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ＴＰＰ【01_ＩＳＤ条項】  

 
【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）に反対するどこの団

体にも組織にも属さない有志の集まりです！ 
 
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。  
メディアで良く見る評論家やインテリによれば「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？  
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他にありません。  

 
ここで一つ。  
ＩＳＤ条項を紹介します。  
ＩＳＤ条項とは「投資家対国家間の紛争解決条項」の事で、自由貿易協定を結んだ国同士での中で、

企業や投資家が投資の阻害された場合にその国の政府に対して賠償を求めることが出来る条項のことで
す。  

 
これは企業や投資家を保護する事を建前としており、その保護基準は非関税障壁対象部分以外の円滑

な投資です。  
ＴＰＰの最終目的は非関税障壁の撤廃ですから、投資家と企業の利益の保護ばかりが目立つ結果とな

ることは間違いありません。  
当然、その国の環境や企業保護が優遇されることになり、公害の恐れやその国の産業を守る事は殆ど

無いでしょう。  
 
また、ＩＳＤ裁判の審議には申立てだけで２５０万円以上、管理費を含めると年間５００万円以上必

要となります。  
あまりに費用が多額のため、中小零細企業や発展途上国企業が事実上はＩＳＤ条項を利用できるわけ

が無く、完全なグローバル企業かヘッジファンド以外が利用できないように出来ているのです。  
 
勿論、大多数の国民には縁も無く、利益もなく、害だけしかありません。  
そしてアメリカの事実上の傘下である世界銀行によって裁判されるＩＳＤ条項。  
裁判が陪審員の力関係により行われる以上、金の持つ者やアメリカが有利に勝つ制度に成り下がって

います。 
  
２０１２年のＩＳＤ訴訟６２件の内、訴えられた国は６８％発展途上国であり、しかも投資家側の主

張が通ったのがその内７割という完全な不平等判決を匂わせる結果となっております。  
水資源の有害物質についてもＩＳＤに基づいたアメリカの原告勝訴があり、日本において安全な水は

過去のものとなるかもしれません。  
 
またＩＳＤの判決は誤審であっても再審はされず、さらに日本国内の司法よりも優先されます。  

すでにこれは国家主権の一部が侵害されることを意味します。  
 
昨年、ＩＳＤ条項によりエクアドル政府では、アメリカ石油開発企業のオキシデンタル社が一方的に

エクアドル政府に参入契約を破棄されたと訴えた事例で、エクアドル政府は約１７７０億円を支払う判
決が出ております。  

 
エクアドル政府の経済規模でこの金額は絶望的金額です。  
今回の額を国民の人口で割り国民一人当たりの負担額は１１４７８ドルとなります。  
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エクアドル一人当たりの年間ＧＤＰが４４２４ドルである事を考えると、国民一人の約２年半の消費
額となり、事実上国が滅ぶ請求額となっております。  

 
 ちなみにエクアドルの軍事費が約１５００億円と考えると国防予算全削減でも払いきれない金額で

す。.  
これはエクアドルという国家がＩＳＤ条項によって事実上、不当に財政崩壊したことを意味するので

すが、皆さんは国が存続すると感じますか？  
 
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・ＦＡＸ・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】  
1. ＴＰＰはんたーい！  
2. 安倍内閣はＴＰＰ参加交渉をただちにやめてくださーい！  
3. 私たちはＴＰＰ参加によって日本をアメリカのような訴訟社会にしたくありませーん！  
4. ＩＳＤ条項とラチェット規定、この二つだけをとっても、日本は崩壊しまーす！  
5. ＩＳＤ条項を行うには多額の費用がかかり、事実上は多国籍企業と投資家しか利用ができませー

ん！  
6. ＩＳＤ訴訟は世界銀行傘下の非公開裁判で、必ず政府が負けまーす！  
7. 多国籍企業や投資家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！  
8. ＩＳＤ条項等により日本の国内裁判よりも上位の判決効果を有するＴＰＰは日本の立法・司法制度

を破壊しまーす！  
9. ＴＰＰに参加すると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る投資妨害を理由に、阻害される可能性がありまーす！  
10. よってＴＰＰ参加は間接的には日本の通貨発行権の一部献上となってしまいまーす！  
11. ＩＳＤ条項で、日本だけでなく他の加盟国の大多数の国民に対して敗訴負担を税金で搾取する仕組

みを撤回してくださーい！  
12. ＩＳＤ条項の敗訴で福祉や増税を虐げられている事実上の経済負債を武器とした植民地国家をこれ

以上増やさないでくださーい！  
13. ＴＰＰに参加すれば、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！  
14. 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！  
15. 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！  
16. ＴＰＰに参加すれば、現在ですら深刻な地方医院倒産に決定打を与えてしまいまーす！  
17. ＴＰＰ参加による混合医療制度や医療株式会社設立を許す事を行えば、医療費が増大する事は避け

られませーん！  
18. ＴＰＰ参加は命に関わる投資の緩和まで行われるので、低所得者が医療を受けられなくなる可能性

が高まりまーす！  
 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。  
日本政府に交渉能力が全くないことがすでに露呈しております。  
安倍総裁は公約通り日本政府に交渉能力が無く、国益を損する事がわかっている以上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、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！  
日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！
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 ＴＰＰ【02_デフレ・雇用・知的財産権】  

 

【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）に反対するどこの団

体にも組織にも属さない有志の集まりです！  

 

皆さんは知的財産権というものをご存知でしょうか。  

世間では農業問題が大きく取り上げられるＴＰＰですが、ＴＰＰに含まれる知的財産権によって私達

の生活にまで大変な事態を及ぼす懸念があります。  

 

知的財産権には特許権や商標権等の産業財産権・著作権・半導体の回路配置利用権・種や苗の品種を

保護する育成者権・そして私たちのプライバシーである肖像権があります。  

知的財産権の解釈は国ごとに異なり、実際にその国において社会的に保護すべき権利と当然皆が自由

に使う権利とは違い、その国の事情によって知的財産権は保護範囲が決められるのが常識です。  

 

知的財産権は行き過ぎた権利保護の是正を行う時期に差し掛かってきており、権利の過保護が世界的

な問題になっているにも拘らず、企業や一部の特許権を持つ富裕層の権利がＴＰＰ加盟国全体に効果が

及び権利を持つものに莫大な富を与え、必要以上の権利を得ることになってしまいます。  

 

ＴＰＰはその知的財産権の自由化という緩和を行い、国民生活に重大な弊害を生む協定内容となって

おり、この知的財産権が自由化した場合、知的財産権を多く持っている国が有利になる上、これまでの

良識をくつがえし何をするにも知的財産権の訴えを心配しながら行動しなければならなくなるため、普

段の仕事を始めスポーツや催し物まで常におびえて暮らすことになるでしょう。  

 

例えば、日本では採用されていない医療の術式特許は、アメリカでは普通に特許として認定されてお

り、手術の度にアメリカでは特許料を支払うために、治療費が莫大になっています。  

また、景品や賞金が発生する地域運動会やスポーツ競技においては、スイング方法や競技に使うもの

等まで特許の対象となっているために、何かするにも特許料が発生するという権利の乱用まで問題視さ

れております。  

 

農作物の収穫時期に事前に種を勝手に植えられて、勝手に植えた種を売った覚えがないと難癖を付け

て訴訟に持ち込んで、農家から多額に賠償金を支払わせる材料となるのが知的財産権の自由化ですが、

これが本当に農家のためなのでしょうか。  

知的財産権を多く持っている国が有利になり、世界的にも特許期間が長すぎる過保護と開発者の親族

まで守る異常事態となり、貧富の差が加盟国全体で一気に広がっていきます。  

ＴＰＰによる知的財産権についての完全自由化は私たちの暮らしに多大な影響を及ぼします。  

さらに日本では考えられない範囲まで知的財産権が発生し、それを負担するのが私たちです。  

 

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・ＦＡＸ・

メールを送ってください。  
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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】  

1. 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！  

2. 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

ーす！  

3. 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ーす！  

4. 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！  

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

6. ＴＰＰ参加を理由とした増税を、やめてくださーい！  

7. ＴＰＰで日本人の多くが失業しまーす！  

8. ＴＰＰ参加すると内閣府試算１年で、４０００億円弱のプラス程度しか日本の貿易は増えませー

ん！  

9. その程度の利益で日本の全ての産業に悪影響を与えるＴＰＰ参加交渉を直ちにやめてくださーい！  

10. 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！  

11. 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！  

12. ＴＰＰに参加すると、全ての資格制度がＴＰＰ加盟国では投資自由化の対象となるので、専門職の

安全担保が失われまーす！  

13. ＴＰＰに参加すると、資格制度により安全と品質を保っていたものが、外国からの基準により壊れ、

全ての作業に事実上の資格が阻害される可能性が高いでーす！  

14. 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！  

15. 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！  

16. ＴＰＰ参加によって、日本のデフレの悪化によって若者の財産がよりいっそう減少するので、結果

的に少子化が加速しまーす！  

17. 輸入品が下がっても、それ以上に所得が、下がりまーす！  

18. 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！  

19. ＴＰＰで知的財産権の自由化によって、治療に特許料ばかりが発生して脳手術で１０００万円から

１億円の治療費がかかるようになりまーす！  

 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。  

日本政府に交渉能力が全くないことがすでに露呈しております。  

安倍総裁は公約通り日本政府に交渉能力が無く、国益を損する事がわかっている以上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、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！  

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！
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ＴＰＰ【03_農業】  

 

【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）に反対するどこの団

体にも組織にも属さない有志の集まりです！ 

 

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。  

 

ＴＰＰに参加すると関税撤廃により、農業・畜産業分野が国際競争にさらされ確実に衰退するからで

す。 ＴＰＰへの参加は日本の大多数の農家や牧場の廃業をまねいてしまいます。  

日本の農業・畜産業分野が衰退した場合、何が困るのでしょうか。  

 

まずは外国の食料が自由に入ってくるということは、価格で対抗できない日本産の食料が必然的に高

級品となり、一般庶民が買えるものではなくなってしまいます。  

この国内の産業を守るためにあったのが非関税障壁でした。  

ＴＰＰに入るとまずは非関税障壁が撤廃されるのです。  

その影響で日本の食糧自給率がさらに低下します。  

 

現在ですら食料自給率が４０％と低水準である現状がＴＰＰに参加すると１５％まで下がる試算が出

ており、結果的に外国に食料を握られてしまいます。  

これにより、大震災や有事の際にこの１５％という水準は国内の食料だけでは当然賄いきれず、飢え

苦しむ国民が出てくることでしょう。  

更に先の戦争では石油の輸入を止められたように、隣の経済的に困窮している国家が日本に戦争を仕

掛けてきた場合、自給自足が出来ないため戦いにもなりません。  

勿論、この影響により外交力の低下にもつながってしまいます。  

戦争を回避する上でも食料自給率は高くなければなりませんが、それを保てなくなる心配があるので

す。 また、遺伝子組み換え食物やＢＳＥ牛の輸入を止めることが出来ないことは勿論、あらゆる食の安

全は検疫の自由化により奪われることでしょう。  

それどころか日本の旧来からある食物の種を農家が保持することも違法となりかねず、日本のあらゆ

る環境ホルモン問題が多数発生することでしょう。  

日本の食卓はやはり日本の食物で補うべきです。  

ＴＰＰに参加などせず、日本の食卓の安全を確保していきましょう！  

 

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・ＦＡＸ・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】  

1. ＴＰＰに参加すれば日本の美味しく安心なお米が、市場からなくなりまーす！  

2. ＴＰＰに参加することにより日本の食糧自給は、壊滅しまーす！  

3. ＴＰＰに参加することにより日本の水源が、乗っ取られまーす！  

4. ＴＰＰに参加することで、日本農業の壊滅を、させないでくださーい！  

5. 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！  

6. ＴＰＰ参加による牛肉ＯＩＥ基準緩和が、狂牛病危険部位の輸入を許すことになりまーす！  

7. ＴＰＰ参加による原産地規則撤廃の検疫免除で、食の安全がおびやかされまーす！  

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

9. 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！  

10. ＴＰＰに参加すれば、給食の安全が保てなくなりまーす！  

11. ＴＰＰへ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！  

12. 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！  

13. 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！  

14. 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！  

15. 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！  

16. 産地表示は原料の４５％以上の国内産が使われたら他の６５％が他国で加工や生産をされても日本

産として表示してよい事になっており、これでは本当の日本産の見分けがつかなくなってしまいま

ーす！  

17. 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！  

18. 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！  

19. 大規模農業は日本の農業品質を急激に低下させまーす！  

20. 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！  

21. 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。  

日本政府に交渉能力が全くないことがすでに露呈しております。  

安倍総裁は公約通り日本政府に交渉能力が無く、国益を損する事がわかっている以上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、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！  

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！
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ＴＰＰ【04_グローバル企業】  

 

【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）に反対するどこの団

体にも組織にも属さない有志の集まりです！ 

皆さん、ＴＰＰに入ると誰が得すると思いますか？  

実はＴＰＰ参加国の全国民の１％にあたる投資家とグローバル企業本体だけが得をし、９９％の国民

には甚大な弊害を与える大変恐ろしい協定が結ばれようとしています。  

グローバル企業や投資家にとっての TPP は都合がいいことばかりなのです。  

1. 国ごとに違う税関各種手続きの一元化  

2. 輸出入にかかる関税費用の大幅負担軽減  

3. 海外労働者の異動を含めた人件費の削減  

4. 投資目的の阻害を理由とした自由な工場設置  

5. 国民の預貯金の運用を自由に開放できる簡保・共済等の開放  

6. 海外公共事業の自由参加による仕事の略奪  

7. 知的財産を確保する事による行き過ぎた利益の確保  

8. 輸出における消費税の還付金による合法的脱税  

9. 原料費削減  

など、 ＴＰＰの貿易自由化により、実は外国の制度の強制や、労働を目的とした移民の制約がなくなり

ます。  

その結果、日本においては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や金融資産の流出など多数の弊害が発生してしまいます。  

すでに東北のメガソーラ発電では中国企業の進出がなされており、本来仕事の不足している日本企業

の行うべき事業が奪われているのです。  

それでも、経団連や商工会議所はＴＰＰを推し進めようとしているのです。  

国民や国内の中小企業・そして多国籍企業で働く社員にとっては、物価の下落によるデフレの加速や

給料削減・海外転勤・失業・物の安全性・品質の低下・治安悪化・知的財産の過保護など何もいいこと

が無いのです。  

しかも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我々日

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る事でしょう。  

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・ＦＡＸ・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！） 



[DL 用] ６.１. TPP＆日中韓投資協定(FTA)反対お願いデモパレード in 霞ヶ関 
Copyright©2011-2013 若者からの投票が日本を救う!!AllRightsRserved. 

 8 / 29 

【コール】  

1. ＴＰＰ参加による非関税障壁の撤廃誘導を経団連や商工会議所の方々はやめてくださーい！  

2. ＴＰＰや自由貿易協定を盾にインフラ整備を理由とした多国籍企業の工場進出ばかりを、優先しな

いでくださーい！  

3. ＴＰＰや自由貿易協定を盾に工場進出の治安確保を目的としたインフラ整備より自国のインフラ整

備を優先してくださーい！  

4. ＴＰＰや自由貿易協定を理由に海外からの所得移転ばかりを追う工場進出や技術漏洩を優先しない

でくださーい！  

5. ＴＰＰに参加する事によって発生する石油・天然ガス・レアメタルの資源採掘権の外資の略奪可能

性をもっと考慮してくださーい！  

6. ＴＰＰ参加によって発生する株主配当金の増額により日本企業は確実に短期的利益ばかり追い求め

られます！  

7. ＴＰＰ参加によって日本企業の日本人経営者減少により事実上の海外投資家の日本企業乗っ取りが

行われまーす。  

8. ＴＰＰ参加によって外資による企業乗っ取りによって日本の売り上げ資金流出が発生しまーす。  

9. ＴＰＰ参加によって短期的利益ばかり追求する海外投資家による企業発言権の増大を、許さないで

くださーい！  

10. 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日本政府は、行わないでく

ださーい！  

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

12. いかに企業が非関税障壁で守られていたかもう一度考えてくださーい！  

13. 日本の輸出依存度は 2 割弱なので、日本は輸出立国というのは誤りでーす！  

14. ＴＰＰに参加すれば国家の技術開発を他国との共同開発を迫られ、技術漏洩を強いられまーす！！  

15. ＴＰＰ参加による政府調達自由化で、日本の様々な公共事業の仕事を外資系企業に落札され、日本

企業が衰退しまーす！  

16. 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！  

17. 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！  

18. 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が中心となるので、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！  

 

 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。  

日本政府に交渉能力が全くないことがすでに露呈しております。  

安倍総裁は公約通り日本政府に交渉能力が無く、国益を損する事がわかっている以上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、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！  

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！ 



[DL 用] ６.１. TPP＆日中韓投資協定(FTA)反対お願いデモパレード in 霞ヶ関 
Copyright©2011-2013 若者からの投票が日本を救う!!AllRightsRserved. 

 9 / 29 

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）に反対するどこの団

体にも組織にも属さない有志の集まりです！ 

 

皆さん、ＴＰＰとはどのような内容の協定かご存知の方はいらっしゃいますでしょうか。  

現状ではＴＰＰは１６回も交渉会議が行われ、２６章９００ページにもなる大筋の内容が決まってい

るようです。  

この交渉内容の書き換えには全ての参加交渉国の同意が必要となります。  

日本の現政府のＴＰＰ交渉参加の判断基準は６つでした。  

1. 政府が、「聖域なき関税撤廃」を前提にする限り、交渉参加に反対する。  

2. 自由貿易の理念に反する自動車等の工業製品の数値目標は受け入れない。  

3. 国民皆保険制度を守る。  

4. 食の安全安心の基準を守る。  

5. 国の主権を損なうようなＩＳＤ条項は合意しない。  

6. 政府調達・金融サービス等は、わが国の特性を踏まえる。  

となっておりますが、これはＴＰＰの目的である非関税障壁の撤廃の否定を意味していることになりま

す。  

交渉を覆すには今まで１６回も開催されたＴＰＰ会議内容を根底から覆す必要があるために、実際に

はここまで詳細に決まっている以上、現在のＴＰＰの内容変更は事実上不可能といえるのです。  

 

すでに交渉の余地などはありません。常識で考えると聖域なき関税撤廃など夢物語なのです。  

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。  

この段階で交渉参加の条件である６項目を破っています。  

日本政府の攻めの外交姿勢など、どこにも存在しなかったどころか、むしろアメリカ通商代表が目標

としている外国貿易障壁報告書の内容に従ったものだったのです。アメリカの言いなりの結果でした。  

安倍総裁がＴＰＰ参加交渉を行う判断により、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！  

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・ＦＡＸ・

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】  

1. 米韓ＦＴＡ、メキシコ・アメリカＦＴＡ、カナダ・アメリカＦＴＡの不平等条約の失敗から、ＴＰ

Ｐの参加がどれだけ危険なことか、皆さんもう一度再認識してくださーい！  
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2. ＴＰＰは平成の不平等条約なので、やめてくださーい！  

3. ＴＰＰの脱退は各参加国のグローバル企業から一気に日本政府がＩＳＤ条項で訴えられる可能性が

高く、事実上脱退はできませーん。  

4. ＴＰＰと日米同盟を一緒に考えないでくださーい！  

5. ＴＰＰの内容が協定発行後の４年後にしか全加盟国の国民に公表されないＴＰＰには絶対に参加し

ないでくださーい！  

6. ＴＰＰは２６章９００ページもあります。決して農業・医療問題だけではありませーん！  

7. ＴＰＰの参加は、加盟国同士の内政干渉が可能であり、思いっきり国力の力関係が現れます。国内

法より上位になるＴＰＰ条約加盟を絶対にやめてくださーい！  

8. ＴＰＰに参加すればアメリカや日本のグローバル企業や投資家有利の経済植民地化が具現化してし

まいまーす！  

9. 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、行政省庁の暴挙を止めてくださー

い！  

10. 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！  

11. 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、参加を撤回してくださ

ーい！  

12. 国の事情は色々です。グローバルという言葉を使って他国と日本を一緒にしないでくださーい！  

13. ＴＰＰは現在２６章９００ページにも及ぶ協定内容となっており、すでに日本の交渉の余地などあ

りませーん！  

14. ＴＰＰ協定内容を変更するには参加加盟国全部の賛成が必要なため、今更協定内容の変更は事実上

できませーん！  

15. 事実上の協定内容変更を餌にして、アメリカからの輸入品の一方的緩和をこれ以上しないでくださ

ーい！  

16. ＴＰＰ参加は資本主義の暴走と民主主義の崩壊を多国籍企業の営利により招くことになりまーす！  

17. ＴＰＰでは原則秘密裡となっております。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皆さん！周りの人に伝えてくださー

い！  

18. 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。！  

19. ＴＰＰ参加による事実上の移民政策を、やめてくださーい！  

 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。  

日本政府に交渉能力が全くないことがすでに露呈しております。  

安倍総裁は公約通り日本政府に交渉能力が無く、国益を損する事がわかっている以上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、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！  

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！ 
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ＴＰＰ【06_労働の自由化】  

 

【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）に反対するどこの団

体にも組織にも属さない有志の集まりです！ 

 

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及びＴＰＰには人員の入国という項目があり、労働を条件とした入国は自由となります。  

この人員の入国は正に労働を条件とした移民政策なのです。  

この条項より外国人労働者の自由な往来が可能となります。  

人員の入国の本当に恐ろしいことは、日本に労働目的で入国したとしても、途中解雇された外国人は

祖国に帰らず不法入国者となる可能性く高く治安が悪化してしまう事です。  

しかも、大量に流入してくるであろう中国人・メキシコ人・その他発展途上国の人を自由に往来可能

とした場合、ＴＰＰや日中韓ＦＴＡの参加を行うと外国人労働者が日本人と同じ条件で働けるため日本

人の雇用悪化が予測されます。  

その規模は１０００万人を超す可能性も高いのです。  

 

そして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す。  

 

また、外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・教育・道徳が壊滅的打

撃を受けることになります。  

 

ＴＰＰに参加したら気軽にハンドバックを持つことは出来なくなります。  

電車の中で酔っ払って眠ることも出来なくなります。  

日本にも決して近づいてはいけないスラム地域が出来てしまいます。  

 

私たちはそういう世の中を望んいません。  

皆さま、ＴＰＰの危険性を皆さんの周りの方々に少しでも伝えてください。  

 

そしてもし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・ＦＡＸ・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！） 
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【コール】  

1. ＴＰＰに参加すれば各東南アジアや南米からの大量の移民で治安が確実に、悪化しまーす！  

2. 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！  

3. ＴＰＰ参加する事によって必ず発生する日本の重要国家技術開発を他国と共同開発を無理矢理迫ら

れる選択を撤回してくださーい！  

4. ＴＰＰ参加による政府調達自由化で、日本の様々な公的作業がＴＰＰ加盟国に開放されてしまいま

ーす！  

5. ＴＰＰ自由化による賃金抑制や日本人労働者解雇に導かないでくださーい！  

6. 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への参加はやめてくださー

い！  

7. 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！  

8. 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！  

9. ＴＰＰに入らないと経済損失が発生するというなら、この半世紀か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！  

10. 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！  

11. ＴＰＰ参加による外国人労働者流入で仮初の少子化食い止めを、やめてくださーい！  

12. 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！  

13. 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！  

14. ＴＰＰ参加によるデフレの深刻化を絶対に阻止しましょー！！  

15. ＴＰＰ参加は TPP 参加加盟国全てのデフレ加速を中長期的には導くので絶対に阻止しましょー！  

16. 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！  

17. 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！  

18. 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！  

19. ＴＰＰデフレにより、９９％の国民が貧民化しまーす！  

20. 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。  

日本政府に交渉能力が全くないことがすでに露呈しております。  

安倍総裁は公約通り日本政府に交渉能力が無く、国益を損する事がわかっている以上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、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！  

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！
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ＴＰＰ【07_ラチェット規定・ネガティブリスト方式】  

 

【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）に反対するどこの団

体にも組織にも属さない有志の集まりです！ 

 

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。  

ＴＰＰの中にある、とても危険なラチェット規定・ネガティブリスト方式というものを皆さんはご存

知でしょうか。  

ラチェット規定とは、一度協定の中で自由化したものは二度とお互いに自由化を阻害できないという

恐ろしい規定です。  

どんなに相手や自分の国が不利になる自由化であっても、一度自由化したものは二度と規制が出来な

いという事です。  

一度ＴＰＰで輸入許可した物が、日本の伝統や植物や工作物や産業を破壊するようなものであっても、

自由化したら最後、二度と輸入の差し止めは出来ない上に、公害になったとしても、何の対策も取れな

くなります。  

またＴＰＰでは最初に定めた品目以外の貿易の自由を全て許すというネガティブリスト方式があるの

ですが、このラチェット規定と組み合わせた場合、輸出国が品種改良や危険な新製品を作って相手国に

輸出したとしても、輸入した国が無条件に輸入規制を出来なくなるのです。  

もっと恐ろしいのはＩＳＤ条項とセットで利用された場合、グローバル企業や投資家がＴＰＰ参加国

にＩＳＤ訴訟を用いて勝った場合には、訴訟相手国に環境に重度のダメージを与える生産物であったと

しても、その国の国内法の改正は迫ってくる事は勿論のこと、敗訴した国は公害を止める手段が事実上

なくなってしまうのです。  

要するに一度自由化されたら最後、それによってもたらされる公害や、自由化による競争によって疲

弊した国内企業を守る手段がなくなる！という事を意味するのです。  

ＴＰＰではあらゆる自由化をすでに方針として厳格に決められている以上、参加すればすべて丸呑み

を余儀なくされ、国内産業や環境の保護は事実上不可能となる事でしょう。  

これはもはや危険と言うより無謀な賭けと断言できます。  

 

この話を聞いて、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・ＦＡＸ・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】  

1. ラチェット規定は一度決めた自由化において、どんなに公害が発生したとしても、もう二度と公害

を防止する規制をかけることはできませーん！  
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2. ラチェット規定は国内産業にダメージを与える自由化を許したものでも、もう二度と国内産業を守

るための非関税障壁を設けることが出来ませーん！  

3. ラチェット規定は規制をかけて守ることが出来ませーん！  

4. スナップバック協定によってアメリカを含む最初のＴＰＰ交渉国だけ関税が一時的に残され、日本

の関税だけが廃止される可能性がありまーす！  

5. 一度危険な農薬や遺伝子組み換え種子・そして狂牛病の牛であっても自由化を許せばそれを輸入禁

止することは出来ませーん！  

6. ネガティブリスト方式により最初に決めた品物以外の品目が全て自由化されるため、危険な新製品

や環境ホルモン物質を止めることができませーん！  

7. 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！  

8. 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！  

9. ＴＰＰ参加よりも東北震災復興事業を、行いましょー！  

10. 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！  

11. ＴＰＰで商業優先化により歴史と伝統が、崩壊しまーす！  

12. 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！  

13. 金融と投資の解放は現在国内運用以外を認めない郵貯や簡保・共済を開放することになり、投資家

が自由に預貯金の融資先を取り決め、我々の貯金を自由に使われてしまいまーす！  

14. 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！  

15. 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！  

16. 安易な過度の自由貿易は、経済的格差拡大を生むので、両国の不足材料を補う以上の自由貿易は、

即刻やめてくださーい！  

17. 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！  

18. ＴＰＰ参加よりも国内需要喚起の政策を、とってくださーい！  

19. 国内内需でどうしても不足してしまう時に、仕方なく海外の供給能力を頼る事が、本来の国の経済

対策でーす！  

20. 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！  

 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。  

日本政府に交渉能力が全くないことがすでに露呈しております。  

安倍総裁は公約通り日本政府に交渉能力が無く、国益を損する事がわかっている以上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、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！  

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！ 
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ＴＰＰ【08_スナップバック条項・ＮＶＣ条項】  

 

【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）に反対するどこの団

体にも組織にも属さない有志の集まりです！ 

 

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。  

ＴＰＰの中にある可能性が高い、とても危険なＮＶＣ条項・スナップバック条項というものを皆さん

はご存知でしょうか。  

 

スナップバック条項とは、強国側が相手国の違反により自国に深刻な影響があると判断した場合は一

方的に関税撤廃を反故にできるというものです。  

身近な例だと、これは米韓ＦＴＡに入っていた完全な不平等条項で、アメリカの一方的な判断により

自由に自らが有利になるよう関税撤廃を韓国側のみに行い、自国の関税は撤廃しないということをしま

した。  

また、ＮＶＣ条項（非違反提訴）とはＴＰＰの理念に反した想定外の自由貿易阻害に対してＴＰＰで

合意がなされていないものであっても企業や投資家の阻害に繋がっているのであれば、国がその相手国

をＩＳＤ条項により提訴を行うことができるという条項です。  

ＴＰＰに違反していなくても、日本で期待した利益を得られなかった場合にも国家間同士では提訴で

きるという恐ろしい条項です。  

簡単に言ってしまえば、ＴＰＰ参加国内で利益が得られなかった場合は、すべての投資おいて提訴が

可能となり、外交交渉によって法改正を迫られるということになります。  

ＴＰＰにおいて完全な自由貿易をしておきながら、それまでの過程では自国有利の条項を付け加える

という交渉を行うと言う意味で非常に悪質です。  

現在のＴＰＰではすでにこれらの条項が書き加えられているという噂が大きく、非常に注意しなけれ

ばならない条項です。  

ラチェット規定・スナップバック条項・ＮＶＣ条項そしてＩＳＤ条項、どれをとっても多国籍企業と

投資家の利益ばかりが優先され、既存の国内企業には何一つ利益が無く、投資の自由化という武器を盾

に何でも規制を撤廃でき、撤廃したものは二度と規制も出来ず、自由化の阻害があればＴＰＰを盾に相

手国に外交交渉によって何でも自由化の内政干渉を行うことが出来る、それがＴＰＰなのです。  

もうすでにＴＰＰ加盟国が投資家や企業の暴走を止めることが事実上出来なくなる規定がある以上、

ＴＰＰは最悪の協定と言わざるを得ません。  

日本の司法と立法機関よりもＴＰＰ条約が優先される以上、民主主義国家が崩壊するといっても過言

ではないのです。  

 

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・ＦＡＸ・メールを送ってください。  
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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】  

1. 非違反提訴であるＮＶＣ条項によって利益が得られないことを理由に国家同士で直接提訴でき、同

時に自由化を迫られまーす！  

2. アメリカの自動車等の売り上げが日本で伸び悩んだ場合、スナップ条項条項により日本車ばかり関

税がかけられ、アメリカ車は関税がかからない交渉を迫られまーす！  

3. アメリカ製薬会社の売り上げが日本で伸び悩んだ場合、ＮＶＣ条項により不当認可を迫られ、薬の

副作用被害が拡大しまーす！  

4. ＴＰＰを農業問題だけに、矮小化しないでくださーい！  

5. 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！  

6. ＩＳＤ条項は日本人が訴えられることと同じでーす！  

7. 開国という言葉でＴＰＰを、美化しないで下さーい！  

8. 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！  

9. 米国や日本の政治家や経済人がＴＰＰを求めるのは、日本の市場を、食いたいからでーす！  

10. 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！  

11. 日本は日本の内需で十分に、やっていけまーす！  

12. 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。  

13. 日本政府に交渉能力が全くないことがすでに露呈しております。  

14. 安倍総裁は公約通り日本政府に交渉能力が無く、国益を損する事がわかっている以上ＴＰＰ参加を

撤回してくださるようお願いしまーす！  

15. これ以上の開国は日本の姿が、なくなりまーす！  

16. ＴＰＰに入らないと経済損失が発生するというのなら、今までの外交貿易で日本は多大な被害を受

け、すでに財政破綻していることになりますが、現実は世界トップの貿易黒字国であり、日本は儲

かっている状態なので、ＴＰＰに参加するリスクを負う理由が全くありませーん。！  

17. 関税と非関税障壁を撤廃すれば、それに合わせた多数の法律改正をＴＰＰ加盟国より迫られまー

す！  

18. 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を、参議院審議に

持ち込まないでくださーい！  

19. 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！  

 

【締め】  

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！  

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！
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ＴＰＰ【09_マスコミ】  

 

【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）に反対するどこの団

体にも組織にも属さない有志の集まりです！ 

 

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。  

 

ＴＰＰについてマスコミ各社はここに来て少しだけ報道するようになって来ました。  

通常ではここまで酷い内容だったらマスコミが当然報道すると考える方が多いのだと思います。  

でも残念ながらＴＰＰの内容は正確に伝わることはありません。  

 

マスコミの収入源はスポンサーから得ているわけですが、マスコミのスポンサーは経団連や商工会議

所に加盟している会社が大半を占めているからです。  

 

そしてＴＰＰに賛成しているのは経団連や商工会議所に所属している会社、もしくは海外展開してい

るグローバル大企業です。  

スポンサーが TPP に賛成しているのではＴＰＰの欠陥を伝えることが出来るわけがありません。  

だからこそ、TPP に賛成であるスポンサーの影響によりＴＰＰの全貌について報道できないのです。  

むしろ TPP に賛成であるスポンサーの圧力により伝える事ができないのです。  

 

しかし、日本のマスコミ各社こそ、ＴＰＰに参加すれば最初に犠牲になる業種なのです。  

何故かと言えば、アメリカのテレビ放送チャンネル数は日本と比較すると数十倍以上あり、アメリカ

からデジタル放送の周波数オークションへの日本への圧力は半端ではありません。  

 

アメリカの狙いはアメリカの外国貿易障壁報告書にしっかりと明記されております。  

ＴＰＰに参加すれば、まずテレビ番組のチャンネル数の開放と電波使用オークション制度が自由化に

よって迫られることが確実視されるからです。  

 

アメリカの放送局や広告代理店は日本の甘い体制のマスコミを資本による競争で打ち勝つことなど、

資本の力やアメリカという国家の後ろ盾があれば可能なのです。  

 

ＴＰＰに参加すれば日本の主要テレビ局は外国のテレビ局の脅威にさらされ、それらの企業と競争を

しなければならなくなるでしょう。  

無論、広告代理店もその競争にさらされることは間違いありません。  

放送法や電波法の大改正はＴＰＰに参加をすれば強要されることでしょう。  
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マスコミは本当にこのまま今のＴＰＰの放送をしていても良いのでしょうか。  

自らの既得権益ともいえるこの日本の放送を守りたいのであれば、マスコミこそＴＰＰに対して先頭

に立って反対の意見番組を作成していくべきだと思います。  

 

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・ＦＡＸ・

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】  

1. 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！  

2. 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！  

3. 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、ＴＰＰ

参加という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！  

4. ＴＰＰ参加の判断は投資自由化の影響で土地使用許可開放を招く危険性をはらんでおりまーす！  

5. ＴＰＰ参加で外国による乱開発を、とめられませーん！  

6. 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！  

7. 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！  

8. 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法案なので閣議決定しま

したー！  

9. 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報発信

の外資による乗っ取りを、ゆるさないでくださーい！  

10. ＴＰＰに参加すれば、マスメディアは外資に乗っ取られる条件を飲むことと同じでーす！  

11. 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！  

12. 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！  

13. 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！  

14. 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！  

15. ＴＰＰ参加によって地方自治体の地域サービスが海外企業進出してしまいますので、ＴＰＰに参加

しないでくださーい！  

 

【締め】  

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！  

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！
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ＴＰＰ【10_秘密裏の交渉】  

 

【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）に反対するどこの団

体にも組織にも属さない有志の集まりです！ 

 

皆さん、ＴＰＰとはどのような内容の協定かご存知の方はいらっしゃいますでしょうか。  

 

ＴＰＰの正確な内容については一部のＴＰＰ交渉参加者である多国籍企業の専門家や上層部・政治家

の関係閣僚・行政官と加盟国の上層部しか内容が知られておりません。  

 

現在はアメリカの国会議員は内容を吟味できますが、１年前までは一部の閣僚しか内容が知らされて

おりませんでした。  

 

それはＴＰＰ参加交渉加盟国の国民にＴＰＰの内容を知られた場合、全ＴＰＰ参加国国民に大反対さ

れる内容だからです。  

 

ＴＰＰの内容はＴＰＰ加盟国の９９％の国民に不利であり、１％弱の多国籍企業富裕層や投資家に財

が集中する内容になっているからです。  

 

そもそも本来自由貿易協定というのはお互いの不足部分について両国間で自国の産業が保てる範囲内

を前提に行うことが本来の主眼なのですが、ＴＰＰはそれを保つどころか大多数の国民に対して内容を

公開せず、一部の人間だけが秘密裏で行っているのが現状となってしまっているのです。  

 

皆さんは実生活において自分の人生を左右するようなマイホームの購入や投資契約内容のわからない

ものに対して、何も情報が無い状態で購入したり契約締結してから内容を吟味することはありますか？  

 

一般的に内容を確認してから購入したり契約を行うことでしょう。  

 

現実上は国民大多数の皆さんの人生が大きく左右するＴＰＰについて、今皆さんは内容もわからない

のに契約してから内容を確認する状況となっているのです。  

 

それが自分の知らない間に購入されたり契約をされたりしたらどう感じますか？  

 

本当に恐ろしいのは、ＴＰＰの交渉前も、交渉中も、交渉後すらも協定発行後４年間は加盟国全ての

国民に大しては一切公表しない事が合意されている事なのです。  

 

安倍総裁がＴＰＰ参加交渉を行う判断により、現在は日本のＴＰＰ参加決定は、各ＴＰＰ加盟国の日
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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！  

 

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・ＦＡＸ・

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】  

1. 米韓ＦＴＡ、メキシコ・アメリカＦＴＡ、カナダ・アメリカＦＴＡの不平等条約の失敗から、ＴＰ

Ｐの参加がどれだけ危険なことか、皆さんもう一度再認識してくださーい！  

2. ＴＰＰは平成の不平等条約なので、やめてくださーい！  

3. ＴＰＰの脱退は各参加国のグローバル企業から一気に日本政府がＩＳＤ条項で訴えられる可能性が

高く、事実上脱退はできませーん。  

4. ＴＰＰと日米同盟を一緒に考えないでくださーい！  

5. ＴＰＰの内容が協定発行後の４年後にしか全加盟国の国民に公表されないＴＰＰには絶対に参加し

ないでくださーい！  

6. ＴＰＰは２６章９００ページもあります。決して農業・医療問題だけではありませーん！  

7. ＴＰＰの参加は、加盟国同士の内政干渉が可能であり、思いっきり国力の力関係が現れます。国内

法より上位になるＴＰＰ条約加盟を絶対にやめてくださーい！  

8. ＴＰＰに参加すればアメリカや日本のグローバル企業や投資家有利の経済植民地化が具現化してし

まいまーす！  

9. 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、行政省庁の暴挙を止めてくださー

い！  

10. 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！  

11. 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、参加を撤回してくださ

ーい！  

12. 国の事情は色々です。グローバルという言葉を使って他国と日本を一緒にしないでくださーい！  

13. 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法案なので閣議決定しま

したー！  

14. 私たちの日本企業を守る非関税障壁を撤廃しないでくださーい！  

 

【締め】  

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！  

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！
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ＴＰＰ【11_日本企業の衰退】  

 

【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）に反対するどこの団

体にも組織にも属さない有志の集まりです！ 

 

皆さん、ＴＰＰについて、多国籍企業が儲かるという認識の方が多いと思いますがいかがでしょうか。  

 

ＴＰＰに参加しても経団連や商工会議所に所属する大企業は２年まではあらゆる制約が無くなり、費

用の圧縮が可能となるので確かに一時的に業績は良くなりますが、長期的末路で考えた場合はかなり悲

惨です。  

 

ＴＰＰは過度の企業競争が起こるので、デフレを呼び込びます。 

  

ＴＰＰ参加２年後は日本の過度の競争によって日本の大半の企業は価格競争がより激化し、まずは企

業の人件費カットにより大半の消費活動を行う消費者の買い控えが発生します。  

 

消費者の買い控えが発生すると物価下落が発生するも消費意欲は低下したままで、悪循環により、日

本は衰退の一途をたどるデフレスパイラルになります。  

 

デフレスパイラルがずっと続くことにより日本での全企業の儲けは無くなっていくため、企業の利益

は相対的に減っていきます。  

結果的に多数の日本企業が倒産し、それに伴い失業率が悪化し様々な悪影響が発生してしまいます。  

 

デフレスパイラルになると多国籍企業は発展途上国に逃げるか、自国の人件費を発展途上国の給料水

準まで徐々に削っていくしか末路は無いのです。  

 

果たして企業は誰のために存在するのでしょうか。  

待っている結果は日本企業の自滅です。  

長期的には人件費を削減した上での利潤の確保以外の道が無く、日本は発展途上国と同様の水準にま

で価格競争が激化し、全ての企業が日本では立ちゆかなくなることでしょう。  

 

大企業のお偉いさんは日本企業の末路がそのような形でよいのですか？  

もう一度、多国籍企業経営者は国益と自らの社員の幸せを考えてみてはいかがでしょうか。  

経団連や商工会議所・そして政治家や官僚・マスコミの方々よろしくお願いいたします。  

 

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・ＦＡＸ・

メールを送ってください。  
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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】  

1. 安易な国外の工場建設は、その国に公害をもたらし今まで培った日本の信用が失われまーす！  

2. 安易な国外の工場建設は現地人のギリギリの賃金による雇用確保で、現地国に多大な迷惑をかけま

ーす！  

3. 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！  

4. 経済植民地化協定のＴＰＰ参加をやめてくださーい！  

5. 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、どの参加国でもものが売れ

なくなるので、経済発展は中長期ではありえませーん！  

6. ＴＰＰで工場の海外移設が、止まりませーん！  

7. 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！  

8. 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！  

9. 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の参加はやめてくださーい！  

10. ＴＰＰ参加による震災復興事業の自由化で、海外企業の仕事落札による日本の財産流出を防いでく

ださーい！  

11. 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！  

12. ＴＰＰ参加による物流運搬の自由開放で、民間輸送経路のインフラ開放を、ゆるさないでくださー

い！  

13. 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！  

14. 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！  

15. 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！  

16. 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、日本産業の大多数廃業をまねい

てしまいまーす！  

17. 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！  

18. 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！  

19. もう、小泉政権の構造改革のような数年後にも国民の所得の増えない実感なき景気回復策は今のデ

フレ下には必要ありませーん！  

 

【締め】  

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！  

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！
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ＴＰＰ【1２_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）に反対するどこの団

体にも組織にも属さない有志の集まりです！ 

 

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。  

 

ＴＰＰは医療に深刻な問題を引き起こします。  

現在日本の法律では、６００名以上の従業員がいる場合は健康保険組合を設立し、その従業員に健康

診断を受けさせる決まりになっています。  

 

健康診断の費用や医療費は基本的に会社か健康保険組合がその従業員と家族の分を負担する事となっ

ておりますが、ＴＰＰに参加するとこれらを全て廃止し、全て従業員の自己負担とする事が可能となり

ます。  

多国籍企業にはＴＰＰ参加のどさくさに紛れて医療費等の全額負担を従業員に押し付けることが出来

るメリットがあるからです。  

やはり多国籍企業有利の内容になっております。  

 

他にも問題があります。  

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。  

脳外科手術ともなれば１０００万円以上の負担を強いられるやもしれません。  

特殊な新しい医療を受けるためには１億円を軽く突破することにもなるでしょう。  

これでは守るべき命を守ることは出来ません。  

 

また、現在の日本の国民皆保険制度がＴＰＰによって崩壊した場合、全ての医療費が格段に上がるた

めに地方の医療機関は本来医療を受けられた患者が治療できなくなるために患者が減るため壊滅します。  

 

逆に富裕層ばかりが集まる都市部の医療機関は潤うことになるでしょう。  

これは地方の人間と一般市民を間接的に死に追いやることとなんら変わりがありません。  

決して命のやり取りを行う医療という分野を投資や利益を最優先したものにしてはいけないのです。  

 

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・ＦＡＸ・

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！  

 



[DL 用] ６.１. TPP＆日中韓投資協定(FTA)反対お願いデモパレード in 霞ヶ関 
Copyright©2011-2013 若者からの投票が日本を救う!!AllRightsRserved. 

 24 / 29 

ＴＰＰのシュプレヒコールいきまーす！（はーーーい！） 

 

【コール】  

1. 歯の治療に１０万円、それがＴＰＰの正体でーす！  

2. 盲腸の手術に２５０万円、それがＴＰＰの正体でーす！  

3. ＴＰＰで景気が悪化しまーす！  

4. ＴＰＰ参加による判断で、日本の国民皆保険制度の崩壊を、招かないでくださーい！  

5. 術式特許を許せば、医療費が跳ね上がり気軽に治療を受けることが出来なくなりまーす！  

6. ＴＰＰ参加は地方の病院を確実に潰してしまいまーす！  

7. ウイルスを撃退するワクチンの特許が流入し、ワクチン接種料金が高くなりまーす！  

8. ＴＰＰによる薬の予防原則規則撤廃が副作用や健康・環境の破壊をもたらしてしまいまーす！  

9. 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！  

10. 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！  

11. ＴＰＰの保険開放は潰れかけたアメリカ企業であるＡＩＧスター生命を保護する目的であり、日本

の保険会社を守る意図は全くありませーん！  

12. 海外で組み立てる輸出によって人件費を海外の安い人件費の差額で削減し、本来日本にあるべき完

成品の組立を日本で行うため、部品の輸出に対して税金を課してくださーい！  

 

 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。  

日本政府に交渉能力が全くないことがすでに露呈しております。  

安倍総裁は公約通り日本政府に交渉能力が無く、国益を損する事がわかっている以上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、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！  

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！



[DL 用] ６.１. TPP＆日中韓投資協定(FTA)反対お願いデモパレード in 霞ヶ関 
Copyright©2011-2013 若者からの投票が日本を救う!!AllRightsRserved. 

 25 / 29 

ＴＰＰ【13_産業競争力会議_人選の過ち】  

 

【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）に反対するどこの団

体にも組織にも属さない有志の集まりです！ 

 

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。  

皆さんはＴＰＰに非常に関連する産業競争力会議をご存知でしょうか？  

現在、現政府は産業競争力会議や経済財政諮問会議を中心として経済対策をおこなっております。  

この産業競争力会議は色々と問題があり、その中でも特に問題なのが協議を行っている議員の人選な

のです。  

実は産業競争力会議における人選問題は。  

 議員に国内産業だけで事業運営する者が一人としていないこと。  

 議員が新自由主義論者ばかりであり、主要メンバーの大半は世界展開し、人件費カットで利潤を上

げているグローバル企業の成功者ばかりであること。  

となります。  

そういう方々が話すことはズバリ規制改革と民間開放推進です。  

この２つは今の日本にとっては猛毒となります。  

何故規制改革に問題があるかといえば、規制改革とは企業同士の競争を国が推進し、全体的な費用削

減を目的としたインフレ対策である事です。  

慢性的なインフレ率８％を越す時にインフレ対策を行うのならともかく、デフレの今日でインフレ対

策を行うことは自殺行為そのものと言えます。  

インフレ対策である規制改革を行うと、ライバル企業が次々と大量に生まれてしまうので、必ず企業

や政府・行政のコストカットが発生してしまいます。  

その中で淘汰される企業が次々と生まれては消える事を繰り返し、競争原理による価格競争の発生で、

それに関わる企業の従業員の人件費カットによって給料が減っていき、一般国民の経済活動が衰退す

るのです。  

簡単に言えば一般国民の給与所得が減ってしまうのです。  

ＴＰＰを推進する産業競争力会議は私たち日本国民の事よりも企業の利益ばかり考えています。  

それは結局、産業競争力会議の人選に問題があるからです。  

お願いします。  

政府は産業競争力会議に対してＴＰＰを推進する人選ばかりではなく、国内だけで事業運営する企業

人も議員として採用してください！ 

 

ＴＰＰのシュプレヒコールいきまーす！（はーーーい！） 

 

【コール】  
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1. 安易な自由貿易は国外への工場建設を促進し、発展途上国に対して公害や最低限の賃金での雇用確

保で、多大な迷惑をかけてしまいまーす！  

2. 公共事業に外資系企業が入ると、日本の税金は外国に、流れてしまいまーす！  

3. 経済植民地化協定となりかねないＴＰＰへの参加をやめてくださーい！  

4. 過度の自由化と競争化は多くの信用第一の企業を潰し、大多数のそこの企業に勤める国民を守れま

せーん！  

5. 過度の自由化と競争化は薄利多売の企業ばかりが生き残り、日本の品質を一気に低下させてしまい

まーす！  

6. ＴＰＰに参加すれば、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！  

7. 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！  

8. ＴＰＰで工場の海外移設が、止まりませーん！  

9. 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！  

10. 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！  

11. 海外の供給能力を頼る事は、本来国内内需でも間に合わない時にすることであって、デフレ下にお

いて行う経済対策ではありませーん！  

12. ＴＰＰの自由化を反対すること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！  

13. 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！  

14. 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！  

15. ＴＰＰ参加よりも国内需要喚起の政策を、とってくださーい！  

16. 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！  

17. 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！  

18. 経済が安定化しないこの時期に TPP に参加すれば物価が下がり、その結果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！  

19. 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、日本産業の大多数廃業を招か

せさせないでくださーい！  

20. 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！  

21. ＴＰＰ参加による教員免許の国際化を、やめてくださーい！  

22. 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！  

23. 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！  

 

【締め】  

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！  

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！
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ＴＰＰ【14_産業競争力会議_グローバル企業の優遇と国内中小企業及び国民の冷遇】  

 

【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）に反対するどこの団

体にも組織にも属さない有志の集まりです！ 

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を推進する方々の集合体である産業競争力会議のメンバーにより、日本のデフレ脱却よ

りも海外での投資での儲けばかり話し合われております。  

彼らの対応策はすでに具体的になっております。  

その内容はというと、企業競争を目的としたあらゆる規制緩和で無理矢理供給能力を増やし、日本国

が不況により慢性的に不足する需要を増加させる事。  

そして日本の公共事業よりも発展途上国で日本のグローバル企業の工場建設を助ける為の海外インフ

ラ整備を税金で行おうとしています。  

他にもベンチャー企業の優遇及びリスクの低い研究費用を国費で捻出することばかりが話し合われて

おります。  

勿論、ＴＰＰへの参加を常に賛成の意思を示しております。  

その証拠に実際に行われている政策の一例がこちらです。  

 金銭によって自由に会社が解雇できる事。  

 国家の介入が必要の無い民間の研究費を国費で賄う事。  

 法人税を減税しようとする事。  

 日本の標準時間を２時間早めシンガポールと同じ時間にして投資を円滑にしようとする事。  

 外国企業誘致のためのあらゆる優遇を取り入れた特区を設立する事。  

 特区における２４時間体制のビジネス体制を構築する事。  

 ＴＯＥＦＬ採用や外国人教師や英語のみの授業を推奨するスーパーグローバル大学を検討する事。  

 外国人留学生１２万人を３０万人に増やす事。  

 初等・中等教育段階からグローバル化に対応できる教育を行うこと。  

 ビザ要件緩和による訪日外国人２０００万人旅行者を推進する事。  

 ＩＣＴによる国民データ管理のビジネスや医療等の活用方法の議論。  

 アジアにおける特許審査ハイウェイの拡充等の推進をする事。  

 エネルギー鉱物資源の海外権益を確保する事  

 我が国の世界最先端インフラシステムの輸出を推進する事。  

どれをとっても日本国内だけに存在する企業や個人には関係ないことばかりです。  

そもそも日本という国は日本国内の中小零細企業で成り立っているといっても過言ではありませんが、

情けないことに現在の政府は大多数の国内企業や一般国民に対する保護には情けないほど及び腰です。  

今こそアジアの成長を取り込む事ばかりを話し合うのではなく、国内の中小企業を保護する政策やＴ

ＰＰや過度の自由貿易を是正すべき時ではないでしょうか。  

もしＴＰＰや産業競争力会議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・ＦＡＸ・メールを送ってください。  
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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】  

1. デフレ状態をより酷くするインフレ対策である構造改革をやめてくださーい。  

2. 一般国民の大多数の所得がよほど増えない限り日本の本当の消費が増えないので今の予算レベルで

はバブルは発生しようがありませーん。  

3. 産業競争力会議で話し合われている構造改革は実質インフレ率８％まで高まらない限りやめてくだ

さーい！  

4. 今日本がデフレから脱却するためには、産業競争力会議の決定と逆の事を行ってくださーい！  

5. 地方財政を減らし、都市の余った税金を分配することを根底から覆す道州制をやめてくださーい！  

6. ＴＰＰ参加や産業競争力会議の政策では生活保護世帯が増えてしまいまーす！  

7. これらの事は全てＴＰＰに関連するので国民の所得を増やさない産業競争力会議で取り決めている

決め事より既存の日本産業の強化を図ってくださーい！  

8. むしろＴＰＰを否定し、非関税障壁をしっかりと守ってくださーい！  

9. 海外のインフラ整備はグローバル企業の工場建設を目的としており、その費用は日本の税金で行わ

れまーす！  

10. インフラの老朽化及び効率化を行わなければならない２０年分の作業を優先し、外国よりも日本で

の組立工場建設をお願いしまーす！  

11. 現在の株主に怯える経営よりも中長期的利益を確保する日本的経営スタイルで日本の産業を復活さ

せてくださーい！  

12. ＴＰＰ参加よりも今より品質が高い made in JAPAN を育ててくださーい！  

13. made in JAPAN の品質確保には中長期的に育てた日本人技術者がかせませーん！  

14. ＴＰＰ加盟は日本人技術者の質の低下を招きまーす！  

15. 経営に必要な人件費削減と発展途上国に対する様々なリスク及び運搬費・語学研修費用・文化的衝

突や中長期的人材育成費用及び技術漏えいのリスク批判を行い、今一度海外進出を見直してくださ

ーい！  

16. 完成品の輸出によるＧＮＩの増加を狙い、日本の製品は日本で製造するような税制を組んでくださ

ーい！  

17. 品質の高い完成された日本製品を世界に売り込むため、輸出にかからない消費税を撤廃してくださ

ーい！  

18. 完成品以外の輸出部門の関税の引き上げを行ってくださーい！  

19. ＴＰＰの参加やアメリカからの規制撤廃ばかりを優先せず、保護政策にも目を向けてくださーい！  

20. ＴＰＰに参加することにより日本の水源が、乗っ取られまーす！  

21. ＴＰＰ参加による原産地規則撤廃の検疫免除で、食の安全がおびやかされまーす！  

22. ＴＰＰ参加の判断は投資自由化の影響で土地使用許可開放を招く危険性をはらんでおりまーす！  

23. ＴＰＰ参加で外国による乱開発を、とめられませーん！  

【締め】  

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！  

日中韓ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＦＴＡＡＰ反対しまーす！！
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最後に！  

 

☆今回のシュプレヒコールの内容は一般人に受け入れてもらいやすく、  

やわらかい文言で過度の興奮をしない事を目的としております。  

 

また、シュプレヒコールは日中韓投資協定(ＦＴＡ)やＴＰＰ参加で発生する可能性があるものを

まとめたものを書いておきました。 (なので、今回ばかりは読み切れません。笑) 

こういう危険性があることを普通の会話に盛り込んでいただけると幸いです。  

当然ですが、どの文章も自分たちで勝手に用いてかまいません。  

 

"目的は如何に日中韓投資協定(ＦＴＡ)とＴＰＰの危険性についての 

話題を一般の会話に盛り込んでいただくか" 
 

"関税無税化や都市部の法人税減税を表明していますが、 

これは下手すると１０兆円の税収不足に陥るため、 

その差額を私たち大多数の国民から消費税やマイナンバー法による 

徹底した情報管理による増税で賄う事になる 

恐ろしい協定であることを会話に盛り込んでいただく事です。" 
 

もうすでに国会で審議入りしているのですが、大多数の方はご存じでないのが現状です。  

それが今回のデモの目的ですので  

 

"日中韓投資協定（FTA)とＴＰＰの反対の意見を 

一人でも多くの方に伝えてください。" 

 

そして、ご賛同頂けるようでしたらですが、お時間がある方は、  

地元の政治家や省庁・政党・内閣府に日中韓投資協定（FTA)とＴＰＰ反対と伝えてください。  

 

以上、宜しくお願い致します。 
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