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秘密保全法に反対する愛知の会 民主主義の木を育てよう！！
１３／１１／２０－１２／３ 秘密保護法に対する葉っぱメッセージ ９４６枚

１３／１１／２０葉っぱメッセージ（３７）
・国の情報を隠すな！
・秘密保護法いらない
・廃案しかない！修正じゃだめ
・反対です。
・情報は国民のもの！
・秘密保全法に反対します
・反対！！
・このままではヤバイ
・絶対反対！
・秘密保護法絶対反対！！
・この法の制定は日本の自由そのものの死刑か！
・秘密は戦争への道だ！反対！
・平和な国にして！！
・強行採決するな
・日本の平和を守ろう！！
・民主主義がいいと思う（中国人）

China・和平・友好
Transparency & Peace!・
Peace , Love , and Transparency・
Peace Knowledge Love・

・勝手に「秘密」を決めるな。
・勝手に身辺調査はいやだ！
・さんせい４５％ はんたい５５％
・秘密は国民のものだ
・反対
・ 何でも秘密」おかしいぞ！「
・産業スパイを取り締まるのであれば賛成です
・反対
・君の彼女もこっそり調べられるぞ
・大反対！
・何が秘密か分からんぞ
・自由を奪われたくない
・ 秘密」と決めるのは国だって？「
・何が「みんな」の党だ！うらぎりもの
・自・公両党けしからん
・著作権・特許を保護することは必要
・維新の党 国民を裏切るな！
2013年11月21日（木）反対デモで集まった葉っぱメッセージ
＊４２９枚の反対メッセージ＊

!!!・秘密は× 絶対ダメ
!!・秘密保護法断固反対

・ぜったいハンタイ
・こんな法案を通したら恥だと思え！
・こんな法をつくる者こそさばかれてほしい
・情報を隠さないでくれ！
・国家が国民に対して秘密をつくることは許されない

!!・廃案
・戦争の前提 ヒミツホゴ反対
・反対です
・秘密はイヤ！です 公開を保護！
・戦争への道 やめてください
・ナチスの手口 秘密保護法を許さないぞ！
・廃案しかない
・機密法は目口耳とじて真実をかくすもの 絶対反対
・同じ悲しみはイヤ！

!!・戦争へのにおいがする 戦争をくりかえしてはならない
・現代「治安維持法」を許すな！
・秘密は戦争への道 とんでもない 俺はいやだ
・平和が 番 秘密保護法はいらない！1
・知る権利を守ろう！
・ありえない！
・秘密は今も多すぎ！自由な国を守ろう！
・廃案のみ
・スパイを養成する秘密法 断固反対だ
・戦争反対
・私達にかくし事をするな 秘密保護などいらない
・戦争 ！NO
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・安倍総理をリコール 岸のボーレイがとりついているのではないか 昔も黒塗りがいっぱいあったが今も黒塗り
で、何が書いてあるか分からない。戦争は絶対ダメ

・絶対反対
・ダメ秘密保護法案 絶対法案を廃案に ちょうちんの会!!
・秘密保全法絶対反対！
・絶対イヤ！
・反対
・民主主義は開かれた中にしか花開かない
・暗黒日本にするな！

!!!・当然の権利を守るぞ
OB !!・公務 でも恐ろしいよ

!!・戦前の治安維持法を思い起こさせる秘密保護法反対
!! !!・何がヒミツか秘密 こんな法案には絶対反対

・政治家はおらん政治屋
!!・僕は高校生ですが、この法案には反対です。自民党の政治はおかしいです。なんとしても廃案を

・売国するな！
・米といっしょに戦争するな

!!・アベくんは自分勝手なことをする権利はない。ヒットラーみたい
・秘密保ゴ法いらん 民主主義をナメるな！ショボイ政治をするな！正々堂々とやれ！!!
・秘密は民主主義の敵
・絶対廃案に
・国民を信頼しない政治はだれのものか。秘密法反対！
・今が大事
・戦争反対！
・知る権利をうばうな

!!・情報公開して
・ヒミツきらい

!!・戦争する国はイヤです
・コンナ悪法はゴメン
・押さえつけようとすればする程、国民は強くなります。
・何としても廃案に！
NO!!・

・安陪よ、オゴルなかれ！
・戦争につなげる法案は反対！平和がいいです！
・公明のふがいなさ、維新・みんなのペテン師―日本の政治の情けない姿
・勤勉市民の目をおおう秘密法は絶対反対！
・反対ダ！
・戦争反対
・憲法守れ 戦争する国にするな
・マル秘法はキケン
・秘密保護法反対 ゼッタイ反対
・次の世代のために
・秘密はいかんがね！
・戦争を賛美する歴史教科書反対！秘密保護法反対！
・モノいえぬ世の中はヤダ！
・時代錯誤の秘密保護法は廃案に！
・戦争につながるものは反対です 平和の国を子に伝えたい

K.S.・今こそ自由と国民主権を取り戻そう
・日本は国民主権国家だよ。なのに何故秘密？
・違憲状態の選挙で選ばれた議員がこんな法律を作ってはいけない
・自由に物を言いたい！
・暗黒時代はまっぴら！廃案せよ

!!・秘密は戦争のはじまり！戦争反対
・廃案しかない
・子や孫の為 参加しました
・暗黒の世の中への誘いはまっぴら
・怒
・廃止して！
・稀代の悪法 秘密保護法案反対！
・断固廃止を
・何が秘密か分からないようなものをつくるな 他にやることあるでしょう
・民主国家を守れ 自由を守れ！
・これ以上秘密はいらないです！
・なりふりかまわぬ そんなに急いでどうするの？
・秘密保護法 絶対反対

!!・知る権利をうばうな
・何が秘密かわからない法は反対

。 。・私たちが自由に生きられなくなるのは目に見えています こわい･･･ 今日は参加せずにはいられませんでした!!
・悪法廃案
・ 秘密保護法NO
・やめろ ひみつ!!

!!・悪法反対
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・情報公開は民主主義の命
・廃案にせよ
・ヒミツはダメ

!!・絶対ダメ 廃案にしたい
・秘密にしないでにゃん ぱる

!!・孫に銃を打たせない 対話もできない法案を止めよ
・絶対廃案！
・ 秘密」は戦争のはじまり！「

!!・知る権利を奪うな
・平和守ろう！
・絶対反対
・秘密は暗黒の始まり ぜったい反対
・廃案しかない
・秘密保護法は必要ないです
・あきらめないぞ
・戦前にもどしてはいけない！
・言論の自由を守ろう！
・秘密保護法案 絶対反対 日本の平和をつぶさないで
・憲法をないがしろにするな！
STOP・

・生活保護は○ 秘密保護は？
・国民を弾圧 許さない

!!・民主主義を私たちの手で
・強権政治の元は、やめろ！
・断固反対 ヒミツはダメ！!!
・ ひみつ」は戦争の前ぶり！「
・秘密はダメ。憲法を守ろう。戦争は絶対ダメダメ。人殺しはダメ。
・もし可決されたら、日本に住みたくない
・戦争前夜 治安維持を思い出しています。断固粉砕。

!!!・反対
・権力の行使 やめて下さい。
・秘密は反対！
・戦争に近づくのはいやだ

!!・はんたい
・安倍が先頭になって戦争にいけ！
・殺されたり殺したり、そんな体験を子どもたちまごたちにさせたくない、と言ったら逮捕？あなたのまわりに監

視の目が。恐ろしい。
・安倍を引きずり降ろすためのリコール運動出来ないものか？
・国民はすべて知る権利があります。どんなことでも知りたいのです。今でもかくしていることあるのに、もっと

かくして何をする気ですか
・機密を許すな！
・戦わぬ為に戦う
・秘密保護法反対
・秘密保ゴ法反対！報道の自由を、物言う自由を！
・絶対反対です
・絶対に許せん！
・ヒミツ保護法ぜったい反対

!!・秘密反対
・秘密保全法ダメ絶対！
・秘密保ゴ法案絶対反対！みんなから自由をうばい戦争できる国にする動きを何としてストップさせたい。
・秘密保護法反対！ぜひ廃案を！
・絶対に国民の力で反対しましょう！
・平和な世界で愛を叫びたい
・秘密保護法絶対反対！
・こどもたちの未来を守りたい。ちゃんと話し合って下さい！
・戦争につき進んでいる今のアベは恐い！人のあたたかみを感じない秘密保護法は絶対反対！
・みざるいわざるきかざるはイヤー
・秘密は戦争のはじまり 反対！
・戦前の暗黒時代への逆戻りはダメ
・知る権利をうばわないで！
・ヒミツはイヤ 絶対に!!
・秘密は戦争のはじまり
・暗黒への逆もどりはマッピラだ！

!!・秘密保護は戦争への一歩 絶対に廃案に
・ヒミツはだめだ
・国民が主人公！権力に負けない！
・現代の治安維持法反対
・うそつかんでください だまされんよ～！!!
・秘密はいらない！
・人権をふみにじるな
・アベさん 国民の声を聞いて！

!!!・ヒミツ保護法には反対だ
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!!・目と耳と口をふさがないで
・表現の自由を守れ
・すべての情報はすべての人に
・ 秘密STOP
・反対だあ～ やめてくれ～
・憲法を守れ 秘密保護反対
・保護法は国民へのテロだ
・断固反対！

!!・絶対反対です！私たちの方を向いて
・そんなに国民の声が怖いか！
・戦後つちかってきた自由民主主義はつぶさない
・ヒミツ反対 秘密反対 ひみつ反対
・秘密保護法案は、国民の知る権利を奪う憲法違反の法案ダ。国政調査権すら奪うものだ。
・暗黒社会 ごめんだ
・国会議員の先生は、秘密保護法のことを地元で説明できるのか
・情報は国民のもの！
・秘密は何でも秘密になってしまう。しばられるのはイヤダ。
・これは「知る権利」の問題ではない。戦争への道、民主主義の死である。
・戦争反対
・国家機密より国民の知る権利
・民主主義をはかいする機密法。ぜったい反対です。
・公開法を制定
・知りたいことが知れない！秘密保護 絶対反対。
・秘密法 絶対阻止
・絶対反対です
・自由をころすな 民主主義を守ろう
・廃案にしろ！
・秘密法イヤ！
・国が国民にかくすことはない方がよい
・ナゼこんなにいそぐ 悪法はやめよう?!
・日本を守ろう 人権を守ろう
・なぜこんなことをするのか
・聞くな言うな見るなの悪の法律 反対
・国民にカクシゴトをしたいのは悪だくみがあるからだ
・秘密いらない 廃案にして下さい！

!!・国民の「知る権利」を守れ
!!・国民の権利をきちんと守った上での保護法を

・日本を戦争をする国にしてしまう秘密保護法 絶対反対
・まじコワイ こんな法律ぜったいダメ!!
・絶対に廃案 物言えぬ社会、真実がかくされる社会、戦争へ動く社会はイヤ！!!
・ゼッタイソシダ！
・憲法を打ちこわす秘密保全法 断固廃案に！
・保護法反対

!!・戦争への道 秘密保護法ストップ
・ ！秘密法！STOP
・ 年前にモドルのはＮＯ70

!!・あべはどこへ国民をつれていくのだ！やめろ
i・国民を馬鹿にした法案には反対！必要なのは公開だ！

!! !!・ひみつは戦争の始まり 反対
・言論の窒息を許さない！
・口をふさがれるの いやだ
・ダメなものはダメ
・安倍はナチスの手法！
・目、耳、口をふさぐな 土の!!

!!・戦争につき進む日本にしてはダメ！子どもたちの未来を守れ
!!・戦争へと続くヤミは絶対イヤ

・絶対許しませんよ～
・反対 秘密保護法
・目と耳と口をふさぐな！
・ 人 人の知る権利を大切にしてほしいです1 1
・秘密ダメ
・国民をしゃべれなくさせ、戦争できる国にする秘密保護法を阻止させよう 、改憲ともに、日本に必要のな!!TPP

いものだ あめく!!
・法案に反対
・許せません！だんこ反対
・戦争を準備する法案だ！安倍と自民党・公明党は絶対許さない。
・国民をサル（見ザル、言わザル、聞かザル）にする秘密保全法反対
・秘密保護法 絶対阻止！戦争の始まり！最後まで戦うぞ！
・秘密保護法はイヤイヤ
・戦争への道 秘密保護法 絶対廃案 子供を戦場に送るな 住みよい社会を！
・許さないぞ！
・重要な事が知らされない 知る権利を保障して!!
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!!・秘密保護法 絶対反対
!!・情報は国民のものです

・政府があやまちをおかさないように、国民は情報を得て監視しなくてはいけないのです。
・国民の知る権利 守ろう!!
・政治家が仕事が出来ないし、仕事をすればまっさきにパクられる！わかってんのか！
・悪いことはヒミツにしたいのか
・戦前に戻らない様にしてくれ！
・戦争への道へと突っ走る安倍政権をつぶしたいです！
・いつか来た道 いやだ
・ヒミツはダメ！
・治安維持法 再来許さない
・絶対ダメ！

!!・絶対反対 許せない
・情報は民主主義の命。情報かくしは戦争への道。
・戦争ヨク賛体制反対
・ヒミツはダメ

!!・私達の生活を守るために秘密保護法反対
・暗闇の時代に逆戻りしたくない！
・絶対反対！戦争するな！怒！
・基本的人権侵害は戦争への道！秘密法許さない！

!! !!・安倍さん 右はダメ 話を聞こう
・戦前にもどるのはイヤです
・日本国憲法を守るために悪法防止に向かいます
・戦争反対 政治家の自由にはさせぬ
・戦争時代に逆もどりする法案は絶対反対！
・戦争のための言論統制ストップ

!!・こんな横暴が許されるとでも思ってるんですか？ヒキョーな人達
・ひみつは危ない 反対します!
・秘密保護法絶対反対
・戦争への道 許さんぞ！
・廃案あるのみ
100 !・ 年後 後悔しないために

・国民の知る権利を大切にしてほしい。
!!・絶対反対

・国が持っている情報がわからなくなるのは、とても怖い。信用できない。
・戦前に戻すな！
・反対です。なぜいそぐアホ自
・今、なぜ秘密保護法が必要なの？イラナイ！
・ひみついっぱいイヤ おしゃべりできない
・秘密保護法は絶対ダメ！

!!・あれも秘密、これも秘密 そんなのはイヤ。主権者は私たちです
・絶対に廃案に ニワ
・日本に物が言える世の中を
・もっともっと大きな反対の輪を作らないといけないのですね！
・成立させてはならない！
・拙速な法案成立はやめろ
・日本の軍事強国化反対！
・憲法いはんするな
・ ！LOVE
・ ！ひみつNO
・戦後最悪の人権虐待をゆるすな
・再び戦前にもどすな
・だれが戦争に行かされるの？そのチェックは共通番号で！なにしろ一般庶民は何から何まで丸はだか 監視社会
反対

!!!・ダメなものはダメ
!!・絶対つぶそ！成立させるナ

・絶対反対阻止 違憲内閣の違憲治安
・思想・信条・活動の適正評価（身辺調査）でチェック なにしろ一般庶民は共通番号でなにからなにまで丸はだ
か

・ 利権！FUCK
・絶対 許さない 一人でも多くの人、一緒に声を上げて平和な日本を作っていきたい!! !
・ひとりひとりが声をあげよう 秘密保護法大反対！
・秘密保護法反対
・秘密許さない！
・その先にあるモノコトは戦争。日本に将軍様はいらない。
・戦争への道 許さない！
・秘密は少ない方がいい。情報は公開する方がいい。

!!・ありばい作りはダメ
・軍国主義への道 ヒミツホゴ法
・昔の日本に戻すな！

!!・廃案
・ダメ ゼッタイ!!
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!!・国民にウソついて全てをかくすのは許さない
・廃案しかない！

!!・ぜったい許さん
・秘密は絶対ダメ
・秘密保ゴ法は絶対絶対反対

!!・安倍の秘密をまもる為の法律は困る
・国民の自由をうばうな。そんな日本は沈ぼつよ
・見ざるいわざるきかざるはいやだ
・まやかしの修正ではごまかせないぞ
・国民の知る権利を奪うな！「秘密保護法」反対！
・安倍内閣 解散せよ！
・秘密の秘密はいけません
・廃案は当然
・秘密保護法は戦争への一里塚
・安倍反動内閣 打倒！

!!・秘密法は廃案
・ぜったいひみつダメ
・国民の知らない内に通すな
・いつまでも自由を
・秘密が何かわからない
・絶対反対！必ず廃案にしよう
・秘密保護法 反対
・民主主義を破壊するな
・戦争する国にしないために ホゴ法反対
・民主主義を履き違えるナ！
・いつまでも平和でありますように
・秘密保護法は絶対に廃案に それまでがんばります 名古屋市 ケイコ
・ひみつはいや！

!!・私の孫の時代が平和な日本に
・子供達が生まれて良かったと言える国にしよう！
・国民にナイショで政治をするな！
・知りたい 民主主義の要

!!・ヒミツはイヤですョ
!!・絶対ＳＴＯＰ

・子どもたちの未来のために 秘密保護法ぜったい反対！戦争への道は許さない
・戦争に子供たちを導く、秘密法案絶対反対
・秘密保護法は廃案に！
・情報公開を！
・断固反対！廃案せよ！
・国民カンシ法 反対
・ 知ること”は学生そして国民の権利だと思う！“
Please Right now We need to work together towards Peace or the fighting will never end・

・私たちの声を聞け！
・秘密保護法は社会を暗くする。暗い社会はイヤ！
・ネットの良識あるブロガーは処罰の対象になるとのこと。日本人の貴重な知性のある人が少なくなっていく。日

本人が愚民化していく。
・友を売るまい 心を売るまい
・ ！秘密法NO
・警察監視社会にするな！
・じっくり話し合え！

!!・秘密保ゴ法は戦争への道 絶対反対
・秘密保護法も原発もいらんぞヨ！
・言いたいこと言えない社会はイヤ！
・民主主義をこわすな

!!・戦争のできる国への地固め 絶対に許せない
・知らないままに決めるなんて

・こんな法案、許すな
・特定秘密保護法案はとっても危険な法案です。みんなで絶対廃案につなげましょう
・秘密法はいらない。必要なのは情報公開だ。
・口、耳、目をふさぐな
・憲法を守ろう！
・廃案しかない
・第１党だからといって何でも許されるわけではない。

99 !!・秘密法はつくるな。 ％の国民にヒミツはいらん
・戦前生まれとしては許せない
・ヒミツほご いらんぜよ！（怒）
・お手盛りの秘密指定なんてひどい
・廃案あるのみ
・廃案しかない ヒミツホゴホウなんて!!
・言論の自由を！

?!・我々はムリョクか
・秘密保護法案に反対 民主主義を守れ！子供達のために廃案に！!!
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・戦前にもどすな
・秘密保護法は、絶対に反対です。
・戦争への道を許すな！
・情報は国民のものだ！
・平和を守りたい！
・秘密秘密ってゆるされないよ。いますぐ止めよ。
・許さないぞ！
・廃案となるよう力を合わせましょう
NO! Secrets!・

!!・正にこれは国家の犯罪
!!・言論の自由を

・国民を切りすてるな！
・私たちの力はつよい！
・秘密のない社会を！
・断固廃案
・身辺調査するな！
・都道府県警の長はともかく、都道府県知事は公選されている。同じ秘密を共有できなければクビとかおかしい。

地域住民の主権をおびやかす。ダメー。
・情報は国民のものだ。
・熱望 天寿をまっとうできる平和な国
・秘密保護法は戦争へのみち 絶対反対
・今でも秘密だらけじゃないか。これ以上秘密はいらない！
・今のままでも相当情報を隠しています。これ以上国民をバカにしてはならない。
・ヒミツは戦争への道
・戦前のような物が言えなくなる時代に戻してはダメ
・ツワネ原則を守って下さい
・あやまちは繰り返しません
・ひみつはいや！
・政治は国民のものだ！
・戦争する国づくりは許さん！

!!・戦争につながるヒミツはダメです
・怖い 恐い 日本はファシストのものじゃない
・生きやすい日本を作るためにがんばろ！
・情報は国の血液！
・自由人権
・後世の子どもたちのために！

!!・目と耳と口をふさぐ秘密法案を絶対に阻止しよう
・戦争への道は絶対イヤー！
・どうしてそんなに急ぐの ひみつ反対
・戦争への道を許すな ガンバロー！

!!・秘密は戦争の始まりだ
・自由
・時代に逆行する戦後最悪の法を許さない
・戦争への道 絶対反対！
・ひみつ保全法 反対！
・飼い犬（官僚）に手をかまれますよ？くわばらくわばら
・ヒミツはヒミツ？
１１／２２ ５６枚
・大反対 ひみつ反対

・無い方がよい！
・反対
・秘密保護法案反対です
・戦前がえり反対 民主主義を守れ
・秘密法案は反対です。知る権利は保証されるべきです。
・ 秘密」で犯罪者にされてはたまらない「
・反対
・秘密だらけ暗い日本はイヤ！
・反対だ！！
・絶対反対です。
・秘密保護法案反対
・反対です
・昔にもどるのはいやです大反対
・反対です
・国民を侫じる事
・大反対
・反対です
・反対
・反対です
・絶対反対！！
・秘密保護法というくだらない法は廃案されるべき
・はんたい
・反対します。ガンバッテ
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・がんばってください。ぜったい反対
・国民が居て国家が成り立つのでしょうからこれは国家主体のちょっと恐いものかなと思います。鳥越さん、岸井
さん等識者が反対されるのだからそうなのでしょう。
・特定秘密絶対反対絶対ダメ！！
・ひみつほうあんはんたい
・まだ充分に分からないので不安の所もあります
・反対する
・絶対反対
・秘密保護法案に反対すします！
・反対絶対反対
・特定秘密保護法案に反対します
・安倍さん あんたが言う「日本を取り戻す 「戦前の日本を取り戻す」なんだろ！」
・反対です
・絶対反対
・がんばろう日本
・反対だ！！
・反対
・反対です
・わからない！
・ただちに中止しろ
・将来の子供の為にもあってはならない！反対
・何でもかんでもかくさないで私に知らせて下さい。こわい世の中はいやです。
・反対
・口を閉ざして生きるのはごめんだ
・反対！！国民の声はきかないふりですか？子供達の未来を考えてください！平和な世の中になりますように！
・頑張って意見を出してください。
・絶対に反対です！
・原発阻止のためにも反対
・賛成
・安倍氏は経済は良いが第 条と秘密保護法案についてはどうも賛同できません。そんな点にエネルギーを使わな9
いで下さい
・反対秘密ばかりにするな
・戦争に行き、シベリアにも行った。戦争に繋がるような法案に反対
・アメリカの言う事をきくな反対

( )２０１３年１１月２２日新海弁護士講演会での付箋メッセージ５５枚 岐阜市
・戦争につながる秘密保護法絶対に反対
・廃案にして下さい悪法です。勉強しよう。
・改憲反対秘密保全法絶対反対
・暗黒の日本にするな
・平和主義者、民主主義者、キリスト教徒・・どんどん範囲を広げて弾圧した戦前のような日本を、くり返したく

ない！
・成立してしまってからもシュンとならないで、抗議し続けることが大事ということが心に染みた
・この道はいつか来た道。国家主義の亡霊が姿を顕してきたことに憂いています。
・地球規模の盗聴をしている米国の情報を守りながら、日本国民に対するスパイ行為を隠して国民を丸裸にする秘

密保護法、一体、どこの国のための政府だ？
・今は、あまり怖くない法律かもしれないが、次々と形を変え子や孫の代に取り返しのつかないものに変化するの

が怖い。一人づつは小さい力でも皆で働けば大きくなる。
・６０数年の私の生涯のうちで最悪の法案です。ファシスト粉砕！！
・秘密保護法絶対反対。民主主義が守られる日本に。
・秘密保護法反対自由にお話ができ、子供たちに明るい未来を届けたい。私の責任です。
・特定秘密保護法は戦時国家の道。絶対反対です。
・国会議員も国民も犯罪者扱いする特定秘密保護法法案は廃案にせよ！！断固反対。

・ 怒 何がひみつかわからない 「知る権利」をおびやかし基本的人権の危機です廃案にしよう。怒○ ○ 。

・反対します。戦争への道を走るな。戦中派からの叫び声を聞いて下さい。
・都合悪いことを永久に隠すな！情報隠し反対！
・秘密にすることがある政府なんて必要ないですよ。国民あっての日本政府です。
・特定秘密保護法案は絶対反対です。何が秘密かわからないなんて、まっぴら！！
・子どもたちを守るためにあきらめない。みんなの声に耳をかたむけて下さい。国会議員の皆さん、本当に何が大

切なのか、人間にとって何が必要なのか、真剣に考えて下さい。
・特定秘密保護法、私等国民の耳を塞ぐ恐れのある法案は反対。
・ 平成の治安維持法 特定秘密保護法案に反対します 言論の自由,知る権利万歳! 年 の世界を望まない!「 」 。 「 」1984
・この国に責任を持つために！子どもたちの未来のために！世界の平和を築くために！後悔しないために、かつて

のあやまちをくりかえさないために、戦争で殺された人の死をムダにしないために！！
・こんな法案は廃案にするしかありません。民主主義と平和を守るため、力を合わせましょう。
・特定秘密保護法が通るとわけがわからなくなる不安があります。人権がなくなるやめてほしい。
・私は秘密保護法反対です！！
・黒塗りで何も見えない書類を出して情報公開と称する恥知らず共に、大事な機密をお任せできるか？ジョーダン

だろ。
・ヒミツはイヤ！！
・国民にとっての重大問題を役人がコソコソ処理するのを税人で支えてその中身を知っちゃいかん？フザケンナ
・従軍慰安婦の強制は、記録がないので事実じゃない意というバカがいる。必死に書類を燃した人だから当たり前
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だ。秘密を隠すのを許せば、歴史がネツ造される。歴史がウソになる。
・眼口耳を塞ぐ戦前の悪法治安維持法の再来させてはならない！
・こんな日本にしたのは私たちの責任だ！
・知る権利を保守し表現・発言の自由を守る為 「秘密保護法」を廃案にしよう。、
・ 特定秘密保護法」は急いであせらずできる限りの知恵と力で出反対を「
・米軍の悪事をバラしたマニング軍曹は監獄行き、ウソで侵略戦争を始めたブッシュは優雅な引退生活
・ぜったい反対！！
・秘密を持つことは民主主義への挑戦である戦争への道を止めるため秘密保護法案を廃案に！

・言論の自由が大切。 命 秘密が秘密では困る。命○ ○
・政府のスパイに探られて俺のプライバシー丸裸。アベシンゾーのプライバシーを探ったら即タイホ！
・過去にあったことはこれからもありうる。だから、何としても廃案に！！
・日に日に反対の声が多くなっている。そうした声に逆らって、国会議員だけで決めるな
・国会議員もこの法律の対象ですよ。議会が成り立たなくなるとあなたも失業です。
・国は「秘密保護法」が人道に反する悪法であることを認め廃案とすべき。
・首相が第三者だという恥知らずが、この法案にデタラメさを如実に示している。
・民主主義をこわすな！
・情報公開は民主主義の根幹。こんな法律が通ったら、暗黒社会の到来です。何があっても反対していかねば。
・戦前に逆戻りさせるな！！
・戦争への道 ＮＯ
・戦中派の世代はあの暗くて悲惨な思い出はもうたくさん！二度と再び繰り返したはならない。
・うしろめたいことがあるから秘密にしたいのです。憲法と真逆のこの法案は絶対反対です。６１才女性
・正に戦前に歴史をもどすな！！
・危険 秘密保護法絶対反対！
・未来のためにもこの法案に反対です廃案にしましょう！！絶対に
・なんで今秘密保護法なの、暗国の時代、戦争の時代を思わせるこの法に反対です。
・特定秘密法案、聞けばきくほどわけのわからない法律はつくらせない！！
葉っぱメッセージ112枚（2013年11月24日（日 ））
＊反対葉っぱ 枚：102
・絶対反対
・あやまちを繰り返すな！
・おそろしい世の中にしないで下さい
・反対ゼッタイ
・絶対反対 私達から自由を取り上げないで
・絶対はんたい 自分は関係がないは？だめではないか
・こんな悪法通したら、孫子から恨まれますよ
・反対します！
・私は公務員！孫も公務員。国民のために働きたいのに、国のために働くことになるなんて変

!!・断じて廃案
・もってのほか なにもかくすな
・反対
・絶対反対！
・大大反対 ダメ
・絶対はんたい だめです
・日本人はますます愚民化 知性良識ある日本人はこの法案で処罰･弾圧 こんな日本にしていいのか
・プライバシーもなく、戦争を行ってしまう国はいけない！
・ＮＯ
・全ての人に知る機会を！廃案にすべき。
・廃案にすべき。他に取り組むべき課題に力を入れて！

!! !!・国民を大事にしろ 知らせる事こそ民主主義だ
・おそろしい法案です。自由を守りましょう。
・反対です
・法案成立 絶対反対 秘密がこわい。!!
・反対です （怒）!!

!!・秘密保護法 断固反対
・絶対反たいします。

!!・反対
!!・国民の自由と権利を守らない国は民主国家ではない

・絶対にあかんでぇー
・私は「特定秘密保護法」の成立に反対します。

!!・必ず秘密保護法を廃案に
・今を守ろう！
・自由をうばう法律には絶対反対です
・反対
・絶対廃案 国民の声を無視するな！ サラリーマン 才!! 51
・いいかげんにしろやー やめろぉー 反対
・特定秘密保護 反対
・政治屋さんの利益を守ろうとするだけにしかみえません！絶対に反対です。

!!・反対
!!・反対！反対！反対

・反対 廃案に
!! !!・何を考えてるんですか 絶対反対
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!!・私は秘密保護法には大反対です
!!・絶対廃案

・新婦人です。生き良い平和な世の中を目指して、日々話し合い、行政にも働きかけたりして活動しています。何
も反社会的行動ではないのに、そういうことがすべてできなくなります！

・反対
!!・秘密保護法は反対です。憲法を守って平和な日本にしてほしい

Jazz・反対
・反対！
・今の政府は信用できない。絶対反対。

!! !!・安倍さんやめて 「ひみつ保護法」もってのほか
・秘密保護法 反対！
・これをとおしてはいかん！許しません。
・こんなキケンな法律は絶対に反対です。

!!・秘密から始まる戦争。憲法破壊が進められる。これに黙っては居られない
・反対

!!・これと原発は大反対
・絶対反対 有権者の 分の１の信任しかない政権が勝手なことをするな！国民がえらくなるべし！!! 4
・ 恐怖政治化 断固反対 」 名古屋市民の 人「 !! 1
・戦前の日本に戻ってはいけない！ マエダ
・絶対反対！

!!・反原発デモも、テロの対象になる危険性がある。非常に危険
!!・秘密はイヤ

・日本の民主主義を守れ サケイ
・反対します
・はんたい
・こんな国民をばかにした法律はない。これから生まれる子は何も知らない。成長を妨げ
る。平和な日本なのだから。

!!・なぜ急いで法律を作ろうとするのか？民主主義の精神に反することはするな
・反対です！
・戦争は秘密から始まる。国民に隠しごとをしていいのか？
・秘密保護法案 反対します 自由を守りましょう

!!・民主主義はかいする秘密保護法 反対
・特定秘密保護法案に反対します。
・自民党は要らない
・自分は関係がない?適正評価で本人のみならず、家族(子ども,親,兄弟),友人,親戚,身辺調査。恐ろしい日本。
・平成版治安維持法 反対！
・反対
・絶対反対
・ダメデス
・反対
・秘密保護法 反対します
・こんな法案 ゼッタイハイ案
・ビッグデーター活用法整備で、個人情報はどこまで守られる、共通番号制で一般庶民は丸はだか。民主主義の国

を守りたい。
・日本の未来をちゃんと考えて！
・現代の治安維持法反対です！ 才男27
・絶対反対！
・天下の悪法 反対
・秘密保護法案 国民の為にはなってない！
・大反対
・ひみつは戦争への道
・秘密、それは秘密。だめです、人権の根本です。
・反対 ダメ!!
・せんそう やだ
・絶対反対

!!・反対します
・反対です。
・反対
・日本のクニをなめるな
・私たちの知る権利を侵害する悪法に絶対反対
・反対 国民をバカニスルナ
・今ですらどのような情報を政府が秘密にしているかわからないのに、このような法ができれば公然と秘密ができ

て、勝手なことをされると思います。
＊賛成葉っぱ 枚：4

!!・必要です
・賛成します。
・賛成です。
・あたりまえの事です。 シミズ
＊賛成でも反対でもない葉っぱ 枚：3
・成る物は成る 成らぬ物は成らない
・全てはここから始まる
・国がよくなるように祈ります
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＊ご意見葉っぱ：
・ 年間は長い、 年で良い60 20
＊その他 枚：2
・原発絶対反対
・安倍さんはなんだかゆるゆるで、また下痢ですか？

街頭メッセージ 枚2013.11.26 10
・自民党、みんなの党の議員のみなさま どうか廃案のご英断をお願いします！国の将来、国民の命が皆さまにか
かっています！！
・民主主義守る 断固反対 秘密保護法
・秘密をもらしてもいいと思います。
・秘密保ゴ法反対です。 主婦
・反対です 子孫にはずかしい法案です
・特定秘密保護法に僕も反対です。
・だめですね！
・全てに反対するわけではありませんが、もっと審議を尽くすべきです。
・この国の主権者は私たちです。私たちが主権者としてふるまうための第一歩は情報を知るところからです。
・この法案は違憲だと思います。

街頭メッセージ 枚2 27 13013.11.
・暗黒社会はマッピラごめんだ！
・戦争のできる国づくり秘密保護法許さない！
・秘密を勝手に政府が決めるな！廃案まで頑張りましょう。
・カクシごとはイケマセン 秘密保護法はやめて下さい。
・戦争につながる秘密保護法に断固反対します。
・私たちは過去にもどりたくない！
・暗黒の時代はいやだ
・戦争は秘密からはじまる！
・秘密は戦争から始まる そんなのイヤだ
・戦争大好人間 安倍・石破の秘密法を廃案に
・一致できるところで一致して行動！
・人を差別すること殺すことには反対です
・アベは、９条がむずかしいとみるや９６条でクリヤーしようとしたが、こちらもできそうにないと断念。
中央突破とも、あろう事か戦前の治安維持よりも深刻な内容の秘密保護法を制定して、全ての反対をできない
ようにしている。

街頭メッセージ 枚2013.11.28 15
・特定秘密保護法案反対
・秘密法に大反対 戦争イヤ
・見るな、聞くな、言うな！は許されない
・反対
・秘密は絶対ダメ！言いたい事、聞きたいことを自由に・・・！！
・暗黒政治は反対
・孫や子供を大切にしたい
・戦前に戻りたくない！
・知らない間に戦争への道へ進むのはいや！
・反対反対
・秘密が広がっていくのは絶対にいや！
・隠された事実 止められる 戦前回帰
・秘密保護法は絶対いらない！！
・止めよう 国民の声で
・戦争はイヤだ

街頭メッセージ ２５枚2013.11.29
・秘密保護法反対！「日本は民主主義を捨てるのか」せっかくの「先進国」の信用を捨てるのか人権が世界の文明
の尺度なのに。情報は市民のもの！
・ 秘密保護法」を廃案に！「
・ 秘密保護法反対！」！！戦争は秘密から始まる！！秘密保護法は民主主義の歴史に逆行するものだ！絶対に認「
められない。すぐにとりやめてくれ～い！
・私たちの声をきいて下さい。議員のみなさん！
・秘密保護法反対！戦争につながる道を断って下さい
・ 満州に征け の時代に逆戻りしてはいけない 今こそ 日本の民主主義の真価が問われている 何とかせねば！！“ ” 。 、 。
・私の暮らす未来に「秘密保護法」はいらない！
・私たちの暮らしや命に関わる情報を隠したり、言論統制を促進するのは間違っています！秘密保護法断固反対！
・情報は私たちのものだ！
・ヒミツの漏洩を防止するためだけなら、こんな法律である必要はない。本当の目的は国民を都合のいいようにコ

T.Aントロールすることだ。そんなのごめんだ。
・真実を隠して、私たちを戦争へ導かないで！国民の安全のためなんてウソでしょう
・私は主権者だ！国家の秘密は認めない。
・戦争はヒミツから始まる！！反対
・歴史の逆まわしだ。反対です
・秘密はきらい！正直がいい。
・怖い！！政治を決めるのは国民である。情報が隠されれば、国民が判断を誤る。
・あらゆる不幸を束にしてもたらす戦争！！秘密程に何でも進められる事に反対します。
・秘密保護法は絶対廃案に！参議院は良識を示せ！
・反対する。
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・危険 秘密保護法絶対反対！
・あなた方に大賛成
・反対です！ 代女性30
・高校生も反対！
・知る権利をなくしたくない秘密法絶対反対！！
・私たちの命や暮らしにかかわる情報をかくさないで！
葉っぱメッセージ（保護法案反対デモ 栄 年 月 日（土 ）in 2013 11 30 ）
＊反対葉っぱ 枚：55
・強行採決を許さない！

!!・戦争にすすむ法案絶対ＮＯ
!!・秘密保護法に反対します。この平和をこわさないで

・民主主義を守ろう！
・国会よ！ゆるさん！子どもに銃をもたせん！
・秘密を作る国に未来はない！絶対反対！
・稀代の悪法 大反対！
・おごるなよ！なめんなよ！
・急ぎ何をやるんだ！憲法の心を忘れたのか！絶対反対！
・まるで戦前の治安維持法と同じだ。廃案にしよう。

!! !!・大反対 ハイアンにセヨ
・絶対廃案に がんばろう！!!
・廃案をめざして頑張ろう
・国会議員は憲法守れ！
・戦前の治安維持法の復活に反対！秘密法反対！

!!・秘密から戦争が始まる。絶対反対
・民主主義とは逆を行く、このような法案のある国が、胸を張って“美しい国”と言えますか？

!!・アベコベ政権 国民の方を向け
・反対
・民意をムシするな 絶対反対
・言論の自由 守りたい

!!・法案で 見ざる言わざる聞かざるで 世の中安心に歩けなくなる
Kenzaki・知れば知るほど恐ろしい秘密保護法案 廃案しかない

・民主主義を守らない国は嫌です！ダメな事はダメなのです。戦争にしてはいけません。
・守ろう 平和・人権が大事
・戦争への道は許しません。
・秘密保護法案 絶対反対
・秘密は戦争前夜の始まり！戦前のような暗黒社会はまっぴらゴメン
・戦争する国にする秘密法に反対
・国民主権を侵害する法律は全く論外。その法案を短期間に成立させようとするのは国会の存立を否定するものだ
・国会は国民の代表が議論する所。国民にヒミツにするってどういうこと？アメリカにもちゃんと抗議して！アメ

!!リカの言うことばかりきかないで
・コウメイ党はインペイ党に改名してから法案を出すべきです。ギソウしてはいけません。名前負け。
・都合の悪いことを国民に隠すな！許さんゾ！

!!・誰のための「特定秘密保護法」？国民のため？とてもそうだと思えません
・国民の知る権利の方を保護して！
・人の生きる権利をうばう法は反対
・かつての自民党の「良心派」はどこへ行ったのだ？恥ずかしくないのか谷垣 暗黒の日本にはしない！平和な日!!
本に秘密はいらない！

!!・子供や孫に暗い社会を手渡すわけにはいきません。耳、口、目をふさぐな
・絶対反対

!!・秘密保護法は戦争準備法 許せん
!!・秘密法 電話やメールをするのも不安 外はもちろん家の中でも声は出しにくくなる 絶対反対

・絶対反対 秘密法案阻止
・こわい、こわい 親から聞いた何も言えない日本に絶対したくないです。
・秘密より知る権利を
・こんな悪法は絶対ダメ
・二度と再び戦争のあやまちをくりかえさない！憲法３原則に反する秘密保護法 絶対反対
・民主主義の危機 秘密保護法 反対
・歴史に悔いを残さないように 納得いくまで審議してほしい
・許せんね。子孫が苦しむ。廃案にしてよ。
・ 秘密保護法STOP!
・戦争がせまってきているような危キ感をもちます。特定秘密保護法 反対です。
・戦争する国づくりにつづく こんな法案 絶対反対です イヤイヤ
・伸び伸び生きたい
・国民の目、耳、口をふさぐ法案 絶対反対
・絶対反対 与党のみならずいやらしい野党に怒りおぼえます。

「標的の村」上映会 大垣会場にて ５２枚2013.11.30
・ 秘密保護法 反対します
・ 秘密反対
・ かくさず本当のことを教えてください！！
・ 何がヒミツかヒミツ！？
・ この世で一番必要のない法律です
・ もうだまされんぞ！
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・ 秘密のない国を作ろう
・ 許せません
・ 秘密法反対
・ 私は「知り」たいです。様々なことを。
・ 誰もが自由に意見が言える社会、健全で人にやさしい社会であってほしい
・ 国民の声をきけ！
・ 大切なのはお金よりも「幸せ」ですよ～
・ 真の平和を！！
・ ひみつはダメです
・ 秘密は絶対反対！
・ ありえない。 ！！NO
・ ひみつはやめて
・ 秘密はダメヨ
・ 秘密は絶対いや！！
・ もうだまされないぞ！！この法案はぜったいに反対！！
・ 戦争につなげる秘密法はハイ案！
・ オスプレイのこと秘密にするな

NO!・ ありえない。
・ 秘密は悪のはじまり 戦争に行き着く秘密保全法反対！
・ 秘密保護法絶対反対！！
・ 大反対で～す
・ 永久秘密などろくなものはない！
・ 日本の平和を守れ
・ 戦争を秘密に始めるな！！
・ 国民のための法律であれ
・ ！秘密法NO
・ 魂を売らないで
・ 秘密保護法 保護するな！！
・ 身辺調査ヤダ
・ 安保に反対 アメリカ兵はかえれ
・ 戦前の治安維持法の復活だ。絶対反対－ －K.N
・ ㊙（マル秘）はキライ
・ 絶対にいや！ みんあが自由に動けること大切
・ 社会は秘密がすくない方がいい！！
・ 治安維持 再来 反対
・ ずるいと思います
・ 戦争につながるような秘密保護に反対！！
・ 反対です
・ 絶対反対！ 民主主義を守ろう
・ 絶対に反対します！ 人として生きたい。
・ 国民の反対の声を聞いて
・ 絶対反対！まるで戦争前夜です 平和を！！
・ 秘密法反対
・ 政府の答弁めちゃくちゃ こんなのダメ
・ 三ザルにする気？ヤダ
・ 秘密ばかりで戦争への道まっしぐらなんて絶対イヤ

映画 「標的の村」上映会（岐阜市内）分 １８枚2013.11.30
・国民の声は反対です。強行するな！
・ひみつ法なくても情報は得られた！法制化反対！
・ヒミツは移管いかん！全部公開しろ！
・秘密保ゴ法 反対！
・私たちがわからないうちに進める事に反対です
・反対です！秘密？
・秘密はいらない。私たちは知りたい
・とんでもない法案秘密保ゴ法案 絶対だめ
・嘘の上ぬり ゼッタイヤメロ
・政党間の話し合い（ヒミツ）だけで押し通す。日本はもう独裁国家？議会は国権の最高機関
・ヒミツホゴをホゴに
・秘密か何かわからん 秘密って何だろう？とにかく大反対！！
・反対やるべきことは公開
・ 秘密保護法！！STOP
・絶対に許せない 大本営発表で国民はだまされ対戦の犠牲となった私の兄です
・ヒミツはおかしいことばかり
・与党！数におごるな！
・秘密保護法ほホゴにしよう
葉っぱメッセージ（街宣とやろまいデモ 年 月 日）2013 12 1
＊反対葉っぱ 枚：58
・安倍内閣を打倒しよう 許せん！
・こんな法律が出来たらまともな議員活動できますか?まっ先にパクられそうなのが言論の府のギインさん達では!
・秘密保護法反対！廃案にせよ！
・日本の言論の自由に反する秘密保護法反対
・もの言えぬ社会をつくるな 特定秘密保護法 絶対反対
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・秘密保護法反対 なぜかって？それはヒミツ
Hasegawa・人が人として生きる最も基本である国民主権・民主主義を否定する秘密保護法に断固反対します

・情報公開こそ民主主義の命！
・これは「治安維持法」の原形をかくしたもの。絶対反対！
・自公へ あなた達のこの暴挙はなんの根拠があってなのか！
・日本をトンデモない方向へ持っていかないで下さい！
・悪法中の悪法 許さん！!!
・政治は誰のためか。国民のためだ。その国民をテロ呼ばわり 許さない！
・物言えぬ社会は元気を無くす。秘密法反対。
・秘密保護法を成立させるな！
・戦争は秘密から始まる
・小さな罪を問い、大きな罪を更に隠す様な秘密法には反対しましょう。新社会党 保田泉
・私達は未来につけを残す秘密法案に反対します。
・断乎反対です。
・ アノニマスYou have no secrets from us-
・戦争に向かう特定法案、最悪い。日本を売るＴＰＰ最悪な悪法。アメリカ、ユダヤの犬。
・デモがテロ（？）国民が命を守るためにいっしょうけんめいアピールしているんだよ。そんなことがわからない

!!石破さんは、国民の代表ではないですね。戦争はだめ 絶対だめだよ
!!・治安維持法の復活。それはイヤです

!!War is over!・子供たちを私は守る
・軍靴の音がきこえてくるぞ！ＳＴＯＰ極悪法案！
・人権無視の秘密法に反対
・Ｆ＊ＣＫ ＯＦＦ 秘密保護法!!
・反対です！
・必ず廃案に 断じて許さない！
・権力の暴走を許すな
・絶対反対
・情報は国の血液
・ 国民の税金で”生活しながら、自分達の仕事を放棄する（すてる）秘密法案を通すな 秘密法反対が多数（過“ !!

半数）の声を聞け （名古屋 日進市民）!!
・戦争への道はイヤダ 言論の自由を！!!
・アカン！
・機密保護法 絶対廃案！安倍、石破、これが民の生活を脅かすテロリスト！
・民主主ギとは少数意見をいかに反映させるかということ。 だんごむしマヤ
・民主主義 万歳！
・みんなの気持ち（愛） 天まで届け！
・ 秘密」の範囲を明確に 「秘密」は誰のもの？国民を守るものでしょ？「 。
・私たちの知る権利を奪うことは許さない！
・すぐ廃案しろ
・ 秘密」を理由の“弾圧法” 反対！「
・もっと話あおう。法律の制定は、慎重に。
・とにかく大変！暗黒の時代がくる。今更、戦争をしてどうする。日本は協力し合うのが一番だ。
・子どもたちや、かわいい孫たちのためにも、戦争ではなく平和な世の中へ。これは大人たちの責務である。秘密

保護法 反対！
。 、・なぜ先の戦争を当時の大人たちは止めることができなかったのかとギモンに思っていました 過去をふり返って

あそこがターニングポイントだったと後悔したくないので行動します。
!!・即刻廃案にすべし

・絶対にダメなものはダメです
・秘密保護法 反対。反対派の排除は独裁者を生む。秘密保護法今すぐ引っこめろ！
・特定秘密保護法 絶対廃案にせよ
・戦争こわい 秘密保護法、ない方がいいな。
・まもれ 国民主権！!!
・戦争の道を開く 秘密保護法 断固阻止ダ！
・情報公開は民主主義の命です
・イヤイヤ ダメヨ!!
・内閣支持率でいい気になって国民をなめ切っている。許せない 安倍政権、自民党の中で異論が聞こえてこない!!

!!のはどう考えても変である。翼賛政権をこわせ
・反対 知る権利を失うことを許しません
＊反対？葉っぱ 枚：1

!!・小泉さんは正しい
枚葉っぱ（ 年 月 日）2013 12 3 10

・秘密法反対です これまでこんな法律なしで何十年も暮らして来たよ 不要だ 要らないよ
・秘密保全法は暗い社会を作ります。暗い世の中 絶対反対！
・こんな法律作る前に、選挙区の整理を行え！
・ 年にしよ で開示20

K. Itoh・民主主義の破壊！自由と国民の権利を殺す秘密保ゴ法は廃案しかない
・戦争と暗黒の時代に引きずり込む秘密保護法は断固阻止するぞ！
・ 人権 「主権在民 「平和」を壊す特定秘密保護法に反対です。「 」 」
・成立してもたたかうぞう。
・国際法にいはんする秘密保護法は反対
・国民の人権を脅かすような法案には反対です。この法の先に、国民が戦争に加担させられる日が想像できます。

国民を不安にさせるようなことはやめて下さい。良識ある行動を望みます。


