審議入りしてしまいまーす！

TPP に参加したら、殆どの正社員は解雇に怯える毎日となりまーす！

TPP で自由化した分野の産業では、雇われるのはバイトばかりになり、国民が貧困化しまー
す！

TPP は通貨戦争を勃発させ、日本は円高によるデフレが続きまーす！

通貨戦争の円高デフレは、あらゆる国内産業を一気に疲弊させまーす！

経済が安定化しないこの時期に TPP に参加し、物価が下がればデフレと賃金低下を呼び込
み、経済は疲弊化して結局は輸入も増えませーん！

TPP デフレにより、９９％の国民が貧民化しまーす！

国内内需でも間に合わない時に、本来は海外の供給能力を頼る事が、本来の国の経済対策で
ーす！

安易な過度の自由貿易は、全ての国の労働者賃金低下と失業率を高め、どの国でもものが売
れなくなるので、経済発展は中長期ではありえませーん！

TPP に入らないと経済損失が発生するというなら、今までの外交貿易で日本は多大な被害を
受けたことになりまーす！

多大な被害などなく、むしろ黒字だった日本に、TPP 参加で経済損失があるという事自体が
デタラメでーす！

アメリカの利益至上主義が、日本の農業・医療・投資・知的財産・公共事業を用いて大量の
失業者を生みまーす！

政府が本当に輸入を増やしたいのなら、国内産業を活性化し、経済を活性化させれば勝手に
増えまーす！先日のアメリカとの TPP 合意でもわかる通り、アメリカへの譲歩ばかりで、
日本は何も有利な交渉が出来ていませんでした。交渉能力が全くないことが露呈しており
ます。安倍総裁は公約通り日本政府に交渉能力が無く、国益を損する以上 TPP 参加を撤回
してくださるようお願いしまーす！
【締め】
日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ 反対しまーす！！日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ 反対しまーす！！

ＴＰＰ【03_農業・安全・医療】
【前段】
ご通行中の皆様、私たちは日中韓投資協定、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ（エフタープ）に反対する一般
市民です！ どこの団体にも組織にも属しません。皆さん、貿易自由化と聞いて何をイメージします
か？
自由という聞こえの良い言葉で包んだ、大変恐ろしい協定が結ばれようとしています。自由貿易
では農業問題が特に大きく取り上げられています。
例えばですが、関税撤廃により、農業・畜産業分野が競争にさらされ衰退します。その影響で農
家や牧場の廃業をまねき、日本の食糧自給がさらに低下します。結果的に食糧を外国に握られたそ
の先、日本にはいったい何が待っているのでしょか。
また、歯の治療に１００万円もかかるような医療制度も、ＴＰＰ締結後は当たり前となるかもし
れません。自由貿易化により自国産業の空洞化は勿論、国防・食料自給率・技術漏洩・資源流出・
教育や思想の侵食、そして極度の治安悪化を招く事は歴史から見ても明らかです。
TPP 参加で年間 5 兆円の収納がある関税を撤廃した場合、5 兆円の穴を負担するのは日本国民で
す。TPP 参加で年間 5 兆円の関税は消費税増税として日本国民に背負わされます。
日本にとって大切なことは報道されず、芸能ニュースや海外の深刻なニュースを報道し、裏では
日本財産をグローバル企業に売り渡すことが進められています。絶対に日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、Ｆ
ＴＡＡＰ（エフタープ）を許してはいけません。
もしＴＰＰが危険だと思った方がいらっしゃいましたら、国会議員や各省庁に電話や手紙・ＦＡ
Ｘ・メールを送ってください。その上で一人でも多くの方にＴＰＰの危険性を伝えてください。お
願いいたしまーす！
ＴＰＰのシュプレヒコールいきまーす！（はーーーい！）

⇒コールは次ページから

皆さん！
保護貿易という言葉の重要性を思い出しましょう！
（自由貿易の対比言葉）
HP にも同じ内容を掲載しておりますよんヽ( ´▽｀)ﾉ
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ＴＰＰ【03_農業・安全・医療】
【コール】

歯の治療に１０万円、それがＴＰＰの正体でーす！

盲腸の手術に２５０万円、それがＴＰＰの正体でーす！

日本の美味しく安心なお米が、なくなりまーす！

大量の移民で治安が、悪化しまーす！

ＴＰＰで日本の食糧自給は、壊滅しまーす！

ＴＰＰで日本の水源が、乗っ取られまーす！

ＴＰＰ参加の準備の為の、農家への直接交付金増額という餌を理由に、参入する事はやめて
くださーい！

ＴＰＰ参加による日本農業の壊滅を、させないでくださーい！

ＴＰＰ参加による農業壊滅と同時に、多面的崩壊を招く環境破壊が発生するので、やめてく
ださーい！

ＴＰＰ参加による日本漁業産業を、壊滅させないでくださーい！

ＴＰＰ参加による牛肉 OIE 基準を許し、狂牛病危険部位の輸入をやめてくださーい！

ＴＰＰ参加による原産地規則撤廃の検疫免除で、食の安全をおびやかさないでくださーい！

ＴＰＰ参加による遺伝子組み換え作物の自由化で、食の安全を奪わないでくださーい！

ＴＰＰ参加による輸出時における、出荷前農薬散布食物の流入促進をやめてくださーい！

ＴＰＰ参加による給食の安全を、おびやかさないでくださーい！

ＴＰＰによって安全な日本の工場基準を、他国の低い安全性にしないでくださーい！

ＴＰＰ参加による貿易優先の安全規制を、優先しないでくださーい！

ＴＰＰ参加による日本の国民皆保険制度の崩壊を、招かないでくださーい！

ＴＰＰによるアメリカの術式特許導入で、診療価格がはねあがりまーす！

ＴＰＰによる薬価上限撤廃の影響で、薬の価格がはねあがりまーす！

ＴＰＰ参加による現在すら深刻な地方医院倒産を招く自由化を、やめてくださーい！

ＴＰＰ参加による混合医療制度や株式会社設立を許す医療費増大を、やめてくださーい！

ＴＰＰ参加による自由化の影響で土地使用許可開放を招く危険性を考慮して、やめてくださ
ーい！

ＴＰＰ参加で外国による乱開発を、とめられませーん！

ＴＰＰで景気が悪化しまーす！

ＴＰＰ参加による内閣府試算１年で、４０００億円弱のプラス程度の情報で、国民の生活を
犠牲にしないでくださーい！

ＴＰＰ参加によって外国人労働者が増加し、治安悪化を招く選択をやめてくださーい！

ネガティブリスト方式を、農業や畜産業に取り入れると、モンサントに食糧を強制的に管理
される社会となり、健康はおろか公害すら止められなくなりまーす！

ＴＰＰの参加は食料自給率を下げ、有事の際には餓死者の増大により国防が弱体しまー
す！

努力では埋められない生産効率を、農家に押し付けないでくださーい！

世界的食糧不足の状態で、農業が壊滅する TPP 参加は、日本を将来的に壊滅させまーす！

日本の食糧自給率が低迷している現在に、輸出に乗り出すのは非常に危険でーす！

モンサントが９０％の遺伝子組み換え種子が日本に流入すれば、生態系が確実に破壊されま
ーす！

金融と投資の解放は国内運用以外を認めない郵貯や簡保・共済を、外国に自由に使われてし
まいまーす！

ＴＰＰによる薬の予防原則規則撤廃が副作用や健康・環境の破壊につながりまーす！

商品の値段の４５％以上の品物の原産地表示を許したら、本当の日本産の見分けが出来なく
なってしまいまーす！

ＴＰＰに参加すると、失業者の急激な増加により、生活保護者が一気に増加しまーす！

欧米ではグローバリゼーションは地球市民ではなく、グローバル企業が国家以上の権力を
持ち、従業員を奴隷のように使うという意味で使われておりまーす！

ＴＰＰ参加でサーバーのクラウド化を進められ、国家機密情報が加盟国に握られるかもしれ
ませーん！

ラチェット規定は一度自由化された項目や品目が、結果的に都合が悪くても、二度と自由化
を止めることができない、恐ろしい規定でーす！

モンサントの種子を一度入れれば、インドなどと同じ、農家は二度とモンサント種子から逃
れることができなくなりまーす！

モンサント種子は農薬とセットでの販売なので過度の農薬使用により水道水が飲めなくな
る危険がありまーす！

大規模農業は日本の農業品質を急激に低下させまーす！

農業の規制緩和による競争力解放を行えば確実に価格競争が激化し日本の野菜と農家が貧
困化します！

ＴＰＰに参加すると判明していない狂牛病の牛の肉が日本に輸入されまーす！

先日のアメリカとのＴＰＰ合意でもわかる通り、アメリカへの譲歩ばかりで、日本は何も有
利な交渉が出来ていませんでした。交渉能力が全くないことが露呈しております。安倍総
裁は公約通り日本政府に交渉能力が無く、国益を損する以上ＴＰＰ参加を撤回してくださ
るようお願いしまーす！
【締め】
日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ 反対しまーす！！日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ 反対しまーす！！

ＴＰＰ【04_企業・労働】
【前段】
ご通行中の皆様、私たちは日中韓投資協定、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ（エフタープ）に反対する一般
市民です！ どこの団体にも組織にも属しません。皆さん、貿易自由化と聞いて何をイメージします
か？自由という聞こえの良い言葉で包んだ、大変恐ろしい協定が結ばれようとしています。
農業問題として捉えられがちな貿易自由化ですが、行政や金融にも問題は山積みです。貿易自由
化により、外国の制度や労働者の制約がなくなります。その結果、公共事業に外国企業の流入、日
本近海で見つかり始めた石油や天然ガス、レアメタルなどの資源発掘権の略奪、金融資産の流出な
どが発生してしまいます。
また、多国籍企業が大半を占める経団連が貿易自由化を進めるのは、関税撤廃、人件費削減、原
料費削減の恩恵により一時的に潤うからです。それ以外の日本国内企業は、不利益しかありませ
ん！
TPP 参加で年間 5 兆円の収納がある関税を撤廃した場合、5 兆円の穴を負担するのは日本国民で
す。TPP 参加で年間 5 兆円の関税は消費税増税として日本国民に背負わされます。
日本にとって大切なことは報道されず、芸能ニュースや海外の深刻なニュースを報道し、裏では
日本財産をグローバル企業に売り渡すことが進められています。
絶対に日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ（エフタープ）を許してはいけません。
もしＴＰＰが危険だと思った方がいらっしゃいましたら、国会議員や各省庁に電話や手紙・ＦＡ
Ｘ・メールを送ってください。その上で一人でも多くの方にＴＰＰの危険性を伝えてください。お
願いいたしまーす！
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ＴＰＰのシュプレヒコールいきまーす！（はーーーい！）
【コール】

ベトナム戦争枯葉剤で悪名高きモンサント社と組む、住友化学・経団連会長・米倉弘昌(よね
くら ひろまさ)は、経団連会長を辞任してくださーい！

多国籍企業団体ばかりになってしまった経団連は、国益よりも自らの会社の利益を優先し、
売国すらいとわない判断を発表する事を、やめてくださーい！

ＴＰＰ参加による大幅法律改正で、独立行政法人増加による天下り増加を、許さないでくだ
さーい！

ＴＰＰ参加による非関税障壁の撤廃誘導をやめてくださーい！

ＴＰＰ参加による多国籍企業の工場進出を、優先しないでくださーい！

ＴＰＰ参加による資源採掘権の TPP 加盟国略奪の可能性を、考慮してくださーい！

ＴＰＰ参加による郵政開放を条件とした郵便貯金や簡保の金融開放をやめてくださーい！

ＴＰＰ参加による金融開放で、アジア通貨危機と同じ状況を作る選択を、行わないでくださ
ーい！

ＴＰＰ参加による投資開放での、日本企業の総外資化促進を、やめてくださーい！

ＴＰＰ参加による株主配当金の増額で、事実上の海外投資家への資金流出を、ゆるさないで
くださーい！

ＴＰＰ参加による保険開放で、日本の保険会社を潰さないでくださーい！

ＴＰＰ参加による日本企業と外国企業の同等の扱いでの、日本企業潰しをやめてくださー
い！

ＴＰＰ参加による外国人労働者流入で少子化食い止めを、やめてくださーい！

ＴＰＰ参加による教員免許の国際化を、やめてくださーい！

ＴＰＰ参加による国家資格の国際化で資格制度の根本否定をやめてくださーい！

ＴＰＰに参加すると、資格制度の崩壊で、専門職の安全担保が失われまーす！

ＴＰＰ参加による外国からの教育・歴史・伝統への干渉を許すことをやめてくださーい！

ＴＰＰ参加による ISD 条項導入で、日本の司法・立法・行政の浸食を、ゆるさないでくださ
ーい！

ＴＰＰによる内政干渉で、日本の立法主権が、あやつられまーす！

ＴＰＰ参加による陪審員制度等の自由化を、やめてくださーい！

ＴＰＰ参加による国家技術開発を他国と共同開発を迫られる選択、をやめてくださーい！

ＴＰＰ参加によるオバマ大統領の輸出増大計画によるグローバル企業の推進を、許さないで
くださーい！

日本の輸出依存度は 2 割弱なので、日本は輸出立国でありませーん！

ＴＰＰ参加による政府調達自由化で、日本の様々な公的作業開放をやめてくださーい！

ＴＰＰ参加による地方自治体の地域サービスの海外企業進出を許す政策を、やめてくださー
い！

ＴＰＰで工場の海外移設が、止まりませーん！

過度の自由化をしたら、大多数の国民を守れず、グローバル企業の営利中心となるので、競
争の場に入れてはいけない産業まで競、争の場に引き込まれまーす！

安易に国外に工場を建て、その国に公害やギリギリの賃金での雇用確保で、外国に迷惑をか
けないでくださーい！

安易な過度の自由貿易は、格差拡大を生むので、両国の不足材料を補う以上の事は、やめて
くださーい！

TPP による政府調達の外国企業制限額の引き下げにより、地方の地場産業が壊滅しまーす！

TPP の投資国境を無くすと、巨大資本による暴力により、上場株式会社が乗っ取られ、日
本の労働者の給料が激減、もしくは失業しまーす！

TPP は資金力豊かな大企業に、有利な規制緩和を促すので、中小企業は吸収されるか、倒産
に追い込まれまーす！

TPP 賛成のグローバル企業がマスコミのスポンサーである以上、マスコミの TPP 報道に期
待ができませーん！

先日のアメリカとの TPP 合意でもわかる通り、アメリカへの譲歩ばかりで、日本は何も有
利な交渉が出来ていませんでした。交渉能力が全くないことが露呈しております。安倍総
裁は公約通り日本政府に交渉能力が無く、国益を損する以上 TPP 参加を撤回してくださる
ようお願いしまーす！
【締め】
日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ 反対しまーす！！日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ 反対しまーす！！

ＴＰＰ【05_交渉参加】
ご通行中の皆様、私たちは日中韓投資協定、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ（エフタープ）に反対する一般
市民です！どこの団体にも組織にも属しません。皆さん、貿易自由化と聞いて何をイメージします
か？自由という聞こえの良い言葉で包んだ、大変恐ろしい協定が結ばれようとしています。
現在、ＴＰＰの交渉内容はグローバル企業の上層部と、各参加交渉国の一部の議員にしか渡って
おらず、内容の吟味はＴＰＰ関係国の国民や国会議員に対して、秘密裏に行われている異常事態と
なっております。大多数の国民に、知られてはまずい内容だからこその秘密裏なのです。
すでにＴＰＰの内容は２６章９００ページにもなる大筋が完成の条約内容となっており、今更参加
交渉したところで覆すことはまず不可能です。
もう交渉の余地などなく、聖域なき関税撤廃など夢物語なのです。すでに先日の事前協議でのア
メリカとのＴＰＰ交渉では日本だけの譲歩に終わりました。攻めの外交姿勢など、どこにも存在し
なかったのです。
安倍総裁がＴＰＰ参加交渉を行う暴挙により、現在は日本のＴＰＰ参加決定は、各ＴＰＰ加盟国
の日本参加の了承と、今後の衆参両議院の可決結果にゆだねられています。今となってはＴＰＰの
正体を国民に周知の上、一般市民と国会議員に反対してもらうしかありません！
ＴＰＰ参加で年間 5 兆円の収納がある関税を撤廃した場合、5 兆円の穴を負担するのは日本国民
です。ＴＰＰ参加で年間 5 兆円の関税は消費税増税として日本国民に背負わされます。
日本にとって大切なことは報道されず、芸能ニュースや海外の深刻なニュースを報道し、裏では
日本を売り渡すことが進められています。
絶対に日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ（エフタープ）を許してはいけません。
もしＴＰＰが危険だと思った方がいらっしゃいましたら、国会議員や各省庁に電話や手紙・ＦＡ
Ｘ・メールを送ってください。その上で一人でも多くの方にＴＰＰの危険性を伝えてください。お
願いいたしまーす！
ＴＰＰのシュプレヒコールいきまーす！（はーーーい！）

⇒コールは次ページから

皆さん！
保護貿易という言葉の重要性を思い出しましょう！
（自由貿易の対比言葉）
HP にも同じ内容を掲載しておりますよんヽ( ´▽｀)ﾉ

[DL 用][縮小版] ４.2０. TPP＆日中韓投資協定(FTA)反対お願いデモパレード in 霞ヶ関
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すべての投資による資金・技術移転を許す、この協定に入らないでくださーい！

中国・韓国のような協定を守らない国に、ISD 条項で損をするのは日本だけでーす！
【コール】
【締め】

米韓ＦＴＡ、メキシコ・アメリカＦＴＡ、カナダ・アメリカＦＴＡの不平等条約から、TPP 日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ 反対しまーす！！日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ 反対しまーす！！
の参加の危険性を、政治家は学んでくださーい！

ＴＰＰは平成の不平等条約なので、やめてくださーい！

ＴＰＰの脱退は各加盟国のグローバル企業から一気に ISD 条項で訴えられる可能性が高く、
事実上の脱退は非常にリスクが高く、現実上はできませーん。
ご通行中の皆様、私たちは日中韓投資協定、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ（エフタープ）に反対する一般市

ＴＰＰと日米同盟は、関係ありませーん！
民です！

ＴＰＰは２６章９００ページもあります。農業問題だけではありませーん！
どこの団体にも組織にも属しません。

ＴＰＰ参加は、加盟国同士の内政干渉が可能であるので、絶対に参加をやめてくださーい！ 皆さん、日中韓投資協定は自民党や民主党・グローバル企業にとっての本丸です。

ＴＰＰ参加によるアメリカの国益だけを考慮した判断を促す、行政庁の暴挙をやめてくださ この協定は中国人や韓国人が自由に日本で働く事を許しております。
ーい！
また、その入国者は過去に犯罪者であっても構わず入国ができるので、日本でも犯罪を犯す可能性

ＴＰＰ参加による、マスメディア外資保有率最大２０％上限の引き上げによって発生する情 が高いと考えられます。
報発信の乗っ取りを、ゆるさないでくださーい！
皆さん！

ＴＰＰ参加による事実上の移民政策を、やめてくださーい！
中国人や韓国人が自由に日本で働けるようになった場合、私たちの生活は壊滅的な打撃を受けるこ

ＴＰＰを賛成する安倍政権には即刻ＴＰＰのデメリットをもう一度認識してくださーい！
とになります。

国の事情は色々です。他国と日本を一緒にしないでくださーい！

第一に、中国人や韓国人の人件費が安いことだけで私たちの雇用が奪われてしまい、国際

マイナンバー法案は国民に必要なのではなく、ＴＰＰ参加に必要不可欠なので閣議決定し
的に高い人件費の日本人の雇用は絶望的状況になります。
ましたー！

第二に、中国人や韓国人の増大は強烈な治安悪化を生み、昼間でも雨戸と鍵を厳重にしな

関税と非関税障壁を撤廃すれば、それに合わせた法律改正を迫られまーす！
ければならず、子どもが外で遊ぶことすらできないようになります。

北朝鮮ミサイル問題のどさくさに紛れて、ＴＰＰや日中韓投資協定の前提に必要な消費税 
第三に、中国人や韓国人の増大は日本とかけ離れた文化・風習が流れ込み、歴史・文化・
改悪・健康保険改悪・マイナンバー法案等を閣議決定し、大多数の国民を不幸にする法案
教育・道徳が壊滅的打撃を受けることになります。
を、衆議院審議に持ち込まないでくださーい！

第四に、この協定で入国した中国人・韓国人に対して現行法では土地の所有権を認めてし

ＴＰＰは現在２６章９００ページにも及ぶ協定内容となっており、日本の交渉の余地はあ
まっているので、反日国家に土地の所有権が奪われます。
りませーん！

そして最後に中国人を大量に流入させたうえで中国の国防動員法が発動すると、中国の法

先日のアメリカとのＴＰＰ合意でもわかる通り、アメリカへの譲歩ばかりで、日本は何も有
律で日本にいる中国人が中国の兵隊となって日本国内でテロを簡単に起せるようになりま
利な交渉が出来ていませんでした。交渉能力が全くないことが露呈しております。安倍総
す。
理は公約通り日本政府に交渉能力が無く、国益を損する以上ＴＰＰ参加を撤回してくださ 皆さん！
るようお願いしまーす！
日本は日本国籍を持つ者の国であり、グローバル化というイメージだけでこれ以上の移民や特定ア
【締め】
ジアの人々を受け入れると経済・福祉・文化・その他すべてが破壊されてしまいます。
日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ 反対しまーす！！日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ 反対しまーす！！
これ以上危険な協定はみた事がありません。
皆さんの会話の中に日中韓投資協定という言葉を盛り込んでください。
お願いしまーす。
日中韓投資協定シュプレヒコールいきまーす！（はーーーい！）
ご通行中の皆様、私たちは日中韓投資協定、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ（エフタープ）に反対する一般市 【コール】
民です！

日中韓投資協定で中国人・韓国人が簡単に日本に住み着き（☆）犯罪が多発しまーす！
どこの団体にも組織にも属しません。

日本で働いていた中国人・韓国人が解雇された場合、確実に再就職ができないので生き残
皆さん、日中韓投資協定は自民党や民主党・グローバル企業にとってのＴＰＰを隠れ蓑にした本丸
るために犯罪に走りまーす！
です。

日中韓投資協定は（☆）尖閣諸島や竹島と同じように経済も資源に（☆）搾取されまーす！
この協定は中国や韓国に対して知的財産権の保護を保ちながら投資全般を円滑に行う事を建前とし 
日中韓投資協定により（☆）我々の税金で作り上げた福祉が（☆）勝手に使われまーす！
ております。

韓国と投資協定を協議するのは少なくとも（☆）竹島を日本に（☆）返してからでーす！
しかし、中身を見ると中国や韓国に対しての工場及び技術の漏えいを目的とした、たいへん日本に 
尖閣事件で（☆）日本人技術者を逮捕するような中国との投資協定は（☆）大変危険でーす！
不利な条約となっております。

韓国大手銀行が何件も破綻に至っている韓国との投資協定では日本も（☆）大損害をうけま
なぜならば、中国・韓国には日本より優れた技術や特許等にあるような知的財産権は殆ど存在して
ーす！
いないからです。

内国民待遇によって（☆）中国人・韓国人に対して（☆）日本人と同等の権利を（☆）与え
この協定が成立した場合、日本の工場が中国や韓国といった人件費の安く、反日政策をとっている
ないでくださーい！
国に移転してしまい、日本企業の技術が次々とこの協定を盾に奪われてしまう事でしょう。

投資において（☆）どの国よりも中国・韓国を最有利にする必要がある最恵国待遇を（☆）
余談ですが、消費税によって日本の組立工場がここ２０年次々と移転しております。Made in
結ばないでくださーい！
Japan が減った理由です。

関税を否定し（☆）自国の産業を疲弊させる関税自由化を（☆）やめてくださーい！
実をいうと輸出企業には消費税はかからず、むしろ税金が企業の利益の一部となっています。

関税撤廃分だけの税収５兆円を消費税等で賄おうとしないでくださーい！
その消費税がこれからＴＰＰや日中韓投資協定の補填をかねて増税されることになるのです。

これ以上の（☆）中国製品・韓国製品は（☆）日本に（☆）必要ありませーん！
これによって工場移設分だけ日本の若者の雇用は減ってしまったのです。

投資モラルのない中国・韓国に（☆）これ以上私たち日本人は（☆）騙されたくありませー
これだけでもここ２０年減少傾向にあったにもかかわらず、日中韓投資協定によってさらに雇用が
ん！
減っていくことなるのです。ヽ(´▽｀)ﾉ

契約内容をまともに守らない中国・韓国との投資（☆）は日本の信用も（☆）無くしまーす！
当然ですが日本人全体の給料も減っていくことでしょう。

日中韓投資協定を結ばず、スパイ防止法等を（☆）おねがいしまーす！
そうならない為に私たちは皆様にこの日中韓投資協定を知っていただくために行動に出る事にしま 
日中韓投資協定よりも先に国家公務員や弁護士等の重要資格に国籍条項を（☆）付け加えて
した。
くださーい！
日中韓投資協定は私たち日本人の未来を潰す親中議員や官僚、そしてグローバル企業の謀略です。 
日中韓投資協定で外国人の生活保護の拡大を（☆）しないでくださーい！
日中韓投資協定のシュプレヒコールいきまーす！（はーーーい！）

投資に関わる法改正の度に中国・韓国から意見を伺わなければならない協定に入らないで
【コール】
くださーい！

日中韓投資協定を結んでも、中国・韓国は、決まりを守りませーん！

土地所有権のない中国と、土地所有権のある日本とでは完全に日本が（☆）不利でーす！

日中韓投資協定にある知的財産保護を、中国は、守れませーん！

土地や投資の収用を原則してはならない協定をやめてくださーい！

事実上失敗したユーロのような共通通貨につながる日中韓投資協定は、やめてくださーい！ 
公共投資について自国有利の入札ができない協定に（☆）入らないでくださーい！

日中韓投資協定により、日本の技術漏えいの促進を、しないでくださーい！

通貨同盟により日本円という世界最高の信用ある通貨を捨ててアジア共通通貨を採用しな

技術移転の自由化は、日本の全産業を、壊滅させまーす！
いでくださーい！

日中韓投資協定により、日本の部品工場の流出を、させないでくださーい！

国会でＴＰＰや日中韓投資協定の閣議決定を行い、条約に入ることは絶対にやめてくださ

中国に渡った中小企業の４分の３は赤字続きで、中国や韓国からの撤退も難しく、大変危
ーい！
険な状態となっておりまーす！

ＴＰＰや日中韓投資協定の恐ろしさを周りの人や国会議員・省庁に直接話したり、電話・

中国・韓国からの内政干渉により、日本の法律改正を強いられる協定を、結ばないでくださ
手紙・ＦＡＸ・メール等を送付し伝えてくださーい！
ーい！

普通の会話にＴＰＰ・日中韓投資協定の話を是非話題にしてくださーい！

日中韓投資協定にもあるラチェット規定で、一度決めた不利な協定は、戻りませーん！
【締め】

中国や韓国は、自国が不利になると協定を無視するので協定を、結ばないでくださーい！
日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ 反対しまーす！！日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ 反対しまーす！！

アジア共通通貨の第一歩である通貨同盟が、記載されている日中韓投資協定を、結ばないで
くださーい！

通貨同盟では日本の通貨が、発行できなくなりまーす！

容易に偽札を作ることができ、国際的信用の低い元やウォンを守るような政策を、しないで
くださーい！

偽札を作りにくい円だけで、私たち日本人は、幸せでーす！

投資に対する根底的違いのある中国・韓国との投資自由化は、とても危険でーす！

日本の政府及び行政は、自国の産業を、守ってくださーい！

経団連に代表するような、多国籍展開する大企業しか恩恵の無い、日中韓投資協定を、やめ
てくださーい！

チャイナリスク・コリアリスクは、この協定だけでは、ぬぐえませーん！

中国民事訴訟法２３１条のような人の強制拘留ができる国とは、まともな投資は、できませ
ーん！

ISD 条項で、不当判決になりかねない協定で日本の税金が、食い物にされまーす！
若者からの投票が救う!!

中国の土地取得法である島嶼（とうしょ）法や海島保護法を、先に対処しないと、中国に日
[HP] http://ainippon.web.fc2.com/
本の島や土地を（☆）奪われまーす！

武力紛争等の事態でも、中国・韓国の投資の保護を容認する協定に、入らないでくださー
[BLOG] http://ainippon.blog.fc2.com/
い！

ＴＰＰ【05_交渉参加】

日中韓投資協定【02_人員の入国】

日中韓投資協定【01_知的財産及び技術漏えい】

皆さん！
保護貿易という言葉の重要性を思い出しましょう！
（自由貿易の対比言葉）
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HP にも同じ内容を掲載しておりますよんヽ( ´▽｀)ﾉ

