
2012年 2月 20日  

内閣総理大臣      野田    佳彦   殿 

外務大臣           玄葉  光一郎 殿 

農林水産大臣       鹿野  道彦 殿 

経済産業大臣       枝野  幸男 殿 

  

 

  ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）協議に関する情報公開と市民参加に向けての申

し入れ 

 

 

私たち、日本社会を基盤に活動する市民活動団体・ＮＰＯ・ＮＧＯ、協同組合、関係団体

は、ＴＰＰ協議の行方が日本社会のみならず世界各地に大きな影響を及ぼすことから、以

下の３点の実現を要請します。 

 

一、 ＴＰＰ協議におけるあらゆる情報を公開し、市民がその是非を判断できる基盤を整え

ること。 

 

二、 ＴＰＰ協議に関する市民参加の意見交換会を市民・ＮＰＯ・ＮＧＯ、重要な利害関係

を持つ諸団体と共催で全都道府県で実施すること。 

共催が不可能な場合、市民・ＮＰＯ・ＮＧＯ、重要な利害関係を持つ諸団体と意見交換会

を実施すること。 

そこでの議論を丁寧に踏まえた上で、ＴＰＰ交渉への参加の諾否を判断すること。 

 

三、 以上２点を２０１２年３月９日（金）までに文書にて回答すること。 

 

  

・回答受付宛先 ＮＰＯ法人ＡＭネット 

 住所：〒531-0064 大阪市北区国分寺 1-7-14 国分寺ビル 6F 

 Eメール：amnetosaka@yahoo.co.jp 

 電話：０８０ー３７７３ー２８９４ 

 ウェブ：http://am-net.org/ 

 

   

 

 



 ◎ 呼びかけ団体 ◎ 

（東 京） 特定非営利活動法人 アジア太平洋資料センター（PARC） 

（大 阪） 特定非営利活動法人 ＡＭネット 

（大 阪） 特定非営利活動法人 関西ＮＧＯ協議会 

（東 京） 特定非営利活動法人 国際協力ＮＧＯセンター（JANIC） 

（東 京） 特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター（JVC） 

（東 京） ＴＰＰに反対する人々の運動 

（名古屋） 特定非営利活動法人 名古屋ＮＧＯセンター 

（福 岡） WOW! Japan 

  

 

◎  賛同団体（114団体中 111団体公表） ◎ 

(北海道) 北海道農民連盟 

(北海道) NPO法人 ほっかいどうピーストレード 

(宮城) No Nuke Sendai 

(千葉) ネットワーク農縁世話人会 

(千葉) 日本キリスト教婦人矯風会 

(東京) 食政策センター・ビジョン２１ 

(東京) ＴＰＰに反対する市民ネットワーク 

(東京) NPO法人 エコ・コミュニケーションセンター（ECOM） 

(東京) 国際青年環境NGO A SEED JAPAN 

(東京) 熱帯林行動ネットワーク(ＪＡＴＡＮ） 

(東京) 許すな！憲法改悪・市民連絡会 

(東京) （特活）アーユス仏教国際協力ネットワーク 

(東京) 「平和への結集」をめざす市民の風 

(東京) 脱ＷＴＯ／ＦＴＡ草の根キャンペーン 

(東京) フォーラム平和・人権・環境 

(東京) 全日本農民組合連合会 

(東京) 環境・国際研究会 

(東京) Stop！TPP 

(東京) ルナ・オーガニック・インスティテュート 

(東京) ふろむ・あーす 

(東京) ふろむあーすカフェ・オハナ 

(東京) 有限会社 アース・プランニング 

(東京) 協同センター・労働情報 

(東京) トランジションしたまち 



(東京) 生活クラブ事業連合生活協同組合連合会 

(東京) ＡＴＴＡＣ Japan （首都圏） 

(東京) 大地を守る会 

(東京) （特活）開発教育協会／DEAR 

(東京) 日本国憲法第９９条の会＠mixi 

(東京) 公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会 

(東京) 郵政民営化を監視する市民ネットワーク 

(東京) （特活）APLA 

(東京) 全労協全国一般東京労働組合パルシステム職員評議会 

(東京) 憲法を生かす会 

(東京) ティナラク織の会「カフティ」 

(東京) Organic Bar たまには TSUKIでも眺めましょ 

(東京) ダウンシフターズ 

(東京) 株式会社フレック 

(東京) ピープルズ・プラン研究所 

(東京) アジア女性資料センター 

(神奈川) Project99% 

(神奈川) 草の根援助運動 

(神奈川) 開発と権利のための行動センター 

(神奈川) 五空ぱん 

(神奈川) (特活) WE21ジャパン 

(新潟) 農事組合法人 久比岐の里 農産センター (有) 峯村 農園 

(長野) 労働組合ＬＣＣながの 

(岐阜) ACF JAPAN アジア子ども基金 

(岐阜) NPO法人 泉京・垂井 

(岐阜) （特活）ソムニード 

(岐阜) アースデイ岐阜実行委員会 

(岐阜) フェアトレードデイ垂井実行委員会 

(岐阜) 岐阜で国際理解教育を考える会 

(岐阜) NPO法人 ぎふいび生活楽校 

(岐阜) 有限会社 樹庵 

(岐阜) 西濃環境NPOネットワーク 

(岐阜) スープ屋さん 

(岐阜) 和みカフェ うららか 

(愛知) 熱帯林行動ネットワーク名古屋 

(愛知) フィリピン情報センター・ナゴヤ（NCPC） 



(愛知) ニカラグアの会 

(愛知) 名古屋をフェアトレード・タウンにしよう会 

(愛知) 多文化共生サークル smile 

(愛知) ココアゴラ 

(愛知) （特活）地域国際活動研究センター 

(愛知) 渥美自然の会 

(愛知) NPO法人 エム・トゥ・エム 

(滋賀) 大津卸売市場事業協同組合 

(滋賀) 大津市場関連卸組合 

(滋賀) 滋賀県食肉事業協同組合 

(滋賀) 大津市食肉給食協同組合 

(滋賀) 滋賀県麩組合 

(滋賀) 水研（おいしい水研究会） 

(京都) おむすびマーケット実行委員会 

(京都) （特活） 環境市民 

(京都) コープ自然派京都 

(京都) ＮＰＯ法人使い捨て時代を考える会 

(京都) （特活）アクセス-共生社会をめざす地球市民の会 

(京都) ㈱安全農産供給センター 

(京都) ロシナンテ社 

(京都) ODA改革ネットワーク関西 

(京都) NPO法人 美山里山舍・壬生京町家 

(京都) 京都 YWCA 

(大阪) （社）アジア協会アジア友の会 

(大阪) オイコクレジット・ジャパン 

(大阪) フェアトレード・サマサマ 

(大阪) おおさかユニオンネットワーク 

(大阪) 自治労大阪府職員労働組合総務支部 

(大阪) Reclaiming cafe 

(大阪) coma cafe 

(兵庫) 市民社会フォーラム 

(兵庫) (特活） アジア眼科医療協力会 

(兵庫) (財)神戸学生青年センター 

(兵庫) 参加型開発研究所 

(兵庫) Ghetto Soul Unity 

(兵庫) 生活協同組合コープ自然派兵庫 



(兵庫) みどりの未来・尼崎 

(奈良) 日本麻協会 Japan Hemp Association 

(鳥取) 偽百姓～今日もみんなで、おいしくごはん～ 

(岡山) エコウェーブおかやま 

(広島) グローバリゼーションを問う広島ネットワーク 

(高知) マイさ党 (マイルドな鎖(差)国を提唱する党) 

(福岡) みどり福岡／みどりの未来 

(福岡) 債務と貧困を考えるジュビリー九州 

(福岡) 特活）ＮＧＯ福岡ネットワーク（ＦＵＮＮ） 

(福岡) ODA改革ネットワーク九州 

(福岡) Agri-Project in 九州!!（APiQ!!） 

(熊本) NPO法人しゃんしゃんのん 

(全国) 反 TPP百姓おんなの会 

(全国) ODA改革ネットワーク 

(全国) みどりの未来  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

以上 

  

   


