
NGOs Civilian Platform JAPAN

宛先 安倍内閣総理大臣

賛同者からのメッ
セージ

こんにちは！

Abe Cabinet/JAPAN



コメント

名 場所 日付 コメント

yamaguchi michiko 日本 2013-10-28 特定秘密保護法を廃案希望します。治安維持法の復活と国家権力の暴走に反対
します！　基本的人権は情報の徹底開示からはじまります。　個人の生年月日
と、国で起きている事件や事故・問題事などは、秘密にする意味が全く違うと
いう認識にあります。

Noda Yoshifumi Hirakata-shi, 日本 2013-10-28 秘密に指定できる情報や文書の基準の
明確化と、その事後チェックの機能を万全に整備すべきではないか。秘密が秘
密である必
要がなくなった段階での事後チェック機能を強化しても、安全保障上の脅威に
はならないはずだ。

Akune Takeshi 新宿区, 日本 2013-10-28 特定秘密保護法は言論の自由を奪います。廃案にしてください。

田子 博史 日本 2013-10-28 特定秘密保護法は、このままでは平成版「治安維持法」になってしまいます！

norimasa ushijima Barcelona, スペイン 2013-10-28 特定秘密保護法の廃案+監視機構（最高裁主導の設立に喜んで
賛同させて頂きます.                                          牛島 徳正

北限のジュゴン // The
Northernmost Dugong

Henoko, Okinawa, 日本 2013-10-28 情報公開のブラック・ホールを許してはなりません！

平林 幸子 Chiba-shi, 日本 2013-10-28 行政は開かれていなければ、みんなのものにならず、独裁に膝まずくことにな
ります。

近藤 克則 日本 2013-10-28 こんなことをさせてはいけない！

武者 龍男 日本 2013-10-28 国家による言論、表現の自由な権利を守るためにも。保護法に断固反対します
。

髙橋 双八 日本 2013-10-28 仮に秘密保護法を制定するのであれば、秘密保持をする側の監視規制をもうけ
るのは、「自由主義」「民主主義」国家制度である以上当然。

鈴木 秀肖 Higashiyamato-shi,
日本

2013-10-28 ともかく廃案しかありません。三権分立を破壊し憲法違反でし。民主派は大同
団結しましょう。

Swing MASA 南河内郡, 日本 2013-10-28 絶対の絶対に反対！！！！

谷本 昌名 日本 2013-10-28 頑張りましょう。

西浦 貴志 オーストラリア 2013-10-28 特定秘密保護法案に反対します。

吉田 一昭 日本 2013-10-28 人間らしい生活がしたいのです！

北室 裕次 奈良県, 日本 2013-10-28 私も賛同します

山本 那珂子 日本 2013-10-28 絶対反対！

kyoko tsuruta fukuoka, 日本 2013-10-28 弾圧以外何ものでもありません。

鈴木 あゆみ か, 日本 2013-10-28 そろそろ　ウザいので辞めてもらおうか！

深江 英雄 Isumi-shi, 日本 2013-10-28 絶対反対です。

山下 慶喜 Ibaraki-shi, 日本 2013-10-28 廃案しかない。自民党の時代錯誤、国民を従わせようとの思惑には怒りしかな
い。

丹野 心平 埼玉県, 日本 2013-10-28 当然廃案にすべし。もう公務員が完全に貝になったら終わり。こちらが調べた
情報が一部権力者の都合の悪い事が国家機密になったら、情報発信すら出来な
い。しかも逮捕の理由さえも教えてくれない。
反町のポイズンでも聞くしかないか。



名 場所 日付 コメント

倉 昌 東京都, 日本 2013-10-28 議論することさえ、おかしな法案。現政権による憲法への宣戦布告としか思え
ない。憲法違反である。

渡辺 正 日本 2013-10-28 こういうもんがなきゃお前が勝手に作ろうとしてる法律なんて裏付けがないた
だの紙切れなんだよ。そんなもん破って燃やせば跡形もないぞ。

板谷 紀子 Iwaki-shi, 日本 2013-10-28 国民を監視する法律は不要です。いったい、アメリカと国民とどちらが大切な
のでしょうか？

居村 拓宏 金沢市, 日本 2013-10-28 三権分立の維持を！！

松浦 巧 日本 2013-10-28 亡国の詭弁家　安倍晋三

吉田 諭祐 Yatsushiro-shi, 日本 2013-10-28 賛同！

yoshiko ooshiba 東京都, 日本 2013-10-28 特定秘密保護法はおかしいです。

渡辺 華乃 日本 2013-10-28 わたしは秘密保全法に反対します！

永田 浩三 Suginami-ku, 日本 2013-10-28 大変深刻な問題をはらんだ法案です。防衛・外交に加え、特定有害活動とテロ
の防止。これは大きく拡大解釈される危険性があります。また、防衛・外交に
おいても、自衛隊や米軍の監視、外交密約の暴露といったことは、違法とされ
かねません。組織や権力は腐敗し、それを隠ぺいします。そうしたことを明ら
かにすることこそが、取材であり、知る権利の根幹です。権力は嘘をつくし、
間違うのです。しかし、今回の法案は、その間違いをただす機会を奪うもので
す。また、外交機密と密約はいつも紙一重。歴史をみれば、わかるはずです。
国民を欺き裏切る密約こそが問題であるにもかかわらず、密約を示す文書の入
手方法にばかり目が行くのは、あきらかに謀略と言えます。いずれにしても、
国際平和とたがいの信頼のために、秘密保護を方便とした、警察国家、情報統
制国家の道は、絶対に歩むべきではありません。この法案に断固反対いたしま
す。

中田 成雄 Matsudo-shi, 日本 2013-10-28 国民の「知る権利」を反故にする法案は時代に逆行しているので反対します。

吉野 晋太朗 日本 2013-10-28 国民が無関心であることが一番の罪だと私は思います。ググることぐらいでき
るはず。戦前の政治に戻すことだけは絶対に食い止めます。

三善 出 Hachioji, 日本 2013-10-28 もうこれ以上の愚行はお慎み下さいますよう。
愚行とは読んで字のごとく愚かな行いのことです。
これ以上、というのは、独裁で浮かれまくって繰り返した数々の蛮行を指しま
す。
トルコなど行かず、早くまたお腹を壊して退任してくださいますよう。
その際、お仲間の皆様も道連れにして頂けると大変嬉しいです。

長尾 高弘 Yokohama, 日本 2013-10-28 監視機構の部分は賛成しません。特定秘密保護法案は無条件で廃止すべきです
。

Kurosu Yukio Ushiku, 日本 2013-10-28 民主主義の崩壊につながる特定秘密保護法絶対廃案。

Uchiyama Takashi 阿蘇郡, 日本 2013-10-28 賛同！

佐脇 伸幸 愛知県, 日本 2013-10-28 国民主権を担保する「知る権利」を侵害し、国民から「言論の自由」を奪い去
って軍国主義国家への道を拓く「特定秘密保護法」に断固反対するッ！

高見 典彦 府中市, 日本 2013-10-28 行政の権限が強くなり過ぎます。
このままでは三権分立が崩れかねません

石塚 昌子 日本 2013-10-28 特定秘密保護法案は絶対廃案に！
歴史に学ばず、愚かな道へ進まぬよう、今こそ、何としても民意を力に変えて
！

出浦 研造 埼玉県, 日本 2013-10-28 特定秘密保護法反対！廃案！

Nori GRAZIE 日本 2013-10-28 この法案は民主主義に反します。
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田中 良直 Asaka-shi, 日本 2013-10-28 売国安倍自民党政権の法案は、日本を米国に売り飛ばす法案めじろおし

袴田 郁也 日本 2013-10-28 賛同します

Miyuki OOMORI 日本 2013-10-28 あなたが夢見る日本に私の子供達は託せません。どうかお考えを改めてくださ
い。

木本 さゆり 日本 2013-10-28 原発×戦争×秘密
人権も平和も自由も奪われようとしていると思います。日本人はいつ立ち上が
るの？
イマでしょう！

三矢 勝司 日本 2013-10-28 特定秘密保護法は、国家倫理のメルトダウンです。

佐々木 伸 日本 2013-10-28 特定秘密保護法案には反対です。

金谷 啓紀 Akaiwa-shi, 日本 2013-10-28 ちょっと賢い少年少女なら絶対９９％廃案というでしょう。大人の政治家はど
うかしてる。未来の少年少女のために、これは廃案にすべきです

林 洋美 日本 2013-10-28 本当に必要ない。

大武 智恵 埼玉県, 日本 2013-10-29 国民主権です。その国民に知らせずに政府でなんでも秘匿することは許されま
せん。

yosimoto fumi 日本 2013-10-29 自分たちは国民の代表なんだということに気づいてください。
わたしたちの知らないところで勝手なことをしないでください。

阿部 照義 Yokohama-shi, 日本 2013-10-29 これは国民主権がなくなる法律です。国民の自由が無くなる法律です。アメリ
カの戦争に参加するための法律です。日本がアメリカに従属するための法律で
す。人間の権利を束縛する法律です。以上の理由により反対します。

TSUCHIYA NONOKO fukuokaken, 日本 2013-10-29 どうか心ある政治をお願いします。

吉川 幸子 岡崎市, 日本 2013-10-29 国民の安全な生活を守るために政治はある筈です。
憲法も改革することなく、本来の統治者としての使命に舞い戻って下さい。

角 伸明 京都府, 日本 2013-10-29 日本を暗黒国家にしてはならない。

kawasaki kozue Sapporo-shi, 日本 2013-10-29 国民の利益にならない法案。だれかの利益のためなのでしょう。独裁政権に反
対は当然でしょ。

YAMAGUCHI Noriko 日本 2013-10-29 So I am Japanese.

山崎 将悟 神奈川県, 日本 2013-10-29 必ず秘密保全法を廃案にしなさい！日本の平和のために……。

佐々木 陽子 神奈川県, 日本 2013-10-29 廃案を強く希望します。

Yamaguchi Minoru Fukuoka, 日本 2013-10-29 特定秘密保護法、断固阻止!!

龍 越田 神奈川県, ベトナム 2013-10-29 民主主義の日本国なのに真っ赤共産党と同じやり方の法案。独裁の世界へ導く
危険な法案。特定秘密保護法を反対です。

Shoko Akiyama New York, NY 2013-10-29 廃案により、日本の民主主義を取り戻しましょう。

HAMADA MIYAKO Higashimurayama-shi,
日本

2013-10-29 特定秘密保護法の廃案に賛同します。

Toshiyuki Ozeki Tokyo, Japan,
アメリカ合衆国

2013-10-29 「特定秘密保護法案」は極めて危険な独裁国家を招く法案です。保護されるべ
き秘密の細目規定がないということは、為政者や官僚の主観で「保護されるべ
き秘密」が容易に決められるということであり、国民が全く知らないうちに戦
争に巻き込まれる、原発事故の影響による癌罹患率数値の政府による積極隠蔽
が許されてしまう、などの懸念があります。さらに、ゲシュタポの人狩りより
も酷い国民狩りが実施されることになる可能性が容易に予想出来ます。

okomoto noi fukuoka, 日本 2013-10-29 日本国家と日本国民、両方の安全と生活を守る政治を行って欲しい。

平野姓 照也名 Yachiyo-shi, 日本 2013-10-29 売国奴たちの競演・・・
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福井 理恵 日本 2013-10-29 特定秘密保護法、絶対反対！！
国に都合が悪いことを秘密にするって憲法違反にあたりませんか？
絶対反対！！

Ihara Toyoji Kobe, 日本 2013-10-29 国民が知る必要のある情報が知らされない事が起こる可能性もあるので廃案を
望みたい。

有島 明朗 日本 2013-10-29 国民にとっての有効性が明確でない法案は作るべきではないと思います。「安
全保障」に有効だから、では、説明不十分です。公開の場で、国民を納得させ
る十分な議論を見せてください。

木島 章 神奈川県, 日本 2013-10-29 そんなに急いで成立させようとしているけれど、安倍自民党には隠したい、知
られたらまずことばかりあるのでしょうね。もう時代を逆行させてはいけない
と、強く感じています。

綿引 悦朗 Hitachiota-shi, 日本 2013-10-29 治安維持法が闊歩する時代の日本に逆回転する行為は許せません。

加藤 正治 兵庫県, 日本 2013-10-29 戦時立法だ！許さない！！

瀬戸姓 由紀子名 Meguro-ku, 日本 2013-10-29 秘密保護法廃案へ！

Harada Setsuo oomuta-city, 日本 2013-10-29 憲法違反の「特定秘密保護法案」を廃案に！

浅利 栄治 Abashiri-shi, 日本 2013-10-29 電源三法と並ぶ最大級の悪法なり。

原 友香 日本 2013-10-29 特定秘密保護法は廃案にするべき。可笑しすぎます。

川内 活也 日本 2013-10-29 国家機密は国際社会の関係上、必要なものも有るとは思いますが、とにもかく
にも、全く不公正な立場の人間が秘密を指定出来る権限を持つという独裁主義
法に大反対です！

小森 明子 Nishitokyo-shi, 日本 2013-10-29 廃案です

furukawa kazuo 日本 2013-10-29 安保でも非核三原則でも沖縄問題でも騙されました。都合の悪いことはいつも
秘密にされます。秘密保護法なんてとんでもない。

酒井 信一郎 Odawara-shi, 日本 2013-10-29 これはむちゃくちゃな法律です！三権分立からもおかしいし、戦争へまっしぐ
らですよ！！

涌井 健豪 Nishitoukyou-shi, 日本 2013-10-29 秘密保護法案より情報開示法案を行ってください。

Okamoto Teruko Musashinoshi, 日本 2013-10-29 特定秘密保護法案の廃案と監視機構の設立が是非とも必要です。

浅田 久美子 日本 2013-10-29 到底、納得いかない。

Minayoshi Eriko マニラ, 日本 2013-10-29 特定秘密保護法（秘密保全法）に反対いたします。

平岡 哲 Mombetsu-gun, 日本 2013-10-29 日本は世界を本当の平和に導くきっかけになれる国です。世界に誇れる国にし
ませんか？

田中 一郎 日本 2013-10-29 やるべきことは秘密保護ではなく情報公開だ

Uchiyama Yoko Kita-ku, 日本 2013-10-29 国民の権利を奪い、民主主義を脅かす恐ろしい法案です。廃案を求めます。

矢崎 沙保子 日本 2013-10-29 廃案です。一体日本を、国民をどこへ向かわせたいのでしょうか？

Kiyoshi Kubo Matsuyama, 日本 2013-10-29 特定秘密保護法の廃案

河野 俊 Tamano-shi, 日本 2013-10-29 何が秘密かも分からない。知らなかったと言ってもダメ、未遂でも捕まる。だ
んだんと、ヤバそうなものには「見猿聞か猿言わ猿」状態になり、暗くて不安
な時代になります。廃案にしよう！！

奈良 佳恵 日本 2013-10-29 日本を誰もが安心して、幸せに暮らせる国づくりをお願いします。

山地 久美 日本 2013-10-29 現状に於いてのこの法案は即刻廃案にすべきです。断固として反対致します！

河野 清 愛知県北設楽郡, 日本 2013-10-29 国、行政は常に国民の監視、統制の本にあらねばならない。国民の知る権利を
縛る法案など本末転倒である。
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公俊 佐藤 日本 2013-10-29 基本的人権と国民主権をないがしろにし　平和主義を踏みにじる特定秘密保護
法案を廃案に

萩原 一彦 オーストラリア 2013-10-29 これ守らないと日本の民主主義があぶない。

大熊 裕子 日本 2013-10-29 特定秘密保護法は、本当に恐ろしいです。署名の主旨に賛同します。

Kai Katsuko 千葉県, 日本 2013-10-29 趣旨に賛同します。
特定秘密保護法は廃案にすべきだと思います。

笠木 孝則 野々市市, 日本 2013-10-29 民主主義に反する、私たちの自由を奪う法案には到底容認できません。絶対反
対です。

竹川 未喜男 Narashino-shi, 日本 2013-10-29 現行法規で十分である。この法案の目指す社会は、民主主義と人権を無視して
恥じない軍事独裁国家以外の何者でもない。

宮坂 亨 Suwa-shi, 日本 2013-10-29 政府の持つ情報は全て納税者のものだ。

小田 智敏 Hiroshima-shi, 日本 2013-10-29 特定秘密法どころか、情報公開法のほうが先。非核三原則、そんなものが守ら
れているとは誰も思っていないが、対外的にも掲げてきた原則である以上、「
忘れた」では済まされない。重要な情報はきちんと保管され、然るべきときに
公開され、過去に過ちがなかったかどうか（たとえば非核三原則なら、いつど
のようにして形骸化していったのか）、この国の主権者によって検証されなけ
ればならない。政府に、「記録が残されていません」だの「書類がありません
」だの、といった人を馬鹿にしたような見え透いた言い訳をさせないためにも
、政府から独立した監視機構がぜひとも必要なのである。

徳田 満 東京都, 日本 2013-10-29 国民を守らず「国家」というありもしないものだけを守らせる。それは「国体
」というありもしないもの＝意味のないものを無理矢理守らせようとして崩壊
した「大日本帝国」と同じ。

福地 寛子 Nerima-ku, 日本 2013-10-30 法律は、一度制定されると、転がり落ちるように私たちを縛って行くものだと
思います。通してしまったら、恐ろしいことになるのではないか。

市場 恵子 Okayama-shi, 日本 2013-10-30 逮捕されても、処罰されても、自分がどうしてそんな目に遭ったのかすらわか
らないという、コワイ時代が準備されつつあります。国民の知る権利、取材報
道の自由を奪うコワイコワイ法律です。小さな声も集まれば何かできる。あき
らめないで声を上げましょう。誤った歴史を繰り返さないために。

坂上 香 日本 2013-10-30 戦時に突入という感じがして日々気持ちがざわついています。安倍総理をこれ
以上暴走させてはなりません。

Fujie Tomoko 日本 2013-10-30 絶対に廃案！

福井 信蔵 目黒区, 日本 2013-10-30 賛同します。監視機構の設立は必要です。

内山 映一 日本 2013-10-30 TPPもこの法案の対象になる可能性が既に政府から発表されています。国民は
何も知らないうちに国の体制そのものが変えられてしまうのです。

黒田 景子 Kagoshima-shi, 日本 2013-10-30 保護された秘密文書を３０年後に公開する国立文書館を建てるべし。どの先進
国でもやっていること。国家の記録を保存することなくして、秘密文書を先に
作るなど後進国にも劣ります。

下田 濟二郎 日本 2013-10-30 国家機密は行政が決めるものではない。永久秘密はあってはならない。

Takayuki Yoshida Boise, ID 2013-10-30 これはファシズムではないですか？
廃案あるのみです。

小林 典子 東京都, 日本 2013-10-30 「今必要なのは、秘密保護法ではなく、情報公開を徹底する情報公開法の改正
なのです」という宇都宮健児氏の見解に大、大、大賛成。

田 口 茂 日本 2013-10-30 本法案は役人と自民党による国民に対するテロ行為！

上間 愛 東京, 日本 2013-10-30 必要なのは徹底した情報公開のほうです。これ以上秘密が増えたらと考えるだ
に恐ろしい。秘密保護法、絶対に反対です。



名 場所 日付 コメント

石田 伸子 Somers, NY 2013-10-30 秘密主義の日本は、長期的には、経済的にも最悪の事態を招く、とニューヨー
カーの友人達も話しています。安倍首相、聞く耳を持って、この法案を廃案に
してもっと国民と社会と世界に開かれた明るい政治を行ってください

藤宮 礼子 Zama-shi, 日本 2013-10-30 スパイ防止法、共謀罪法･･･民主主義を根本から揺るがすこの手の法律はもう
必要ないこと、誰もがわかっているのではありませんか？

村山 陽子 Nishinomiya-shi, 日本 2013-10-30 日本が戦前に戻るような法案。反対です

大島 資生 Toshima-ku, 日本 2013-10-30 特定秘密保護法案、絶対反対！

佐藤 典子 Niigata-shi, 日本 2013-10-30 手口は見えてます。うやむやに事を運ばれては困る。反対します。

阿部 哲也 函館市, 日本 2013-10-30 特定秘密保護法は廃案にすべき！

Yamada Hironari 日本 2013-10-30 藤原紀香さえ反対する秘密保護法案。世界に通用しないオカルト国家が誕生す
る。

風見 正博 日本 2013-10-30 我々は皆さんの所有物ではありません。

伊勢 浩信 日本 2013-10-30 絶対に廃案へ・・

阿部 毅 日本 2013-10-30 [日本を取り戻そう」と抜かす権力を握った者の独善は断じて許さん。

池辺 幸恵 Takarazuka-shi, 日本 2013-10-30 独裁者のしたがること、隠して、ごまかして、だまして、ウソついて、反対す
る者を人権無視で捕まえて、罪に陥れるなんて、戦時中ですか?!

村上 綾子 日本 2013-10-30 この法案は成立させてはなりません！私たちの知る権利を守ろう！

和人 鈴木 miyoshi toun saitama,
日本

2013-10-30 時代錯誤の特定秘密法案は国民の世論で廃案させて行きましょう。

澤谷 雄一 日本 2013-10-30 民主主義の破壊は許されない！

吉田 健 日本 2013-10-30 特定秘密保護法の廃案に賛成します。

北野 慶 岡山県, 日本 2013-10-30 民主主義の死を許しません！

Akiyama Shigeru 日本 2013-10-30 絶対反対。官僚ふざけんな。

文Last Name 井野First
Name

日本 2013-10-30 余程、国民に知られては困る秘密があるのでしょうね。
絶対に廃案です。

橋本 美憲 New York, NY 2013-10-30 この法案日本国民の為にならない法案だからです。

伊福 規 長崎県, 日本 2013-10-30 特定秘密保護法案。支配者のための法案は認められない．主権在民。

武田 信弘 Ibusuki-shi, 日本 2013-10-30 TPPとセットになると多分非常に危険な状況になります。故意に原発事故が起
こされる可能性もあると思います。

旭丘 光志 日本 2013-10-30 こんな秘密保護法を作ってどんな日本にしようとしているのか。絶対反対です
。

古川 日呂之 Isahaya-shi, 日本 2013-10-30 監視機構、もしくは期限を決めて情報公開を義務付けるべき。

純久姓 瓜生名 Boulogne-Billancourt,
フランス

2013-10-30 国民の知る権利を奪う「特定秘密保護法案」廃案に賛同します。

荒木 加奈子 Kawasaki-shi, 日本 2013-10-30 国中心ではなく、人中心の世の中に。

豊芦 勝子 日本 2013-10-30 廃案に賛成です。同時に、三権分立の基礎となる最高裁判所及び日弁連に於い
て選出された
法の専門家と非政府組織（NGO)による会議を構成するように求めることに賛同
します。

中村 孝 日本 2013-10-30 言論の自由を脅かす秘密保護法は許せません。日本国憲法に違反した律法です
。直ちに撤回してください！



名 場所 日付 コメント

上野 正美 上野正美, 日本 2013-10-30 個人の意思は尊重されなければならず、国が監視コントロールするべきではな
いと思います。軍事国家への道は許さない。

池ヶ谷　 克己 日本 2013-10-30 諸手を上げて賛同いたします

Kenichi Azuma 日本 2013-10-30 廃案を要求いたします。皆さん是非署名をし、この法案に対して意思表示を示
すべきです！

池ヶ谷　 克己 日本 2013-10-30 1930年代の時代に逆戻りしてはならない。こんな法律は要らない。コメント

森崎 竜一 長崎県, 日本 2013-10-30 廃案にしましょう！

功能大輔 ソウル特別市, 大韓民国 2013-10-30 情報公開こそ民主主義の基礎です。権力者の恣意性こそ監視、制限されるべき
。

遠坂 俊一 大阪府, 日本 2013-10-30 監視国家に住みたくないです。

小野 千佐子 大阪府, 日本 2013-10-31 国民の知る権利を守ってください。

永渕 克也 日本 2013-10-31 今日のモーニングバードではないが、官邸前抗議や、国会前包囲も完璧に逮捕
対象になるし、逆に在特会のヘイトデモや、がんばろう日本のデモも専横する
し、国家公認の形で横行するのが目に見えています。幕僚幹部を親族に持つ私
もこれには強く反対します。コメント（任意）

Kohga Michiko 日本 2013-10-31 It is incomplete and untrustworthy with wording.

青木 義貴 日本 2013-10-31 安心して暮らせる日本の未来のために、特定秘密保護法に断固反対致します。

永渕 克也 日本 2013-10-31 この法案。幕僚幹部を親族に持つ　元自衛官でもある私も強く反対をします。
これによって在特会がやるようなヘイトデモが公然と片山さつき議員と山谷え
りこ議員公認の元　専横します。確実に。逆に官邸前抗議やテント村に東電本
社前抗議にオスプレイ反対の抗議は、１００％取り締まり対応になります。か
つて保守業界にいた自分からもいわせていただきます。

これは「表現の自由」と「言論の自由」に対する挑戦です。

横山 一行 Edogawa-ku, 日本 2013-10-31 自公・安倍政権は、自由と民主主義の根幹に関わる重大なことを企んでいます
。これは、日本版NSC（国家安全保障会議）設置法案及びこれとセットで審議
されている「特定秘密保護法案」です。

日本版NSC（国家安全保障会議）設置法案及び「特定秘密保護法案」は、政府
による身勝手な情報操作と監視体制を作ることで国民の目と耳と口を塞ぐ内容
の代物（しろもの）です。

民主義国家において国の形を作るのは主権者たる国民です。主権者の国民が国
家・社会に対して適切な判断と決断をするためには、情報公開の原則と自由に
物事を言えることが不可欠です。

アメリカのニューヨーク・タイムズは、自公・安倍政権による日本版NSC（国
家安全保障会議）設置法案と「特定秘密保護法案」を反自由主義的だと批判し
ています。

秘密主義は、独裁国家への第1歩であり、日本国憲法の民主主義の原則と全く
相容れない違憲立法への策動であるから日本版NSC（国家安全保障会議）設置
法案及び「特定秘密保護法案」は、廃案にするべきです。

現在の日本に必要なことは、秘密主義ではなく情報公開をすすめることです。
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Shoji Kitano Fujieda-shi, 日本 2013-10-31 世界中に盗聴網を張り巡らし、気に入らないことがあると武力にものを言わせ
るアメリカ。そのアメリカと一緒に戦争ができるようにと集団的自衛権の行使
を認めようとする安倍政権。そのためにアメリカの情報を秘密扱いしようとす
る秘密保護法案、絶対認められません。国民の知る権利、報道の自由のほうが
どれだけ大事か、言うまでもありません。

章代 荒木 日本 2013-10-31 本当に必要な法案なのか、疑問です。
反対です。

横山 一行 Edogawa-ku, 日本 2013-10-31 秘密主義と（国民への）監視国家体制づくりは、日本国憲法の民主主義の原則
と全く相容れません。

日本版NSC（国家安全保障会議）設置法案及び特定秘密保護法案は、廃案ある
のみです。

長谷川 光徳 Kyoto-shi, 日本 2013-10-31 先程テレビで町村氏がそんな事絶対にありません、１００パーセントありませ
んと言われていたが、あなただけそう思っていても信用なりません。

下山 治満 Kita-ku, 日本 2013-10-31 なんでもかんでも国にとってまずい事を秘密化し国民を蔑にする法案は断固と
して粉砕し廃案に！

秋田 賢司 岸和田市, 日本 2013-10-31 国政に対する、反対の意思表示も、情報開示請求もそのための企画会議でさえ
も逮捕の理由になる暴挙は絶対に阻止しなければなりません。

清水 隆一 日本 2013-10-31 日本の法の番人もあんまり信頼できないんだけれども、日弁連には真当な弁護
士もいる。

木下 利夫名 日本 2013-10-31 賛同致します。

茂之 柴垣 東京都, 日本 2013-10-31 この法案にはもちろん反対。その前に、現内閣は違憲状態の選挙で組閣されて
いるということを問題にしたい。安倍政権には法案を制定する正当性が皆無な
のだ。

遠藤 輝幸 日本 2013-10-31 こんな法は、まったく美しくない！

上田 直人 京都府, 日本 2013-10-31 このままでは再び自民党に退場願う日も近そうだ。
変わりがいないなんて戯言でごまかされないぞ。
主権在民！国民の自由と人権を死守します！！

広瀬 真咲 日本 2013-10-31 秘密保護法反対！！！

飯田 昌男 日本 2013-10-31 特定秘密保護法よりも特定公開保護法を立案してほしい。特定秘密保護法には
断固反対の声明します。

神谷 仁 Matsumoto-shi, 日本 2013-10-31 恣意的乱用を防ぐ条項が無い法律は危険性が高いと考えます。もっと、詳しい
条項が必要です。

船橋 由貴子 日本 2013-10-31 特定秘密保護法案、怖いです。反対。

川端 浩 東京都, 日本 2013-10-31 あれだけ指摘されている悪法に固執する、貴方達を軽蔑します。

花井 巌 日本 2013-10-31 賛同いたします。
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wakeshima akira 日本 2013-10-31 コメント（任意）保護法は、秘密すべきかどうかを政府が勝手に判断し、それ
を外部（国民）に知らせる者を厳罰に処すという法案。

先ず第一に、国民に知られると拙いという自覚の下に行動をしようとする点に
問題がある。
端的に言えば、日本政府は何やら後ろ暗いこと、やましい事をやろうとしてい
るらしい。
それだけで、この法案に反対する十分な理由になる。

更に政府は、おためごかしに、国益の為という言いわけを持ちだしている。
しかしそれは、国民主権（主権在民）を前提にするなら、大義にはならない。

何故なら、国民の知る権利（あるいは判断する権利）は国民主権の前提だから
だ。
国民の知る（判断する）権利を制限して、国民主権はなく、主権を踏みにじら
れての国民の益はない。
あるとすれば、国民の権利を踏みにじることで、一部の者が得る国家の利益だ
。
従って上記主張は、論理的には、政府に国民主権という観念あるいは自覚がな
いという事を意味している。
要するに、考え方が憲法の基本と背馳しているのだから、本来、彼らには政権
の座につく資格がない。

保護法は、今の政府の体質が、国民を無視し、愚かで悲劇的な戦争に突入した
戦前の政府と変わらない事を示している。
彼らは、国民主権をポピュリズムなどと愚弄しているが、自分たちは国民乖離
の戦前政府の蛮行をどう総括したのか。
秘密を保護して行われた、彼らの政治が高級だと今でも考えるのかと、聞きた
い。

以上、保護法案には、強く反対し、反故にするよう求める。
又、かかる法案を提出する政府には、民主国家をリードする資格も権利もない
と考える。
併せて、即刻の下野を求める。

桑原 三喜子 日本 2013-10-31 絶対、廃案！！！
日本はあなたたちのおもちゃではありません！！！

石堂 淳士 滋賀県, 日本 2013-10-31 許せへん。アカン、いらんし！

高橋 星児 Niigata-shi, 日本 2013-10-31 このような民主主義を真っ向から否定する法を成立させるわけにはいきません
。絶対反対です。

藤井 新一 Tsu-shi, 日本 2013-10-31 国民の知る権利を奪う秘密保護法。絶対反対です。

片山 雄一朗 日本 2013-10-31 特定秘密保護法粉砕!!アメリカ言いなり政治はとっとと止めろ!!!
日本国民が支払っている税金を返せ!!

大野 直子 Sapporo-shi, 日本 2013-10-31 特定秘密保護法NO!!!

松本 弥生 日本 2013-10-31 極少数の人の利益の為に、国民を犠牲にするのは恥ずべき行為です。特定秘密
保護法断固反対。

剛 平井 日本 2013-10-31 天下の悪法。代議士の先生方がいかにおめでたいかを象徴するような法律。是
非、廃案に！

Seiji Furukawa クアラルンプール,
マレーシア

2013-10-31 This law makes Japanese people blind and robs rights to know the truth. That's

the way to the another war and nuclear crisises.
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遠藤 紘二 日本 2013-10-31 何が秘密？
“それは秘密です。”
なら廃案が望ましいです。

植田 雅俊 Kobe-shi, 日本 2013-10-31 秘密保護法は憲法違反の法律である。日本は国民主権の国である。権利があっ
て自由があるのになにもこんな法律作る必要はないとおもいますけどね。

松見 玲子 日本 2013-10-31 時代に逆行してませんか？
ファシズムな政治は嫌です。
暗い世の中少しでも明るくオープンな政治にぜひして下さい。

信木 総一郎 Sosa-shi, 日本 2013-10-31 このような法律を作ると日本は官僚独裁国となる。主権者はごく一部の高級官
僚。そのあかつきには自民党議員さえも標的にされますよ。

大山 裕喜子 日本 2013-10-31 何が秘密かも秘密?!
そんなムチャクチャな法案、絶対認められません！
特定秘密保護法＝治安維持法！
運用する政府など信用できません。
廃案を強く強く求めます。

石森 邦彦 日本 2013-10-31 秘密保護法案を廃案にしてください。

石坂 千穂 Nagano-shi, 日本 2013-11-01 国民に情報を知らせないで、この国はどこへ進もうというのでしょう。一部の
権力者の思惑で動かされる国であってはいけません。

荒木 洋 日本 2013-11-01 もっと情報公開してほしい

佐藤 博之 日本 2013-11-01 政治が軍国主義化する根本です断固廃案を！！

Naramoto Eisuke Sagamihara, 日本 2013-11-01 この法案には問題が山積しています。2点だけ取り上げると、（１）原発のメ
カニズムがことごとく「秘密」に指定される可能性。「テロ対策」が口実にさ
れるでしょう。こうして、「原発のメカニズムはこのようになっているので、
ここが危険だ」という類の的確な批判が困難になる。（２）TPP交渉。「外交
上の重要機密」として、何をテーマにどのような議論が行われているかが伏せ
られる。TPPそのものへの批判が難しくなる。以上、（１）（２）の情報アク
セスを求める行為自体が刑事訴追の対象になる可能性がある。

李 智映 島根県, 日本 2013-11-01 ｢特定秘密保護法｣という名の治安維持法など要らない。

泰 真実名 日本 2013-11-01 この法律は大きな間違いです。
主権は国民にあり。情報開示はその基本的に重要な事項。絶対反対します。

Kanmuri Kiyoko 日本 2013-11-01 秘密保護法案に反対します。もっと情報公開してほしい位です。

土屋 聡 大崎市, 日本 2013-11-02 コントロールされたくないです。

原口 敦也 日本 2013-11-02 国民の意見を聞いてください！

星出 卓也 日本 2013-11-02 戦時下の治安維持法の焼き直し版である特定秘密保護法。こんなものに無自覚
であってはなりません。

姓三宅 名宏英 京都府, 日本 2013-11-02 特定秘密保護法は、廃案しかない！！

吉水 公一 Amagasaki-shi, 日本 2013-11-02 安倍、腹痛起こして政権放り投げよ。じゃま

柳川 利晴 牡鹿郡, 日本 2013-11-02 彼らの思うようにコントロールされてしまうし、問題が出れば責任をとらない
。ふざけるな！です。

楠木 司人 Ise-shi, 日本 2013-11-02 今必要な物は、公開を前提とした情報管理の法整備だ

長谷 聡美 日本 2013-11-02 国民に秘密にして録なことはありません。

miyamoto ichiro 日本 2013-11-03 言論を委縮させる、あなた方に都合の良い情報管理には絶対反対です。

小林 弘昌 Asahikawa-shi, 日本 2013-11-03 廃案を心から願っています。

北村 ひとみ 愛知県, 日本 2013-11-04 特定秘密保護法案に絶対反対です。
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川初 純子 日本 2013-11-04 どうか　これからの世代を生きる子供達の未来を　不安に陥れないで下さい。

上島 深雪 日本 2013-11-04 秘密保護法は絶対認められません。廃案を強く要求します。

小山 桂子 日本 2013-11-04 民主主義を根底から覆す法律は廃案にするべき。

中村 尚裕 日本 2013-11-04 私は特定秘密保護法案（以下、「当法案」）に反対する。当法案は国民の「知
る権利」をはじめとする言論の自由を侵害するものであり、言論の自由を謳っ
た憲法第２１条に違反する。
以下に理由の詳細を記す。
１．特定秘密の定義が全くなされておらず、政府及び為政者側が恣意的に特定
秘密を指定することが可能であること。これにより、政府及び為政者側が不利
と考えた情報、例えばスキャンダル等に関わる情報も特定秘密とし、漏洩だけ
でなく情報収集を行ったものまで罰することが出来てしまうこと。この例には
、東京電力福島第一原発事故など、国民にとって生命・健康を左右する重大な
情報も含まれうる。
２．特定秘密に対し、漏洩した公務員のみならず、これに接近した民間人をも
処罰できる法律であること。
３．特定秘密に関しては、何が秘密なのか一切が外部に公表されないこと。こ
れにより、当該情報が特定秘密であることを知らずに情報収拾した者が処罰さ
れ得る。また、当該情報が特定秘密であるかのように偽って、情報収集を邪魔
することが出来てしまうこと。

大澤 真知子 日本 2013-11-04 廃案にすべきです。

佐藤 ヒロユキ 東京都, 日本 2013-11-05 廃案しかないと思います。

郷原 リエ子 日本 2013-11-05 特定秘密保護法に絶対反対します。
パブリックコメントで多数の国民が「反対!」と声を上げました。国民の声を
聞いて政治に反映させて下さい。廃案しかありません。

井口 真 東京都, 日本 2013-11-05 こんな法案が通れば、ファシズムへまっしぐらになる。もう突き進んでいるけ
れど。全体反対！！

本多 敬 日本 2013-11-05 ９９年の国歌国旗法に関する国会審議を嘲弄する濫用の現実。秘密保護法も、
現在将来これはしないとかあれはしないと政府は説明していますが、一度通っ
てしまえばもう「法律」でなくなります。怖いのは、秘密保護法は「罰する」
という結論しかない点です。何が濫用なのかそれすらだれも分からなくなるの
です。

本多 敬 日本 2013-11-05 ９９年の国歌国旗法に関する国会審議を嘲弄する濫用の現実。秘密保護法も、
現在将来これはしないとかあれはしないと政府は説明していますが、一度通っ
てしまえばもう「法律」でなくなります。怖いのは、秘密保護法は「罰する」
という結論しかない点です。何が濫用なのかそれすらだれも分からなくなるの
です。

戸沢 弘征 日本 2013-11-06 否決されても東京あきる野市で反対意見書を提出する予定です。

Oomoto Noboru Aichi, 日本 2013-11-06 なぜ、劣化していかなければならないのか？国際標準を守れ！

大鷲 良一 Tokorozawa-shi, 日本 2013-11-06 時代と歴史に逆行するこの法を廃案に

中原 准一 Ebetsu-shi, 日本 2013-11-06 特定秘密保護法案は、国民の知る権利を制約し、逆に国民を監視する稀代の悪
法である。同時に政府権力の情報隠蔽体質を益々合法化するもので到底認めら
れない。廃案を強く求める。
　監視機構設置提案は、非常に合理的な理由があり賛成する。

明子 大庭 神奈川県, 日本 2013-11-06 知るべき情報が隠されていく。また同時にこれが施行されてしまうと官僚に全
てコントロールされる可能性もある。このような法案は意味がない。

高山 美保 Kuwana-shi, 日本 2013-11-06 あなただけでなく自民党を多くの人が支持しなくなると思います。
国民はそこまでバカではないです。



名 場所 日付 コメント

吉田 ちなみ 日本 2013-11-06 国民の声は無視ですか？

桃井 珠美 神奈川県, 日本 2013-11-06 英国より、原理主義国家とのお褒めの言葉を
頂いているそうです。 まったくもって嘆かわしい。
知恵を使ってくい止めましょう。

倉澤 昌治 東京都, 日本 2013-11-06 今ある法律で十分対処できるのに、なぜ「特定秘密保護法案」を急いで成立さ
せたがっているのか？アメリカ様の要望というよりも、警察官僚による悪巧み
の色合いの方が濃い、と僕は思います。明らかに人員過剰となっている警察組
織に、仕事を与えるための法案ではないかと勘ぐりたくなります。彼らにとっ
て捕食する相手は、特定の組織や団体よりも一般市民の方が、都合が良いから
です。捕獲が容易な上に、圧倒的に数が多いため、エサとしては最適だからで
す。

Mayumi Dennis Killeen, TX 2013-11-06 事実が知りたい。

荒武 孝次 日本 2013-11-07 断固反対！

景山 恵司 Nagoya-shi, 日本 2013-11-07 日本を第二次大戦前夜に戻さないで下さい。

森山 木の実 日本 2013-11-07 政府はいったい日本と日本国民をどうしようと思っているんでしょう!!

山本 顕一 Miyoshi-machi Iruma-
gun, 日本

2013-11-07 何としてでも廃案にしたいです！

近藤 あきこ santa clarita, CA 2013-11-07 内容が不透明。アメリカのNSCの日本版？今の日本に本当に必要なのだろうか
？

田口 朝光 日本 2013-11-07 言論弾圧は、芽のうちに摘み取らなければ、猛威を振るいだしてからでは遅い
！

橋岡 将基 兵庫県, 日本 2013-11-07 スパイやテロの防止、安全保障といった大義名分のもとに、国民は危険を押し
付けられます。
場合によっては戦争まで引き受けさせられます。
この法案が成立したら、未来に希望など持てません。

川村 亮 日本 2013-11-07 まさか安倍がアホだというのも国家機密に制定するつもりじゃないだろうな。

komori takashi Kushiro-shi, 日本 2013-11-07 国民主権、国政調査権、民主主義制度のすべてを否定してしまうこの法案は絶
対に許されない！

Kosuke Araki オーストラリア 2013-11-07 国家の思想統制の強化でしかなく、国民の自由な意思表示を束縛しかねない。

利生 遠藤 Ise-shi, 日本 2013-11-07 原発のこと、隠さないでほしい。

小峠 静市 日本 2013-11-07 長期政権になったと馬鹿安部政権　やりたい放題はだめだ　国民は承認してい
ない　棄権者の多いはずだ

藤井 たき子名 日本 2013-11-07 全ての情報は国民に開示を。
この国は国民の国です。

岩崎 美枝子名 日本 2013-11-07 絶対に安倍晋三に生殺与奪の権を握らせてはならない！
コメント（任意）

uchida kei yokohama, 日本 2013-11-07 NO!

浦田 章博 日本 2013-11-07 秘密保護法などという思考そのものがテロの標的なのだ。

小野 美智子 日本 2013-11-07 戦前の様に、国家に都合の悪い人物を根こそぎ摘み取ろうとする意図が見え見
えです。
人権も思想の自由もなくなります。
こんな国に明日はありません。

Saitou Atsushi Sapporo-shi, 日本 2013-11-07 せっかく築き上げたひっぽんの戦後民主主義を根底から破壊するこの特定秘密
保護法に反対します。



名 場所 日付 コメント

久保田 直子 日本 2013-11-07 国民は望んでいない。自分と同じ意見の持ち主を集めて有識者の意見とするの
ではなく、隅々まで国民の意見を丁寧に聞き取る民主主義を貫くべきでしょう
。国民に知られたら困るから急いでいるのですか。次期の選挙で審判させては
もらいますが。

田沼 正平 東京都, 日本 2013-11-07 政権は権力者のおもちゃではありません。そもそも何を誰から守ろうとしてい
るのでしょうか。

吉野 誠 Mobara-shi, 日本 2013-11-07 廃棄に賛同します。

石橋 和子 Suginami-ku, 日本 2013-11-07 秘密にするより、広く公開される方が、平和的発展に繋がると思います。

小泉 眞理子 Toride-shi, 日本 2013-11-08 戦前のような暗黒社会の到来は到底認められない。廃案あるのみ。

村山 Murayama 敦子
Atsuko

日本 2013-11-08 こんな悪法を通してはなりません！
日本を監視社会にするな！

sasaki naomi 日本 2013-11-08 戦時に入ろうとしてるのか？いやもう戦時中か？こんな法案絶対反対です。

勝俣 義人 日本 2013-11-08 戦前の暗黒社会を想起させる。

渡辺 一枝 日本 2013-11-08 疑心暗鬼の暗黒社会に会うる法案は、許せません。

高至 菅野 日本 2013-11-08 そんなに戦争をしたいのですか？子供たちに、人権を大切にする祖国にしたい
。

兼平 薫 茨城県, 日本 2013-11-08 為政者の恣意的な選択で秘密が作られることの危険性を危惧します。

佐々木 和恵 Yachiyo-machi Yuki-
gun, 日本

2013-11-08 日本が再び暗黒時代に戻るのを阻止するために、特定秘密保護法の廃案・さも
なくば監視機構（最高裁主導）の設立は必要です。

稲田 耕一 千葉県, 日本 2013-11-08 特定機密保護法案を反対します。

黒澤 いつき 東京都, 日本 2013-11-09 民主主義の政治システムを骨抜きにするこの法案は、実質的な改憲と同じ破壊
力を持っています。廃案にしなければ、子ども達の未来が守れません。

前野 秀雄 Kita-ku, 日本 2013-11-09 アメリカと戦争を出来る国を準備している安倍政権が出してきた『秘密保護法
案』は、国家の安全のためなどとごまかしの上に成り立っている。通れば社会
に安心よりも不安を広げることになるだろう。国家が国民の思想まで土足で踏
み込み、平和主義や基本的人権を侵害し、憲法の原理を踏み越えた法案です。
しかもこの国会で短期間にごり押しするなどは言語道断。ましてや、与党の数
の力で成立させることはあってはならない。国会議員は今こそ良識を発揮して
廃案にすべきです。

すぎ本 育生 京都, 日本 2013-11-09 民主主義の破壊、官僚支配・国民無視の政治、ＮＰＯ活動の崩壊につながる稀
代の悪法。廃案しかない

森 久美子 Machida, 日本 2013-11-09 戦前の暗黒時代に戻るような
法案など許せません。絶対に反対します

徹 松本 Hokkaido, 日本 2013-11-09 安倍晋三の言行が最優先に秘密にしたいのでしょ　だから反対です　未来は私
たち国民のものですから

稲田 耕一 千葉県, 日本 2013-11-09 国内にいる、、韓国、北朝鮮、中国、その他、の国の不満分子は、直ぐに国外
退去にして欲しいです。

池山 弘徳 Miyakonojo-shi, 日本 2013-11-09 絶対に廃案

田島 伸二 東京都, 日本 2013-11-09 日本を崩壊させる特定秘密保護法案を廃案にしてください。

松本 ますみ 日本 2013-11-09 国民の知る権利を侵すと、権力者の独裁を許すことになります。

片桐 浩二 日本 2013-11-09 「知る権利」を国民が獲得してきた歴史の重みを首相はじめ現内閣閣僚が本当
に感じているのか疑問です。賛同させていただきます。
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井上 仁 日本 2013-11-09 国民に秘密を作ることで、戦前の日本を取り戻す動きが加速すること。国民主
権の根幹を揺るがすこと、秘密の指定が任意に行われることで、これが自治体
にも拡大して行く危険性も感じています。今すべきことは、少子化社会に立ち
向かうことで、他国と争うことではないはずですので、賛同します。　日本大
学　井上

菅原 和之 Setagaya-ku, 日本 2013-11-09 「ツワネ原則」は必ず守られなければなりません！

藤井 あけみ Sapporo-shi, 日本 2013-11-09 特定秘密保護法の廃案を強く望みます。

名児耶 忠章 Kita-ku, 日本 2013-11-09 諺にあるが「いきちがいにはもの？」ではないか？

分島 彰久 Onomichi-shi, 日本 2013-11-09 特定秘密保護法の廃案を強く望みます。

白崎 一裕 日本 2013-11-09 安倍内閣は、なかみのないスカスカ政権だから、こういう悪さをして延命を図
ろうとしています。断固、阻止しましょう。

坂井 善行 宮城県, 日本 2013-11-09 このままこの法案を強行可決させれば、安倍晋三総理はかつてのルーマニア大
統領・チャウシェスクの轍を踏みかねない。そうならないためにも、よく考え
直して頂きたい。

kaneko ASUKA Tokyo, 日本 2013-11-09 政府が秘密を保持しなければならない情報がある、ということは理解できます
。しかし、政府とはそもそも私たち国民の代表であり代弁者であるはずです。
国民側からのきちんとした監視機構がなければ、「政府」というものが一人歩
きして情報操作し、国民の意識を統制するという戦前のようなことが往々にし
て起こりうると思います。日本の民主主義を守るためにも、都和ね原則によっ
て合意された国際原則を守るためにも、もし秘密保護法案を通すならば、同時
に情報公開法と監視機構の設置を強く求めます。

WADA Nakako 日本 2013-11-09 モノ言えぬ社会など生きるに値しない。廃案を！

築田姓 敬子名 Hakodate-shi, 日本 2013-11-09 この特定秘密保護法の廃案を強く望みます。

林 えつ子 愛知県, 日本 2013-11-09 特定秘密保護法は必要ないと思います。情報は開示してください。

安達 和美 日本 2013-11-09 国民の多くが反対している声を無視しないでほしい。

山越 明 日本 2013-11-09 特定秘密保護法は怖いですね

西尾 裕美名 日本 2013-11-09 伊丹市中野西２－１６８

佐藤 晴世 東京都, 日本 2013-11-10 政府はあくまで国民のために奉仕する機関である。国民の知らないところで政
府にとってマイナスになるようなことを秘密にされるのはおかしい。

Shinji Arachi Osaka-shi, 日本 2013-11-10 今、この法律もしかり憲法違反の法律・条令が簡単に出され、裁判においても
権力に追随する判決がまかり通っている。法制局長官にお友達を選んだのは「
集団的自衛権の行使」だけでなく、国民の自由な討論や意志表明を弾圧するた
めの挑戦である。九条をはじめ現憲法の民主的な条項を守るため、一緒に頑張
ろう。この日本国を守るために！コメント（任意）

Oyama Chieko 日本 2013-11-10 特定秘密保護法に、大反対!

吉田 敦彦 Higashimurayama-shi,
日本

2013-11-10 現政権はなし崩しに市民の基本的人権を奪い、憲法を空文化しようとしている
。

森 幸太郎 Saikai-shi, 日本 2013-11-10 つよく賛同します！

岩嵜 雄一郎 茨城県, 日本 2013-11-10 「安倍内閣総理大臣:
特定秘密保護法の廃案・監視機構（最高裁主導）の設立」　←　これでは意味
が解らないので日本語として正しい文章に修正された方が良いです。

田中 絵里緒 日本 2013-11-10 絶対に許せません、廃案にしなければ日本の自由は終わりです。

yumi  kikuchi kamogawa, Japan,
アメリカ合衆国

2013-11-10 市民の表現の自由を萎縮させ、戦争につながるすべての法案に反対です
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清水 英明 日本 2013-11-10 断固反対

服部 真之 東京都, 日本 2013-11-11 こんな問題だらけの法案を出す政党に疑問を感じます。

榊 正昭 Niiza-shi, 日本 2013-11-11 賛同しましたが、「廃案さもなければ監視機構の設立」とはちょっとわかりに
くいです。絶対反対の人も、条件付き賛成の人も全部取り込むというアイデア
だと思いますが、今回は廃案として、再上程するなら、監視機構の設立をふく
め、秘密の解除についても厳密に規定するなど、あらためて検討をやり直せ、
ということだと思います。

早川 努 日本 2013-11-12 廃案

鈴木 市郎 日本 2013-11-13 これは非常に危険な法案です。

山下 文子 Onojo-shi, 日本 2013-11-13 直ちに廃案

櫛田 弘行 日本 2013-11-14 完全な憲法違反、廃案は勿論だが、二度とこの売国党にやらせてはならない。

竹田 三千世 日本 2013-11-14 人民主権の民主主義を根底から損なうものである。

鹿間 一平 日本 2013-11-15 原発情報が隠蔽され、汚染や事故の過大評価、利権拡大が懸念される。

大谷 雅子 埼玉県, 日本 2013-11-15 特定秘密保護法に反対！ 今、止めなければ、きっと後悔します。

名兒耶 清吉 Ushiku-shi, 日本 2013-11-15 [安部内閣　そんなに急いで　何処へ行く」　あなたと一緒はゴメンです。

喜多幡 千代 日本 2013-11-15 憲法改悪をめざし、戦争ができる普通を目指すための日本版NSCと一体となっ
た国民の言論・行動抑制の仕掛けがこの特定機密法案の狙いです。歴史的悪法
を後世に残すより、ただちに廃案にすべく良識ある人は力を合わせ廃案に追い
込みましょう。

徳丸 達郎 日本 2013-11-15 暗黒政治は許さない。

喜多幡 千代 日本 2013-11-15 「特定機密保護法」は不要です。立憲国家である日本の居住者への背信の法案
です。ただちに廃案に！

Kakuta Masaki 日本 2013-11-16 報道、出版も対象なので、仕事に支障が出まくりな気が。…っていうか、何が
秘密かわからなかったらこの法律守りたかったとしても守れんつーの。逮捕さ
れる時､令状に何が秘密で問題だったか書いてくれないんでしょ？　

有本 昭 日本 2013-11-16 治安維持法の再来でしょう

長谷部 祐子 日本 2013-11-16 日本は，戦時中に逆戻りか？と思うような法案です。

林 悟 愛知県, 日本 2013-11-17 国民の危機感がなさ過ぎコメント（任意）

堤 榮三 Oita-shi, 日本 2013-11-17 戦前のような暗黒政治への逆戻りには反対。何としても廃案に！

八須 あかね Fukaya-shi, 日本 2013-11-17 秘密法案にNO！

藤枝 文男名 Osaka-shi, 日本 2013-11-18 こんな悪報廃案あるのみです。コメント（任意）

須原 敏夫 長野県, 日本 2013-11-18 特定秘密法案は政府・国家への「全権委任法」となります。廃案あるのみです
。

須原 敏夫 長野県, 日本 2013-11-18 これはナチス「全権委任法」に匹敵するものだと思います。真実を隠ぺいし、
監視グループの足下にひれ伏すことを要求するものです。

Tsukagoshi Akemi 埼玉県, 日本 2013-11-19 ありえない法案だと思います。即廃案にすべきです。

芋生 よしや 山鹿市, 日本 2013-11-19 とても危険な秘密保護法案廃案にすべきです。

Hayashida Riki Koto-ku, 日本 2013-11-19 よらしむべし、知らしむべからずの官僚優位を強化する法案です

藤田 忠継 Itayanagi-machi
Kitatsugaru-gun, 日本

2013-11-19 何を秘密にしたいのか、が曖昧すぎます。

松田 あつや 日本 2013-11-19 コメント（任意）特定秘密保護法案が何故廃案にしなければならないのか、カ
レイドスコープのサイトを見れば嫌でも判ります。
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小岩 愛 Kimotsuki-gun, 日本 2013-11-20 国民の生命の安全や表現の自由、守れる世の中であり続けますように

小川 秀穂 東京都, 日本 2013-11-21 日弁連の代案は合理的だと思います。

Okamoto Saeko Kitakyusyushi, 日本 2013-11-21 拡大解釈はいくらでも出来そうなので国民の知る権利を奪われる事になりそう
で恐ろしい事です。

日吉 直子 ドイツ 2013-11-21 日本を窮屈な国にしないでください。この法案がある以前にも、政府は特殊な
ケースには国民に事実を伏せて来たではないですか。私たちの知る権利を奪わ
ないでください。

宮川 宗士 日本 2013-11-21 我々を弾圧する法案の成立は決して許さない。

竹内 百重 東京都, カンボジア 2013-11-22 （海外在住）

筒井 哲郎 日本 2013-11-24 常軌を逸した法案ですね。廃案をなんとしても実現したいですね。

酒井 明子 日本 2013-11-26 国民を無知の状況に置き去りにするだけでなく、一人ひとりが背中を丸め、声
をひそめ、旧東独のように相互に監視し、信頼感が薄れ、発想は狭められ、創
造力は奪われ、国全体が、小さな小さな国に退化するでしょう。

大槻 洋治 練馬区, 日本 2013-11-26 very bad low for us!

原 文次郎 東京, 日本 2013-11-26 監視されるべきは国民でなく政府の方でしょう。

畑本 志保 横浜市, 日本 2013-11-27 この法案は、国際的な、市民への情報公開の流れに反する酷い法案。こんな法
案が成立してしまっては日本はもはや民主主義国家とは思えません。

杉本 勝江 日本 2013-11-27 断固反対。

片桐 武夫 長野県, 日本 2013-11-27 なんとしても廃案に！

本村 安彦 Urasoe-shi, 日本 2013-11-28 今行われている国会審議は秘密を「玉虫色」へ変える法案の儀式に過ぎない

玉虫色

「ウチナーンチュ」の９割は庶民。何でもその庶民が主体である。しかし１９
４５年以降の日米関係を庶民に隠し密約をするようにしむけたのはくさりやま
とぅー御用学者である。それからである。密約だらけの日米関係の始まりは。

「矛盾」という言葉では言い表せない密約がもたらす様々な事象を「玉虫色」
という新語まで後に生み出した代表的な事例が沖縄「核」密約の密使役を勤め
た京都産業大学の若泉啓という「学者」の事例である。

若泉啓という「学者」は６０年安保以降、１９７２年まで隠れ御用学者である
ことも本土在住の沖縄出身「学者」へ隠し、そそのかした上「ウチナーンチュ
」の９割の庶民へも隠し通した。その罪は今も続いている。

そんな重要な国際政治史の真実をきっちりと伝えきれない学者の身内同士を庇
う体質を形作ったのも、沖縄の基地を巡る「ウチナーンチュ」同士の対立を招
いているのもそれが第一の原因である。

上畑 友恵 日本 2013-11-29 この法案では、誰ひとりとして幸せな未来はやってきません。ただちに廃案を
求めます。



名 場所 日付 コメント

三川 共基 日本 2013-11-29 国民の声を聞けない政治は、あってはならないものだと思います。まことに残
念なことですが、今の政府には不安と不信しか抱くことができません。

浅野 志保 日本 2013-11-30 特定秘密保護法案には絶対に反対です。
反対し続けます。

渡辺 智彦 Kita-gun, 日本 2013-12-01 秘密保護法は不要。

橋本 和明 Arida-gun, 日本 2013-12-01 国家による言論封殺、都合の悪い事には蓋。こんな法案は絶対廃案です。

西村 健一 Kochi-shi, 日本 2013-12-01 特定秘密保護法案の急行採決は政府のテロです。絶対に廃案にしましょう。

Yokotsuka Toru Kobe-shi, 日本 2013-12-02 宜しくお願いします。

仲本 勝男 日本 2013-12-03 なんで今までできなかったか、貴方が反対したからです。もう逆戻りはやめま
しょう。

momma saori 神奈川, 日本 2013-12-04 こんな法案通したら民主主義の自殺です。

saiki tomoko 東京都, 日本 2013-12-05 目を覚まして下さい。

神崎 哲男 日本 2013-12-06 過ちを繰り返すな。秘密保護より情報開示を。

Michel Flor-Henry Crawley, イギリス 2013-12-06 Outrageous move by the Abe govt to increase secrecy and decrease freedom

of information and transparency ...

川口 正樹 Kawasaki-shi, 日本 2013-12-06 狂っているとしか、
思えません。

gladys yanagi 日本 2013-12-06 <a href="mailto:makeglad77739@gmail.com"

rel="nofollow">makeglad77739@gmail.com</a>

otsuka sayaka Yokohama-shi, 日本 2013-12-06 国連からも〝待った！〟。「政府が不都合な情報を秘密として認定するものだ
」と特定秘密保護法案について懸念表明

内田 良一 Sagamihara-shi, 日本 2013-12-06 特定秘密保護法の廃案・監視機構の設立に賛同します。

MOTOKI ISHIKAWA Fukuoka, 日本 2013-12-06 基本的人権の侵害であり、憲法違反の法案を撤廃せよ。

ふるはし ゆたか 神奈川県, 日本 2013-12-06 民主主義を破壊する悪法は廃案とするべきです。主権は国民にあります。

田澤 洋子 長野県, 日本 2013-12-06 公開が60年後などと言うのは考えられません。疑問の余地がありすぎます。
国の秘密は政府のものではなく、国民のものです。

いしだ はじめ 大阪市, 日本 2013-12-06 賛同します。

山口 慧子 Nomi-shi, 日本 2013-12-06 私たちは平和に暮らしたい！絶対に廃案
にさせましょう！

小林 一士 日本 2013-12-06 民主主義破壊。憲法違反の法律はつくらせない、使わせない。全体主義の日本
にはさせない。

宮地 昌幸 日本 2013-12-06 いま以上に秘密や監視のある暮らしを当たり前にしたくない。

Hatta 八田 Kenichiro
健一郎

愛知県, 日本 2013-12-06 国民主権の民主主義の根幹を揺るがす本特定秘密保護法案は、出来うる限り速
やかに廃案にすべきと考えます。

中根 久美子 日本 2013-12-06 国民の声を聴いて下さい。

Kawajiri Tetsuya 日本 2013-12-06 国民の主権を侵害するこの法案の廃止を求めます

加藤 由里子 神奈川県, 日本 2013-12-06 特定秘密保護法案には絶対反対です。

近藤 mariko 日本 2013-12-06 この人はをめざしてるのかわからない　表現の自由を

吉田 めぐみ 日本 2013-12-06 日本は民主主義のはず。絶対廃案！



名 場所 日付 コメント

Mariyama Sabina 日本 2013-12-06 12月6日夜に可決した特定秘密法案ですが、政府説明による第三者機関では第
三者性が担保できず行政権の肥大化が懸念されます。
日本の民主主義が主権在民ならぬ主権在官へ堕落する天下の悪法を認めるわけ
にはいきません。最低限、司法による監視機構の設立は必要と考えます。

長野 寛 Onomichi-shi, 日本 2013-12-06 国会議員も見れない機密法案によく国会議員が議決できると思います。

高山 治男 日本 2013-12-06 法案は強行採決的に可決成立したかのようですが、民意が反映されず、現状で
は憲法違反といわざるを得ないと思います。施行前に廃案にするか、法の下で
の監視が必要であるのは明白です。

ozawa natsuko Nakano, 日本 2013-12-06 一党独占政治でこの法律可決では、フィルターを通して事実かどうかを第三者
の目で見ることができません！断固として廃案を希望します。

奈々 降矢 Pezinok, スロバキア 2013-12-06 廃案にしてください。

Yamashita Tetsuma 日本 2013-12-07 こんな一般市民の日常を脅かすような法案は全く必要ない！！

野田 八州博 Kumamoto, 日本 2013-12-07 狂気安倍内閣を解体せよ。
日本国民家畜化を防ぐ為に、特定秘密保護法を消失させよ。

fukuda yukiko 静岡県, 日本 2013-12-07 私自身も政治に関心を持ち続け、一緒に見守りますので、どうぞよろしくお願
いします。

猪谷 保富 日本 2013-12-07 国防（自衛隊）と外交には秘密保護が必要と考えます。その指定・監視をでき
、かつ違法があれば公表する機構が必要と考えます。

小崎 邦夫 日本 2013-12-07 強引,性急な法案の通し方にこの法律の性格が象徴されているのではないでし
ょうか。

小城 格 八王子市, 日本 2013-12-07 我々国民の覚悟に於いて特定秘密を管理するのでなければ、とても日本人とし
て誇りを持った人生を送る事など出来ないと思います。

小倉 利枝 日本 2013-12-07 I've heard that there is a one year grace secret protection law is in effect until

the exhibit.

We adults, there should be that it should be for children.

諏訪田　 あつ子 日本 2013-12-07 平和な世界を！

伊藤 孝 東京都, 日本 2013-12-07 表現活動をいかようにでも拡大解釈できる。悪法です。

久保 憲司 Setagaya-ku, 日本 2013-12-07 チェック機能の為の組織をちゃんと作るべきです。

関 喜男名 日本 2013-12-08 監視されるのは国家であり、国民が監視されることになる法律は言語道断であ
ります。国民の知る権利は国政に参加するための投票行動に繋がり、正しい国
家を監視する権利と考えております。

大槻 雅勝 埼玉県, 日本 2013-12-08 廃案を支持します。

八木 倫明 Toshima-ku, 日本 2013-12-08 真に平和で民主的な福祉国家をめざすなら、まった不要な法律です。

Yamanaka Assam KASHIWAZAKI, 日本 2013-12-08 このような違憲な法律が廃止されないとするならば、安倍内閣を倒して新たな
政権に廃止させるのみです。

Iwadate Yoko 日本 2013-12-08 私はこの法案が作られた時に存在した大人でいたくありません。成立を撤回し
てください。後世への汚点です。

小尾 栄子 山梨県, 日本 2013-12-08 本キャンペーンに賛同します。

Shimamura Musashi 日本 2013-12-08 廃案にして地球にもっと良いルールを作ろう。

TANINO KASUMI Fuchu Tokyo, 日本 2013-12-08 悪魔の法案は民主主義を根底から覆します。此の署名に覆いに賛同致します。

西山 正子 日本 2013-12-09 iいつか来た道にならないように公平中立な監視委員会を作ってください。

青木 正美 Chuo-ku, 日本 2013-12-09 真の民主主義は多数による強行採決に非ず！
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大冨 みゆき さいたま市, 日本 2013-12-09 看護師です。
戦争に向かう国、絶対反対。
戦争の手助けするために看護
師になったのではありません。
特定秘密保護法反対と声を上げてる私はテロリストじゃありません。

三村 明 Hakodate-shi, 日本 2013-12-09 国際原則を守らない国と、どこの国が大事な機密情報を共有してくれるという
のでしょうか。

中村 結 日本 2013-12-09 廃案になるまで、私たちは何回でも立ち上がります！

Fujii Haruka Shinjuku-ku, 日本 2013-12-09 歴史を繰り返してはなりません。
治安維持法が一体どんなものだったか。
ファシズム国家に明るい未来はありませんよ。

どうか、民主主義の心を忘れないでください。

Koshimizu Mitsuyo Hokuto-shi, 日本 2013-12-09 必ず廃案にしましょう。

稲村 重信 日本 2013-12-09 どうせやるなら、日米安保の必要性等も含め、問題点をオープンにし民意を問
うのが先。
騙し打ちのような事は止め、堂々として欲しい。
「良い・悪い／賛成・反対」よりも、まずは筋道が大事！

増成 明子 鹿足郡, 日本 2013-12-09 本当のことを知る事。話すことは当たり前の個人的人権です。憲法でそれを守
るどころか否定してしまってははどんな未来も希望がもてません。

岩崎 雅和 日本 2013-12-10 もっと慎重に決めてほしいです。

ひろみ さとう スペイン 2013-12-10 国民が不安を感じ、野党が反対している中での、強行採決・・・。数の原理で
法案通過・・・。
日本の民主主義はどこへ行く・・・？！と不安がさらに募ってしまいました。

Yoda Akira Tokyo, 日本 2013-12-10 安倍政権の人々は、この法律は国民を守るためのものだと言い、反対している
人々の懸念に対して耳を貸そうとしない。

たとえ安倍総理はそのつもりはなくとも、結局この法律の秘密指定は政権のト
ップに立つ政治家・官僚の良心に委ね依存することになる。更に解釈の次第で
は、戦前に国民を不当に裁いた「治安維持法」と同じような、国民の権利を剥
ぎ取る恣意的な使い方ができてしまう。

更に、内閣府内に秘密指定するかどうかのチェック機関を設けるとのことだが
、実質的に第三者による客観的な判断が下される機関というわけではなく、そ
の権限も無いに等しい。

なお、テロ防止のための機密保全等については、現存の法律を改正すれば充分
のはず。

だからこそ特定秘密法を廃案にして頂きたい。そして、本来の目的である局所
的なものに照準に絞り、日本国憲法が掲げる自由と平和のもと、私達国民と一
緒にじっくりと作って頂きたい。

竹内 栄子 日本 2013-12-10 国民を監視する特定秘密保護法に反対します。

英子 松村 日本 2013-12-10 ふざけんな！人を物扱いするな！

くまがい よりこ 日本 2013-12-10 国内外から批判の嵐の悪法。しかも可決してからの首相の見苦しい弁明。信用
に値しない。

sugano chifumi Tokyo, 日本 2013-12-12 適応範囲に拡大解釈の余地を残す法律は危険です。
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山本 宗補 日本 2013-12-20 政府、権力者にとって都合の悪い情報を国民から隠し、大手メディアであろう
と、フリーランスであろうと、取材も報道も自己規制させ、市民活動も自制さ
せる効果を狙った、憲法違反と等しい法案にすぎない。
憲法を政府の都合で解釈し、9条があっても価値のないものにするための布石
であり、自衛隊の海外派兵が現実的となった時に、国民や報道機関を金縛りに
し、反対の声や活動ができにくくする効果をいづれ発揮する内容。
民主主義の基本を否定したも同然の法律は、現代の治安維持法であることは間
違いない。修正の価値はない。即時廃案あるのみ。

和田 憲和 Nishinomiya-shi, 日本 2013-12-23 三年後の選挙まで待てません。
まずは東京都知事選で自民・公明党に制裁を！

福島 至 日本 2013-12-23 秘密の社会に、学問の発展なし

三浦 博志 日本 2013-12-24 賛同します

宮崎 俊太 日本 2013-12-25 秘密保護法の強行採決は政権・自公与党のおごりを強く感じました。

松田 友恵 日本 2013-12-26 秘密保護法は即廃止。世界がそれを望んでいます。真の国際社会のリーダーと
なる為、国民の口を塞ぐ法は、不要です。

川嶋 博 日本 2013-12-28 内容も経過も杜撰極まりないものです。廃止以外にありえません。

Sato Mitsuru 日本 2014-01-01 第三者機関必須。公開時期明記必須。これが盛り込まれない法案は廃案すべき
では？

三浦 紘 大阪府, 日本 2014-01-06 政府は国民の声を聴け、憲法違反をやめろ。

伊藤 克之 Kunitachi, 日本 2014-01-07 民主主義の終わりの始まりを食い止めなければなりません。

西守 彩也香 Himeji-shi, 日本 2014-01-10 賛同します。

Anzai Yuki Kobe city Hyogo
prefecture, 日本

2014-01-17 この法案はおかしい。知るべきことをも恣意的に隠したところで、それを見張
る機関が身内では何の役にも立たない。おかしすぎる。

石橋 雅代 Edogawa-ku, 日本 2014-01-19 絶対賛同！！！！

宮下 正次 Stockholm, 日本 2014-02-07 地雷を踏むような機密法に反対

Koporoff Ken-nye 兵庫県, 日本 2014-03-10 Join now.

佐藤 直樹 Setagaya-ku, 日本 2014-03-10 Please do what is needed really.

Yuichi Suzuki Barcelona, スペイン 2014-03-24 por que es importante para futuro.

田中 浩二 栃木県, 日本 2014-03-31 行政の悪事を隠匿する為の「特定秘密保護法」に絶対反対します。こういう、
時代に逆行する様な法律は不要です。憲法違反の疑いすらあります。

杉田 信夫 日本 2014-04-01 秘密保護法は許せない法律。公務員、学校の教師だけでなく、マスコミ記者に
も、さらに弁護士にもかかわっていくに違いない。国民の自由意思を圧迫しよ
うとするこの法律は廃止すべきである。

福田 誠一 Nishinomiya-shi, 日本 2014-04-02 ったく！廃案にするしかない！

上杉 信彦 日本 2014-04-03 日本国民の自由を奪う特定秘密保護法には断固反対します。

鵜沼 浩信 神奈川県, 日本 2014-04-10 国民は家畜ではない!  生きる事とは知る事だ。

Nakamura Yasutaka 愛知県, 日本 2014-04-11 日本国憲法前文「政府の行為によって再び戦争の惨禍（さんか）が起ることの
ないやうにすることを決意し」私は憲法を順守します(*^_^*)

Yamakawa Tomoko Kyoto City, 日本 2014-04-16 たくさんの　反対が表明された特定秘密保護法　は　主権国民の知る権利や　
正義を行う権利を　刑罰で　罰することになるのでは
大変曖昧で　怖い恐怖政治がおこなわれないよう　廃止すべきである

砂野 道男 Tsu-shi, 日本 2014-04-18 安倍内閣は、情報公開と国民の安全・安心を！
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マシオン 恵美香 Kushiro-shi, 日本 2014-04-21 特定秘密保護法などというあくほうを通過させてしまったことが、そもそも信
じられません。違憲です。

エサキ タダオ 日本 2014-04-21 がんばろう

四宮 敏雄 Toyama-shi, 日本 2014-04-21 日本を独裁国家にしてはいけないヾ(▼ﾍ▼；)

風間 裕子 Musashimurayama-shi,
日本

2014-04-21 秘密保護法を廃止し、脱原発の社会の実現

原田 茂 川崎市, 日本 2014-04-21 秘密保護法と解釈改憲で戦争をできる国に変え、危険で未来の無い原発を推進
し輸出や核武装まで目論む。あたかも国を滅ぼさんとするかの如き安倍政権の
暴走を、内乱罪( 国家転覆の罪 )として告発する。

Matsushita Tetsuo 日本 2014-04-21 民主主義を大事に！原発はいりません！平和憲法は守りましょう。

石井 昭 Hachioji, 日本 2014-04-21 私たちの美しい国を是非とも守りましょう。

マロ マミコ フランス 2014-04-21 廃止してを願います

Kemuriyama Tooru Awaji-shi, 日本 2014-04-21 国民に開示できない情報とは、隠蔽と思います。

高橋 清江 Noda-shi, 日本 2014-04-22 特定秘密保護法廃止！！
脱・原発！！

tamae Yamaguchi KYOTO, 日本 2014-04-22 秘密保護法も原発も日本にいりません！ついでにＴＰＰもいりません！

takeda aya Toshima-ku, 日本 2014-04-22 この法律を成立させ施行するということは、民主国家のトップとして恥ずべき
ことだと認識してください。考えを改め、廃案、さらに、もっと情報公開をす
べきです。

國本 愛 日本 2014-04-22 通せません！！

森内 淳 Meguro-ku, 日本 2014-04-23 未来の日本を作るための今日実現しなければならない基本です。

並木 通男 日本 2014-04-24 多面的なアプローチで廃止・脱原発へ

岡本 英利 日本 2014-04-25 粟飯原 幸子様賛同しました。

三橋 優美子 日本 2014-04-26 日本には脱原発が必須です！

平田 憲満 日本 2014-04-30 特定秘密保護法の廃止・脱原発社会の実現に賛同します。

松浦 さと子 Kyoto-shi, 日本 2014-04-30 学生の危機感が薄いのが心配です。

永山 久 Kashiwa-shi, 日本 2014-05-01 特定秘密保護法は国民の知る権利を侵害するものです
絶対に撤回するよう求めます。

小幡 勉 市原市, 日本 2014-05-01 スリカエ、デタラメ、大ウソ、ハッタリ、トリック、アベコベ宰相は、ご自分
がハダカであることが見えていません！こんなルール違反者・不道徳者には、
日本国の最高法規である日本国憲法より、憲法尊重擁護の義務違反者として、
政界・公的な場より永久追放のレッドカ－ドを与えます！

明石　 淳 Okayama-shi, 日本 2014-05-07 廃止

貞原 信義 日本 2014-05-10 特定秘密保護法の廃止・脱原発社会の実現

白石 真人 Yokohama-shi, 日本 2014-05-12 特定秘密保護法は、北朝鮮の金正恩体制の強制収容所と変わらない体制になる
！反対！
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紫和 正幸 日本 2014-05-18 彼を首相に選び、自民党を政権政党にした国民も悪いが、安倍晋三は国民から
、全権を信託されたと思っているようだが、寝ぼけたことを言うなと言いたい
。あなたが言う「戦後レジ－ムの脱却」は「戦前レジ－ムへの回帰」であると
。その前提となる政策が、ＮＳＣ法であり、秘密保護法の制定ではないか。歴
史認識のない安倍首相よ、これらはみな、名前こそ違うが戦前にあった法その
ものだ。現実に友好国からも、心配されていることを、忘れてはいけないし、
美味しいところだけを言って、あなたの説明の矛盾や間違いに気づかないよう
な人に、この国の進路を任せるわけにはいかない。すぐさま信を国民に問うべ
きだ。

須藤 久美子 日本 2014-05-22 日本国憲法には、国民主権と記されているのに、主権者である国民に秘密にす
るのは、民主主義を否定していると思います。特定秘密保護法に反対します。

前川 敞（タカシ） Mino-shi, 日本 2014-05-28 特秘法、反対。原発は絶対不要！

大川 久美子 Ota-shi, 日本 2014-06-02 絶対に活用させてはならない！

箱木 直哉 日本 2014-06-03 危険すぎる法律。廃案を切望します。原発があっては世界の将来が危うい、そ
う思います。原発は完全な制御技術が確立するまでは使用禁止すべきです。

Yamamoto Jun Fukuoka-shi, 日本 2014-06-07 国民から情報を遮断するのは、根本的に民主主義に反します。国民が政治に参
加するために、この法律の廃止を願います。

日下部 信雄 Nagareyama-shi, 日本 2014-06-18 民主主義を壊す特定秘密保護法に反対です。廃止しましょう＞

明典 藤村 日本 2014-06-21 賛同します

篠塚 敏 Ishioka-shi, 日本 2014-06-25 特定機密保護法の廃止・脱原発社会の実現

麦倉 佳憲 大阪府, 日本 2014-07-31 特定秘密保護法は独裁国家への道をたどります

一林 泰彦 日本 2014-08-12 個人よりも集団・国家を優先する思想そのものが大問題だ

熊谷 教夫 長野県, 日本 2014-08-12 賛同以外に道はなし。

小池 俊行 日本 2014-08-21 特定秘密保護法は、権力のある人間が庶民をコントロールするためにある。と
思われる。
脱原発しかないでしょう。人間の英知でコントロールできないんだから。

塚本 美乃 日本 2014-08-26 SOS japannease low!!

佐脇 伸幸 一宮市, 日本 2014-08-26 特定秘密保護法にしろ原発再稼働にしろ主権者たる国民の多くが反対をしてい
る！それを黙殺するファシスト安倍は打倒するより他ない！

小高　 優子 日本 2014-08-27 国民の主権を事実上はく奪する特定秘密保護法は廃止すべきです。
原発と共存はできないのは福島原発過酷事故で判明済みです。速やかな原発廃
止を望みます。

chihiro Wada 日本 2014-08-28 堺市東区西野288-56-201

潔 伊原 日本 2014-08-28 秘密保護法は憲法違反

本田 宏 埼玉県, 日本 2014-08-28 民主主義守るため、心から賛同！

岡本 孝志 日本 2014-08-28 当然の国民の願いです。賛同します。

Sugiura Kooshou Kawagoe-shi, 日本 2014-08-28 賛同します。

水野 有 日本 2014-08-29 阿部内閣は退陣だ！

Arai Azumi Tokorozawa-shi, 日本 2014-09-13 この二つは実現しないと、私たちは子や孫たちに安全な未来を残せないと思い
ます。協力と拡散をお願いします。あと１１１５人の署名が必要だそうです。

原田 真依 福井県, 日本 2014-09-13 安倍暴走なんかに負けられない❗️

朝倉 幸三 北海道, 日本 2014-10-01 激しく同意します❗️
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中西 綾子 日本 2014-10-02 アメリカの破滅につきあう安部政権によって日本ははｓん国家になります。そ
の過程を国民に隠すための秘密保護法を撤回させない限り、日本を救う道はあ
りません。

立澤 有也 日本 2014-10-09 憲法九条ノーベル平和賞候補おめでとうございます

矢野 純平 日本 2014-10-14 このような重要な法案を国民の同意無しに勝手に閣議決定するなんて断固反対
です！

浦野 次男 日本 2014-10-29 国民の知る権利を強化し、秘密保護法を廃案にしましょう。

福岡 加代子 日本 2014-10-29 国民は選挙に行くように運動します。

篠原 富士男 Fukuoka-shi, 日本 2014-10-29 歴史は市民の手で作られていく。

井上 大助 Tachikawa, 日本 2014-10-29 日本の未来を考えると1秒でも早く辞めていただきたい！

小泉 久隆 日本 2014-10-29 特秘法案の即時廃止　脱原発の
実現　一日も早く！

神 知博 日本 2014-10-29 もちろん賛同！

渡邊 広志 日本 2014-10-29 どうすることもできない放射能汚染に未来はない。未来につながるエネルギー
源に活路を見出すべき

今給黎 尚 日本 2014-10-29 昨夜、川内原発住民説明会に参加して来ました。県も内閣・規制委員会・九電
何処も、質疑に対する明確答えを出せません‼︎100%安全なんてないからです
。ドイツに2年前、パッシブ建築と再生可能エネルギーの新技術と実情を講習
・視察に2回行きましたが！日本の再生可能エネルギーに対する遅れを痛烈に
感じ！ドイツの人々に日本の再生可能エネルギーのマテリアルの多さを羨れま
した！太陽・風力はもとより豊富な水・地熱・海洋ましてや植林政策により植
え過ぎ放置されている杉・檜また、畜産農家は糞尿の処分に困っておりバイオ
マス燃料も豊富にある。

佐野 圭 日本 2014-10-30 特定秘密保護法案廃止。脱原発社会に賛同します。

岡村 輝彦 福岡県, 日本 2014-10-30 秘密保護法廃止、脱原発の実現を願います

Hiyama Shuji Nerima-ku, 日本 2014-11-16 国民の知る権利を犯す秘密保護法に反対します。

MIdori Ishii Yokohama-shi, 日本 2014-11-26 図書館司書をしております
図書館の自由宣言からも「特定秘密保護法」の廃止を要望します
そして子どもたちに負の遺産を残さないためにも脱原発社会の実現を訴えます

犬丸 勝子 日本 2014-11-28 犬丸勝子は政治と無縁の世界で生きていました。そこそこに幸せであればだれ
が政治をしてもかまわないと信じて選挙にも行ってないＢ層だったかもしれま
せん。しかし、今は違います。世の中日本だけでなく世界が暗い過去の自由や
権利が制限された時代に突き進もうとしています。なぜこうなったのかその原
因を考えてみました。まだまだ見えてこない深い闇があるような気がします。
今はとりあえず主権を国民の手に取り戻すことしかありません。その一環とし
てこの署名活動が成功することを希望しています。

門沢 健也 日本 2014-12-07 日本を「暗黒国家」の戻したいのか？　アベのもくろみは狂信的だ。

松原 正悟 尾張旭市, 日本 2014-12-07 反対

森田 眞理 宮城, 日本 2014-12-12 特定秘密保護法の廃止と脱原発社会の実現を！国会に市民の怒りを届けよう！

佐藤 淳 Sendai-shi, 日本 2014-12-12 日本はじわじわと危険な方向へ進んできていると感じます。
一部のほんの一握りの権力者、金持ちの為に多くの国民が奴隷とされつつあり
す。
特定秘密保護法の廃止・脱原発を望みます。
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黒田 レオン Shinshiro-shi, 日本 2014-12-13 特定秘密保護法を廃案にし、原発のない日本をつくることに、全面的に賛同し
ます。
しかしそれを実現するには、ただそれらの法律や存在に、NO!!と言うだけで実
現可能とは思いません。
私たちは、私たちが望むような世界、日本、社会の全体像を、明快に示さなく
てはならないと、私は考えています。
それはちょうどアベ自民党政権が、国民を力づくで抑圧してでも、世界市場経
済と、それに支えられる格差社会を延命維持しようと、政策を方向づけ、旗色
を鮮明にしているように、です。

大友 真樹 日本 2014-12-14 賛同！

Roger NYMO Epinay-sur-Seine,
フランス

2014-12-14 Le nucléaire est antinomique avec la vie.

佐藤 幸広 日本 2014-12-15 賛同します

遠藤 勇 山形県東村山郡, 日本 2014-12-16 黙って従うわけありませんよ！

脇坂 雄二 Nagahama-shi, 日本 2014-12-16 秘密保護法反対。
原発の無い世界にして下さい。

森久 実 日本 2014-12-16 賛同

Kazuaki Kido Tsubata-machi Kahoku-
gun, 日本

2014-12-16 皆様、賛同のご協力をお願いします。m(_ _)m

畔上 幸恵 日本 2014-12-16 これ以上日本経済、国民の生活を
悪化させないでください。

広南 和子 岡山県, 日本 2014-12-16 人権と報道の自由の無い社会にしてはならない！

小山 道夫 日本 2014-12-16 特定秘密保護法と集団的自衛権行使容認反対、原発再稼動反対です。

Shinozaki Minoru Ota-ku, 日本 2014-12-16 今回の選挙で民意の支持をえたと考えてもらっては困ります。

丈 栗原 日本 2014-12-16 当たり前‼

亀井 麻里 千葉県, 日本 2014-12-17 特定秘密保護法廃止
脱原発
それと
集団的自衛権廃止

竹田 豊 日本 2014-12-17 東京都港区元麻布3-1-3-105

池田 薫 日本 2014-12-17 民意を無視しての暴走は犯罪にも等しいと思います！
「特定秘密保護法」「原発」絶対反対！

中村 郁江 東京都, 日本 2014-12-17 他国との信頼関係構築も大事かもしれないけれど、これ以上隠蔽を堂々と承認
する法律は民主主義に反すると思います。

Diane Beeny Westfield,
アメリカ合衆国

2014-12-18 State secrecy keeps people in the dark and undermines people's power and

voice in their own government. It is completely antithetical to democracy and

corrosive to the public trust. Transparency and openness keeps government

honest.

寺井 深雪 日本 2014-12-18 なにが秘密にしなくてはいけないことなのかわからないのに秘密にしろとは？
一部の誰かにだけ都合のいい法律としか思えません。早く撤廃すべき。

熊澤 修 日本 2014-12-19 ご苦労様です。賛同します

Satoshi Shimokawa Osaka-shi, 日本 2014-12-19 自由な空気とそのままの自然を望みます。

Nakamura Eriko 東京都, 日本 2014-12-19 国家の暴走

石橋 由佳 Kawasaki-shi, 日本 2014-12-19 叶える夢は自由と平和です！
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作野 均 日本 2014-12-19 今まででも、嘘や捏造や隠蔽を重ねてきた国で、こんな法律が出来たら、それ
こそ何も知らない、何も言えなくなります。
絶対に反対です。

nakagawa sakiko 東京都, 日本 2014-12-20 海外ではあたりまえ、どこの先進国も・・。と言っているが、日本は特別想像
力に欠ける国で、本音を言えない国ですから、どうせ○○●●のいいなりにな
る！

Ogawa Chiyoko 藤沢市, 日本 2014-12-21 暗黒時代に逆戻りする悪法、特定秘密保護法は、直ちに廃止する必要がありま
す。


