
コメント 日付 国 居住地 （市区町村）

"完全に一線を越えました。つぎは教育です。そして次は、、、。" 2019/9/26 日本 文京区

"表現の自由と検閲に対して、何も知識がない政治家が多すぎます。" 2019/9/26 日本 Hirakata

"文化や芸術は国家のマスターベーションではありません。ヘイトや人権侵害を含まな
い真っ当な表現が規制を受けるいわれはありません。"

2019/9/26 日本

"賛同します" 2019/9/26 日本

"賛同します。" 2019/9/26 日本 Sumida-ku

"文化を殺そうとするものが文化庁を名乗るな" 2019/9/26 日本 大阪府

"賛同します" 2019/9/26 日本

"AHN Hae Ryong" 2019/9/26 大韓民国 Seoul

"私も賛同します" 2019/9/26 日本 大阪府

"今回の件、文化庁の振る舞いは脅迫にも近いです。抗議します。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"賛同します" 2019/9/26 日本

"政府の意に沿わない表現を規制するやり方に断固として抗議します。" 2019/9/26 日本

"国家権力による芸術文化への介入に絶対反対です。" 2019/9/26 日本 Kyoto-shi

"政府の意向から「好ましくない」表現を規制し、後から補助金の不交付を決定するな
どとても納得いきません。今回の決定が今後の文化・研究機関への検閲の前例となら
ないよう、補助金不交付の撤回を求めます。"

2019/9/26 日本

"賛同します。" 2019/9/26 日本 Shibuya-ku

"なんなら文化庁の前で直接言いたいくらい。" 2019/9/26 日本

"ありえない対応なので再考を求める。" 2019/9/26 日本

"同人作家として強い危機感を覚えます。絶対に許してはならない。" 2019/9/26 日本 Sendai-shi

"権力の検閲は許してはなりませんので賛同します" 2019/9/26 日本 Osaka

"してください、ではなくするな。" 2019/9/26 日本 東京都

"賛同します。文化を衰退させてほしくないです。" 2019/9/26
マレーシ
ア

Kuala Lumpur

"賛同します！" 2019/9/26 日本 東京都

"賛同いたします。文化庁の決定に衝撃を受けています。強く抗議し、撤回を要求いた
します。"

2019/9/26 日本 Chiba

"金は出すが口は出さないのが文化庁の立ち位置では？文化の内容まで政府に決められ
るの？アートに対して 関心のない人にとって、文化芸術への補助金は、税金の無駄使
いに見えるのかもしれない。でも、もし、ハーフだったら？LGBTだったら？些細なこ
とでも少数派だなと感じる瞬間は、誰しもあると思う。そんな小さな声を届けるの
が、アートの力の一つだと思う。民間にアートを丸投げしたら、大手企業にとって都
合のいいアートしか残らない。人と違うルーツや価値観を持っていても、等しく生き
て表現する自由はある！"

2019/9/26 日本 Sennan

"全面的に賛同します。" 2019/9/26 日本

"強く撤回を求めます！" 2019/9/26 日本 Onojo

"こんなことが許されたら、何の表現もできない。" 2019/9/26 日本 Yokohama-shi
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"許されることではありません。国による検閲に反対！" 2019/9/26 日本 沖縄

"あまりに不当であり、日本政府への悪評を決定的にする愚行です。賛同するとともに
荻生田文科相並びに宮田文化庁長官の辞職を求めます。"

2019/9/26 日本 Meguro-ku

"政府への批判も含め支援するのが、本当に豊かな社会だと感じます。" 2019/9/26 日本 北海道札幌市

"検閲は僕の人生に関係がある。今後、読んでいいか、わるいかを愚かな人たちに決め
られたくない。"

2019/9/26 日本 sapporo

"文化を殺す文化庁、駄洒落にもなりません。「検閲はしてはならない」。憲法遵守義
務違反ですよ。これ以上日本を貶める蛮行はやめてください。"

2019/9/26 日本 大阪市

"賛同します‼�" 2019/9/26 日本

"文化を守るのが文化庁じゃないの？" 2019/9/26 日本

"今回の政治家の介入と補助金不交付は不適切です。公正な申請や検討を経た芸術祭
で、表現の不自由展・その後は特に社会の公平性を問うた展示だと思います。"

2019/9/26 日本 東京

"これ以上不毛な気持ちにさせないでほしい。" 2019/9/26 日本 Setagaya

"本当に危機だと思います。" 2019/9/26 日本 ibaraki

"検閲にしか見えません。美術教育を疎かにした結果に見えて大変悲しいです。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"文化庁が文化を殺すってことがあってはならない" 2019/9/26 日本 Fukushima

"都合のいい芸術を選ぶ、という行為の浅はかさに気付いてください。" 2019/9/26 日本

"政府による検閲は二度と許さない！表現の自由の侵害は憲法違反だ！！萩生田は恥を
知れ！愛知県大村知事はがんばれ！"

2019/9/26 日本 Chofu-shi

"萩生田大臣はぶら下がり会見で、今回の補助金交付の撤回を「実現可能」性と「継続
性」が損なわれたからだとしていますが、そうなった第一の原因は、威嚇や脅迫とい
う暴力によって展示が中止に追い込まれたことにあります。申請書類に悪質な虚偽が
あったわけではなく、その内容が結果的に不十分だという漠然とした理由で、４月の
補助金交付の決定を受けて既に開催されているあいちトリエンナーレに対し、交付を
撤回するという行為は、文化芸術に対する弾圧を意味します。このような暴挙は決し
て許されるものではありません。断固抗議致します。"

2019/9/26 日本 東京都

"賛同します" 2019/9/26 日本 Tokyo

"ますます日本は芸術文化後進国になる。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"文部科学省の大臣が文化･芸術を無視かよ！ざけんじゃねーぞ！" 2019/9/26 日本 Tokyo

"この措置は「他者」の否定、様々な考え方があるという「多様性」の否定です。そこ
に文化はありません。"

2019/9/26 日本

"文化、芸術、それらに自らの都合の良いように扱おうとする政府、行政機関、権力に
ロクなものはない。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"賛同します。" 2019/9/26 日本 Osaka-shi

"即時撤回を強く求めます。" 2019/9/26 日本 栃木県

"賛同します。" 2019/9/26 日本 Tokyo
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"この日本という国にとって、この判断は文化芸術の自殺行為と言っても過言ではあり
ません。自らの興味のないこと、理解できないものは排除する、或いは無関心なまま
でいていいと考える、そんな人々が舵を取る国の未来に待っているものが何であるか
を想像すれば、今回のこの件に声をあげない訳にはいきません。この決定を、芸術に
関わる一人の人間として決して許すことはできないです。"

2019/9/26 日本

"賛同します。" 2019/9/26 日本 Tokyo,Machida-city

"賛同します。自由に表現できない社会にはしたくない。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"取り下げるというなら内容に関わる理由ではないということが立証されるような、明
確な説明を要望します。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"b" 2019/9/26 日本 Tokyo

"これ以上日本を言論、表現の自由すらない、ひどい国にするわけにはいきません。賛
同いたします。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"芸術祭の研究者・実践者として、今回の決定に反対します。「内容に関するものでは
ない」とはいえ、本件による採択済事業の不交付は影響が大きすぎます。ぜひ再考頂
きたいと思います。"

2019/9/26 日本

"日本の素晴らしい「文化」を世界中が見ている一方、実際は「文化、芸術後進国」で
恥ずかしいです。"

2019/9/26 カナダ Montreal

"きちんと説明できない理由で援助中止するのはやめてほしい。" 2019/9/26 日本

"法の不遡及の原則はどこに行った？" 2019/9/26 日本 川崎

"事実上、テロ予告者を擁護した文化庁。信じられない暴力国家です。" 2019/9/26 日本 Kyoto-shi

"多角的な視点を提供する文化的風土こそ、今の日本に必要なもの。国家がそれを潰す
のは間違いです。"

2019/9/26 アメリカ Jackson Heights

"「表現の不自由展・その後」の運営に瑕疵がないとは思いませんが、それと文科省の
今回の対応は別問題と考えています。"

2019/9/26 日本 Suginami-ku

"「文化を殺すな」もそうですが、補助金事業に対して申請業務も行う会社員として
「申請受けて交付決定した補助金は払え」と声を大にして言いたいです。これは法治
国家としての最低限のルールです。"

2019/9/26 日本 東京都

"本キャンペーンを掲げて下さりありがとうございます！一緒に声を上げられて心強い
です。"

2019/9/26 日本

"脅迫の被害者に落ち度があったかのような扱い。許せません。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"検証が十分になされないまま、このような事態となったのは遺憾です。" 2019/9/26 日本 toyota

"文化を殺すのでしょうか？ 事前にされる検閲行為よりさらに卑劣に思われます。こん
なことあってはならないと思います。"

2019/9/26 日本 Matsue

"あいちトリエンナーレ2019への補助金交付中止を撤回してください。" 2019/9/26 日本

"自分たちの意にそぐわない作品には交付しないということは、文化の破壊でしかな
い。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"芸術が為政者を賛美するものばかりになったらそりゃ変です。プロパガンダであって
アートではない。社会の活力のためにも表現の自由は重要です。"

2019/9/26 日本

"日本を文化の不毛地帯にするような権力の乱用であると思います。" 2019/9/26 日本

"こんな前例を作っては絶対に駄目です。日本の文化表現の自由を確実に萎縮させてし
まいます…。"

2019/9/26 日本 Fukaya-shi
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"賛同します。" 2019/9/26 日本 Tochigi

"脅迫電話やテロの仄めかしを行なった人々を国が認めることになるので、この補助金
不交付に抗議します。"

2019/9/26 日本

"声枯れるまで、叫び続けるから！" 2019/9/26 日本 matsumoto,nagano

"事前の要請も義務も無かった事項を理由に全額不交付にするのは、あまりに例外的な
対応であり国家の正道を外れた意図を感じます。"

2019/9/26 日本

"俺も税金を払っているぞ。" 2019/9/26 日本

"文化の未来のためにも、今回の措置には断固反対します。" 2019/9/26 日本

"真面目にやってきた文化庁と文科省の職員が本当に気の毒でなりません。大臣か前大
臣かわかりませんが、このような暴挙を撤回しない限り、日本の文教行政が破壊され
てしまう。許されないと思います。"

2019/9/26 日本 Kawasaki

"憲法違反です。" 2019/9/26 日本

"このような正当性のない理由で後から補助金を打ち切るという行為は芸術に対するま
ぎれもない暴力であり、政府による言論統制であると考えます。補助金打ち切りに断
固として反対します。"

2019/9/26 日本

"文化人達よ権力に負けるな！" 2019/9/26 日本 Tokyo

"ここは絶対に譲ってはいけないと信じます。" 2019/9/26 日本

"おまけに言うと、自民党は文化を殺すな。さらに言うと、日本会議は文化を殺す
な。．．．以上。"

2019/9/26 日本

"なんと言ったらよいのか。これまで長きに渡りコツコツと積み上げてきた『文化的』
と言われる、道徳が積まれた雰囲気をこんなに簡単になし崩しにしないでほしい。"

2019/9/26 日本

"若い芸術家の一人として、このキャンペーンに賛同いたします。" 2019/9/26 日本

"萩生田文科大臣は即辞任せよ" 2019/9/26 日本

"同意。ニュースの一報を見た時は耳も目も疑った。私はどんなことがあっても静観を
決め込むとばかり思い込んでいた。どちらにも肩入れしないと。良いも悪いも判断し
ないと。一体これはどういうことだ。"

2019/9/26 日本

"これは文化庁自体の自己否定だと思う。文科大臣は「加計問題」などで官僚が「抵
抗」した文科省を「粛清」しに大臣になって乗り込んできた男。そういう人間のやり
放題にさせてはいけない。文化庁長官を超えて文科相が勝手に記者会見（ぶら下が
り）したりしていうのを見て、宮田さんは「抗議の辞任」などをしてもよいのではな
いのかな？"

2019/9/26 日本

"これを見逃せば日本の独裁化は止められなくなります。アベファッショを食い止めな
ければなりません。"

2019/9/26 日本 神奈川県

"どうにでもなれって気分だけど、それでは本当に終わってしまうから。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"国家にとって気に入らないものは、モノを言わせない、助けない、育てないというの
か。支援を打ち切って文化を干上がらせようというのか。文化庁の判断は間違ってい
る。すみやかに撤回すべき。"

2019/9/26 日本 Kasugai-shi

"藤井雅実" 2019/9/26 日本 Kai

"こんなことありえません。これ以上ダメな国にしないで。" 2019/9/26 日本
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"一旦決まった話をこの一件で見せしめのように取り下げることは、今後の日本の表現
の自由または市民の文化を破壊することになる。文化は民衆のものだ！日本をつまら
ん国にしないでほしい"

2019/9/26 アメリカ New York

"見た人の気持ちを考えろと何も見ないようにすれば、知らなかったという無神経な人
間が増えるだけだと思う。"

2019/9/26 日本 神奈川県

"今すぐ撤回してください！" 2019/9/26 日本

"文化庁に抗議します。" 2019/9/26 日本

"日本の文化を殺さないでください" 2019/9/26 日本 東京

"文化庁が文化を破壊するなよ" 2019/9/26 日本 Tokyo

"国家が 国民の人権や表現の自由を 脅かし、国民に一歩でも 譲らせるようなことが起
きた場合、 遠からずそれは、百歩譲らせる事態に繋がる。この国の政府はかつて それ
を行ない、悲惨な戦争を仕掛け、アジアの平和を乱したことを忘れられようか！"

2019/9/26 日本

"こんな暴挙はありえない！" 2019/9/26 日本 Tokyo

"『文化芸術の「多様な価値」を活かす』(文化庁HPより)のが文化庁の目的。なのに、
『文化を殺す』という事があってはなりません。"

2019/9/26 日本

"大事な事を決める機関の文化庁が憲法第21条の表現の自由は守らない方針で展示再開
へ向けての協力は皆無、更に補助金不交付にするといった法律違反まで犯すというの
は言語道断です。これが日本の機関のやる事ですか？日本の恥です。今すぐ補助金不
交付を撤回し、検閲を辞めてください。"

2019/9/26 日本 滋賀県

"明らかな憲法違反の判断。許せません。" 2019/9/26 日本 Mitaka

"権力側の文化検閲を許すな！" 2019/9/26 ギリシャ

"賛同します。納得できる理由が示されていると思えません。こういうことがまかり通
る未来に進みたくないです。"

2019/9/26 日本

"表現の自由を侵害しないでほしいアートはエンタメコンテンツなのではない快か不快
か等ではなく、いかなる表現も権力に制限されるものではない配慮は必要ではあると
は思うが、一般世論の表面的なムーブメントに表現の可能性を潰されてはいけない国
民の自由と権利を侵害しないでほしい"

2019/9/26 日本 Tokyo

"文化を職掌とする館長は強く自律的であるべきだ。" 2019/9/26 日本 Adachi-ku

"賛同します。" 2019/9/26 日本 Kyoto

"あり得ないとしか言えません。" 2019/9/26 日本

"明らかな弾圧だと思います。この国に生きている私は、すなわち表現をするものであ
る私は、声を上げ、断固として撤回を求めます。"

2019/9/26 日本 野々市市

"#FUCKJAPAN !!!!!!!!!!!!!!!!" 2019/9/26 日本 東京都

"これは明確な検閲であり、また芸術家らの芸術活動を踏みにじるものでもあります。
絶対に許せません。"

2019/9/26 日本

"文化を殺すな！" 2019/9/26 日本 北海道

"賛同します。" 2019/9/26 日本 Iga-shi

"わたしは賛同いたします。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"賛同します。むちゃくちゃだ。" 2019/9/26 日本
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"文化芸術って、無くても死にはしない類のモノだけど、それら表現の総ては、人々の
内心の自由を象徴しているのだよね。自分の生活に直接的に関わりないと思ってい
たって、全ての人々にとって大切なモノなんだ。芸術への検閲は許されない。"

2019/9/26 日本

"現代アートのみならず音楽や文学、映画、などの文化を愛する者として、今後の表現
の自由を享受することを阻害される可能性があるこの文化庁の決定には断固反対で
す。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"表現の自由を、自由な言論を、圧力でもって押しつぶすことは許しません。" 2019/9/26 日本

"芸術監督が下手な対応をしたことと、これは別の問題だろう。" 2019/9/26 日本 Setagaya-ku

"補助金不交付の撤回を求めます。" 2019/9/26 日本

"文科省の仕事は文化を守り、育てることだ。潰すことではない。" 2019/9/26 日本 Nerima-ku

"文科大臣が変わったのはこれがやりたかったからですね、きっと。" 2019/9/26 日本 Omihachiman-shi

"この問題が一挙に政治化しました。運動の輪を広げてゆくことが非常に重要です。単
なる芸術や文化の範囲を越える個人の尊厳に触れた問題になってしまいました。がん
ばりましょう。広げてゆきましょう"

2019/9/26 日本 Tokyo

"なぜ今になって無しにするのか、納得出来ない。" 2019/9/26 日本 saitama

"賛同します。こんな弾圧行為は許せません。" 2019/9/26 日本

"このクソのような判断を下した、汚らわしい文化庁長官と文部科学大臣は「文化」や
「文部科学」を司る役職にふさわしくない。即刻辞職すべき。"

2019/9/26 日本 東京都

"もちろん賛同します。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"検閲は憲法で禁じられています。今回の文化庁の行為は、事実上の検閲に当たるのは
明白です。文化を殺さないで！"

2019/9/26 日本

"検閲反対！表現の自由を守れ！" 2019/9/26 日本

"表現の自由を奪わせてはならない。賛同します。" 2019/9/26 日本 Shizuoka

"支援します" 2019/9/26 日本

"文化に対する冒涜を断固拒否する" 2019/9/26 日本 Tokyo

"このような前例を作ることは日本という国の文化の衰退に繋がるので、避けなければ
ならないと考えます。"

2019/9/26 日本 流山

"手続き上の瑕疵ということにしてすでに決まっていた補助金を取り下げるなど言語道
断。こんなことを許したら、今後、政権の意に沿わない内容のものはすべてこの理屈
で排除できることになる。そもそも、あらゆるライブパフォーマンスは「事前に内容
がすべて決まっている」なんてあり得ない。もしすべて事前にわかっているものしか
上演できないとしたら、オペラだって再演しかできないことになる。あいトリ、美術
展という個別の問題を超えて、あらゆる芸術表現に関わる人は一斉に立ち上がらない
といけないぐらいの大問題だと思う。"

2019/9/26 日本 Ota-ku

"そう自殺なのです。" 2019/9/26 日本

"文化庁は文化の敵。" 2019/9/26 日本 東京都

"言論の自由を！" 2019/9/26 日本 神奈川県

"国家の検閲に繋がるような行為に反対します。" 2019/9/26 日本 東京

"事実上の検閲ですね。絶対に許してはいけません。検閲が殺すのは文化ではなく自由
です。"

2019/9/26 日本
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"特に＜日本はテロと戦う気がないと全世界に発信するばかりか、文化庁が脅迫に手を
貸すというメッセージにもなりかねません＞という部分に賛同します。"

2019/9/26 日本 Itoshima-shi

"民主主義を脅かすあるまじき行為。" 2019/9/26 台湾 Taipei

"文化表現は自由です。誰にも奪う権利はない。" 2019/9/26 日本

"断固、補助金交付の取りやめに反対します。検閲を超える、おそるべき状況です。日
本はアート・言論へのテロルを肯定する恐怖国家であると、世界に知らしめることに
なってしまいました。このような状況下において、本邦では国際的なアート展は二度
と行うことはできないでしょう。そのような判断をするに到った経緯を追求して明ら
かにしたうえ、文化庁は愛知県ならびにトリエンナーレ運営側へ謝罪し、これまでの
対応により失われた機会を補償すべきです。"

2019/9/26 日本

"政府の意に沿わない企画をやらせないという意図が見え見えのやり方。内容に踏み込
んでないとは言わせるな！"

2019/9/26 日本 東京都

"現政権と名古屋市長は「黙れ」と言っている。表現者と市民からことばを奪ってはな
らない、断じて。"

2019/9/26 日本 福岡市

"忖度しながらの表現ならいいのか。ありえないし。" 2019/9/26 日本

"人と人は助け合い、支え合うためにいる。争い、貶めるためではない。この国の良心
を問いたい。"

2019/9/26 日本 杉並区

"日本に生まれ育って、この国を愛してるこそ、賛同します。萩生田！お前馬鹿だろ！" 2019/9/26 日本 Tokyo

"文化庁の任務の一つは、『文化の振興その他の文化に関する施策の総合的な推進並び
に(以下略)』であって、今なされようとすることは、まさに自らの存在意義を否定する
ものにほかならないと考えます。良識を持って再考されることを強く期待します。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"文化庁及び政府に強く抗議します。萩生田大臣は、「展示内容が維持できていない。
申請内容と異なる」と言っている。テロ予告によって展示変更をしたことで補助金を
打ち切る国など前代未聞だ。国家が犯罪者の意思に肩入れしたのだ。国家先導による
犯罪であったと言われても仕方ないのではないか？いま、政府があいちトリエンナー
レに対して行っていることは、憲法で保障されている、個人の尊重や表現の自由を踏
みにじる行為であり絶対に許されない。「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」と訂
正した、自民党草案の憲法に既に変わったと勘違いしているのか？これ以上、国民の
権利を蹂躙するな。"

2019/9/26 日本

"ハギュウダ配下の文化庁は表現の自由を理解できていない。" 2019/9/26 日本

"2019年と思えない野蛮な判断です。撤回しかありえません。文化が衰えればゆくゆく
国が滅びてしまいます。"

2019/9/26 日本 岡山市

"ひどい事態になっている。事前の申請内容が不十分だったと文化庁がハシゴを外す。
こんなことがまかり通っていいのでしょうか。日本の芸術文化制度に未来がなくなる
ことを意味すると思う。これこそ表現の不自由への暗黒の道の始まりではないでしょ
うか？ 怒りが抑えられません。文化庁は「あいちトリエンナーレ2019」に対する補助
金交付中止を撤回してください。「文化庁は文化を殺すな」まさにこの言葉に尽きる
と思います。"

2019/9/26 日本

"だいたいなぜ文科省長官ではなく文科大臣が発表しているんだか？発表している内容
とは真逆の姑息な二枚舌アピールも汚らわしい。ここまで国の文化を穢し貶めること
に恥はないのか？"

2019/9/26 日本 Higashikurume, Tokyo



コメント 日付 国 居住地 （市区町村）

"作品を見て感情がざわついたり嫌悪を感じたりしたら「何故こんな作品を作ったの
か？作らざるを得ない気持ちとはどんなものであったのか？」って知ろうとするのが
正しい反応でしょう、また「その作品を排除した者の都合や経緯はどんな物だったの
か？」って事も知りたくなるのが普通だと思うし、そうやって理解を深めてゆくのが
目的のはずです。今回の過剰な拒否反応、だらだら続く政権、倦怠感、嫌韓、嫌中、
幸福感が低い国民...「なんだこれ！」って思ったらさ「なんでそうなった？」「なん
でこれ作ったのか？」ってとこまでぐぐっと踏み込もうよ！直ぐに馬鹿みたいなコメ
ントしたり、拒否する前にさ！"

2019/9/26 日本 koshigaya

"国家による言論弾圧はここで止めねばならない" 2019/9/26 日本

"芸術表現も政策に沿ったものにするという発想は、社会主義、共産主義そのものとし
か思えないです。異論に対して向き合ってこそ自由主義国家だと思います。"

2019/9/26 日本 Fukuoka-shi

"人としての感性と多様性、社会性を貧しくする原因は国の判断や思う。" 2019/9/26 日本 愛知

"いとも簡単に事前審査を否定しないでください。危険に晒された関係者たちをちゃん
とテロリズムから守ってください。気に入らないから撤回するだなんて育児放棄のよ
うです。再考願います。"

2019/9/26 日本 Saitama

"検閲の前例を作ってはいけない。どんどんきつくなって、いずれ他人事ではなくな
る。そこまで来てしまったらもう手遅れ。"

2019/9/26 日本 埼玉

"文化庁のお役人さん、文化とは何か、表現の自由とは何か、もっと勉強してね。" 2019/9/26 日本

"賛同します！" 2019/9/26 日本 Minamiarupusu-shi

"その作品を観て自分がどんな反応したかは自分を知るきっかけになる。人がどう思お
うと自分と作品の対話を楽しむのがアートでしょ？"

2019/9/26 日本

"今ならまだ戻れます。補助金交付中止を撤回してください。" 2019/9/26 日本 京都市

"クソだろ！国や日本を礼賛するような表現しかできないのかこの国は！" 2019/9/26 日本

"賛同します！!" 2019/9/26 日本

"豊かな社会であるために、応援します！" 2019/9/26 日本 群馬

"賛成!" 2019/9/26 日本 Kumamoto

"賛同します。" 2019/9/26 日本 Maniwa-shi

"絶対おかしい！！" 2019/9/26 日本

"この動きの先には誰にも等しく地獄が待っているのだ。逃れられる人などいない。" 2019/9/26 日本

"表現の自由が私たちにないということを痛感しました。" 2019/9/26 日本

"各国の文化統制の愚かな歴史を批判的に学んできた芸術大学出身者として。" 2019/9/26 日本

"陰湿な文化弾圧をやめろ！恥を知れ、日本政府！" 2019/9/26 大韓民国 Seoul

"このようなことが許されると行政への批判的な視点からの検証が萎縮します。表現行
為に対して行政が恣意的に補助金の支給不支給を決めることは民主主義国家として
あってはならないと考えます。"

2019/9/26 日本 Chiba

"この文化庁の決定は、信じがたい暴挙ですね" 2019/9/26 日本

"この問題は由々しき事態であり、緊急にアピールする必要があります。" 2019/9/26 日本 Kyoto-shi

"ホント殺すな！馬鹿どもが！" 2019/9/26 日本 Hino

"全ての方がそれぞれにやれる事を願います" 2019/9/26 日本 東京
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"ここまで来ちゃったけれど、ここで押しとどめましょう。" 2019/9/26 日本 Saitama

"これが当たり前になってしまうと、日本は文化に対して理解の無い国と世界中に晒し
ている事になりかねません。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"誰かを忖度しての決定なのでしょうか？！あらゆる表現、価値観を認められないのは
全くセクシーでなく、美しい国でもありません。最低です。検閲反対。"

2019/9/26 日本

"こんなことしてたら、文化は廃れます！" 2019/9/26 日本 東京都

"多様な意見や価値観を認める行為が「許されない」と国が太鼓判を押すような事態で
すね。"

2019/9/26 日本

"権力はいつの時代も「表現」に対して時に身構え、時に利用し、時に弾圧する。する
けど｢自由」の建前さえ無視するあからさまな力の行使を憚らない時代の到来にはやっ
ぱり危機感を持って対応しないとですね。"

2019/9/26 日本 suginami, TOKYO

"国家や軍部の関与の程度がどれほどだったかは諸説あるとしても、戦争によって性奴
隷にされた人々がいることははっきりしている。もうそのようなことが起こらないよ
うにと願いを込めた像を作ることがなぜいけないのか。アートを通して、かつて争い
あった国と国の人々で、それぞれの目線から見た戦争の記憶に触れ考える機会を作る
という、まっとうな文化的営みを文化庁はなぜ支援できないのか。今回の文化庁の判
断は、過激な脅迫行為を行なった者を免罪し、被害を被った展覧会主催者をさらに追
い込むものでしかない。文化庁は文化を守れ。表現の自由を守れ。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"法治主義を無視するやり方は、表現の自由だけでなく、民主主義自体を壊す行為で
す。社会に、法は無視してよく、不公正でいいのだ、という悪しきモデルケースを、
行政が示す行為です。このほころびが巨大になる前に自ら撤回をしてほしいと思いま
す。"

2019/9/26 日本

"そもそもなんで取り消し？そして、被害者ではあるけど、なんで従軍慰安婦、ってな
ると反日？それはテレビもたけれど。お金をぼったくろうとしている悪どい人、みた
いなイメージを強く持ちすぎる人多すぎて気持ち悪い…"

2019/9/26 日本 東京

"今回の決定はありえません。これ以上、日本を文化後進国にしないためにも、キャン
ペーンに賛同します。"

2019/9/26 日本 愛知県

"撤回理由がきわめて不当で悪質ですらあります。こんなことを許してはならない。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"安倍政権はどこまで勝手なことをするのか。やりたい放題" 2019/9/26 日本

"｢向こう側｣と同じような攻撃的な語彙は使わない。非難こそ冷静にすべき。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"あいちトリエンナーレの内容がどういうものかはさておき、この文化庁の決定は無茶
苦茶です。これは許せない。"

2019/9/26 日本

"「文化庁」とかいう名前は下ろした方がいいと思います。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"文化は多様であるべきです。それを認めないなんて、先進国ではありません..。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"現政権による理不尽な抑圧に断固反対します。" 2019/9/26 日本

"署名致します。絶対にあってはならないことです。" 2019/9/26 日本

"文化を守り育てるのが文化庁の仕事でしょう。今回の補助金不交付決定は信じがたい
蛮行です。"

2019/9/26 日本

"あまりのことに絶句しました。〈意に沿わない表現〉は様々な手段を使って押し潰し
服従を迫るべき？この決断を下した方々にこそあいちトリエンナーレを見てほしい。
まさにあなた方の振る舞いが作品にされているんですよ。"

2019/9/26 日本 奈良
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"文化庁は「我々は誰が何と言おうが表現の自由を守ります」とアピールするチャンス
だったのに、オウンゴールを決めました。方針を撤回すれば、挽回のチャンスはあり
ますよ。"

2019/9/26 日本

"あいちトリエンナーレを実際に観に行って、素晴らしい展示内容であることを実感し
ています。検閲と言えるこのような決定を認めることはできません。"

2019/9/26 日本 hokkaido

"表現の銃を撃つよ、オレ。" 2019/9/26 日本 Chofu

"文化を国の在り方を壊そうとしています。絶対に許せません。" 2019/9/26 日本

"賛同しました" 2019/9/26 日本

"終わりの始まりのように思います。終わりの終わりかもしれません。" 2019/9/26 日本 東京都

"あり得ないです。ほんと、許せません。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"いい展示もあった。良き方向に向かうことを望む。" 2019/9/26 日本 京都

"文化庁の決定にはまるで納得が行きません。交付中止の撤回を求めた上で、知事と文
化庁とのしっかりとした話し合いが出来るよう望みます。"

2019/9/26 日本

"文化庁の人間は脳みそが石で出来てんですか？激しい怒りと共に強く賛同します。" 2019/9/26 日本

"文化を殺すな。" 2019/9/26 日本

"何から何まであまりにひどい。ひとまず賛同。" 2019/9/26 日本

"検閲になる扱いは反対です。" 2019/9/26 日本 Sapporo-shi

"表現の不自由展、あいちトリエンナーレだけの問題ではなく、今後あらゆる表現が国
民の税金を人質にされて、国家による検閲によって萎縮・自己検閲していく。そんな
「不自由」な国にしてはいけない。"

2019/9/26 日本 広島

"後出しジャンケンやってる国は信頼されない。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"全面的に支持します。" 2019/9/26 日本 Kakamigahara

"多様な文化に触れることで救われる人がいます。" 2019/9/26 日本

"賛同します。文化庁が政権や右翼の顔色見てどうするんですか!?　脅しをかけてアー
トの可能性を潰す勢力に加担するようなことは絶対反対です。交付金は当初の予定の
通り交付して下さい。それが文化を重んじ、自由な表現活動を支援する文化庁の仕事
です。"

2019/9/26 日本 Kyoto

"これは文化庁による検閲であり文化破壊です。強く抗議します。" 2019/9/26 日本 東京都

"アートを自由に楽しむ権利はたとえ国にでも奪われたくはありません。" 2019/9/26 日本 Takatsuki-shi

"頑張ってください。" 2019/9/26 日本 Nagano

"今日という日付けを、歴史の汚点として刻まれるのを是とするのでしょうか？悲観的
になっていますが、これが最後の分岐点でしょう。自由を手放すのか、どうかの。"

2019/9/26 日本 Saitama-Shi

"絶対にここで止めないと、僕らの子供達その子供達が自由に何かを表現できなくなっ
てしまう。本来のアートが失われてしまう！"

2019/9/26 日本 Matsudo

"結論を決めている者たちがいて、文化庁の役人はそれに後付で理由をつけるペーパー
ワークをやっているだけだろうが、我々はまっとうに抗議し、その声を大きくしてい
こう。"

2019/9/26 日本

"なぜアートがこんなに息苦しくならなければいけないのでしょうか、賛同します" 2019/9/26 日本 Tokyo

"議員などから圧がかかったため、理由をこじつけて取り消したのでは。許してはいけ
ないことだと思います。"

2019/9/26 日本
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"芸術に政治が口出しするな！" 2019/9/26 日本 Kawasaki

"どう考えてもおかしい。" 2019/9/26 日本

"文化庁は、脅迫やテロに屈するという悪しき前例をつくってはなりません。適正な審
査を経て採択された文化事業に対し、事業実施中に交付を取り消すことがあってはい
けないと思います。国際的にも、最悪のメッセージです。"

2019/9/26 日本 Wako, Saitama

"これは完全に検閲、絶対に認められない。" 2019/9/26 日本 Kochi-shi

"政府の意向で表現の自由が認められなくなる不自由な国に、明るい未来は絶対ありま
せん。"

2019/9/26 日本

"補助金交付中止に抗議します。撤回を求めます。" 2019/9/26 日本 Yamagata

"誰かが表現を行う機会も、誰かがその表現と対峙する機会も、奪う権限は誰にもな
い。今回の文化庁の判断に強く抗議します。"

2019/9/26 日本 Aichi

"自分の意に沿わない表現は許さない、とか言う国になりたくない！" 2019/9/26 日本 Setagaya-ku

"わたしたちの税金を表現の自由を圧殺することに使わないでもらいたい。" 2019/9/26 日本 渋谷区

"役人が脅迫行為にお墨付きを与えたことになる。そんな文化はこの国には要りませ
ん。"

2019/9/26 日本

"アメリカの遺伝子組み換えトウモロコシや、兵器、吉本興業の謎の教育事業にばっか
りお金出してないで、文化、芸術、教育に素直にお金を出して欲しい。そもそも国民
の税金の使いみちはしっかり国民からしっかり監視されるべきだと思う。"

2019/9/26 日本 東京都板橋区

"今回の判断は憲法が違反です。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"自分の首を締めるようなことはしてはいけないです。" 2019/9/26 日本

"とうとうここまできちゃいましたか、感。とはいえ呆然としてるわけにはいかない。" 2019/9/26 日本

"文化庁は自ら、関連法に背くような事をするのか？" 2019/9/26 日本

"主権在民への攻撃は許さない。" 2019/9/26 日本 Ueda

"どんな理由であれ、表現が外部の圧力によって、ちびっとでも、形を変えることを容
認はできません。"

2019/9/26 日本

"この度の文化庁による補助金の不交付は紋切り型の審査を自ら行い一部の人間からの
脅迫など圧力に屈した結果検閲という暴挙に出るという許しがたいものです。市井の
人のひとりとして断固抗議するとともに不交付撤回を要求いたします。"

2019/9/26 日本 Sapporo-shi

"文化を殺すな！" 2019/9/26 日本

"第二十一条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。"

2019/9/26 日本 Kyoto

"補助金撤回は脅迫への賛同となる行為で許されない。予定通り補助金を支出すべき。" 2019/9/26 日本

"役人ごときに文化がわかるのか？" 2019/9/26 日本

"抗議に賛同します。文化庁が文化を殺しにかかってはこの国はどうなるのか。非常に
危惧します。"

2019/9/26 日本 吹田市

"後出しジャンケンのような補助取り消しは事実上の検閲。文化の自立性への否定は近
代国家であることを自ら否定する暴挙であり許されない。"

2019/9/26 日本

"何のために文化庁があるのか。誰のために官僚はいるのか。それを考えればありえな
いことだと思います。殺すな。文化を。"

2019/9/26 日本 Chofu

"いよいよなりふり構わなくなってきましたよね。" 2019/9/26 日本 神奈川県
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"強い怒りを覚えます。生命線の一つである経済的な支援を、後になって断つことは、
あってはならないことだと考えます。真摯な説明、および、補助金交付中止の撤回を
求めます。"

2019/9/26 日本 Komae

"賛同します。" 2019/9/26 日本

"強く賛同。文化庁に対して怒りが収まらない。文化庁が文化を抑圧している。特定の
文化事業にだけ恣意的な検閲を加えている。表現の自由、思想・信条を守るために
も、開催中のアート展を踏み潰すような行為は許されるはずがない。"

2019/9/26 日本 New York

"何が大切か、考えて直してください。" 2019/9/26 日本 東京

"こういう一つ一つの愚行の積み重ねが国を確実に蝕み、滅ぼしていくのだと思いま
す。私はアートに詳しい人間ではありませんが、文学や音楽は大好きです。好きなも
のを好きと誇り、楽しめる当たり前を残したいです。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"自由を奪うな。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"あいちトリエンナーレは表現の不自由展以外は開催されており、それに対しては助成
金の不交付の理由にはあたらない。行政として公正な判断であると言い難いし、この
ような先例はつくるべきではない。"

2019/9/26 日本 Osaka

"検閲を超えた「事後規制」という明白過ぎる違憲行為。直ちに撤回せよ。" 2019/9/26 日本

"文化庁は「文化」の看板降せ" 2019/9/26 日本 Yokohama-shi

"「文化」を守る為に賛同します." 2019/9/26 日本

"賛同します。" 2019/9/26 日本 埼玉

"世界なら流れにも民主主義という日本の根幹にある考え方にも、今回の措置は反して
いると考えます。"

2019/9/26 日本 Chofu

"あいちトリエンナーレ、「表現の不自由展、その後」はみられませんでしたが、とて
も心動かされる展示がたくさんありました。何度も涙しました。スタッフの方たちも
優しく情熱があり、名古屋市、豊田市が大好きになりました。アートの力を感じまし
た。文化庁の補助金はみんなの税金。このようなすばらしい取り組みにこそ使ってほ
しい、と思います。一部の人たちで勝手に決めないでほしい。撤回を求めます。"

2019/9/26 日本

"ついに公権力が一線を超えてきましたね。百害あって一利なし。意思決定プロセスを
公開すべきだしまず不当。"

2019/9/26 日本 Koto-ku, Tokyo

"憲法違反の可能性が高い。今ここで権力の暴走を止めなければならない。" 2019/9/26 日本 Saitama

"したで" 2019/9/26 日本

"賛同致します" 2019/9/26 日本 Tokyo

"国のさじ加減で国に都合良いものばかりになっていけば、自由は無くなります。つま
り、国が表現をコントロールすることになってしまいます。撤回するべきです。"

2019/9/26 日本 Kyoto-shi

"ある一つの展示で物騒な内容ゆえ特別に警備が必要であることを伝えなかったから、
その展示以外も全て不交付。この判断はつまり、物騒な内容の展示はするんじゃねえ
ぞと脅しているに等しいです。"

2019/9/26 日本

"《文化庁が、「あいちトリエンナーレ2019」に対する補助金不交付を決定しました。
私たちはこれに強く抗議し、方針の撤回を文化庁に要求します。》賛同して署名しま
した。"

2019/9/26 日本 神戸市

"脅迫という暴力行為の前に文化がかくも無力さを露呈させては、この国の未来に希望
を持てない。恥を知れ、文化庁。"

2019/9/26 タイ バンコク
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"賛同します" 2019/9/26 日本

"政府のご意向に沿った都合の良いの画一的な世界観のみ描かれる作品しか世に出ない
ような検閲国にしたくないです。"

2019/9/26 日本

"こんな検閲を許したら、この国の文化は死にます。" 2019/9/26 日本 Kanie

"賛同いたします。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"文化庁だけでなく、全ての責任を津田さんだけに押し付けた評議会もどうかと思いま
す。"

2019/9/26 日本

"表現の自由を｢規制｣｢統制｣するってなんだ？管理国家じゃねえか（怒）" 2019/9/26 日本 Nagano-shi

"賛同します。" 2019/9/26 日本 Osaka

"とても悲しい。" 2019/9/26 日本 Kumamoto

"文化的後進国に堕ちることを断固拒否する。" 2019/9/26 日本 港区

"文化庁から表現の自由をまもるんた。" 2019/9/26 日本 Fukuoka

"文化庁は日本の文化、芸術を潰すつもりか。表現の自由を返せ！" 2019/9/26 日本

"ありえません。" 2019/9/26 日本 名古屋

"文化を殺して何が残る？国の機関が国を殺そうとしている。本当に愚かだし、恐ろし
いこと。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"これが前例になってしまうことに絶望を覚える。賛同者が増えますように。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"賛同します。" 2019/9/26 日本 Sendai

"人権擁護のアートへの補助金撤廃なら、人権蹂躙の安倍政権への納税の義務も撤廃す
べき。政権や一部の人間の主張で補助金撤廃とは、全く「公正中立」じゃない。自分
達に都合良いところでばかり「公正中立」なんて言って。"

2019/9/26 日本 Kofu

"このままでは行き着く先が恐ろしい。文化庁には絶対に撤回してほしいです。" 2019/9/26 日本 Tsukuba-shi

"文化庁の方々もこれまで色々勉強してきて日本の文化の為に貢献してきただろうに、
今回、上からの圧力に屈してしまったのは残念です。"

2019/9/26 日本 鹿児島

"断固抗議！" 2019/9/26 日本

"賛同します。" 2019/9/26 日本 GIFU

"どのような信念や思想信条などの持ち主であろうと、誰も彼もが例外無くこの愚策の
「火の粉」をかぶることになるだろう、と考えます。だから、賛同します。"

2019/9/26 日本

"こんな酷い事を決して許してはいけないと思います。政権に沿うようなものだけを
アートと認めるのアートをアートではなくします。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"表現は自由！" 2019/9/26 日本

"時代錯誤の愚策。憲法違反である。" 2019/9/26 日本

"検閲よって表現の自由を潰す蛮行！鬼の首を取った心算だろうが天に唾吐く行為は必
ず己に戻って来るのが道理！明治等戦前の時代と大きく異なる世界、文化潰える国に
繁栄なし♪"

2019/9/26 日本

"ボクらの国がまだ間に合うことを示すために。" 2019/9/26 日本

"これは国家権力による弾圧です。許されません。" 2019/9/26 日本
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"「表現したいことがあるなら自分たちで勝手にお金を集めてやればいいのだ、税金に
頼るな」と言う意見を見かけたが、そういう問題ではない。政治や権力と文化の関係
について、気に入る気に入らないはともかくとしてその議論の場、発信の場は公的に
設けられ、公的な資金によって支えられてよいのだという、その仕組みじたいがもは
や権力側の一存によって維持されなくなってしまうことが問題なのだ。ましてや、運
営やアーティストの生活や制作がかかっている補助金を、事後になって交付をやめる
というのは、汚いやり方で梯子を外したと謗られても仕方ない。それ以前の問題とし
て、権力側が気に入らない人間は不幸な仕打ちを受けてもいい、と思い込み、その通
りの行動を起こすのは軽率にすぎる。それはいまの政権全体に蔓延する病的な通念"

2019/9/26 日本

"「表現の自由」と「展示内容が不適切という意見」は当然同列に語れるものではな
い。それをわかった上で他ケースとは違う制度で手続きの不備を突き、実質表現の自
由を規制するという悪質極まりない手法。絶対に許せない"

2019/9/26 日本

"変です。" 2019/9/26 日本 Meguro-ku

"諦めずにじたばたしましょう。" 2019/9/26 日本 東京都

"何様のつもりなんでしょ！自ら文化を滅ぼそうとするなんて。" 2019/9/26 日本

"あいトリへの補助金を不交付が決定したことは美術に限らず文学や音楽といった芸術
表現の自由が脅かされる前例を作ってしまったものだと思います。ただちに撤回する
ことを求めます。"

2019/9/26 日本

"賛同します！" 2019/9/26 日本

"民主主義の根本である言論の自由を脅かす愚行です。" 2019/9/26 日本 Kyoto-shi

"これは民主主義の根幹に関わる問題です。" 2019/9/26 日本

"こんな事を許していたら日本は完全に終わります。表現の自由をどんな事があっても
守ります。憲法違反は許さないです。"

2019/9/26 日本 Yokohama

"ナチスの「退廃芸術」指定を思い出します。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"文化の検閲反対です" 2019/9/26 日本 杉並区

"賛同します。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"行政を含む政治は公正でなければならない。公正のために重要なのは、あらかじめ合
意された手続きに則って意志決定されることだ。"

2019/9/26 日本

"文化庁の本来の役割を思い起こしてください。このような検閲を通してしまって本当
にいいのですか？"

2019/9/26 日本

"自由な表現を封殺することは全く文化的ではないと思います。" 2019/9/26 日本 Matsuyama

"納税者である私は、不良品と言われる高額な武器を買うくらいなら、このトリエン
ナーレの補助金として使って欲しい。"

2019/9/26 日本

"文化庁が『あいちトリエンナーレ2019』の補助金交付を中止したことに対し、撤回を
要求します。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"表現の自由は民主主義の根幹です。補助金の圧力を使う国の事実上の検閲に大変な危
機感を持っています。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"とても悔しい。がんばれ！" 2019/9/26 日本 Nagano

"文化庁と銘打っておきながら、結局、表現の自由を守れない。権利を保証できない、
むしろ侵害する。情けない国だ"

2019/9/26 日本



コメント 日付 国 居住地 （市区町村）

"なんだかもう論理とかどうでもよくて脅せば都合の良いようになるだろうという考え
が蔓延しているように思う。どこで歯止めをかけるか。"

2019/9/26 日本

"すべての基礎は文化だ、充実した自由な国を目指して！" 2019/9/26 日本

"ディストピアは暗い未来予測ではなくてすでに始まっているのかも。" 2019/9/26 日本 兵庫県

"差別に根付く脅迫をする者たちの後押しをするような公権力の使用は許さない。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"厳しい情勢の中で芸術がまだ社会への抵抗力となることを願い、賛同いたします。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"　見たいものは見たい　ただ券ですけど「文化行政」が笑いモノになりゃせんの！？
(中京圏にて)"

2019/9/26 日本 愛知県名古屋市

"このキャンペーンに賛同します。今回、展示が中止に一旦追いやられた原因は事業の
内容に問題があったのではなく、あいちトリエンナーレ「表現の不自由展・その後」
に対する誤った認識に基づくテロ予告や脅迫が相次いだ事によるもの。文化庁は本来
ならば、表現の自由のもと、文化を不当な暴力から守るためにこの事業を支援するべ
きであり、補助金交付を撤回するという判断はそれの真逆をいき、憲法の下保障され
ている表現の自由を侵害する行為です。"

2019/9/26 日本

"展示の内容や思想・主義には賛同しませんが、補助金交付を中止することには断固反
対です。"

2019/9/26 日本

"こんなことは、許されてはいけないと思います。" 2019/9/26 日本

"検閲であり関係者が突然負債を負うことになる非道な行為です。ふざけんな！" 2019/9/26 日本 Tokyo

"脅迫者の行為を肯定するような愚かしい判断、文化の発展ではなく萎縮を促す行為と
しか思えません。この国の文化を愛する一国民として撤回を強く望みます。"

2019/9/26 日本 東京

"これでは日本を自慢できない。" 2019/9/26 日本

"賛同します。" 2019/9/26 日本 Setagaya

"今闘わなきゃ行けないんだと思う。" 2019/9/26 日本 Kanagawa

"後出しジャンケンやめてください。このままでは暴力に屈した政府です。正義と勇気
のある行動を期待します。"

2019/9/26 日本

"この理屈がまかり通ってしまっては、健全な芸術活動が阻害されてしまいます。" 2019/9/26 日本

"これは許せない。" 2019/9/26 日本 Fukuoka

"専制政治。全体主義への完成になります。断固反対。絶対に反対。こんな恐ろしい事
をゆるしてはならない。良心の残ってるメディア関係者は声をあげて下さい。"

2019/9/26 日本

"補助金交付の中止に断固反対します。" 2019/9/26 日本 Anjo

"文化を守るために" 2019/9/26 日本 Hachioji

"一部の批判を全世界からの批判みたいに受け取って、出すと決めたものをやっぱり
やーめた！と撤回するのはカッコ悪くないですかね。文化庁カッコ悪い。日本政府
カッコ悪い。それにもし、このお金がないと出展者にギャラが入らないシステムだっ
たとしたら、出展者は辛いですよね。芸術家は貧乏なので。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"表現の自由は守らなければなりません。憲法に明記されているところですから。" 2019/9/26 日本

"文化振興どころか文化殺戮を許してはいけない、必要性を国民に訴え、了承を得るの
が文化庁の役割じゃないのか？最低限の文化的な生活を奪う憲法違反行為だ！"

2019/9/26 日本 Tokyo

"芸術文化の表現への公権力の事実上の介入であり、憲法違反である。" 2019/9/26 日本 世田谷区代沢

"こんな事を許してはならない。" 2019/9/26 日本 Kawasaki



コメント 日付 国 居住地 （市区町村）

"こんな決定は絶対許してはならない。日本を全体主義国家にするつもりか！" 2019/9/26 日本 nerima-ku

"何の成果も生まないクールジャパン物件に何十億もの補助金を注ぎ込む一方、現体制
に批判的な展示を「ごく一部」含む展覧会に恣意的に後付けの理屈で補助金を取り上
げる。事実上の検閲であり、文化の扼殺に等しい許しがたい蛮行です。日本の文化的
発信力を削ぐことおびただしい愚行でもある。撤回以外あり得ません。文化は国民
の、そしてすべての人のものです。一部官僚大臣政治家の私物ではない。"

2019/9/26 日本 港区

"道義的にも、法的にも、これは絶対に駄目。一度出た決定を、何の根拠もなく覆すの
は、法治国家ではない。無法者になってはいけない。"

2019/9/26 日本

"文化庁による、文化を破壊するような検閲行為に反対します。" 2019/9/26 日本 Suginami-ku

"昨今のいろいろを見ていると（最高裁判官全員すげ替えなど）びっくりすることじゃ
ないのかもなー、とか家族にこぼしてしまったけど、ちゃんといちいちびっくりして
キレ散らかしていくべきだと思い直しました。みんなもあきらめないで。"

2019/9/26 日本 Shinagawa-ku

"文化庁が文化の芽を摘んでどうするよ。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"このような異例な措置には、断固抗議したいと思います。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"あまりにも露骨な嫌がらせ、というより弾圧！もう独裁政治です。断固抗議します " 2019/9/26 日本 府中市

"国家権力による実質的な検閲です。断固、反対します。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"文化庁は「あいちトリエンナーレ2019」に対する補助金交付中止を撤回すべき。" 2019/9/26 日本

"企画展には脅迫対策にミスがあったということを文化庁は補助金交付停止の言い訳に
しているようですが、実際にはその脅迫をした人々を喜ばせるような表現の抑圧をす
る結果になっています。これでは検閲と同じです。"

2019/9/26 日本 群馬

"今ある認められたものにしか課金しないのなら新しい売り物は海外でしか作られなく
なる。"

2019/9/26 日本 Nagaoka

"補助金という名前を変えたら良いと思う。" 2019/9/26 日本

"こんなことは許されない。" 2019/9/26 日本

"文化庁の判断には主権者として到底納得出来ません。" 2019/9/26 日本 Nagoya

"企画書が通り、すでに開催中の芸術祭に対して、ごく一部の展示が不適切（と文化庁
が判断した）という理由で補助全額撤回など、とても公平な判断とは思えません。明
らかに表現の自由への弾圧であり、今後の検閲へと繋がる暴挙です。"

2019/9/26 日本 Musashimurayama

"賛同いたします。頑張ってください。" 2019/9/26 日本 Osaka-shi

"文化を守れ。公平であれ。アートに愛を。" 2019/9/26 日本 Nagoya

"これはもう日本文化の終わりの始まりだっヾ(*｀Д́*)ﾉ" 　補助金不交付を撤回せよ！
"

2019/9/26 日本

"表現の自由に対して政府が"一見もっともらしい"形式上の問題について問題にして
も、他の事例との比較をすれば事実上の検閲である事は明白になると思います"

2019/9/26 日本

"国家による検閲は許されない" 2019/9/26 日本 Nagoya

"賛同します" 2019/9/26 日本 Tokyo

"この決定を覆さないと日本国内で表現活動をするとき、実質的な検閲を受けなければ
ならない可能性があることが、『表現の自由』を否定していると感じてならない文化
レベルをこれ以上下げないためにも、不交付の撤回を求める"

2019/9/26 日本 isikawa

"許せん！" 2019/9/26 日本 Tokyo
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"なんのための文化庁なのか。これ以上日本を壊さないでください。" 2019/9/26 日本 Nakano

"これは脅迫テロ行為を認めることになる。ひどい話だ。" 2019/9/26 日本

"文化庁は脅迫者の後ろ盾になるのか？" 2019/9/26 日本

"表現の自由は人権です。人間が人間であるための生命線です。公共善とはその自由を
守ることであって、権力によってそれを制限することではありません。"

2019/9/26 日本 Kawasaki

"時の為政者の気にいる表現にのみ助成金が出るなんて事が罷り通ったら、権力に阿る
表現ばかりが巷に溢れる世の中になってしまう。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"どんどん怖い国になっていくこれが前例にならないように" 2019/9/26 日本 福岡市

"　表現の自由は原則として無制限に認められるべきであり、国家権力やその他個人・
集団を問わず恣意的な圧力によって規制もしくは自主規制に追い込まれるようなもの
であってはなりません。　憲法においても、民主主義の原則においても認められるも
のではありません。基本的人権を侵すものであり、断固反対致します。"

2019/9/26 日本

"賛同します。" 2019/9/26 日本 Shizuoka

"このキャンペーンに賛同し、強く抗議します。" 2019/9/26 日本 Nagoya

"様々な思想や意見が共存できてこそ文化が育つのだと思う。今回の件はその環境を揺
るがしかねない事態であり、抗議します。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"ありえないでしょ。文化庁って名称変更したほうがよいですよ。" 2019/9/26 日本 Toyohashi

"あまりに一方的、恣意的な意図があるのではと勘ぐってしまいます。こんな形で芸術
を扱うことを前例として存在させてはいけない。"

2019/9/26 日本

"賛同します。" 2019/9/26 日本 Shinjuku-ku

"権力で何でも抑え付けれると思うなよ、くそったれ‼�" 2019/9/26 日本 Nagoya

"芸術文化の自立性を担保することが芸術文化支援の役割のひとつだと信じています。
このキャンペーンに強く共感し、賛同します。"

2019/9/26 日本

"一度決定されていた補助金をその後の状況や世相を見て交付取り止めにする、という
前列を国が率先して作るのは、文明国の看板を下ろすに等しい最悪の選択です。予定
通り交付してください。"

2019/9/26 日本

"検閲反対" 2019/9/26 日本 Abuta

"行政から補助金を受けて行うものは芸術以外の分野にもたくさんある。今回の件を
きっかけに、一度申請が通った補助金の交付について、申請した側に明らかな違法性
がないのに交付をやめるということが広く行われ、それによる様々な活動の萎縮が考
えられる。表現の自由の保障に加えて、社会の多様性や発展のためにも今回の決定は
撤回してほしい。"

2019/9/26 日本

"内定していた補助金をいきなり交付中止にするなんて酷い" 2019/9/26 日本 HIROSHIMA
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"あいちトリエンナーレ2019（あいトリ）はとても文化水準の高い世界に誇れる国際芸
術祭に仕上がっています。複数ある会場のどれもが素晴らしい活気に満ちており、前
回のあいちトリエンナーレよりもチケット売上や観客数が大幅に増加しています（前
年より20%増以上、80万人は超えると聞いています）。あいトリは地域活性化や国際
文化交流のために大きな貢献をしています。しかし文化庁の補助金撤回に関する今回
の決定は、芸術祭成功のために心血を注いでいるスタッフやアーティスト、あいトリ
を支持する数多くの市民に対してのみならず、将来、芸術文化の分野で活躍しようと
夢見る子供や若者たちにとっても、日本の文化行政への信頼を失わせ、大きな精神的
打撃を与えるものです。そして2020東京オリンピックを前にした芸術祭への援助取り
やめ"

2019/9/26 日本 Nagoya

"審査の段階で「具体的な展示内容の説明がなく不十分」であったのであれば、審査の
段階で「具体的な展示内容の説明がない。説明せよ」と指摘するべきであり、一度採
択したものをあとから取り消すというのは筋が通っていません。また、補助金不交付
の理由として文科大臣があいちトリエンナーレが「実現されてない」「継続されてな
い」と仰っていましたが、では私が先日新幹線で愛知まで行って2泊3日かけて歩き
回って観てきたものはなんだったのでしょうか。"

2019/9/26 日本 埼玉県

"はじm" 2019/9/26 日本 Kanagawa

"1)審査段階で具体的な計画がなかったこととの事ですが、 それでも交付金を一度決定
しておきながら、 後から取消しとは乱暴です。検閲に抵触することは言うに及ばず、
表現の自由を守るどころか脅迫し自由を脅かす側に迎合する行為です。"

2019/9/26
マレーシ
ア

KL

"河村・菅・荻生田許すまじ。" 2019/9/26 日本

"文化を守る、本来の仕事をして下さい。" 2019/9/26 日本

"あからさまな検閲。こんなこと許したら、憲法が蔑ろにされるのと同じです。絶対に
許されません。文化庁に強く抗議する思いで、このキャンペーンに賛同します。"

2019/9/26 日本

"会期期間中の突然の補助金不交付は、あまりにも不自然で恣意的な決定です。毎日新
聞の報道によると、不交付の理由は「申請者である愛知県が（企画展の開催によっ
て）円滑な運営が脅かされることを認識していたにもかかわらず、申請時に申告しな
かったこと」で「展示の内容によって判断したわけでない」とありますが、円滑な運
営を妨げたのは、河村名古屋市長および松井大阪市長を含む政治家たちであり、彼ら
の発言によって勢いづいたテロ予告です。運営者側に責任がないことは明らかである
にもかかわらず、その責任を運営者側に求めるのは正しくありません。早急の方針撤
回を文化庁に望みます。"

2019/9/26 日本

"国家がこんなことしちゃいけない。国による経済的DVとも言えよう。" 2019/9/26 日本

"賛同致します．この先きっと，政府の好き勝手は，文化芸術に留まらずあらゆること
に及ぶでしょう．何としても止めないと．"

2019/9/26 日本

"まず、文化庁からの詳細な説明を、報道からではなく直接聞きたいです。報道では曖
昧な表現が多く、どのような申告に対してNGであったのかよく分かりません。明確に
知りたいです。また、このような公の判断がきっかけとなり、日本においての芸術活
動が今後制限され衰退していくような気がしてならないです。文化庁が目指す日本の
文化の発展とは逆方向に進むのではないでしょうか。"

2019/9/26 日本 板橋区

"文化庁は文化を滅ぼすために作られたのですか？" 2019/9/26 日本

"私も賛同します。" 2019/9/26 日本
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"今回の措置は、今後の文化庁の補助事業に対して悪影響を及ぼす恐れがあり、悪手。" 2019/9/26 日本 Nagoya

"厳正な審査のもと公式に適用された補助を後から撤回するなんて、表面上の世論に揺
さぶられたあげく軽はずみで雑な対応としか思えません。芸術祭は騒動が起こる随分
と前からスタートしているのだから。間違いがあったのなら撤回ではなく違う方法が
あるはずです。"

2019/9/26 日本

"あいちトリエンナーレのような大規模な芸術祭で、一部の展示に問題が生じたからと
いって補助金全額不交付というのは、今後の日本の文化事業に対する委縮効果があま
りに大きい。私は「表現の不自由展」自体は評価しないが、今回の決定は容認できな
い。"

2019/9/26 日本

"もちろん賛同します。抗議があって中止してしまったのでお金は出せない。というの
なら、今後、気に入らない公的イベントには、ジャンジャン抗議の電話を入れてくだ
さい。と、国が認めたようなものです。本当にそんなことに便乗してよいのでしょう
か。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"言いがかりとしか思えません。文化を守るべき立場の文化庁さん、これでは弾圧で
す。"

2019/9/26 日本

""あいちトリエンナーレ 2019"を、開催前日の美術手帖Web版での記事を拝見させてい
ただいた時、不寛容・不完全な社会である中、何か不味い予感はしておりましたが、"
悪い予感"が予感以上の"最悪な事象"となって現れたことには、この世への失望感をよ
り強く感じた次第でございます。"この世のあらゆる事象"を、"受け止める・受け流す
こと"は永久に自由であるべきで、そもそも"受けない"という選択肢があるにも関わら
ず、"受ける"という選択肢を壊そうとする働きは、いつであろうと残念であり、とても
哀しく、その働きが、権利を有する名古屋市や文化庁にまで及んだことには、この世
の終わりを感じさせられます。失望感を感じるからこそ、堕ちていこうとするこの世
を変えて見せたいと思い、この企画に賛同することを、ここに示します。"

2019/9/26 日本 大阪市住之江区

"調子に乗るのも大概にしろ " 2019/9/26 日本 Tokyo

"審査の過程が不透明で、不交付という結果ありきの判断です。事実上の展示内容検閲
に他なりません。本来の文化振興の役割を果たしてください。政府の一部の人間の個
人的好悪で判断しないでください。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"・個人個人が展示の好き嫌いを表明することは自由でも、展示差し止めには主観では
なく明確な法的根拠が必要であること。 ・もし根拠が無いならその表現は守られるべ
きであること。・それは公共の催しだからこそ守られなければならないこと(なぜなら
憲法は公権力による表現の自由の制限を禁じている。また、声の小さい人の表現は資
本主義の構造の中では放っておけば圧殺されるものであり、小さい声こそ公が補助し
なければ国民一人一人に平等に表現の自由を保障することは出来ない。言い換える
と、公の補助は多分に表現活動における平等を保障するという目的で行われるもの
で、表現者の活動に賛同するとかお墨付きを与えるとかいう性質のものではなく、そ
の表現を嫌う人達のことを貶めたり否定するものでもないので、考えの違う人が“公"

2019/9/26 日本
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"こんな決定をしていいと思える文化庁の知性レベルに絶望。先進国に期待される知性
に全く届いてないと気づいてほしいし、メディアも指摘してほしい。でもこんなこと
が罷り通るならメディアもそりゃお上に指摘なんてとてもできないんだろうなと思
う。これはもう昭和時代劇の悪代官なみの暴挙なんだと自覚してほしい。主権は国民
にあって、政府がそれに監視され批判されることで成立してるのが今の社会じゃな
かったっけ。現政権は国民は政府を批判するべきでない＝国民主権をなくそうという
思想で、だから表現を自分の裁量で規制したいんだ、てことは諸々の発言でお察しだ
けど、でももう、それを公言して実行するなら先進国面するのホントやめるべきです
よ。"

2019/9/26 日本

"これは文科相のトップダウン？だったら憲法を蔑ろにする文科省の謗りは避けられな
い。最悪の総理が任命した最低の文科相だ。"

2019/9/26 日本

"心の底から賛同します！" 2019/9/26 日本

"キャンペーンの趣意書の通りと思います。文化庁はおかしい。" 2019/9/26 日本 Tajimi-shi

"賛同します。" 2019/9/26 日本 福岡市

"今回の不交付決定は、暴力で言論が封じられたことを国が追認して、暴力勢力を手助
けしたことになります。憲法で保障された表現の自由を潰す行為であり、これは絶対
に容認できません。ただちに全国民に謝罪して、不交付の決定を撤回することを要求
します。"

2019/9/26 日本

"これは流石に黙っていらません。発言しようとした人の声を聞く前に(発言しているの
に聞かれずに)判断されたとしか思えない。対話があり理解が合った上での判断であっ
たのであれば、こんな恐ろしいことはない。そうでないのであれば、大きな声に屈し
たということか。そうなのであればもっと恐ろしい。考えよう、調べてみよう、わか
らなかったら誰かに聞こう、疑問を問うてみよう、そうして多様な意見に寛容に理解
しようとしてみよう。それでも答えが見つからなくても考え続けよう。"

2019/9/26 日本

"アートは世界を自由にする！" 2019/9/26 日本 Kyoto-shi

"これを前例に、表現したり声を上げたりすることがどんどん難しくなる世の中なんて
恐ろしい。表現や言論の自由を守りたい。"

2019/9/26 日本 Kyoto

"文化の危機は、人間の生存の危機にほかなりません。強く抗議します。" 2019/9/26 日本 東京都目黒区

"安倍政権のやってることは芸術まで自分の思想に利用した、かつての独裁者と同じ。" 2019/9/26 日本 宮城県

"かけたはしごを外すような行為だと思います。一度許してしまえば、これから同じよ
うなことが二度三度と続くだろうと思います。"

2019/9/26 日本 Yokohama

"展示内容の是非や、今回の行為が検閲にあたるのかといった議論は正直分かりませ
ん。ですが、一度採択した補助金を土壇場で支払わないというのは、踏み倒しに近し
い行為であり、有り得ないです。もしもこれが、小さな自治体の村おこし的な、補助
金頼みの事業だったら、自治体ごと破産しろというのが国の態度なのでしょうか。も
し「公序良俗」の観点で指摘を加えたいというのが国の言い分だとしたら、やり方と
して汚すぎる。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"補助金を不交付にするなら、政府は脅迫者側に立ったことになります。交付すべきで
す。"

2019/9/26 日本

"脅迫や電凸などの暴力的行為の成功例を作ってはいけないという意味で賛同します。" 2019/9/26 日本 Yokohama

"にゃつ！" 2019/9/26 日本

"こ・ろ・す・な" 2019/9/26 日本
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"文化庁は、多様性を否定して、政権好みの文化活動しか認めない言って訳？凸電で恫
喝した人たちと行政が一緒になって嫌がらせしている様にみえる。異常だよ。"

2019/9/26 日本 Kumamoto-shi

"当然賛同" 2019/9/26 日本 KAWAGOE

"文化庁は文化、アート、表現が何であるかを理解していない。愛知県知事は正しい！" 2019/9/26 イタリア

"公権力は誰のためにあるのか。" 2019/9/26 日本 Nonoichi

"こんな後出しが許されるとは思っていません。日本のあらゆる文化を殺す気なので
しょうか？"

2019/9/26 日本

"文化庁は「審査段階で具体的な計画がなかった」「電凸や脅迫が続いた時点で報告が
なかった」等、後付けで理由をひねり出し、補助金の交付中止を決めましたが、これ
は憲法21条が禁止する検閲であり、国家による芸術作品の選別・排除に他なりませ
ん。交付中止の撤回を求めます！"

2019/9/26 日本 Kawagoe-shi

"賛同します。" 2019/9/26 日本

"官僚は憲法ぐらい理解して仕事せよ！" 2019/9/26 日本

"同庁のメディア芸術祭で審査委員を委嘱されている身としても、到底見過ごしにはで
きない異常事態。微力を尽くしている賞に対する国内外の長年の信頼を、これほどに
損なう選択はない。この国を覆う文化破壊の連鎖に加担する選択の撤回を、強く強く
求めます。自分なりのルートでのアクションも行うつもりながら、ひとまずは。"

2019/9/26 日本

"今回の判断は，日本の文化行政の信頼性を大きく損ねるものだと思います．今回の措
置がこのままなされるとしたら，あいちトリエンナーレだけではなく，今後の国際的
なアート展示にも深刻な影響を与えることになると思います．今回の方針の撤回を強
く求めます．"

2019/9/26 日本

"表現の自由が認められないなんて、文化国家と言えるでしょうか❗ " 2019/9/26 日本 Kurashiki

"実際に補助金を不交付する様な事態があったのだろうか？　問題があったとされた展
示は中止され、公共の福祉に大きく反することも他にあったというのだろうか？"

2019/9/26 日本 Sendai-shi

"電凸に負けないなにかを。" 2019/9/26 日本

"日本の文化活動を後退させないでください" 2019/9/26 日本 練馬区

"こんな暴挙が許されていいはずがない！" 2019/9/26 日本

"もちろん政府側の言い分もあるでしょう。そこにも一理あるでしょう。だからといっ
て、対処はしているのに政府のこの決定は表現の自由を侵害しているといっても私は
良いと思います。"

2019/9/26 日本

"ただでさえ文化後進国の日本をこれ以上後退させたくない。一部だけを切り取って全
てを無しにする文化庁の姿勢にも大いに疑問を感じます。このようなことが罷り通る
なんてあってはならないと思います。未来のために。"

2019/9/26 日本 Kagoshima

"正当な理由がなく、自分たちが気に入らないからという理由だけで、税金の使い方を
恣意的に決めると言うことに全体主義的な政治弾圧を感じます。日本社会の後進性を
押しとどめるためにも反対の意思を表明します。"

2019/9/26 日本 Adachi-ku

"表現の自由を奪う権利は誰にもないんです。意義があれば議論すべき。寛容な世の中
を。"

2019/9/26 日本 Funabashi

"このようなことがまかり通れば、国の顔色を窺いながら文化活動を行うようになって
しまう。後出しによる補助金の不交付は、結果的に国家が文化の善し悪しを判断し、
その範囲内でのみ表現を認めるということに他ならない。芸術・学術研究の自由を保
障するため、憲法の精神を遵守することを求める。"

2019/9/26 日本
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"私はこの様な偏向行政は許せない!" 2019/9/26 日本

"政府は検閲をしてはいけない。そして、検閲すべきとされる基準など、時代と共に常
に変わる。検閲を逃れ、今日まで残っている名作を見ればわかります。"

2019/9/26 日本

"「表現の内容には反対だとしても、それを表現することは徹底的に守る」というのが
表現の自由の基本。だからこそ、今回という前例を作ってはならない。"

2019/9/26 日本

"これでは理不尽なクレームから作品を守る事が困難になる。" 2019/9/26 日本

"難癖付けて事実上の検閲行為を許すまじ" 2019/9/26 日本 Soka

"表現を守るみたいなことを言ってる与党が既に表現に足枷付けてのさばってる現状を
知ってほしい。明らかに自由を踏み躙る現政権の態度が許せない！"

2019/9/26 日本

"表現の自由は守られるべき。それが当たり前の国に住みたい。" 2019/9/26
インドネ
シア

Bekasi

"賛同します。" 2019/9/26 日本 Nagano

"アートから受け取る感情は人それぞれですが、政府がある一部のものだけをやめさせ
るように動くのは検閲であり、許してはならないことだと思います。"

2019/9/26 日本

"検閲をゆるすな。" 2019/9/26 日本 大分県

"こういう弾圧があってはならないです！" 2019/9/26 日本

"萩生田文科大臣の決定はアートや学問、さらに広く文化にかかわる公共的な議論の空
間を抹殺しようとするものです。"

2019/9/26 日本

"今後、このような事態が日本中で起こるのではないかと危惧しております。文化、芸
術の衰退につながると思います。"

2019/9/26 日本 愛知県

"文化庁は、本当に文化を守ろうとしてますか？" 2019/9/26 日本

"キャンペーンに賛成します！" 2019/9/26 日本

"適正な審査を経て採択された事業に対し、事業実施中に交付を取り消すことは不当以
外の何ものでもありません。テロ行為があったので取消すということであれば、テロ
行為を助長することになり、文化を萎縮させることになるでしょう。補助金不交付を
撤回してください。"

2019/9/26 日本 Nara-shi

"強く賛同いたします！政府によって文化、芸術の枠を決めるべきではありません。表
現の自由の侵害につながります。国民の権利を守ってください。"

2019/9/26 日本 東京

"これは文化庁の意志なのか、安倍政権の意志なのか。ここだけでもハッキリさせたい
です。"

2019/9/26 日本 東京都世田谷区

"Fighting for open mind and discussion" 2019/9/26 台湾 Taipei

"アートは時に、イデオロギーを映すそれが政権の意に沿わないこともあるが、こんな
やり方で潰されてはならない"

2019/9/26 日本 東京都

"政府のやっていることがおかしい。理解できません。脅迫みたいな事は見過ごせませ
ん！"

2019/9/26 日本 Tokyo

"恥を知れ、文化庁…" 2019/9/26 日本 愛知県

"脅迫めいた電話などで一部の展示が中止されました。政府が表現の自由と文化を守ら
なくてどうしますか。文化庁の今回の決定に抗議します。"

2019/9/26 日本 東京都

"文化があってこその国なんじゃないのでしょうか" 2019/9/26 日本 北海道
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"｢文化芸術は，文化の多様性を維持し，世界平和の礎となるものであること｣と文化庁
の基本計画にはありますが、今回の補助金交付の事実上の撤回は明らかに｢表現の不自
由展･その後｣に少女像の展示が含まれていたことが原因となっています。文化の多様
性も世界平和も関係ない、政府にとって都合のいいものしか認めない、ということな
んでしょうか。そんな国では文化も芸術も育つはずがありません。文化庁の判断に反
対します。"

2019/9/26 日本

"賛同しました‼�" 2019/9/26 日本

"賛同します。" 2019/9/26 日本

"断固反対します。" 2019/9/26 日本 みよし市

"作品に向き合って活動をしていく行為に対して、それに共感できる人達が同じ目線に
なっている、その「場」をあなた達が支援していたのであれば、今回の撤回は裏切り
であり、そのことで傷つきながらも彼らが創作を続ける事が確固たる物になればなる
ほど、それまでに支援していた意味が空虚となる事にあなた達が気付いていただきた
く、キャンペーンに賛同します。"

2019/9/26 日本

"一度交付を決めたのなら、その撤回には相当な理由が必要だと思います。政権が気に
入らないからだけでは撤回はできないですよね（苦笑"

2019/9/26 日本

"行政は表現の自由という憲法の規定をより推進する立場にあるはず。" 2019/9/26 日本

"国家による統制でしかありません。これが実行されると、全ての文化庁がらみのイベ
ントが「不自由展」になります。"

2019/9/26 日本 Ikoma

"不自由展以外の展示に対しては、補助すべき。部分承認で補助は可能のはず。文化庁
は、全ての作品を現場で精査したのか。やってることは、電凹と同じ。これからの日
本海は、大丈夫なのか。"

2019/9/26 日本 Nagoya

"OKとNGなもの、明確に線引きして判断なんて出来るんですか？反論が起きるのも
アートとして自然な在り方です。"

2019/9/26 日本 Nagano

"芸術への不当な弾圧行為です。" 2019/9/26 日本

"文化庁がこんなことをしていたら、末端まで萎縮して、みるみるうちに日本の芸術活
動が衰退します。撤回を求めます。"

2019/9/26 イタリア

"文化とはなんぞやという基本も何も無い政治家に私達の自由な創造、哲学的なものを
制限されたくありません！"

2019/9/26 日本

"賛同します。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"加計学園の問題から逃げて行政を歪めている萩生田氏が今度は文化芸術表現の自由を
歪めている。許せないです。"

2019/9/26 日本

"断固抗議！" 2019/9/26 日本 Higashiosaka-shi

"文化庁の職員さんに聞きたい。貴方方は貴方方のトップにいる人間を尊敬できます
か？今の日本はおかしいと思っていながら黙認している人がもしいたとするなら、そ
の姿勢が結局、自分や自分の家族、自分の大切な人々の首を絞めることになると思わ
れませんか？たかだか身内に誰に選ばれただけの一個人に、税金の使い道を勝手に決
める「権利」は、全然、完膚なきまでに、ない。"

2019/9/26 日本 岸和田市

"賛成です～♪ ＼(^o^)／" 2019/9/26 日本

"日本から表現の自由を奪うな。" 2019/9/26 日本 Tomigusuku
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"今回の問題は表現の自由の侵食だけでだけでなく、それと同等、またそれ以上に歴史
修正主義の台頭が深刻な要素のひとつです。自国が侵した戦時下における性暴力、性
差別、民族差別、階級差別等を振り返ろうとした時に弾圧されるなんてとんでもない
国に生きているなあと思います。未来に進むためには過去を無かったことになんてで
きません。それらに関する作品を弾圧するなんて本当に有り得ない。(今まで日本は
ずっとそうでしたが…。)芸術は心地よくなるためだけにあるのではありません、まし
てや国に忖度するために、大きな力の顔色を伺うために私たちアーティストやその卵
は日々制作しているのではありません。日本での芸術の発展を誠に願うのなら、こん
な愚行は今すぐ辞めてください。アート、芸術はただの観光資源でも客寄せパンダ"

2019/9/26 日本 Tokyo

"私は展示内容には賛同しません。しかし、文化芸術の発表機会への補助は、内容如何
を問わず、専門家に委ねられるべきであり、政治・行政が口出しすべきではありませ
ん。人々に心地よさを与えないものであっても芸術の発展には貢献し得る(今や芸術作
品として扱われるものも当時はタブー、前衛だった)ということを忘れてはなりませ
ん。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"賛同します" 2019/9/26 日本 愛知県

"宮田さん、コメントを発するべき。" 2019/9/26 日本 埼玉県

"暴走する安倍政権を転覆させる。必ず。" 2019/9/26 日本 神奈川県

"表現の自由" 2019/9/26 日本 Osaka

"文化庁職員の皆さんには、この国の文化・芸術を担っている自負と誇り、その重みを
理解する知性があると信じています。多分、この展示に補助金を支払ったら、安倍と
並んでこの国を破壊し続ける人間が大臣を務める財務省からクレームがつき、予算を
減らされるなどの冷遇を受けることを考えての対応ということもあるでしょう。自分
の生活、身の安全のこともあるでしょう。でもこの暗黒の時代も必ず終わりが来ま
す。一刻も早く終わらせるためには、あなたたちのプライドと知性が必要です。文
化・芸術は人間が人間を保っていくうえで、最後の砦です。戦後最悪の時だったけれ
ども、文化庁によってこの国は守られたといわれる抵抗を見せてください。"

2019/9/26 日本

" 仮に、現政権の意向に忖度して補助金を出さないと決定したのなら、震え上がる。国
家が"正しい"と判断した表現しか認められない状況には、断固、反対する。"

2019/9/26 日本 Taito-ku

"これこそが表現の自由の侵害！テロ予告があったからと国の気に食わない表現をする
展示があれば全体の予算を取り下げるなど人質行政だ。"

2019/9/26 日本

"どうか芸術分野に対しても、先進国になってください。物事の本質を見失わないでく
ださい。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"賛同します" 2019/9/26 日本

"この国は、大きな曲がり角を今まさに曲がろうとしています。私は、寛容で穏やかな
国の、寛容で穏やかな国民でありたいと思います。分断主義に陥ってはなりません。
この問題を従軍慰安婦問題にすり替えてはなりません。本質的に別問題です。そし
て、この異議申し立てに敗北することはこの国の死を意味します。"

2019/9/26 日本

"こんなことやってたらまともな芸術家は育たない、来てくれない、まともな展示品も
もう見られない。"

2019/9/26 日本

"前例にしてはいけません！" 2019/9/26 日本 世田谷区

"文化庁は本件の補助金交付中止を決定した経緯を明らかにせよ。" 2019/9/26 日本 Tanabe
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"交付決定を開催中に全額覆す理由にはなりえないでしょう。これは認めてはいけない
やつです。"

2019/9/26 日本

"具体的な説明なく交付を決めていた補助金を撤回する現状は言論の封じ込めとみるこ
とが出来ます。国家からの言論の自由の弾圧は憲法に違反します。よって補助金交付
撤回について強く反対します。"

2019/9/26 日本 Kanagawa

"文化は 自民党のものでも、権力者のものでもない。国=政府でもない。" 2019/9/26 日本

"学芸員の端くれとして、賛同します。" 2019/9/26 日本

"Je suis d'accord." 2019/9/26 日本 Kyoto

"文化庁が表現の自由弾圧を目論む安倍政権の手先になることを止めるとともに、少女
像を始めとする平和を守り人権抑圧と闘う表現行為を支援するため募金を集めること
を提案します。"

2019/9/26 大韓民国 Seoul

"全額交付しない、ということは、そもそも採択した側に大きな問題があったというこ
とです。(絶対に認めなさそうですが)表現の不自由展の再開に合わせるように交付中止
にしたのは明白であり、国家の介入と言わざるを得ません。どこまで底が抜ければ気
が済むのか。断固抗議すべきです。"

2019/9/26 日本 京都市伏見区

"憲法違反にも程がある。これでは今後国に阿るような芸術作品の展示しか許さないと
いう恫喝に等しい。"

2019/9/26 日本 千葉県

"政治が文化を規制してはいけません。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"賛同します。" 2019/9/26 アメリカ Chicago

"表現に片足突っ込んでる方も、そうでない方も、漏れなくよろしくお願いします。" 2019/9/26 日本 練馬区

"文化を壊す文化庁にこの国の文化は任せられない。" 2019/9/26 日本 Itabashi-ku

"文化庁は表現の味方になってください。" 2019/9/26 日本 Naha-shi

"芸術を愛する者の一人として、賛同します。" 2019/9/26 日本 東京都

"ファシズム反対！" 2019/9/26 日本

"今こういう前例を作れば、今後、安倍政権の「検閲」はさらにエスカレートするで
しょう。"

2019/9/26 日本 Saitama

"国家による検閲です戦前かよ" 2019/9/26 日本 埼玉

"文化とは美術のみならず。 書類の必要項目の記入や手続きが、全ての事業に対して行
われているか、精査を求めます。"

2019/9/26 日本 Kyoto

"表現の自由を制限,奪うことは良くない" 2019/9/26 日本 Tokyo

"このような不当な対応が既成事実となってしまったら、文化全体に悪影響を及ぼすだ
けでなく、最終的には悪意ある者が文化を支配することになります。"

2019/9/26 日本 福岡県

"権利の上に眠らない。この自由がプライド。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"この国で芸術祭に対する検閲が行われることを深く憂慮します。主催者と市民の間の
議論の吟味とその結論を待たずに、一度決めた補助金を引き上げることは、これまで
育んできた日本の美術ひいて日本文化の成熟を妨げる行為であるため、撤回を求めま
す。"

2019/9/26 日本 Osaka

"全額出さないというのは、今回のトリエンナーレの開催自体が文化的に意味がないと
文化庁が判断したことになる。私は展示を見たが、とてもいい展示が多かった。これ
らの展示物の文化性を否定した文化庁に異議を申します。"

2019/9/26 日本
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"難癖つけて、およそ文化からほど遠い。露骨すぎて、笑えない。やめようよ、嫌がら
せ。国民をなめるなよ。怒！"

2019/9/26 日本

"対処し非難されるべきは圧力をかけ脅迫した方。文化庁はそれに負けずに頑張ってほ
しい。文化を殺すことは国内だけでなく、世界に日本が死んだとメッセージを送る。
文化はつながっているのだから。不交付を撤回してください。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"芸術を、文化を、社会を萎縮させる今回の決定を許しては、今後に禍根を残します。
公正な文化行政のために、賛同の声を上げます。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"大村県知事、そして今更になりあいちトリエンナーレへの補助金 不交付の方針する文
化庁、色んな理由をつけてトリエンナーレ津田監督を処罰することで、自己の怠慢、
管理不十分を隠蔽しようとする情けないこの状況、もうこれ以上日本の制度、文化の
低さを世界にこのような形でアピールするのはやめてください。"

2019/9/26 アメリカ Brooklyn

"文化までカネに跪かせようというのか！　何のための文化庁か！" 2019/9/26 日本 Sapporo

"この決定なら文化庁の看板を下ろしてほしいです‼�" 2019/9/26 日本 Toyohashi-shi

"最終的に不利益を被るのは、参加した全アーティスト。彼らの経済的にも、精神的に
も安心安全を脅かす行為の前例をつくってはいけない。"

2019/9/26 日本

"国家による検閲に反対します。" 2019/9/26 日本

"賛同します。" 2019/9/26 日本

"あり得ん。こんなことを許したら、いよいよ日本から民主主義が消え失せる。" 2019/9/26 日本 東京都

"なぜ政権批判してはならないのでしょうか。なぜ私たちの持つ様々な考え方が否定さ
れなければならないのでしょうか。現政府の人間にとって面白くなければ、なぜなん
でもしてよろしいのでしょうか。そんなこと絶対あってはならない！！！"

2019/9/26 日本 Kobe

"検閲によって表現の自由を萎縮させることは許されない。これを許せば前例になり日
本の表現の自由は破壊される。"

2019/9/26 日本

"文化庁は脅迫者と同質。" 2019/9/26 日本

"これは国家の検閲に他なりません。即刻撤回してください。" 2019/9/26 日本 大阪市

"もともと日本はこういう「文化」だったのかもしれません…選挙でもなんでも、補助
金という権力を振りかざし支配する構造は変わらなく、今回もそれを見せつける意味
もある、まさに「文化的」活動…これを機にこの悪しき日本の「風習」「文化」「構
造」を知らしめる事でむしろ“あいちトリエンナーレ”の意義はさらに大きくなるある
意味チャンスなのかもしれません…これをそのままにしておくのは相当ヤバイと思い
ます！"

2019/9/26 日本

"賛同します。" 2019/9/26 日本 Yokohama

"想像を超える乱暴な措置に驚いています。この決定を出すことになった経緯を、すべ
て明らかにしてほしい。"

2019/9/26 日本

"文化庁の役人しっかりしてくれ！ 弾圧しようとしている動機も判ってるんだろ？" 2019/9/26 日本

"あいちトリエンナーレ、名古屋も豊田も全部回った。いっぱい歩いて身体は疲れたけ
ど精神的にはとても元気になった。(展示中止中の所や形を変えた展示もアーティスト
のステートメントを読み考えることで全て意味がありアートになっていた)文化庁はこ
れから日本版ナチスの「大ドイツ芸術」展みたいなしか認めないのか？そんなの見た
くもない。"

2019/9/26 日本 Kawasaki-shi

"ここがこの先の不自由な世界の分岐点にならぬように賛同しました。" 2019/9/26 日本
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"作品の取り下げを公人が迫り、それによって公金のあり方が左右されるなど、この一
連の流れは、明白な【検閲】だ。自由主義国家においてあってはならないこと。国際
的にも非難を浴びることは間違いなくわが国の地位と、評価を著しく毀損する暴挙
だ。"

2019/9/26 日本 Nagoya-shi

"文科省と文化庁は、卑怯なテロリストたちの支持を表明したも同然です。実際にあい
ちトリエンナーレには何度も足を運びましたが、会場はいたって平和で運営に問題な
ど全く感じませんでした。交付を中止する合理的な理由があるとは思えません。"

2019/9/26 日本

"権力を弄ぶな。首相の意向に合わせていたら、ますます貧しい国になってゆく。文化
的にも。 苛め辞めろ！"

2019/9/26 日本 中央区

"安倍政権の面々は、何もかもが下品で最低最悪！" 2019/9/26 日本

"こんなことはあってはならないと思います。強く抗議し、撤回を求めます。" 2019/9/26 日本

"幸せな国を作ろう" 2019/9/26 日本 東京

"被害者を守らず、加害者を守るこの国は何だ。そんなことは許されるはずがない。" 2019/9/26 日本 川越

"文化とは美術のみならず。 全ての支援事業に対し、書類の必要項目の記入や手続き、
報告もれがなかったか、精査を求めます。"

2019/9/26 日本 Kyoto

"賛同します。" 2019/9/26 日本

"間違いなくおかしい。" 2019/9/26 日本 Inuyama

"賛同します。" 2019/9/26 日本 Chigasaki

"補助金という命綱を一方的に切るという姑息な手段によって自由な芸術・文化活動を
制限するという文化庁による「検閲行為」に断固として抗議し、不交付の撤回を求め
ます。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"表現が適切であったかの議論はまた別にするとして、補助金を交付して実行委が動き
始めた後にそれを取り上げることは「金は政府が握っているぞ」という脅しになりか
ねません。交付はそのままにすべきです。政府が行うべきなのは、差別意識を助長す
る要因に溢れている等あれば開催の中止を求める、程度だと思います。"

2019/9/26 日本 石川

"賛同します。こんな決定をした萩生田に文科大臣の資格はないと思う。即刻辞めてほ
しい。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"賛同します" 2019/9/26 日本

"政府がテロの片棒担がないでほしい！" 2019/9/26 日本

"憲法の意義を理解しようとせず、違憲の振る舞いばかり行う為政者に抗議します。" 2019/9/26 日本

"賛同します！" 2019/9/26 日本

"文化の保護なくして国家は発展せず" 2019/9/26 日本

"文化庁が文化を守らず、テロリストを守ってどうする！！？表現の自由は、全ての国
民のためにあります。たとえ自分が気にいらない表現であったとしても、尊重される
べきです。表現の自由が奪われたら、戦前に逆戻りしてしまうでしょう。"

2019/9/26 日本 東京都

"撤回を求めます。不自由展は企画の一つであり、これではあいちトリエンナーレ全体
への制裁のよう。展示再開に向けて地道に対話や策を重ねてきた人々への圧力にも見
え、国際的にも得策とは思えません。"

2019/9/26 日本

"独裁者のご機嫌を忖度せにゃならん文化イベントなんぞ、存在しても意味がない。検
閲は、自主規制を招き、ますます文化が衰退する。美しいニッポンは、実に醜い。"

2019/9/26 日本 Tokyo
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"文化庁酷すぎます。脅迫によって中止に追い込まれた国際芸術祭に対して、さらに補
助金をカットするなんて、それが文化や国際交流の振興に努めるべき文化庁のあり方
だろうか。"

2019/9/26 日本 Yao

"今よりさらにつまらない表現しか出てこない社会、想像さえしたくないです" 2019/9/26 日本 京都府八幡市

"文化を守れない国は、何も守れない。" 2019/9/26 日本

"文化庁がこのような事をすると、脅迫をした人たちを勇気づけてしまうと思います。" 2019/9/26 日本

"政府が気に入らない表現は認めない、と宣言したも同然です。こわい。" 2019/9/26 日本 Kyoto

"表現の自由の問題。脅迫や迷惑要件のようなモノを理由にすれば、あらゆる表現、発
表の場は死滅し、政府に都合の良いものだけになります。"

2019/9/26 日本

"表現するものとして見過ごすわけにはいきません。" 2019/9/26 日本 神戸市

"文化庁は文化事業に対してカネは出すが口は出さないを徹底してください。補助金不
交付を撤回して日本はまともな国であるところを見せてください。妨害しているのは
文化的な関心など全くない偏狭な国粋主義を煽る人たちです。"

2019/9/26 日本

"どうかどうか文化を殺しうるような前例を作らないでください。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"国民の表現の自由をめぐり、最大限のサポートを行うのが行政の仕事です。" 2019/9/26 日本

"文化国家ではないことになります。" 2019/9/26 日本

"日本政府による検閲に反対します。" 2019/9/26 日本 東京都大田区

"何もしないことは、間接的にこの文化庁の決定を支持することになります。それだけ
は絶対に嫌だと強く思います。このキャンペーンに賛同し、今後のアクションに注目
し、自分にできることをしていきます。"

2019/9/26 日本

"海外のトリエンナーレビエンナーレにもっと学んでください。このような前例が日本
で起こることに心から残念です。国としての衰退しか感じません。"

2019/9/26 日本

"子供でもわかる不当な処置です。助成を決めた時点で徹底してサポートするべきです
し、昨今の年金問題と同じことしてます。責任は最後まで取るべきです。"

2019/9/26 日本

"民主主義を破壊して、表現の自由を奪って、この政権は日本の何を守ろうとしている
のですか？恥を知れ。"

2019/9/26 日本 世田谷区

"賛同します。違法性などないのに、政府の胸三寸で展覧会に補助金を出さないなど、
検閲以外の何物でもない。明らかな憲法違反だ。断固抗議する。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"価値観の画一化、統制には恐怖します。キャンペーンに賛同します。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"内容はさておき、一部の意向で恣意的に補助金の不交付が決まってしまうような今回
の流れは納得できません。以前はこういう事には金は出しても口は出さなかったのに
…"

2019/9/26 日本 Tokorozawa-shi

"表現の不自由展にはぜひ旭日旗も飾ってあげてください。お隣の国ではどうやらこれ
がタブーだそうなのでw"

2019/9/26 大韓民国 チョンチョンチョンチョンチョンチ

"今これを許せば、今後もこうした検閲が前例として定着します。世界が注目している
中、これは民主国家ではあってはならない事だという前例を作ってほしい。"

2019/9/26 アメリカ Astoria

"表現の自由の弾圧に反対します。" 2019/9/26 日本

"賛同します" 2019/9/26 日本 Tsukuba city, Ibaraki

"ごみ" 2019/9/26 大韓民国 チョンチョンチョンチョンチョンチ

"検閲よりもっと酷い。何をしてるんだ、文科省は。" 2019/9/26 日本 Tokyo
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"文化庁の決定には驚きを禁じ得ませんが、文部科学大臣の顔を見てさもありなんと思
います。しかし、これを許してはなりません。美術展そのものが再開の方向に動き出
したように、世論の力によって暴挙を跳ね返しましょう。"

2019/9/26 日本

"トリエンナーレ実施のためにこれまで働いてきた人たちへの報酬はどうなるですか。
不正があったことではないし、取消すことが不正だと思います。"

2019/9/26 日本 神奈川県

"政府が表現の自由を保障しない国など、文化的な国家ではありません。補助金不交付
は絶対に許されるべきではありません。"

2019/9/26 日本 Saitama

"文化庁は卑劣な脅迫者と同じ立ち位置ということですか。" 2019/9/26 日本 東京都

"テロに屈して、精神の自由を侵すようなことを決してしないでください。「叩けばや
める」の前例を作ることが、今後にどれだけ影響するか。今一度、真摯に考えていた
だきたいと思います。"

2019/9/26 日本

"＊不自由さは耐え難い‼�" 2019/9/26 日本

"賛同しました。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"こんな恐ろしいことがまかり通っては絶対駄目です。文化庁の職員の方たちの中には
何とか工夫して、文化を守り育てるべく働きかけ、助成金を使えるようにしてくだ
さっていた方たちが何人もいることを私は知っています。あいちトリエンナーレに、
決定した金額を満額出すこと。まずはそこからお願いしたいです。"

2019/9/26 日本 KAWASAKI

"ほな逆に、最初オッケー出した経緯は何やねんて思いました。" 2019/9/26 日本

"人に夢や希望や救いを与え、人の弱さを分かち合い、人に生きる意味を伝えてきたの
が文化です。文化が人々をつないできました。それを国が恣意的に奪うことに反対し
ます。"

2019/9/26 日本 東京都杉並区高円寺

"これを辞めたら、誰が赤字背負うことになるの？" 2019/9/26 日本 東京都

"エセ愛国者たちに負けたらダメです。都合の悪い歴史に向き合って行かなければ、日
本のアイデンティティなんて無くなってしまうのです。我々祖先の過ち、後悔を忘れ
てはいけない。それらを受け継いでいく事で誇りを持って日本人を名乗りたい。"

2019/9/26 日本 Kanazawa

"表現の不自由に加担する権力の濫用をいとわない政府の姿は悪夢のようです。" 2019/9/26 日本 Oita-shi

"発信者：ReFreedom_AICHI　宛先：文化庁文化庁が、「あいちトリエンナーレ
2019」に対する補助金不交付を決定しました。私たちはこれに強く抗議し、方針の撤
回を文化庁に要求します。いったん採択された補助金を、違法性などが検証されない
状態で国が取り下げるということは、 異例中の異例です。文化庁はこれを「内容に関
するものではない」とコメントしていますが、多くの国民がこれを国家による検閲だ
と解釈しています。文化庁は、不交付の理由として1)審査段階で具体的な計画がな
かったこと2)電凸や脅迫が続いた時点で報告がなかったこと3)展覧会中止によって事業
の継続が見込まれにくなったことをあげていますが、そもそもいったん適正な審査を
経て採択された事業に対し、事業実施中に交付を取り消すことは、国が該当事業のみ
を恣意的に調"

2019/9/26 大韓民国 チョンチョンチョンチョンチョンチ

"Once you confirmed the fund that means you support the project. No matter 
what topic is it, Art is a way of freedom in expression, there shouldn’t be any 
censorship, especially withdrawing the fund doesn’t mean the triennial is going 
to the end, or you stopped the artists to express what he or she wants to say, 
instead, you are making the message bigger."

2019/9/26 マカオ Macau
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"発信者：ReFreedom_AICHI　宛先：文化庁文化庁が、「あいちトリエンナーレ
2019」に対する補助金不交付を決定しました。私たちはこれに強く抗議し、方針の撤
回を文化庁に要求します。いったん採択された補助金を、違法性などが検証されない
状態で国が取り下げるということは、 異例中の異例です。文化庁はこれを「内容に関
するものではない」とコメントしていますが、多くの国民がこれを国家による検閲だ
と解釈しています。文化庁は、不交付の理由として1)審査段階で具体的な計画がな
かったこと2)電凸や脅迫が続いた時点で報告がなかったこと3)展覧会中止によって事業
の継続が見込まれにくなったことをあげていますが、そもそもいったん適正な審査を
経て採択された事業に対し、事業実施中に交付を取り消すことは、国が該当事業のみ
を恣意的に調"

2019/9/26 大韓民国 チョンチョンチョンチョンチョンチ

"脅迫によって文化を抑圧する側を応援することになってしまいます。少なくとも県側
とのい意見交換を。不交付の決定を撤回してください。"

2019/9/26 日本

"信じられない暴挙です！" 2019/9/26 日本

"　トリエンナーレの内容やその背景、監督の責任への自覚などで今回行われた事業自
体は、自分の政治信条上において賛同は出来ないが、その事と「適正な審査を行われ
て交付金が支給された事」は別問題であり今回の事は文化庁に非がある。　不適切と
思われることも平等に扱うのが公的機関であって、こういった恫喝に屈することなく
運営して欲しいです。"

2019/9/26 日本

"中身云々以前に国家が国民の表現の自由を制限すること自体が憲法に違反していると
考える。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"賛同します。" 2019/9/26 日本 大阪府

"自由に表現された物が見たい。" 2019/9/26 日本 愛知県

"昨年成立した文化芸術基本法においては「我が国の文化芸術の振興を図るためには，
文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し，文化芸術活動を行う者の自主性
を尊重することを旨としつつ，文化芸術を国民の身近なものとし，それを尊重し大切
にするよう包括的に施策を推進していくことが不可欠である」とされています。これ
に則った対応をしていただきたいと思います。"

2019/9/26 日本

"明らかに不当介入。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"表現の自由！" 2019/9/26 日本 Wakayama

"賛同します。" 2019/9/26 ドイツ Berlin

"これはもうレッドカード！こんな横暴を認めるわけにはいきません！" 2019/9/26 日本 Naha-shi

"不自由どころの騒ぎじゃない。なにこの野蛮な仕打ち。見たくない人に忖度？アー
トってそうじゃないでしょ、私は私の払った税がこの展示に使われることに賛同す
る。市長やあと誰だか知らんけど勝手に決めないでよ。"

2019/9/26 日本 Nisshin

"文化庁の判断は間違っています。そもそも「表現の不自由」展は「表現の自由とは何
か」を考えるために設定された展示です。名古屋市長をはじめ本展に異議・疑義を唱
えた方々は展示コンセプトの本質を理解しているでしょうか？もし展示作品に異議や
疑義があるのなら、観て、感じて、考えて、その上で広く討議し「表現の自由はどう
あるべきか」を語り合うべきなのです。文化を支えるための公的資金も同じ地平にあ
るべきです。民主主義とは異なる思想を持つ者にも等しく権利を与えることを前提と
しています。そこを履き違わないでいただきたい。"

2019/9/26 アメリカ New York
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"文化庁の方々には今一度、自らの掲げた『文化芸術推進基本計画ー文化芸術の「多様
の価値」を活かして、未来をつくるー』を読み直していただきたいです。P.9には 
「あらゆる人々が文化芸術を通して社会に参画し相互理解が広がり、多様な価値観が
尊重され、心豊かな社会が形成されている」という一文が『目標3』として掲げられて
います。大変残念ながら、「あいちトリエンナーレ2019」の一連の騒動において、現
時点での日本は「多様な価値観が尊重されない、心の貧しい社会」であることが、国
内はおろか全世界に知られることとなりました。また今回、文化庁においても、補助
金交付中止というあってはならない決定がなされました。文化庁の役割は、一部の国
民や政治家におもねることなく、文化的側面において日本国民の模範となる態度を示
し"

2019/9/26 日本 Tokyo

"賛同します。" 2019/9/26 日本 Ebina-shi

"一部ではなく全部を不交付は意味わかりませんね。今後の文化助成のことも考えて欲
しい。"

2019/9/26 日本 Toyonaka

"文化を守れない文化庁はその存在意義を自ら否定しまったのではないだろうか。" 2019/9/26 日本 Tokorozawa-shi

"Freedom of speech is crucial for all functioning democracies." 2019/9/26 アメリカ nyc

"国として恥ずかしい" 2019/9/26 日本

"賛同します！" 2019/9/26 日本

"表現･ヤジの排除は国が、政府がやることか！？俺も許す訳にはいかん絶対に国に表
現の自由は奪わせない"

2019/9/26 日本 Kouti

"目先の状況にとらわれた文化庁を文化の将来を担う本来の姿に戻すには、ここで市民
が声を上げるしかないと思っています。"

2019/9/26 日本 Shinjuku-ku

"勿論賛同。" 2019/9/26 日本

"文化庁は「あいちトリエンナーレ2019」に対する補助金交付中止を撤回すべきです。
国が文化に対して取る態度は、お金は出す。口は出さない。が成熟した国の姿だと思
います。国家による検閲とも取れるこの交付中止は、国際社会の中でも恥ずべきこと
です。"

2019/9/26 日本 Nagoya-shi

"こんなことがまかり通るなら、この国は文化国家を名乗る資格はありません。文化庁
はその存在意義を自ら問うてください。"

2019/9/26 日本

"脅迫行為の責任まで主催者側にあるような説明はおかしい。犯罪は犯罪。それが明確
にされないと更なるヘイトを生む土壌となる。国がそんなことを許してはいけない。"

2019/9/26 日本 Inashiki

"賛同します" 2019/9/26 日本

"脅迫された被害者を守るのでは無く、脅迫されたあんたが悪いのだと脅して、脅迫し
た加害者にトロフィーを与えた。許せない。"

2019/9/26 日本 Odawara-shi

"文化庁が決定したことは、看過できないことで、こんな事を決定してしまう事自体が
おかしい。この決定は禍根を残すと思う。"

2019/9/26 日本 愛知県名古屋市

"行政による文化への検閲･干渉を絶対に許してはならない" 2019/9/26 日本

"賛同します。" 2019/9/26 日本
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"実質的な検閲になってしまっていることも、文化事業がテロリズムに屈することを容
認することになってしまっていることも、全てにおいて愚劣極まりない判断だと思い
ます。文学も彫刻も絵画も舞踊も、歴史的価値のある文化はカウンターを除いては概
ねお金のある場から生まれています。そのことに気付き、戦前・戦中の非文化的文化
について反省し、ようやくここまで辿り着いた文化と資本の関係性をぶち壊すこの決
定に、断固抗議します。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"今回の交付中止は、なんちゃって文科相のネトウーヨ萩生田による、ネトウヨのため
の、ネトウヨパフォーマンス。韓国ヘイトなネトウヨを喜ばせるために表現の自由に
ウヨヨ～ンと干渉したネトウーヨ萩生田は、即刻辞任しろ。キモすぎる。"

2019/9/26 日本 東京都世田谷区

"賛同" 2019/9/26 日本 Chiba

"押し付けるのではなくただ在れるように" 2019/9/26 日本 Tokorozawa

"文化庁には、本件に限らず、｢文化の下僕｣という立場をしっかりとわきまえて仕事を
していただきたい。｢文化の総元締め｣だなどとはゆめゆめ勘違いなされませぬよう
に。"

2019/9/26 日本 東京都

"文化庁の決定はあまりにもおかしい。文化庁が挙げている理由での不交付がまかり通
れば、あらゆる公的文化事業がその対象になり得てしまう。絶対に許してはならな
い。"

2019/9/26 日本

"自分の精神に忠実でいられるのはすばらしいこと。些細なことでも、日々自由に表現
できることも。音楽、詩歌、絵画、舞踊、造形、執筆などなど。"

2019/9/26 日本 Setagaya-ku

"出すといったら出すべき！" 2019/9/26 日本

"賛同します。" 2019/9/26 日本 Kamakura

"これは本当にありえん。こんなことを許していては、日本は滅びる。" 2019/9/26 日本

"賛同します" 2019/9/26 日本 Yokohama

"政府が表現の萎縮に加担してどーする。" 2019/9/26 日本 Nagoya-shi

"文化庁は文化を守るべき立場の官庁であり、文化を守るためには多様な意見を許容す
べきです。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"政権の好きな言葉で表するなら、「明らかに国益を損ねる行為」。世界中に恥を晒
し、民主主義国家としての信用を失う。世界中の著名な美術家が、この問題を取り上
げ、日本以外の国や地域で作品を発表するだろう。バンクシーだって、黙ってはいな
いのではないか。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"愕然としました。恐怖を感じています。" 2019/9/26 日本

"権力の意に沿わないものをつぶそうとする愚かな行為を許さない" 2019/9/26 日本 Nagoya

"全て繋がっている。イワシの頭(安倍)が腐ってるから尾(文化庁)まで腐る。" 2019/9/26 日本 Kawasaki

"長期的な文化振興に鑑みて、見せしめ的な交付中止はせず、交付した上でヒアリング
を行うほうが良いと考えます。"

2019/9/26 日本 Toshima-ku

"現代美術家として、また東京藝術大学工芸科で宮田亮平文化庁長官の教えを受けた者
として、今回の検閲は納得がいかないと同時に深い悲しみを感じます。長官には今一
度、作家としての原点に立ち戻っていただき、補助金不交付を撤回していただきたく
存じます。"

2019/9/26 日本

"不愉快かつ不適切。一度選択されたものが何故ここに来て不適切と指摘されるのか具
体的に理由を上げていただきたい。曖昧な言葉でごまかさないでほしい。"

2019/9/26 日本 Wakayama
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"表現の自由は、民主主義の根幹です！権力が制限や検閲するのは独裁です。権力側に
とって都合の良い物悪い物という判断で補助を決めるのはとんでもない。窮屈な社会
となり、豊かな文化が形成されません。撤回してください！"

2019/9/26 日本

"芸術は、表現は、自由であるべきです。" 2019/9/26 日本

"生活保護の身の上だから寄附は出来ないが政権の暴走を許すわけにはいかない。日本
を壊す現政権に精一杯抵抗する。"

2019/9/26 日本 Fujinomiya city, Shizuoka Prefecture

"文化は次世代、その先十代先のためにあるものです。不等な抑圧や差別に対し即刻対
応力改善してください。"

2019/9/26 日本 杉並区

"萩生田が文科相なんて可笑しいだろ⁉ ️安倍政権は即時退陣だ " 2019/9/26 日本

"歴史と文化の継承をアートであれスピーチであれ、それらを行うことへの阻害を国が
容認することはこの日本が差別国家であることを象徴することになる。さらに国民の
税金を投与するに値しないなどと発言しており、在日韓国人・朝鮮人は税金を収めて
いないもの扱いされている。わたしは日本に住み税金を収めてきているし今後も収め
続けるが、ぜひともあいちトリエンナーレに税金を使用していただきたい。ひとつの
血筋、国籍の者達の声や思想を疎外しないで。"

2019/9/26 日本 Kyoto

"これを撤回させないと日本の表現の自由は死んで、日本は先進国ではなくなる。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"現政権になってから、この件に限らず、権力の法軽視、特に公正な手続の軽視が目に
余ることだらけだ。法律家として大きな危機感を抱いています。気持ちは暗くなるば
かりですが、それでも、何回踏みにじられても、おかしいものはおかしいと声をあげ
て抵抗し続けるしかありません。人権保障の苦闘に満ちた歴史を後退させないため
に。"

2019/9/26 日本 奈良市

"政府は表現を管理したいの？" 2019/9/26 日本 Tokyo

"メディアももっと怒ってください。勇気を出して！" 2019/9/26 日本

"賛同します！" 2019/9/26 日本

"私は現在の助成金アートには疑問を持っているが、しかし今回の文化庁による措置は
不正義である。よって撤回を求める。"

2019/9/26 日本 Saitama

"こじつけの理由で補助金カットとは･･･検閲という自覚の欠如そのもの。何処まで
「安倍忖度」を続けるつもりなのか！（怒）"

2019/9/26 日本

"全くもって意味不明。テロ予告とか恐喝なんて、事前に予測できるわけもないし、仮
にできたとしてそれはれっきとした"威力業務妨害"という犯罪行為なのだから、主催者
が相手にする類のものでもない。だいたい、この手の事業で補助金交付中止とか予算
計画を実質的に事後的にCancelされたら、それはハシゴを外すようなもので、控えめ
に言ってあまりに恣意的で無責任だと思う。"

2019/9/26 日本 東京都渋谷区

"一度決めた交付金をこんな理由で撤回できる事例をつくったら、行政はこの先なんで
もできてしまう。何のための申請だったのか。"

2019/9/26 日本

"文化庁の今回の決定は、公的な理由のように見せかけた表現行為全般に対する威圧に
他なりません。明日も全ての人が表現を行えるように、この署名に賛同します。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"そのうち社会主義リアリズムのような芸術しか無くなってしまうのではないか。そん
な危機感を覚える決定です。このままでは世界に誤ったメッセージを発信してしまい
ます。"

2019/9/26 日本 Ota-ku

"賛同します。" 2019/9/26
ブルガリ
ア

Sofia
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"不交付を決めた、「展示会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実を
認識していたにもかかわらず、それらの事実を申告することがなかった」という理由
について、卑劣な脅迫や妨害によって起きてしまった要因を愛知県の対応のせいにし
ているのはおかしく、むしろ賛否両論の展示内容であっても国が積極的に守るべきも
のと考える。また、問題となった展示は今回のあいちトリエンナーレの一部であり、
それを不交付という形で切り捨てていることは疑問である。(部分的に不適当なところ
があっても、国の指導のもと直せばよい話である。)"

2019/9/26 日本 Tokyo

"自由に生きたい" 2019/9/26 日本 tokyo

"賛同。もちろん、署名するよー！" 2019/9/26 日本

"デザイン分野に携わる身として、本当に危機感を覚えます" 2019/9/26 日本 Kyoto

"この異常なまでの嫌韓の流れを市民の手で食い止めよう！" 2019/9/26 日本

"検閲反対！" 2019/9/26 日本

"国家による検閲を許さない！" 2019/9/26 日本 Nagoya-shi

"賛同します。" 2019/9/26 日本 Kokubunji

"むしろ、補助金をもっと増やして文化を守って欲しい。脅迫に屈しないバリケードに
充填。表現の自由を守って下さい。"

2019/9/26 日本 愛知県

"自分たちの判断の何が主観でしかなかったのか、客観的に考える機会を社会から奪お
うとするのは文明化の逆をゆく行為でしかありません。賛同しかねます。"

2019/9/26 日本

"賛同します。検閲反対！" 2019/9/26 日本 Saitama

"政権は支持と不支持がはっきり分かれれば分かれるほど、少なくとも目につくところ
では支持者が嫌うことはしない。もうこの国は当面、ネトウヨが嫌うことはそうそう
行われない国に成り下がったわけだ。"

2019/9/26 日本 京都市左京区

"まったくもって、ありえない話。文化庁には強く抗議する。" 2019/9/26 日本

"現政権は国民に牙を剥きました。" 2019/9/26 日本

"しょせん政権にとって好ましくないという恣意的な理由からの判断でしかありませ
ん。"

2019/9/26 日本 世田谷区

"民間からの募金を募り、是非補助金を超えるお金を集めましょう。愛知県が受け皿つ
くれば、言論表現の自由を守りたい心のある名もない市民は、沢山募金すると思いま
す。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"自由な文化を守りたいです。" 2019/9/26 日本

"愛知県で開催された美術展がとうとう国からの圧力のターゲットにされてるのが許せ
ない。そして、たぶん愛知県ではこの問題意識への落差がとてつもないと思う。拡散
したいと思います。"

2019/9/26 日本

"よくも検閲ではないと言えたものですね。大臣‼�と、これまでの政府の行動をずー
と見てるんですよ。そんなにネトウヨの指示が欲しいのですか‼�また日本は人口減
少なのに、隣国と仲良く出来ない政府など必要ありません(怒)賢い政策ではない(怒)今
すぐ撤回を❗ ️そうしないと、馬鹿政権と認定します‼ ️以上今すぐ撤回を"

2019/9/26 日本 Fukuoka

"表現において多方面の考え方から不自由を受けるとき、それを考える機会を奪っては
いけない、それこそが表現の自由であり知る権利であると思うのです。そういう時は
やはりみんなで議論をするべきと思っています、偏った考えのみで制裁を与えるよう
なことをしてはいけない。"

2019/9/26 日本



コメント 日付 国 居住地 （市区町村）

"検閲を受けなければ展示ができないという前例になりそうな決定です。" 2019/9/26 日本

"川副　智子" 2019/9/26 日本 Ageo

"今の政権は狂ってる。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"日本を戦前に回帰させてはならない。" 2019/9/26 日本

"発信者による主文に同意します。いったん文化庁による審査を経て採択した事業に対
し、事業実施中に交付を取り消すことは、文化庁自身の審査プロセスの欠陥であるこ
と、また、予定どおりの実施が困難になった展示が全体支出の6%に満たないものであ
るにもかかわらず、7800万円の補助金全額の不交付を根拠づけるには全く不十分であ
り、経済的困難を強いることを目的とした、スラップ訴訟と同質の極めて恣意的で不
公正な行為であることに対し、強く抗議します。"

2019/9/26 日本 東京都

"JCBカード使えるようにしてください。" 2019/9/26 日本 大阪府東大阪市

"うかうかしてられない。" 2019/9/26 日本 Yokohama

"日本は文化的先進国でしょうか？" 2019/9/26 日本 日本

"いろいろ理屈をつけてるが、要はあのような表現はするなってことを公然と言ってる
ようなもの。表現の自由どころか、このままじゃ暮らしにくい窮屈な世の中になって
しまいそう。"

2019/9/26 日本 Hiroshima

"これを看過したら、日本という国の底が抜ける。もう抜けてるのかもしれないけど、
表現を生業にしている人間として、ここはなんとか粘って反発しないと、表現者はこ
の国で居場所がなくなってしまう。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"巷で言われているように、変な前例を作る事になりかねないですし、このキャンペー
ンを支持します。"

2019/9/26 日本 神奈川県

"この決定は文化に対してマイナス効果しかない。即刻撤回すべきです。" 2019/9/26 日本 板橋区

"すでに数年前から近代国家として底が抜けるような出来事がいくつも起きていました
が、ついに「文化」が危機的な状況に陥っていることが完全に可視化されました。今
回はたまたま現代美術がターゲットですが、すぐに表現や研究などのあらゆる分野に
広がります。本当にこれが日本のために、なることなのでしょうか。"

2019/9/26 日本

"賛同します。" 2019/9/26 日本

"賛同します" 2019/9/26 日本 神奈川

"芸術、文化、表現の自由を政府の好みで否定されるようにしてはならないと思いま
す。撤回を求めます。"

2019/9/26 日本

"文化庁の補助金不交付の対応に強く抗議します。" 2019/9/26 日本

"この度の文化庁の不交付決定に強く抗議し、撤回を要求します。また、公権力による
展覧会への介入は憲法違反であり、絶対に許されない。名古屋市長、大阪府知事、大
阪市市長、ほか公人のテロを容認し加勢する発言を断じて許さないし、これらを擁護
し芸術監督一人に責任を押し付ける愛知県検証委の中間報告にも強く抗議します。"

2019/9/26 日本 Shinagawa-ku, Tokyo

"所轄官庁の大臣が変わった途端の決定。理性や悟性よりトップの人間の資質による恣
意的な判断が優先された決定が今後の日本の文化にとって決定的なターニングポイン
トになることをおおいに恐れます"

2019/9/26 日本 豊橋市

"賛同します。朝から信じ難いニュースに胃が痛くなった。日本に表現の自由が無く
なって行く。許せない。"

2019/9/26 日本
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"賛同いたします。今の日本がこうなってしまってるのは非常に悲しいです。この時代
によくもこんな前時代的になったものです。見ている未来が違うみたいですね。頑張
りましょう。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"文化庁、やり方がよくない。わかってるはず。" 2019/9/26 日本 京都

"岡田先生に大いに賛同します。" 2019/9/26 日本

"国家による検閲を許してはいけないむしろ、テロリズムへの警備費として助成金を増
額すべき！悪いのは暴力で文化を殺そうとする側であり、トリエンナーレ側ではな
い！　トリエンナーレは被害者であって法と行政によって守られるべき！"

2019/9/26 日本

"表現の自由を尊重すべきです！" 2019/9/26 日本 東京

"表現は作者の意図することを束縛してはなりません。真に解放される中で生まれるの
だと確信します。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"文化庁ありえん。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"これまで文化庁が粛々と進めてきた歴史ある事業に泥を塗るような今回の裁定は言語
道断。"

2019/9/26
マレーシ
ア

Kuala Lumpur

"I believe in art and freedom of creation" 2019/9/26 アメリカ Brooklyn

"正直、慰安婦像以外は展示してもいいと思ってます。アレだけ排除して展示すれば。
中には天皇を揶揄したのもダメといいますが、風刺と見る上ではいいと思います。慰
安婦像はある意味展示方式について、俗にいう右翼を考慮し十二分に展示について検
討すべきであり、でないと韓国側（あるいは左翼）が日本でも慰安婦像がたったと騒
ぎ始める恐れがあります。これだけまず排除で再開すべきかと。なので、補助金自体
の不交付は反対です。"

2019/9/26 日本

"文化庁は「あいちトリエンナーレ2019」に対する補助金交付中止を撤回してくださ
い。"

2019/9/26 日本 鈴鹿市北玉垣町

"テロ予告によって安全上の理由から展覧会中止に追い込まれた文化事業への補助金不
交付決定。表現の自由を守るための補助はしないという意思表明。文化庁も「共犯
者」でしたか。"

2019/9/26 日本 蕨

"Because history must be acknowledged before healing" 2019/9/26 アメリカ new york

"文化を殺すな。今回の決定はまさに文化を殺す暴挙です。文化を殺すことは国を殺す
ことです。この国を守るために深く賛同します。"

2019/9/26 日本 神奈川県

"アートなめんな国民なめんな" 2019/9/26 日本

"そんなことが許されていいとは思えません。" 2019/9/26 日本 東京

"賛同しました" 2019/9/26 日本

"自由の国はどこへ？" 2019/9/26 スペイン Barcelona

"文化芸術に携わる人々へ忖度を広げないために、表現の自由の担保のために、文化芸
術を今後も自由に学び楽しむためにこのキャンペーンに賛同と支援を表明します。"

2019/9/26 日本

"文化庁は税金の正しい使い道を知らないんですね。恥ずかしいです。まあトップが
トップなので頭が悪くなっても仕方ないのかも。決して許しませんけどね(笑)。"

2019/9/26 日本 Kyoto-shi

"文化は政治ではない。" 2019/9/26 日本 Naha

"思想内容が気に入らないから差し押さえる…というに等しい補助金交付停止（憲法第
21条第2項ご参照）。先行き暗そうな令和時代。やはり号令で調和する時代になるのか
な…。"

2019/9/26 日本
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"人権を侵害しない限り、文化は自由であるべきではないのか。政治の顔色を伺う文化
などあってたまるか！！"

2019/9/26 日本

"悪しき前例は作らない！" 2019/9/26 日本

"異例の意味することを考えてみてほしい、言論・表現の弾圧です。国民への攻撃で
す。ステージが変わった"

2019/9/26 日本

"検閲国家万歳！" 2019/9/26 日本 Hachioji

"国が文化・芸術を検閲するような行為は、独裁政権への第一歩。前例をつくってはな
らない。"

2019/9/26 日本 東京都

"補助金を出さないなんて酷すぎます" 2019/9/26 日本

"政府による表現の自由の侵害は、いかなる場合も許されるべきではない。" 2019/9/26 アメリカ QUEENS

"国家による検閲ですね。表現の自由はどうなったんですか？交付を決めてから正当な
理由なく引っ込めるなんておかしい。"

2019/9/26 日本 東京都

"一部の展示が中止になったために、トリエンナーレ全体の補助金を交付しないことに
するというのは、まったく解せません。見せしめのようなこの決定は、今後の展示、
公演などにおいて、国家の望むようなものしか許さない、という姿勢の表れのように
思えます。国家が、表現の自由を狭めていくことがないよう、このような理不尽な決
定は撤回してください。"

2019/9/26 日本 Maebashi-shi

"表現の自由への弾圧は許せない" 2019/9/26 日本 東京都

"文化、芸術に圧力をかけるのはやめて欲しい。" 2019/9/26 日本

"多様性を認め、表現するのが芸術であり文化です。これは検閲に他なりません。" 2019/9/26 ドイツ

"直接的な公開の禁止ではなく、補助金の不交付という形で、芸術祭の主催者の自己規
制を期待し、表現の自由の萎縮を狙う文化庁の決定に反対します。"

2019/9/26 日本

"こんな時代遅れな姿勢でオリンピックのホストなんて、笑わせないでほしい" 2019/9/26 アメリカ New York

"「表現の不自由展」は世相に跳梁跋扈する歴史修正主義への重大な異議申し立ての契
機であった。助成金の不交付決定は、今後表現者に国家当局の顔色伺いを事実上強制
させる悪しき前例となるだろう。私たちの民主主義共同体を破壊する権力を絶対に許
すな！！"

2019/9/26 日本 Yao

"文化に対して政治が介入することは、あってはならない。あまりにも愚かだ。" 2019/9/26 日本 千葉市

"賛同します‼�" 2019/9/26 日本

"国が認めなければアートじゃないのか？ふざけるな。自由を奪うな" 2019/9/26 日本

"これは検閲です。あってはならないこと。ただちに撤回を求めます。" 2019/9/26 日本

"このままでは、この国は滅びます。この国を傷つけ、貶めようとする策動から守り、
次世代に引き継がせるためにも、今回の文化庁の決定には強く反対します。"

2019/9/26 日本

"この決定が後に文化庁自体を苦しめ、文化芸術の振興を阻むことになるでしょう。あ
なた方の理屈が通るなら、この先ずっとその理屈はまかり通るのです。"

2019/9/26 日本

"文化芸術こそ、古代からの人間存在の原点。合掌" 2019/9/26 日本 東京都墨田区

"社会が、これ以上自分たちだけ利益や搾取を追求する方向にいかないことを望みま
す。そのために、アートは存在すると思うから。"

2019/9/26 日本 Tokyo
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"いとうせいこう is the poet私たちは平和を求める。それは自由を求めることと同じで
ある。したがって私たちは宣言の名に平和自由と並記する。平和抜きの自由はなく、
自由抜きの平和はない。私たちはふたつを同時に目指す。どちらかを諦めて後回しに
するなら、もう一方も失ってしまうから。"

2019/9/26 日本

"文化の本質を理解してないお役所が文化庁である事が露呈したわけです。大臣の一存
で何でも自由にできるのは民主国家ではない。独裁思考からは文化も芸術も生まれな
い。日本文化の危機です。"

2019/9/26 日本

"検閲反対" 2019/9/26 日本 Tokyo

"｢文化庁｣はいつから｢文化検閲庁｣もしくは｢文化矯正庁｣になったんでしょうか。" 2019/9/26 日本

"賛同します" 2019/9/26 日本

"検閲だなんて、戦前の話でしょ（笑）今時、なんだろうって？文化庁？のやる事なん
ですね！信じられません。はき違えてます。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"文化庁こそ毅然と表現の自由を守ってくれると思っていました。" 2019/9/26 日本 Kyoto-shi

"萩生田にやれらるな！こころある行政マン。" 2019/9/26 日本 Tatsuno

"展示作品がアートなり、文化なりのの名に値するか否かという問題は、ここで問われ
ていることとは何の関係もありません。"

2019/9/26 日本

"検閲は憲法違反、絶対に許さん！" 2019/9/26 日本 世田谷区

"文化庁はこれからの文化を育む為にも寛容な態度を見せてください。" 2019/9/26 日本

"憲法上、確実に政治が表現に対して介入している検閲で有ることは間違いないよね。
是非裁判で明らかにして欲しい。"

2019/9/26 日本 杉並区

"表現の自由と文化を守ろう。" 2019/9/26 日本 鳥取県

"「安倍らの集団」のこんな横暴を許したら、戦前戦時中に戻ってしまう！" 2019/9/26 日本

"戦前回帰はやめましょう" 2019/9/26 日本 Fukuoka

"背筋が凍りつく思いでいます。こんなことは到底許せません。文化庁は即時撤回を！" 2019/9/26 日本

"表現の自由を守りたい。" 2019/9/26 ドイツ Füssen

"文化庁自身の存在意義が問われる間違った判断ではないでしょうか。" 2019/9/26 日本 Nagoya-City

"賛同します。このような暴挙は絶対許してはなりません。" 2019/9/26 日本 東京都西東京市

"表現の自由を窒息させてはなりません。絶対に！" 2019/9/26 日本 Kyoto-shi

"貴庁の下した文化を貶めるような結果に納得がいきません。" 2019/9/26 日本

"まず、作品を見て議論をするべきです。今回の補助金交付中止は芸術作品を検閲する
ことになり、思想統制につながる非常に危険な一歩だと思います。直ちに撤回してく
ださい。"

2019/9/26
ポーラン
ド

ポーランド、愛知県

"許しがたい！" 2019/9/26 日本



コメント 日付 国 居住地 （市区町村）

"7800万円の約束手形の踏み倒し。交付金を前提として経費計上されたものを、交付金
が入金されないとすれば、誰が補填するのですか。私たち愛知県民ですか。仮に手続
上の瑕疵があったとしても、認可をした文化庁側にも一定の瑕疵はあります。百歩
譲って「今回は既に交付を決定しているので覆せないが今後プロセスを厳しく審査す
る」というならまだしも、事後に支払いを拒否するのは信義則にもとります。国・文
化庁は自らを顧みず地方自治体に責任を転嫁し損失を与える。いつからこのような政
府になったのですか。この一点だけでも文化庁の決定はめちゃくちゃです。速やかに
非を認め当初の決定通りに交付金交付を遵守することを求めます。尚、表現の自由の
問題や、脅迫という犯罪行為を批判せず野放しにする一部政治家の態度については、
他"

2019/9/26 日本 名古屋市

"この程度の理由で決定している補助を全額不交付では、悪しき前例そのもの。撤回す
べき。"

2019/9/26 日本 宇都宮市

"基本的人権を軽視する政府に厳しい審判を！" 2019/9/26 日本 名古屋市

"この補助金交付中止は、検閲と理解せざるを得ません。憲法にも反する行為です。直
ちに撤回を！"

2019/9/26 日本

"憲法遵守が文化庁を含めた行政組織の基本では！" 2019/9/26 日本 鎌倉市

"ありえません！著名します。" 2019/9/26 日本 Nagoya-shi

"文化庁はこれからの文化を育むためにも、ここはぜひ寛容な態度を見せてください。" 2019/9/26 日本

"日本は表現の自由をがきちんと保証された国であって欲しいと思いますそのためにも
文化庁の悪行を許すわけにはいきません主旨に賛同し、署名致します"

2019/9/26 日本

"憂国の一語に尽きる。表現を守れない国は災害復興も景気回復も平和維持もできはし
ない。ただ権力と利権を守るのみ。これはもう国家ではない"

2019/9/26 日本 長野県

"文化と芸術には金を出しても口は出さない。" 2019/9/26 日本 Nagoya

"補助金交付中止は、「国による検閲」と言わざるを得ません。" 2019/9/26 日本 Niigata-shi

"あまりにも酷い知らせに正直疲れています。でも、黙ったら負けだ。" 2019/9/26 日本

"越えてはならない一線を守ろう！" 2019/9/26 日本 Toyota

"文化の衰退は、国の衰退" 2019/9/26 日本

"制裁すべきは恫喝した顔の視えない人々です。文化を保護・推進するべき立場である
はずの文化庁が、文化を抹殺するとはどういうことでしょうか。これは日本という国
が極右化し、戦前へ逆戻りしていることを世界に示す由々しき問題と捉え、助成金不
交付の措置に対し、断固反対します。文化を殺すな。文化を名乗るな。"

2019/9/26 日本 神戸市

"いい面も悪い面も含めて芸術であり、高尚で美しいものだけを"国の誇るべき文化"と
して残していては国の未来はありません。臭いものに蓋をする感覚ではこの国際社会
を生き残れません。人間に多面性があることを許容すればのびのびと育つように、芸
術の多面性も許容することが、これからの国家の発展において重要なことだと思われ
ます。"

2019/9/26 日本 Mauku

"Art is life energy snd it shouldn’t be unfairly supressed" 2019/9/26 アメリカ Santa Monica

"萩生田極右政策を糾弾し、大村愛知県知事を支持します。" 2019/9/26 日本 世田谷区

"政府は表現の自由を守る立場にあるはず。それがたとえ政府に対する批判が含まれて
いても。"

2019/9/26 日本 Hachioji

"表現の自由を守れ、文化庁が文化を殺すな。" 2019/9/26 日本 Toyohashi-city



コメント 日付 国 居住地 （市区町村）

"とんでもない国になってしまった…と痛感する。ならず者から、私たちの自由を守り
ましょう！"

2019/9/26 日本 Japan

"検閲やめろ萩生田辞めろ" 2019/9/26 日本

"独裁政権ではないのなら、少なくとも民主主義を標榜するなら、検閲はやめてくださ
い。補助金を支払うのは義務です"

2019/9/26 日本 神戸市

"撤回してください。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"文科大臣の圧力だったら、その無知蒙昧ぶりに驚くばかりです。" 2019/9/26 日本 Taku-shi

"萩生田氏はモリカケもやらかしましたよね。" 2019/9/26 日本

"みんなでオープンに話したい。" 2019/9/26 日本

"表現の自由は、民主主義の基本" 2019/9/26 大韓民国 東京都

"殺すな。表現の自由を。" 2019/9/26 日本

"いい加減にしろよ、な。" 2019/9/26 日本

"こんな暴挙は認められない。先進国を自負するのなら、自分達が何をやっているの
か、よく考える事だ❗ "

2019/9/26 日本 Tokyo

"撤回をしてください。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"ただの検閲、言論弾圧に他ならない。そもそも税金の使い道云々という理屈で抑え込
もうとするならば、辺野古新基地や2020オリンピック、クールジャパン事業など国民
から疑問を投げかけられている事が沢山あるのに、トリエンナーレをピンポイントで
補助しない動きは絶対におかしい。"

2019/9/26 日本

"開催してから、お金出さへんとかとてもひどい。撤回してほしいです。政府の意向に
あった芸術にしかお金出さないってこと？ほんまに文化庁か？へんな金貸しで愛知騙
してるんちゃうんか？ふざけんな。"

2019/9/26 日本 奈良県

"文化庁は憲法第２１条に違反しています。三権分立をまもるためにも即刻、トップが
責任を取るべき。"

2019/9/26 日本 Sayo

"この国がどこに向かっているのか。嫌な雰囲気です。主張を持った芸術表現が政府の
意向によりコントロールされるようになってしまいます。"

2019/9/26 日本 Saitama

"文化庁が文化を応援せんでどないするねん！" 2019/9/26 日本

"これはもう「検閲」の範疇を超える重大な「弾圧」です。一旦決まっている補助金の
撤回、こんなことがまかり通れば現場の萎縮を招くでしょう。たら予告犯と文化庁は
同じ立場を共有するのでしょうか？"

2019/9/26 日本 兵庫県

"ありえない！本当にありえない！こんな暴挙を許してはならない。" 2019/9/26 日本 神奈川県

"問題を整理して、感情論ではなく、明確な議論をお願いしたい。" 2019/9/26
ニュー
ジーラン
ド

Concord

"自分とチガウことを認められなければ文化は死ぬ！" 2019/9/26 日本 Mitaka

"絶対にこんな前例を作ってはいけないと思います。" 2019/9/26 日本 Tokyo
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"全ての表現者のみなさまへ。これを許すなら、公金の補助を利用した表現の自由は、
正に死ぬのだと思います。この件は、絶対に許してはならない一線だと思います。ま
た、この判断は、「脅迫等により安全を害すれば、国から自治体への補助を絶つこと
ができる」という犯罪を助長させかねない悪質なメッセージを社会に発信するもの
で、この点からしても妥当ではありません。今後の展開・政府の意向等に反しそうな
イベントについては、自治体内で、総合判断の名の下に国からの補助金が出ない恐れ
があるという声が上がり消極になる。・差別主義者も含めた、一部の者から脅迫等さ
れそうなイベントについても、国からの補助金がでない恐れがあるという声が上がり
消極になる。・次第に、より些細なものでも同じような判断がされるようになってい"

2019/9/26 日本 渋谷区

"文化庁は文化を壊すな！" 2019/9/26 日本

"文化庁は、文化を殺すな！萩生田は、文科大臣舐めろ！" 2019/9/26 日本 Osaka

"自由な生きやすい日本でありますように。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"ここで引き下がったら民主主義国家を守ることができなくなる。後戻りはしたくな
い！"

2019/9/26 日本

"弾圧だと思う" 2019/9/26 日本 Tokyo

"今回の文化庁の決定は脅迫された愛知側をさらに追い詰める行動です検閲でないとい
いましたが、世界は日本が独裁国家に傾いていることに気づいています今引き返さな
ければ大変な恥をかくことになるでしょういますぐこの不当な決定をやめてください"

2019/9/26 日本 Tokyo

"署名の趣旨に賛同します。今回の文科大臣の恣意的な決定は文化行政に大きな汚点を
残し、悪影響を及ぼすことになります。民主主義的な価値を重視する政府は、自由な
芸術表現・文化的表現を保証する公共的空間を維持・支援する事業を責任をもって継
続する義務を国民に対して負っていることを忘れないでください。。"

2019/9/26 日本 埼玉県

"文化を殺すなは、まさにいまの状況を述べているのです！為政者ならそのことをしっ
かりと把握すべきだと思います‼�"

2019/9/26 日本

"表現統制そのものである補助金交付中止、日本の文化が死にます。" 2019/9/26 日本

"絶対におかしい。黙ってられるか。黙ってられるか！" 2019/9/26 日本 yokohama

"世界の恥としか言いようがない。" 2019/9/26 日本

"文化を殺す文化庁とは、なんたる倒錯だ 検閲には断固反対" 2019/9/26 日本

"表現は自由だ" 2019/9/26 日本 Niiza-shi

"一線どころか二線ぐらい一気に超えてる。ありえない。" 2019/9/26 アメリカ 青森県

"恥ずかしい文化行政、恥を知れ " 2019/9/26 日本 石川県

"びっくりしたよ。今回も！今の政権弾圧加速している。" 2019/9/26 日本 Kawasaki-shi

"いつか政権交代が実現して、安倍政権の失政が検証される日が来た時、ただ従うだけ
の日本人ばかりでなかったという証拠を残すために署名します。"

2019/9/26 日本

"憎むべきはテロ行為です。補助金についての議論をこの時期に行うのは的はずれも甚
だしいと言わざるを得ません。"

2019/9/26 日本

"文化庁、ひいては国を牛耳る一部極右組織のやり方が汚すぎる。戦前の検閲の復活を
許してはならない。"

2019/9/26 日本 Tahara

"表現の自由を守りましょう。検閲を許すな。" 2019/9/26 日本 Kakogawa

"文化の発展途上国に自らなるのはよくない" 2019/9/26 日本 Tokyo
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"脅迫に屈して補助金を撤回するなど言語道断です。" 2019/9/26 日本

"行政の補助金交付を恣意的に運用しないでください。表現の自由は憲法上の基本的人
権です。国民の権利です。国が犯してはなりません。"

2019/9/26 日本 大阪府

"問題なのは、テロを予告した人物であって、アートそのものではない。それを取り違
えて、展覧会側を罰するような真似はするべきではない。"

2019/9/26 ベルギー Bruxelles

"無くしてはいけない文化や芸術。これら知らないから、中身の無い血の通わない心貧
しい得体の知れない生き物になる。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"文化庁が文化を抹殺するの？" 2019/9/26 日本 宮城県

"今回のこれは、あってはならないことと一つです。" 2019/9/26 日本 Wako

"表現の自由を失ってはいけない。戦前にしては、いけない。" 2019/9/26 日本 Karatsu

"豊かな文化とは、ときに権力者にとって不都合なものなのです。文化庁を名乗るなら
文化から逃げず、正面から向き合っていただきたい。"

2019/9/26 日本

"文化庁、文化を殺す加担すなよ。" 2019/9/26 日本

"現政権のやる事としては、予測された事ですが、これ以上の日本の文化度に恥を上塗
りするのは、やめてほしいです。各省庁も国民市民の側に立ち自由と多様性の基本
を、人権を守っていただきたい。"

2019/9/26 日本 愛知県

"賛同します。" 2019/9/26 日本

"ニュースを見たとき、冗談かと思いました。一部の為政者の意に沿わないことは潰そ
うとしているように見える今回の発表は、「文化」への冒涜のみならず、ここ数年日
本を覆ってきた「弱者は強者に従え」という流れに拍車をかけ、より多くの分断が産
み出されるのではないかと不安になります。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"補助金の交付をしないということは、政府の考えに同調しないものは補助金の対象か
ら外すという懲らしめになります。芸術文化が萎縮し、斬新な発想を阻害していくこ
とになります。政府の恣意的な介入は、戦前戦中の思想統制にも繋がる大変危険な行
為です。補助金は従前通りに交付してください。"

2019/9/26 日本

"これ以上国民を貶めるなよチンピラ政権" 2019/9/26 日本

"底が抜けた。" 2019/9/26 日本 神奈川県

"文化庁は、憲法違反するな❗ ️表現の自由を文化庁自ら投げ出す行為です。撤回してく
ださい。"

2019/9/26 日本 兵庫県

"脅迫という違法行為があったのに、それに屈するばかりか追認して主催者側を追い詰
めるというのはあまりに無法です。"

2019/9/26 日本 Sagamihara-shi

"とうとう憲法違反を堂々とやるようになりましたね。しかも文化庁が文化を踏み潰
すって何なの？"

2019/9/26 日本

"文化庁は「文化」の維持発展のためにあるのではないのか？「政治権力」のお使いに
なったとき、文化は堕落することを歴史は証明している。"

2019/9/26 日本

"ｓ署名しました" 2019/9/26 日本 Kyoto

"一度決めた補助金を会最後に辞めるという行為は、世の中の文化を捜索しているもの
から考えれば、完全な検閲であり、許せないと思います。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"こんなとってつけたような「理由」のせいで、政治的な理由によるものであることが
明確ですね。せめてもうちょっとましな「理由」を考えてください。"

2019/9/26 日本 Fuchu-shi
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"いかにフランスが表現でも世界の先端を行くか。それは内容に口を出さずに資金を出
す体質にある。自由の使い方が正しくあるからに他ならない。また表現は必ずしも全
ての人に好かれるとは限らない。多様化の正しい認識もなされなければならない。"

2019/9/26 アメリカ Los Angeles

"この国の芸術、文化が一部の心ない人達によって破壊されませんように‼�" 2019/9/26 日本 Tokyo

"これは本当にありえない公の機関が後出しで気に食わないから補助金交付しませんと
か言い出したら本当にやばいことになる"

2019/9/26 日本 Yonago-shi

"不正にまみれた萩生田。" 2019/9/26 日本

"芸術を軽視する国は滅びてしまう。。賛同しました。" 2019/9/26 フランス Nantes

"こうやって、声を上げることも、どんどんできなくなってくるのかもしれない。まさ
に「表現の不自由」の世界が、もうここまで来ている。"

2019/9/26 日本

"表現は権力者のものではありません。私たち個人のものです。社会全体の財産です。" 2019/9/26 日本 Osaka

"これを許せば次は科研費が壊れるでしょう" 2019/9/26 日本 Niigata

"徹底抗戦あるのみ！！" 2019/9/26 日本

"萩生田さん、ほんとダメ～！こんなことがまかり通るとなると政府の気に入ることし
かできなくなる。運営側を脅した卑劣な加害者に加担することになる。直ちに予定通
りの補助金を出してください。"

2019/9/26 日本

"他者を傷つける行為は許せないとしても、おかしいことを、おかしいと表現する事を
許される社会であって欲しいです。そんな社会を子供達に残したいと感じます。"

2019/9/26 日本 Nerima-ku

"継続できなくなったのは、表現の不自由展だけで、トリエンナーレ自体は継続してい
る。不支給の理由が支離滅裂すぎる。"

2019/9/26 日本 愛知県

"国がお金を握り地方を縛るやり方自体改めないといけない。" 2019/9/26 日本 世田谷区

"アーティストに表現の自由を認められる日本にしていかなきゃ、日本の生活環境も終
わると思う。"

2019/9/26 日本

"絶対にしてはいけない事をした。絶対に許されない。" 2019/9/26 日本 京都府

"賛同します。" 2019/9/26 日本

"文化を殺す文化庁？？？ ふざけんな！" 2019/9/26 アメリカ 愛知県

"表現の自由が守られることを祈ります。現政権は日本を潰しにかかっていますね。" 2019/9/26 日本 Shiki

"糞 文化庁郎チコちゃんに叱られる郎" 2019/9/26 日本 Utsunomiya-shi

"憲法を守れ" 2019/9/26 日本 Akita

"自由権の侵害を許すべきではない" 2019/9/26 日本 奈良県

"前近代的な後進国的発想には、これが日本の正体だったのかと幻滅してしまいます。" 2019/9/26 日本

"趣旨に賛同したうえで、少し皮肉な言い方をする。表現の自由について表現する者が
安倍晋三政府に敵視・弾圧されないようではいけない。毛沢東ではないが「敵に反対
されることは良いこと」なのだ。政権の反応は、この催事に大きな力がある証拠であ
る。主催者には自信を持ってほしい。"

2019/9/26 日本 大阪市

"国家、文化庁の狡猾な検閲に断固反対致します。日本の文化、表現の自由、憲法を守
りましょう！！"

2019/9/26 日本 Nishitokyo-shi

"こんな戦前のような検閲許されない。言論の自由、表現の自由は守られなければなら
ない。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"文化庁は文化を殺すな。表現の自由を尊重してください。" 2019/9/26 日本



コメント 日付 国 居住地 （市区町村）

"文化にはカネは出すべきだが、口は出すべきではない" 2019/9/26 日本

"文化庁には文化を尊重し守る権利がある。文化をも持って差別すること、立派な犯罪
です。"

2019/9/26 日本 Fukuoka

"政府はここまで来たか、と萩生田文科省が誕生した事実、そして、安倍政権がなにを
破壊しようとしているか怒りに震えます。絶対にここで止めないといけません。"

2019/9/26 日本

"検閲ですわな。" 2019/9/26 日本

"検閲反対" 2019/9/26 日本

"先週、愛知芸術文化会館の愛知トリエンナーレ行ってきました。よかったです。来週
は豊田市美術館のに行きます。文化芸術のあり方を理解できない文科大臣は、大臣の
資格がないと思います。"

2019/9/26 日本 Matsue

"多少の減額までが限界。文化を殺すな。" 2019/9/26 日本 Niigata

"大村愛知県知事頑張れ" 2019/9/26 日本 Nagoya-shi

"国家から得た金銭によって思想・言論・表現が制限を受けて当然という認識を打破し
たいです。憲法はそんな制限を認めていませんから！"

2019/9/26 日本 Tokyo

"少女像など(昭和天皇の肖像を燃やし足で踏みつける映像)って芸術なんですか？自費
でやれば良いんじゃないですか？"

2019/9/26 日本

"表現の自由は人間が生きる為の酸素です‼�息ができない社会にするな‼�" 2019/9/26 日本 Ibaraki

"少女像に怒り心頭のバカに教え諭すことこそが、真の政治。この展示騒動のおかげ
で、少女の影が老婆であると知りました。そして、国家と国家の問題にすり替えるこ
とで人間が見えなくなることを認識しました。「芸術の不自由」がこれほどまでに上
書きされ拡大されること、時代を経て振り返れば、この展示は大成功と思いますが、
冷静に振り返ることのできる時代を手にすることができるかは、また別の問題でしょ
う。"

2019/9/26 日本 東京都

"手続き問題にすり替えて、国家が検閲することは許されません。" 2019/9/26 日本

"おもいっきり賛同です！" 2019/9/26 日本 Izumi

"補助金で縛り付ける発想、補助金を与えてやるという発想、誤魔化しの理由を建前に
国民を騙す発想、ありえない"

2019/9/26 日本 Takahama

"リスペクトしよう" 2019/9/26 日本 Uruma

"何が文化かを決めるのは権力ではないと思います。" 2019/9/26 日本 sasayama

"検閲はあってはならない。" 2019/9/26 日本

"まさか日本がこんな国になるとは思わなかった。" 2019/9/26 日本 Saitama

"なんでこれだけ、しかも後から資金協力を撤回するのか？こんな形で現れる歴史修正
主義者どもの暴走を止めないと、日本の国際的評価は落ちる一方だ。"

2019/9/26 日本

"アートする事を止めてはいけない思考を止めることと一緒" 2019/9/26 日本

"文化庁のやり方は、法的にも、人としても、間違ったやり方だと思います。「表現の
自由」や「様々な文化に触れる機会」を奪われるような思いです。"

2019/9/26 日本

"国が多様性を認めない社会を創っていくことは、日本の後進性、差別性を現すことだ
と思います。だから、撤回をお願いします。"

2019/9/26 日本

"有り得ない。文化庁というか、この政権、酷すぎます。戦前のよう。" 2019/9/26 日本 Kawasaki

"文化と名のつく省庁が文化を殺す。そんなことを許してはならない。" 2019/9/26 日本 神奈川県



コメント 日付 国 居住地 （市区町村）

"検閲ではない、この国の姿勢もはや弾圧に近づいている。" 2019/9/26 日本 川崎市

"このキャンペーンの声明文を複数の外国語に翻訳し、近代法治国家とは呼べなくなっ
た日本の現状と、そうさせた者たちへ抵抗する人々という構図を世界に広めることを
提案します。"

2019/9/26 日本 東京都

"一度支出を決定しておきながら、内容が気に入らないからと決定を覆すのは、自分た
ちの権力を国民に見せつけ、従わない奴を見せしめにする最悪の行為である。"

2019/9/26 日本 Ichihara

"文化を文化として存続させるために、してはいけないことがあります。" 2019/9/26 日本

"検閲は憲法違反。" 2019/9/26 日本

"キャンペーン発信ありがとうございます。こんなことが許されていいはずがなく、怒
りと、この国はどこまで堕ちていくのかちという強い不安を感じています。声をあげ
ること、繋がることがとても大事だと思います。"

2019/9/26 日本

"文化を殺すな" 2019/9/26 日本

"賛同しました。文化を殺す文化庁であってはなりません。" 2019/9/26 日本 Suginami-ku

"お役所が事前に知らせてないし、前例も無いことで支援を取り消してしまったら、こ
れから利用者はその背後にある何か役所が気に入らない考えを忖度しながら進めて行
くことになる！これこそ、実態として検閲だし検閲から広がる効力です"

2019/9/26 日本 Ogaki-shi

"I support the artists & the project" 2019/9/26
オースト
ラリア

"実行委員会側も事前の説明が不十分であったのは否めない。詳細はこちのら記事にか
かれてある<a href="https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/57247" 
rel="nofollow">https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/57247</a>補助金交付をしては
欲しいので、このれには賛同するけれど、実行委員会側もコミュニケーションをとる
べきだったと思う。"

2019/9/26 日本 Aichi

"生きながらに殺される…美しい国、日本が恐ろしい国、日本…に変わってしまって
る。私の愛する日本を取り戻したいです。"

2019/9/26 日本 Sapporo-shi

"日本での庶民による表現の自由はどんどん狭められ、権力者の横行が有無を言わさず
まかり通っている。この不条理に一刻も早く歯止めを掛けないと、次は気がつけば戦
争ということに..."

2019/9/26
オースト
ラリア

"ここが分水嶺なのかもしれません。" 2019/9/26 日本

"脅迫犯を捕まえられない愛知県警はだらしないし、それを悪用して、気に入らない表
現活動に後付けで罰を与える安倍晋三内閣は犯罪を助長し治安悪化に手を貸している
し、自らの思想信条を国民に強要している。愛知県知事の良識を支持します。安倍晋
三内閣は憲法に保証された表現の自由を侵すな。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"アートの本質を理解していない人達がアートを権力の誇示に利用して、自国の文化を
壊そうとしているようにしか見えない。これがまかり通れば、日本は幼稚な変態文化
が加速してやがて他国にも相手にされなくなり、これこそ政権が大好きな「国益」を
大きく損なう判断である。"

2019/9/26 メキシコ

"憲法違反！" 2019/9/26 日本

"これは表現の自由を抹殺せる「憲法違反」である。表現の自由の可否を国家が判断す
る。国民の税により文化行政を司るやることではない。政治的な活動、文化を死にお
いやる。戦前に完全に回帰する。"

2019/9/26 日本

"文化庁が文化を壊してどうする" 2019/9/26 日本
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"ニュースに驚きました。ここまできてしまったのかと、暗い気持ちになりました。
あってはならないことです。キャンペーンに賛同します。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"政府に気に入られるような作品しか作れない世の中を繰り返すな！" 2019/9/26 日本

"検閲としか思えないです。これからの表現の自由のためにも賛同致します。" 2019/9/26 日本

"国家が表現を規制するのは、独裁政権です。あってはならない。" 2019/9/26 日本 Tokyo, Japan

"ありえない 想像の自由を政治的な判断で締め付けていくのは戦前にもどってしまいま
す "

2019/9/26 日本 真庭市豊栄

"自由な表現を阻害する検閲行為を文化庁はやめるべき！" 2019/9/26 日本 神奈川県

"すごい後出しジャンケン。" 2019/9/26 日本

"この文化庁の決定は、無理筋だと思います。無理な理屈を考えさせられた官僚の方々
に、同情を禁じえません。"

2019/9/26 日本 東京

"日本を差別する表現は許されない" 2019/9/26 日本 Osaka

"萩生田に文化を殺されてたまるか！" 2019/9/26 日本

"今回の対応は国による検閲と解釈し強く抗議します。多様な表現を認めてください。" 2019/9/26 日本 千葉県佐倉市

"「自由」ということを理解していない政治家や行政官、そして有権者が多いようで
す。各所で声を上げて、誤りを正したいと考えます。"

2019/9/26 日本 Tochigi

"強く賛同します。" 2019/9/26 日本

"事実上の検閲だと思う。声あげておかないと、ますますこの国はおかしくなる。" 2019/9/26 日本 Koganei

"『企画前に全ての内容を完成させていなければならない』『パトロンの意向に沿わな
い表現はしてはならない』『何が適正かは権力が決める』という、文化庁と文科大臣
の行為は、自分が好きなモノをいつか必ず殺しに来るよ。あいちトリエンナーレ2019
を評価するしないに関係なく。"

2019/9/26 日本 福岡県

"非常に怒っている。" 2019/9/26 日本 埼玉県さいたま市

"賛同します" 2019/9/26 日本 Kawasaki

"左右、保守革新問わず全陣営にとって自殺行為だと思う。交付見直しを撤回すべきで
す。"

2019/9/26 日本 西彼杵郡時津町

"まさに検閲そのものです。" 2019/9/26 日本 兵庫

"「表現の不自由展・その後」の再開が表明された直後に、補助金不交付を決定。露骨
な弾圧行為。"

2019/9/26 日本 Nagoya-shi

"文化は国の未来を想像（創造）するための重要な役割を担っている。文化を軽んじて
発展した歴史は過去に一つとして無いと思う。"

2019/9/26 日本

"意に沿わないものには金を出さない。明白な「検閲」です。" 2019/9/26 日本

"賛同します。" 2019/9/26 日本 宮城県

"このキャンペーンに賛同します。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"文化活動を推進するはずの補助金が自由な表現を萎縮させる。おかみ御用達の文化ば
かり補助するおつもりか？"

2019/9/26 日本 愛知県豊川市

"賛同" 2019/9/26 日本 福井県

"マスコミに乗らない芸術表現の世界では、まだ辛うじて自由が保たれています。その
自由を再び奪われたら、今度は取り戻せないのです。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"こんな検閲してたらクールジャパンが消えるよ" 2019/9/26 日本
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"既に決定した補助金を法に依らず不交付とするのは不法行為である。" 2019/9/26 日本 北海道

"憲法違反。" 2019/9/26 日本 神奈川県鎌倉市

"全方位的に民主主義が崩壊しつつあるこの国で何を言わんやですが、それでも一応意
思の表明はしておきます。芸術に込められた特定の思いや、政権に都合の悪い思想を
排除するような支援や助成をするのなら、人々の税金を使って活動する「文化庁」を
名乗る資格はありません。"

2019/9/26 日本 京都府

"こんなことが、許されていいはずがありません！" 2019/9/26 日本

"キャンペーンに賛同します。色々な考えがあって当たり前。芸術ならなおのこと。そ
れを観賞して、何を考え何を感じるか、そこから広がるものがある。"

2019/9/26 日本 Goshogawara

"手続き上の不備で補助金交付がなされないのなら、加計への補助金ももちろん回収す
るんでしょうね？萩生田さん？"

2019/9/26 日本 北名古屋市

"激しい危機感をおぼえます。日本が、北朝鮮や中国、過去の共産圏のような言論不自
由な国になるかならないかの歴史的分岐点がここだと思います。間違ったら謝ればい
い、問題はあっても解決に向けて努力すれば未来はもっと良くなると信じられた90年
代までの日本を取り戻しましょう。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"表現に自由を。政治の廃れた日本の文化に更なる発展を。" 2019/9/26 日本

"ばかなこと、しないでください！" 2019/9/26 日本 和歌山市

"賛同します。" 2019/9/26 日本

"取り消しの理由が理屈の通らないことは文化庁側もよく分かっているはず。交付金撤
回はあいトリに脅迫を仕掛けてきた犯罪者と同じことを国がしているということで
す。"

2019/9/26 日本

"補助金不交付に反対します。それは文化の多様性による成長を妨げてしまうからで
す。今の政府に理解できないものの中にたくさんの文化の芽があります。政府がお金
をコントロールすることで文化に影響を与えてはいけません。"

2019/9/26 日本 Minato-ku

"私には、気に入らんという極めて私的かつ主観的な理由で不交付という嫌がらせをし
たとしか思えん。タチの悪いイジメだ！"

2019/9/26 日本 大阪府

"What the Japanese government is doing here is impermissible censoring based 
on contents."

2019/9/26 アメリカ New York

"これ以上この国の文化を後退させないでください。医療、福祉、教育への予算を削り
20年以上国民を傷め続けてきて、この上表現の自由まで奪うのですか。また戦争前夜
に引き戻すのだけは許しません"

2019/9/26 日本 Fukuoka

"税金を使っているから、政治や外交問題を議論するなというのはおかしい議論です。
憲法で保障される基本的人権 言論の自由を守るということは、異なる立場 意見も妨げ
られないということです。日本人のこういった人権や自由 多様性という事の知見は低
い。税金を投入しているから、ここまでは許すが、それ以上はダメだと線引きすると
すれば、誰がそれを選択するのですか？行政の長の考えによって決めるのは間違い。
市民や国民も多様な意見があります。多数派が正しいとは決められない。だから、表
現の自由が認められる社会では、どの様な言論も自由を保証する事が重要です。ただ
し、嘘や説明責任を放棄しての言論は許されないと思います。"

2019/9/26 日本

"文化庁が自らを否定してどうするつもりか。" 2019/9/26 日本 仙台市宮城野区

"あってはならない暴挙です。文化を一方向に誘導するのが文化庁ではないはずです。
結果的に脅迫に屈したことになるのもあり得ません。

2019/9/26 日本
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"撤回して下さい。" 2019/9/26 日本

"差別に加担し、愛も知もなく憲法も守れないだっせえ愛知県。恥を知れ。すぐ改めた
らどうか。"

2019/9/26 日本 Shinagawa-ku

"表現の自由は不都合な表現も自国の批判もふくまれます。" 2019/9/26 日本 Setagaya

"国家による不当な検閲が今後当然になって行きます   許してはいけません" 2019/9/26 日本

"恐ろしい統制。。このような事が起こる国に誇りをもてない。" 2019/9/26 日本 Takarazuka-shi

"日本が、経済的な事だけでなく、文化的にも、どんどん先進国から後退していってい
る事を如実に示していて、本当に情けないですが、将来の子供達に、どんな社会を残
すのかと考えると、絶対に許してはならないことだと思いますので、断固抗議したい
です。"

2019/9/26 日本 Setagaya

"気に入らないものは排除するなんて、そんな子供じみた独りよがりな決定、許してい
いわけがない。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"表現の自由は何故大切なのか？思いも寄らなかったことを考え、口に出すことが憚ら
れることを論じ、議論の余地が無いとされてきたことに挑戦せよＣ・ヴァン・ウッド
ワード"

2019/9/26 日本 大阪市

"昔は「少年よ、大志を抱け」今は「おっさんよ、正気に戻れ」" 2019/9/26 日本 Tokyo

"今の政府には文化、芸術が分かっていないし政治に利用しているだけ!" 2019/9/26 日本 東京都

""戦前"への後戻りは許せません!" 2019/9/26 大韓民国 Guri

"酷い" 2019/9/26 日本 Nishio

"文化庁から国民を守る党。" 2019/9/26 日本

"Dear Japanese Gov: Please pay the pledged grant to AICHI!" 2019/9/26 アメリカ New York

"賛同します" 2019/9/26 日本

"アベ晋三にソンタクするな‼�政治家、国家権力による検閲を抗議します。「あいち
トリエンナーレ」の正常なカタチでの再開を強く求めます‼�"

2019/9/26 日本 Tokyo

"懐が小さ過ぎる。日本すごいって政権を褒める人しか認めないという意味ですね。" 2019/9/26 日本

"今の日本が、好きになれないです" 2019/9/26 日本

"「文化」庁は学習せよ。" 2019/9/26 日本

"表現の自由を死守！" 2019/9/26 日本

"日本国憲法21条1項『集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを
保障する。』日本国憲法21条2項『検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、こ
れを侵してはならない。』"

2019/9/26 日本 Yokohama

"こんなムチャクチャがまかり通ってよいわけがないです。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"補助金交付中止を撤回してください" 2019/9/26 日本 Miyoshi-machi Iruma-gun

"息苦しい！" 2019/9/26 日本 Hirakata-shi

"助成金受けてないから関係ないと思ってる劇団、トリエンナーレなんて愛知だけのこ
とだと思ってる他都道府県の方、これは私たちの国のありように関することです。"

2019/9/26 日本

"賛同します。" 2019/9/26 日本 Takatsuki-shi
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"文化庁は申請内容に不十分な点があれば、当該部分の差し替えで対応しています。そ
こをすっ飛ばしていきなり不交付は、他の申請との間に著しくバランスを欠くと思い
ます。"

2019/9/26 日本

"あってはいけないことをしています！" 2019/9/26 日本 足利市

"こんな事、許していいはずがありません。" 2019/9/26 日本 兵庫県

"賛同します。" 2019/9/26 日本 Kawasaki

"文化は育てるものです殺すものじゃない" 2019/9/26 日本 Naha-shi

"キャンペーンに賛同します。交付取り消しはありえないこと。" 2019/9/26 日本 Minneapolis

"電凸や脅迫は、テロ行為です。正当な手続きで助成が決まっているのに、特定の極端
な政治思想を持った公人や個人らからのテロ行為に近い抗議によって抑圧を受けたこ
とに加担するような助成金不交付は不当です。"

2019/9/26 日本

"萩生田疑惑大臣を更迭せよ！" 2019/9/26 日本 Hanno-shi

"芸術への政権の検閲は許されない。" 2019/9/26 日本 Oita

"文化庁が、文化を護らず、壊す側に回ってどうしますか！？" 2019/9/26 日本 Sagamihara-shi

"判断を見誤ってはならない。21世紀に汚点を残すことになりかねない。" 2019/9/26 日本

"非常に危機感を覚えています。しがない会社員ですが、芸術を愛する一人として賛同
します。"

2019/9/26 日本

"省庁の恣意的な判断、遡及的な運用が目に余る。公僕としての自覚を。" 2019/9/26 日本 osaka

"内閣は全員辞めて欲しい。日本はそこからだ。" 2019/9/26 日本 沖縄県

"おかしい。内容に踏み込み、後出しでこれをされたら、表現の自由なんてなくなる。
一般国民の人権を奪おうとする考えの一環としか思えない。"

2019/9/26 日本 Yokohama-shi

"展示内容のそれぞれに対する評価とは別に、「表現の不自由展・その後」展の中止は
すべきでなかった、そして少なくとも速やかに再開すべきと考えますが、文化庁が明
らかにあの展示を問題視し、「あいちトリエンナーレ2019」全体に対する補助金不交
付を決定したことは、国家による検閲行為に他なりません。私は政治的にはいわゆる
左側にいる人間だと思っていますが、左であれ右であれどんな立場のものであれ、憎
悪やテロを扇動する意図のあるもの（然し乍らこれは国家が判断することではありま
せん）以外の、すべての表現行為に対する検閲に反対します。「私はあなたの意見に
は反対だ、だがあなたがそれを主張する権利は命をかけて守る」というヴォルテール
の態度は普遍的に価値あるものと考えます。"

2019/9/26 日本

"文化を殺す文化庁になるな！" 2019/9/26 日本 Tokyo

"4月に決定通知を発しているのになぜその決定を覆すのか？何を根拠に覆したのか？" 2019/9/26 日本 Yokohama

"恥ずかしい事をするんじゃない" 2019/9/26 日本 豊川市

"実質的な検閲と言える決定に抗議します。" 2019/9/26 日本 神奈川県

"何かあるとすぐダメダメという社会はとても居心地が悪いし、何か新しいことへ目を
向ける意欲もなくなるし未来への希望も持てなくなる。トリエンナーレも叩かれたか
ら愛知ではもうやめと言う方向になるのもいやだ。"

2019/9/26 日本 Okazaki

"文化庁の方々、お仕事お疲れさまです。" 2019/9/26 日本

"文化庁による検閲行為に強く反対します。表現の自由を奪わないでください。" 2019/9/26 日本 Tokyo
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"〝総理のご意向〟の代名詞が付いた不正認可身内大学には補助金バンバン、、、〝庶
民の心に響く芸術を考える〟そんな機会を与える芸術祭の予算決定している補助取消
しって、、、税金は誰のもの？ 文化庁は何をサポートするの⁉�"

2019/9/26 日本

"賛同いたします。撤回とともに、どのような経緯でこのような不当な決定がなされる
ことになったのかの検証も必要だと思います。"

2019/9/26 日本

"同意します" 2019/9/26 日本 Tokyo

"賛同します。" 2019/9/26 日本

"表現規制をしているを判っているのか？文化を壊すな！" 2019/9/26 日本 Nagoya

"国家が芸術に介入する典型的な全体主義政策が始まった。" 2019/9/26 日本 Matsumoto

"賛同します！表現を殺さないで。" 2019/9/26 日本 Yokohama-City

"政府は多様性を大事にすべし" 2019/9/26 日本 神戸市

"アートを殺すことは多様性を否定する事政府はこの国の一人一人を同じ機械の歯車に
するつもりか！"

2019/9/26 日本

"こうやって少しずつ市民の表現の自由を奪い、自主規制の空気を作り出そうとしてし
ています。戦前の誤ちを繰り返してはならない。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"文化は世の糧、人々の心。" 2019/9/26 日本

"交付金の途中中止はいくらなんでもやりすぎ表現の自由を侵害する重大な憲法違反だ" 2019/9/26 日本 Nagaoka

"このままだと戦前と誤差しかなくなる。今止めねば。" 2019/9/26 日本

"検閲、イジメ以外のなんであろうか。きちんと審査した上での補助金交付であったは
ず。このままでは 日本は民主主義を棄てたと理解され兼ねない。"

2019/9/26 日本

"「表現の不自由展～その後」は何故「規制されたのか」を検証する為の展示だった筈
なのに、それさえも闇雲に規制するようではもはや誰も「基準・理由がわからなくな
る」。まして文科大臣の個人的な思想に基づく感情的な措置は、今後の表現、ひいて
は文化に重大な悪影響を及ぼします。日本の文化水準を守りたいのなら、こんな愚挙
を許してはなりません。"

2019/9/26 日本 Shizuoka

"いったいどんな国にしたいんだ　安倍？" 2019/9/26 日本

"テロ予告や凸電に成果をあたえる前例になる。国や一部の思想クラスターに合わない
ものを排除する動きにつながる絶対抗議！"

2019/9/26 日本

"あいちトリエンナーレ2019」に対する補助金の停止に断固抗議する。独裁政権がする
のと同じ恥ずべきことです。"

2019/9/26 日本

"強い危機感を抱いています" 2019/9/26 日本 世田谷区

"国民の権利を萎縮又は侵害する決定に反対します。文化庁と愛知県による補助事業の
適正な判断と運営を求めます。"

2019/9/26 日本 Nagoya

"表現が自由にできない国を、私は子どもたちに残したくない。国が表現に介入する、
その余裕のなさは、政権のimmature を表している。もっと大人な政治を。"

2019/9/26 日本 Shiki

"表現の自由があるうちに、表現を不自由にする決定には反対したい。これをしてし
まったら国が死んでしまう。"

2019/9/26 日本 横浜市南区

"当然、大賛同ですよ❗ " 2019/9/26 日本

"文化を殺すな！まさにそれに尽きると思います。恥ずかしい国にするな！" 2019/9/26 日本 Sagamihara

"文化的先進国の矜持を守ろう！" 2019/9/26 日本 Ichinomiya
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"アートだけの問題ではない。すべての表現にかかわる人が怒りを表明すべき時だと思
います。"

2019/9/26 日本

"日本が文化国家であり続けられるかの瀬戸際まで来てしまったと思います。撤回を強
く求めます。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"賛同します。" 2019/9/26 日本

"「あいちトリエンナーレ2019」に対する補助金交付撤回の撤回を文化庁に要求しま
す。"

2019/9/26 日本

"文化を守らない国は衰退します。類稀なる文化を持つ日本で、表現する自由を守り、
表現者とその活動を支えましょう。"

2019/9/26 日本

"「政府は暴力をふるう側の味方である」というメッセージを内外に発することになる
文化庁の態度に抗議します。"

2019/9/26 英国 London

"今回の措置は、憲法に反する権力の行使です。独裁国家への大きな一歩になります。
こうして国民が無関心でいる間に、ナチスの手法に習って、独裁国家は作られるので
す。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"本当に酷い！ホリエモンを逮捕してベンチャービジネスを殺したのと同じ愚行だ。" 2019/9/26 日本 Meguro-ku

"賛同します。" 2019/9/26 日本

"歴史に残る芸術破壊決定を撤回してください！" 2019/9/26 ベトナム HoiAn

"こんなことを許しては、国が気に入らない事業は一切認められない社会になります。
文化だけではありません。"

2019/9/26 日本

"手続き論で本質隠す官僚手法　韓国への輸出規制で味を占めたか安倍政権　縁故政
策・忖度政治はもうやめめろ！　やめぬなら弾劾しよう安倍晋三！！"

2019/9/26 日本

"関わりの無い人にとっては対岸の火事のように思えても、ある日突然火の粉が降りか
かる。それは自分自身だけじゃなくて、親しい人や子供たちにとっても。そうなった
時に浴びせられる言葉が「自業自得」や「自己責任」であってほしくないと思う。文
化庁は冷静な判断を。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"微力ですが、" 2019/9/26 日本 Saitama

"展示内容については、正直不愉快に感じるものがありました。しかし「表現の自由」
というのは、何者かの権利を侵害していない限り、どのようなものでも守られなけれ
ばならないものだと思います。表現の内容によっては、あるいは脅迫があれば文化庁
は認めないという前例を作るのは表現の後退に繋がります。補助金不交付の撤回を望
みます。"

2019/9/26 日本

"彼等の言い分はまったく意味不明！中止されているのはごく一部だ！たんなる嫌がら
せ！"

2019/9/26 日本 Karuizawa-machi Kitasaku-gun

"「文化」庁は「文化」の守り手でなくてはならない！　文化の一層の退潮を後押しす
る文化庁は要らない。"

2019/9/26 日本 東京都

"この前例を認めると、役所の顔をうかがいながらイベントを作らないといけない。そ
れでは文化は萎縮します"

2019/9/26 日本

"検閲は憲法違反。民主主義の敵。" 2019/9/26 日本

"撤回してください" 2019/9/26 ロシア

"恥ずかしいことだよ。これは。" 2019/9/26 日本 Hachioji

"破壊ばかりで創造がない世相を憂えています。" 2019/9/26 日本 Kochi
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"日本の文化どはことごとく落ちていて危機感をもっています。そしてこのニュース、
抗議します！"

2019/9/26 日本

"後付けの理由で、自民党の方針で、助成金、補助金を止めて、テロリストたちには圧
力でイベントが追い込まれることを教えて、憲法違反で、日本の文化を殺す判断であ
る。クソださいクールジャパンという御旗ならどんどん金使う。ナチスドイツのよう
に国のための美術しか求めないなら文化大国にはなれない。今すぐ撤回せよ。"

2019/9/26 日本

"検閲行為、そしてその背景にある歴史修正主義、すべてに反対します。" 2019/9/26 アメリカ

"恣意的行政は悪政" 2019/9/26 日本

"多様性をどんどん押しつぶす国は、間違いなくツマラナイ国になる。こういう決定
は、狭量な暇人ども勢いづけて、とてもよくない。憲法に書いてあることは国が保障
し、むしろ脅しには国が後ろ盾で守ることが、自由で民主的な国の政府がやるべきこ
とだ。"

2019/9/26 日本

"話にならない。頭の悪い輩が本気で独裁国家を構築してる。" 2019/9/26 日本 Saitama

"賛同します。" 2019/9/26 日本

"文化庁の判断が一方的だ申請に許可を下ろしていたのなら、テロ脅迫があったとして
も交付すべきだ交付を取りやめるのではなく、テロ脅迫をきっちり取り締まってくだ
さい"

2019/9/26 日本 Ikoma

"誰もが気軽に芸術文化に触れることができる社会環境を作ることが、国を豊かにし多
様性を認める社会につながります。文化庁の決定に反対します。"

2019/9/26 日本 Kita-ku

"この国は経済的に死にかけているのに、精神まで殺しにかかるのか？国を滅ぼすよう
な愚行は決して看過できません。"

2019/9/26 日本

"自由がどんどん奪われていくことに抗議します。" 2019/9/26 日本

"このような前例をつくると、文化が政治に操作される世の中になったしまいます。" 2019/9/26 日本

"文化庁には、この国の表現の自由を守る義務があると思います。表現と文化を尊重し
て欲しいです。"

2019/9/26 日本

"表現の自由の阻害に反対です。" 2019/9/26 日本

"文化行政を司る庁が検閲するなんて許せません！撤回を！" 2019/9/26 日本 Kyoto

"全ての理由が後付けにしか過ぎない。一旦通った補助金の交付を国が取り下げるなど
とは、すでに文明国とは言えません。"

2019/9/26 日本

"文化活動にこのような形で制限がかかり、延いては表現の自由が奪われていくことに
強い危機感を感じます。"

2019/9/26 日本

"文化は立場を超えた全ての人のためにあるものです。それを守るために、真っ当な判
断をお願いします。"

2019/9/26 日本 愛媛県松山市

"テロ脅迫に屈することに反対" 2019/9/26 日本 Meguro

"文化庁の矜持を見せてほしい。軽薄な政治家に惑わされずに。" 2019/9/26 日本

"おかしい！絶対におかしい！脅迫したもん勝ちではないか！" 2019/9/26 日本

"あいちトリエンナーレの他の企画の全体の趣旨を一切評価しない乱暴な決定に強く抗
議します。"

2019/9/26 日本

"「俳優」だから賛同するんじゃない、わたしは「人間」だから賛同します。" 2019/9/26 日本 Yokohama

"内容見て政府に都合悪ければ補助金打ちきりって！検閲以外なにものでもない！" 2019/9/26 日本
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"文科省の決定は、アートを萎縮させるだけでなく、補助金を使ったあらゆる事業が
「後出し基準で補助を剥がされる」可能性を持つ、という前提を創ってしまう。これ
は、本当にまずいことで、法治国家の枠組みを壊すことに繋がる。日本でそんな前近
代的なことを絶対にさせてはいけない、という「愛国的」な動機のもと、署名しま
す。"

2019/9/26 日本 Kita-ku

"一度採択された補助金の取り下げなどあり得ないことですし、こんな前例を作っては
いけない。絶対に、いけない。日本は文化的な国ではなくなってしまったのでしょう
か。ただただ悲しい。"

2019/9/26 日本

"いい加減にしろ。" 2019/9/26 日本

"表現の自由を犯すような検閲行為には絶対反対です。" 2019/9/26 日本

"多様な表現を国が規制するのは許されません。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"あ" 2019/9/26 日本 静岡県浜松市

"検閲反対です。" 2019/9/26 日本 熊本県

"検閲するなど烏滸がましいにも程がある。文化の醸成に役立たないなら文化庁などや
めてしまえ。"

2019/9/26 日本 Asaka

"問題は脅迫行為を行う側の問題であり、被害者にその責を負わせるとすれば、文化庁
は脅迫を助長していることになります。撤回を求めます。"

2019/9/26 日本 Yokohama

"やりたい放題の政権。声をあげなければ。" 2019/9/26 日本

"日本国憲法で禁止された検閲に当たるような行為はやめるべきです。文化は公共性の
あるもの。行政は表現の自由を守るべきです。"

2019/9/26 日本

"日本政府が日本を破壊している。" 2019/9/26 日本

"賛同しました" 2019/9/26 日本 Osaka

"早く撤回してください。" 2019/9/26 日本

"日本は自由な表現を保証される国なはず。こんな酷い事が許されてはならない。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"表現の自由だ。" 2019/9/26 日本

"いまこそ連帯！声だしていこう！" 2019/9/26 日本

"「あ 」 は誤送信です。コメント検閲や圧力は一度許してしまえばとどまるところを
知りません。今、関係ないと思っている人たちも、あっという間に巻き込まれます。
強く抗議します。"

2019/9/26 日本 静岡県浜松市

"賛同します" 2019/9/26 日本 Eniwa

"激しく同意します！" 2019/9/26 日本

"検閲です。いい加減にしろ。" 2019/9/26 日本 神奈川県

"事実上の検閲に反対します。" 2019/9/26 日本 Fujisawa

"全面的に賛同します。" 2019/9/26 日本 Tokyo
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"高校生の息子ともこの話をしました。あなたの未来に500万投資すると決めたママ
が、あなたが少し、わたしの意に沿わない授業を取ったからという理由で、全額投資
をやめると言ってるようなもの、、と説明しました。その意に沿わない授業があとあ
とあなたを豊かにするこのもあるはずだから、そのことでわたしがお金を出さない選
択肢はない。その分を自腹でまかなえとはわたしは言わないといいました。ただ彼
は、それなら自分のやりたいことにはクラウドファウンディングを利用すると言って
いました。若い人が感じてることはまた違うようですが…わたしは大人としてこの
キャンペーンを支持します。"

2019/9/26 日本 sawara-ku,Fukuoka-ken

"予算通り執行しなさい。" 2019/9/26 日本 練馬区

"むちゃくちゃでござりますがな" 2019/9/26 日本

"おかしい" 2019/9/26 日本 Fukuoka

"今回の決定はおかしいです。撤回して下さい。" 2019/9/26 日本 Cebu City

"賛同しました。芸術が死んじゃうのは辛いから。" 2019/9/26 日本 神奈川県

"あからさまな弾圧です。徹底抗戦です。" 2019/9/26 日本

"文化を守る！" 2019/9/26 日本 Matsudo

"憲法違反は誰が見てるの？警察は法律の番兵でしょ、" 2019/9/26 日本

"アートや文化に造詣が深いわけでもなんでもないが、国が、平然と憲法を踏みにじろ
うとする異常事態を黙って見過ごすわけにはいかない。連帯します。"

2019/9/26 日本 Kawasaki

"自分たちの国が間違った事をしているなら、私たち国民にはそれを正す責任がありま
す。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"公権力が芸術や文化を選別するなんてあり得ない。許されないこと。" 2019/9/26 日本 大阪市

"萩生田如きに文化にタッチさせてはいけない。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"許せません。こんなことでは、文化が根絶やしにされてしまう。" 2019/9/26 日本

"アートに検閲は要らない！" 2019/9/26 日本 Yokohama-shi

"うよくをや、中止させた人を、国は応援するのかよー。許せない。でるとこでてもい
いよー"

2019/9/26 日本 越前市

"全面的に賛同します。" 2019/9/26 日本

"補助金不交付の報に驚愕し、恐怖を覚えました。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"これは完全に一線を越えた「権力の私物化、暴走、弾圧」。日本が民主主義国である
なら、政府として決してしてはならなことだし、国民として許してはいけないことで
す。"

2019/9/26 日本 埼玉県

"撤回せいとまでは言わんが、まずは経緯を検証可能な形で公開すべき。" 2019/9/26 日本

"表現の自由のために賛同します。" 2019/9/26 日本

"アートを殺すな！！" 2019/9/26 日本

"明らかに制裁措置としての不交付であり、このような恣意による決定は法治国家では
ありえないことです。"

2019/9/26 日本
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"これは検閲以外の何物でもありません。いかに政治で軋轢があろうとも、個人の表
現、文化、考え方に国が是非を唱え圧をかけることは絶対に許されません。これが前
例となり、今後のあらゆる文化的活動に影響を及ぼすようになれば、この国の文化芸
術表現の多様性は明らかに廃れていくでしょう。たとえ作品が海外作家のものであっ
ても、です。展示物に国からの検閲が入ることは、民主主義国家にはあるまじき暴挙
で、国外の美術／文化関係者からの批判も増えてゆくでしょう。そうなれば、国内で
開催される海外アーティストの参加も減り、日本国内で享受し、、また発信してゆく
文化の幅や厚みが衰退することは目に見えています。どうか、目先の政治的義憤にか
られて悪例を残すよりも、今後の日本／世界の文化発展のためのご英断を。"

2019/9/26 日本

"さまざまな意見の表明の場を守ることこそ、国の役割です。" 2019/9/26 日本

"現政権の国民への挑戦状でしょう。政権に不都合は表現は許さないよ！国民の税金は
政権の思い通りに使うので、理解しておいてね！　と日本を想う人々を敵とみなし、
その覚悟を試している。"

2019/9/26 日本 Chiba

"国が国民を統制するのが当然と思っている人が今の政府には多いように感じます。こ
の方向性にNｏを言わないとどんどんそっちの方向に行ってしまうと危惧しています。
"

2019/9/26 日本

"これ以上、窮屈な社会を作らないで下さい" 2019/9/26 日本

"このキャンペーンについてお訊ねした文化庁の要職勤務の方からも、「芸術の公的支
援の根幹にかかわるたいへんな事態が起きています。声をあげていただきたいと思い
ます。」とのメッセージをいただいています。補助金が出されるハズのイベントが、
出されなくなってしまったら、そのイベントに関わっている人たちが、どのような目
に遭わされてしまうのか、安倍政権の仕打ちはあまりにも酷くて、良心的な民への軽
視も甚だしいこと明らかです！"

2019/9/26 日本 Tsuruga-shi

"これを許すことは、国家の成り立ちの軸にかかわります。集団的自衛権ー安保法制成
立の「国体」変容に勝る謀略です。撤回させねばなりません。"

2019/9/26 日本

"あらゆる表現行為に対する、権力者の検閲を許しません。" 2019/9/26 日本

"憲法を守るのが政治の仕事です圧政下にある国家そのもの、情け無い" 2019/9/26 日本

"憲法違反だ許されない" 2019/9/26 日本

"文化庁は文化を殺すな！これは名言。" 2019/9/26 日本

"こんな不交付の決定はおかしい。" 2019/9/26 日本 高知市

"表現の不自由展を排除し、まさに日本に表現の自由がないことを自ら証明する今回の
日本政府の決定に反対します。日本が北朝鮮やロシア、中国のようにならないことを
要求します。"

2019/9/26 日本

"表現の自由は奪えない！" 2019/9/26 日本 Yokohama

"表現の自由のために賛同します" 2019/9/26 大韓民国 Cheongju

"思慮の浅い判断！国を滅すつもりか！" 2019/9/26 日本 神奈川県

"文化を滅ぼす政策は、国を滅ぼす。" 2019/9/26 日本 Tokyo

"私たちの税金を、東京五輪で無尽蔵に使うのではなく、このトリエンナーレのために
使ってください。"

2019/9/26 日本

"行政事業を受託するNPOとして、こんな事があったら仕事を続けられません。強い懸
念を表明します。"

2019/9/26 日本 Higashiosaka
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"怒りしかないです。" 2019/9/26 日本 Musashino City

"賛同します" 2019/9/26 日本

"伝えたい事を伝えられる世界に！" 2019/9/26 日本 Yokohama

"今回の助成金の不交付は、芸術を志す人のみならず、自分自身の良心にしたがって行
動する一般市民への脅威と受け止めています。パレスチナ人への迫害『ナクバ』の利
用を禁止し、パレスチナを取り上げた芸術を採用した芸術祭に補助金の不交付で脅し
たイスラエルのように、私たちは経済だけ先進国でいることに反対します。そもそも
経済ですら先進国でなくなりかけている現在、基本的人権においてすら後退すること
に反対します"

2019/9/26 日本 Suginami-ku

"国家は文化を委縮にむかわせるような恣意的なふるまいをするべきではない。" 2019/9/26 日本 Chiba

"文化に政治が介入するのはいかがなものでしょうか。" 2019/9/26 日本

"文化を保護し発展させるための機関が芸術を抑圧するなんて、プライドはないんです
か？政権の恣意に振り回されずに、すべきことをしてください。補助金不交付を撤回
してください。"

2019/9/26 日本

"賛同いたします。大きな検閲が、今の日本政府によって、行われたことに対して抗議
いたします。"

2019/9/26 日本

"萩生田死ねよ" 2019/9/26 日本

"世も末と言うやつか。恥を知れ。" 2019/9/26 日本

"政権に都合の良い表現も文化、不都合な表現も文化。" 2019/9/26 日本

"こういうところから、声だしとかないと！" 2019/9/26 日本 Tokyo

"文化庁が文化を損なう機関に成り下がってしまうことを、これまでずっと文化庁で働
いてきた方々も認められないと思います。ぜひ中からも声を上げていただきたいで
す。いい加減なトップに振り回される状態を断ち切りましょう。"

2019/9/26 日本 東京都

"助成金全額交付中止についての根拠は薄弱です。文化を応援するべき文化庁自身が自
ら文化を抑制・規制するようなこの方針に対して撤回を求めます。"

2019/9/26 日本 東京

"検閲は許されません。日本がこれ以上世界から非難されることのないよう、文化庁に
はこの処分の撤回を求めます。"

2019/9/26 日本 Anjo

"脅迫された方が落ち度があるような論理は、許せない！" 2019/9/26 日本

"あらゆる検閲に反対します。" 2019/9/26 日本

"経産省は産業を潰し、外務省は外交を混乱させ、文科省は教育文化を潰す。売国、国
賊内閣。"

2019/9/26 日本 横浜市

"交付決定されたものが、何の理由も示さず不交付になる事は許せません。国家の恣意
によって文化活動が制限される事に強く抗議致します。"

2019/9/26 日本

"すべてに賛同する訳ではないが、全額交付されない件に関しては遺憾です。文化庁は
精査し、客観的に判断を下すべきだと考えています。"

2019/9/26 日本 Tokyo

"後出しなんかやってんじゃねー！" 2019/9/26 日本 Hamamatsu

"今回の文化庁の決定は、脅迫行為やテロにより自分の気に入らない表現を目の前から
取り去ることができるという前例になってしまった。国に都合のよい、大衆の空気を
読んだ「芸術」や「文化」にはお金を出すよと言われたようなもので、あいちトリエ
ンナーレだけの問題では到底なく、日本における全ての表現行為を脅かすものだと思
います。"

2019/9/26 日本 Suginami-ku
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"表現の不自由さというものが、ここまで来てしまったのかという感じです。なんとし
ても、あれらの作品を表現する自由を求めなければいけないと思います。よろしくお
願いします。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"これは恐ろしいことです。" 2019/9/27 日本 Kawasaki

"文化を殺す文化庁。加計学園疑惑の張本人の萩生田光一。どちらも許しません！" 2019/9/27 日本 Tama

"萩生田、好き勝手するな！" 2019/9/27 日本 大阪府

"このようなことがまかり通ってしまえば、日本の芸術表現は今後滅んでゆくしかない
と思います。あらゆる芸術表現は自由であるべきです。そして文化の滅んだ国は先進
国ではありません。"

2019/9/27 日本 京都市

"こじつけた理由でいったん決まった補助を中止したり、権力の気に入らない表現を規
制して表現を委縮させ、結果脅迫に加担、自分とお友達の利益のため岩盤ドリルで
ルール破壊する政権。どれをとってもあり得ないです。表現の自由を守り、不交付を
撤回してください。"

2019/9/27 日本

"政治が表現の自由を阻害するような行いをしてはならない。" 2019/9/27 日本 Sendai

"アートの政治性や評価は、表現されてから、受け取り手が決めるものだと思います。
表現をする場は誰に対しても平等にあるべきです。その後の議論もまた自由なはずで
す。表現する場自体を奪う行為、そして芸術、文化を支持しない行為は、アート後進
国と思われても仕方ないと思います。オリンピック前注目されている大事な時期に世
界に向けてこんな姿勢を見せていいのでしょうか。"

2019/9/27 日本

"これは文化の破壊の話と行ったことに対しての対価の話で職員やキュレーターへの対
価としも絶対に必要です仕事をして気に入らないから納品後にクライアントが出す予
定のお金を出さないとなったら間違っているでしょう！絶対に許されるべきではない
のです"

2019/9/27 日本 愛知県

"権力の暴走を許すわけにはいかない" 2019/9/27 日本 Nishinomiya-shi

"権力から表現の自由を守るべき。" 2019/9/27 日本 Yokohama

"結果的に検閲になり文化活動を萎縮させてしまう間違った判断。" 2019/9/27 大韓民国 Seoul

"急速に、戦争直前の状況に戻りつつあると危機感を感じます。" 2019/9/27 日本 伊勢崎市

"検閲は憲法違反。" 2019/9/27 日本 福岡県

"文化庁が率先して文化潰してどうするの？そんな役所のために税金払ってるわけじゃ
ありません。"

2019/9/27 日本 Kawasaki

"憲法２１条表現の自由に違反していると同時に、採択されたものを拒否するその理由
に正当性がない。また、これが一連のテロを容認し増長に加担することにつながり、
危険極まりない。文化とは自分たちと異なる考えを受け入れることが前提。人権を脅
かすテロ行為に対し厳しく対処することが必要だが、これを怠っているのだから、自
分たちとは相反する表現を封殺することが目的だと言われても、何も言えないはず。
「恥を知りなさい」"

2019/9/27 日本 茨城県

"国による検閲行為に反対します。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"表現の自由は民主主義社会の基本です。" 2019/9/27 日本 Nagoya

"政府による芸術・文化への検閲に反対！！表現の自由は守られないといけない。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"これは日本における自由の大きな分水嶺と思います。文化に対する権力による介入や
操作を許してはならない。"

2019/9/27 日本
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"文化無くなったらやっぱり寂しい。" 2019/9/27 日本 Kiyose

"文化というより人権問題の気がしますが賛同します" 2019/9/27 日本

"企画の一部変更があったにも関わらず届けが行われていないというが、事務局の態度
は不誠実だったのだろうか？助成金交付取り消しという重い処分を行う前に、文化庁
の方から手続きを促すなどの混乱に配慮した動きはあったのか？「表現の不自由・そ
の後」展あいちトリエンナーレの企画の一部に過ぎず、しかもすでに取りやめている
のに、この企画の不備を理由にこれほど重い措置を行う合理的な理由が、制裁と検閲
以外に見当たらない。"

2019/9/27 日本 北海道

"文化政策上の問題もそうだし、行政手続き上もおかしいのでは？と思います。" 2019/9/27 日本 Kyoto

"法律に違反しない限り、美術展、作品展など意思表示の１つであるものに対して国か
らあれはいい、これはだめと判断される理由はない。こんなこと許しては民主主義の
危機だ。"

2019/9/27 日本

"今回の補助金中止を今後の各種判断時の前例とさせてはいけない。撤回させるべき事
と考えます。"

2019/9/27 日本

"もっともらしい理屈をつけているが、言論統制は認められない。" 2019/9/27 日本

"文化を殺すな。アーティストを殺すな。" 2019/9/27 日本

"害虫ハギューダをムシューダで撃退！！" 2019/9/27 日本 長崎

"国が個人の表現の自由を剥奪することは決して許されるべきことではない。その表現
について民間において議論はなされるべきだし、拒絶することも個人の自由だが、強
制的に政府が表現を奪うようなことは決してあってはならない。ましてや一度認可し
たものを取り下げるというのはあまりにも稚拙である。"

2019/9/27 日本

"表現の自由は守られるべき。政府は思想・表現・信条を統制すべきではない。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"来年の横浜トリエンナーレにどんな影響が出るのか…不安でふ" 2019/9/27 日本 Yokohama-shi

"文化庁が文化を殺すという恥ずかしい国にしないでください！" 2019/9/27 日本

"文化を守らなければいけない文化庁なのに交付金をやめるなんて何を考えているのか
わからない。仕事をして欲しい。お金に余裕がなくなると何かを売ったり作ること自
体をやめたりしないといけないって事位わかっていますよね？日本の文化を失わせる
のが仕事なんですか？守ってください。"

2019/9/27 日本 茨城

"政府の暴挙に悔しさがこみあげます。太平洋戦争中に亡くなった祖母と叔母の無念を
忘れてはいけない。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"尊重されるべき表現が国家によって侵害されることはいけません。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"こんな前例をつくってはいけない。私達には見る権利がある。それに政治が文化に介
入していた時代のものは、概ねつまらない。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"憲法に記された表現の自由を踏みにじり、禁止されている検閲を行おうとする文化庁
の決定に反対します！"

2019/9/27 日本 埼玉県草加市

"文化庁は大臣が変わったとたん、あからさまな検閲を行うとは。官僚の皆さん、恥ず
かしくないのですか？"

2019/9/27 日本 Chiba-shi

"個人が意見して不買活動をするのと、行政が意見し「兵糧攻め」するのとでは雲泥の
差、これはあってはいけないこと。"

2019/9/27 日本 Wako-shi

"I believe Japan should mature as a modern society. Censorship is archaic." 2019/9/27 英国 Camden Town
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"たとえ自虐史観的内容であっても、その表現は保証されるべきと思います。今回の措
置の撤回を求めます。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"まさに表現の不自由。日本が不自由な文化の国になってほしくない。" 2019/9/27 日本 北海道

"日本が文化先進国であると謳うなら、体制に抗うような表現を認め、育てるような寛
容さこそが文化先進国の矜持。欧米の文化戦略は皆そうやってきた。この文化庁の判
断は日本の文化を後退させる歴史的愚行だ。"

2019/9/27 日本

"芸術家宮田亮平文化庁長官様文化庁様によるあいちトリエンナーレ2019への補助金交
付中止は文化芸術基本法違反なので不交付撤回をお願い申し上げます。"

2019/9/27 日本

"だれもが心動かされる素晴らしい内容です。見たことがない人、関心もない人が、勝
手にひどいことをしてはならないですね。"

2019/9/27 日本

"花見なんかにお金使って借金つくらないで、未来に投資して！" 2019/9/27 日本 Sakai

"文化をなくすなんて絶対にイヤです " 2019/9/27 日本

"安倍政権の気に入らないものは検閲排除では日本の民主主義と文化は亡びたのと同
じ。"

2019/9/27 日本

"賛同します。今後の文化庁、政府の方針を検討することについては、もはや勝手にす
れば良いと考えています。しかし、元々交付する予定だったものを、今回表明してい
るような理由により取り下げるということは、ただの見せしめです。ここまできたの
かと悲しくなる決定でした。この国が豊かであるように。願います。"

2019/9/27 日本

"堀江孝文はただの粉飾決済の犯罪者だろ。一緒にするな。" 2019/9/27 日本

"国家検閲は許せない！全てにおいて後進国になった日本。" 2019/9/27 日本

"「政権側の意に沿わないものには金を出さない」という明らかな表現の自由を侵害す
る今回の処置。一度補助金を出すことを決定しているのだから、出すべき。一度決定
した事項を覆すのに、今回の説明では不足している。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"本質的な論議は回避されたまま、手続き的に問題のない補助金交付に難癖をつけてハ
シゴをはずす。もっとも陰湿な圧力だ。"

2019/9/27 日本 埼玉県所沢市

"この後出し制裁は嫌だな。" 2019/9/27 日本

"不交付対象の約7800万円の内、不交付理由とされている「表現の不自由展・その後」
に対する予算は420万円とのこと。　これは、全体責任とか隣組、さらには全体主義を
連想させる処分です。今後補助金事業の企画者が委縮するのではと思います。"

2019/9/27 日本

"自由闊達な表現を保証してこその民主国家な訳で、それができないというのであれば
北や中国やイスラム国のような全体主義国家への道を舗装する事になる。"

2019/9/27 日本

"本当に日本の文化は死んでしまう！暴挙以外のなにものでもない。" 2019/9/27 日本

"文化を殺すことは言論の自由を奪うことと殆ど同じですね。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"こんな糞な前例を作っちゃダメだよ。" 2019/9/27 日本

"文化には国はお金を出しても口をださないのが国際標準のはず。補助金不支給は憲法
違反です。　国が脅した側に加担してどうするのですか！！"

2019/9/27 日本 sapporo

"文化芸術に対する政治の介入は、国民の息の根を止める。むしろ、自由な活動や表現
の場を確保し、あらゆる圧力から守る役割を担うべきだ。"

2019/9/27 日本 Yasu

"日本の芸術祭をつまらないものにしないで欲しい。" 2019/9/27 ラオス Vientiane

"この、これ以上の悪しき流れ動きに、ひと（自分を含む）の思いや言動が左右されな
いようにするために。補助金交付中止の撤回を求めます。"

2019/9/27 日本 Koganei
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"すごくショックです。政治家だけでなく本当にこの国が嫌いになりそうです。出て行
きたい。。。安倍さんは本当に戦争がしたいんですね。文化人を消したいんですね。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"文化を殺すな。撤回を要求する" 2019/9/27 日本 京都

"今回の件、感情的には展示を一切認めたくはない。「テロ」という言葉についても、
それを向けられるべきは展示会主催サイドだと思ってる。監督の津田氏を始め、これ
まで自分たちのしでかしてきたことを良く反省してもらいたい。今回の件は言わば
「カウンター」だ。しかし、この文化庁の決定は頂けない。いずれ自分たちの身にも
帰ってくるだろう措置を素通りさせる訳にはいかない。展示内容については極めて遺
憾だが、文化庁の方針撤回を求めることにだけ支持する。"

2019/9/27 日本

"検閲ゆるしがたし！" 2019/9/27 日本 Miyakonojo

"検閲に反対します。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"政府の考え方と相容れないからといって、内容を事細かにチェックしてからでないと
びた一文も出さないというのは前例がなく、大変由々しき事態です。これでは戦前戦
中に逆戻りしたかのように「いつの時代なのか」を彷彿とさせます。それに対し、天
皇の肖像画を燃やす映像は強烈な抵抗感を持たれる方々からは「自国ヘイトだ」「自
虐史観」と日本のやってきたことに目を背け、批判するとこの言われようはありませ
ん。原口一博代議士は「日本人が大切にしているものを燃やすことが表現の自由、芸
術の下に許されていいのか？表現の自由といえども人々の心まで傷付けることが容認
されていいのか？私は許されていいとは思いません。抗議の声をあげるのは当然で
す。」とあるものの、最後の抗議の声をあげるのは大いに結構で大切なことではあり"

2019/9/27 日本 長野県小諸市

"政府の対応に不満。芸術や表現の自由について、もっと議論を行うべき。時期尚早な
白黒判断を政府が行うべきではない広い範囲においてもデリケートな問題ではない
か。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"ふざけるな。絶対に妥協しない" 2019/9/27 日本 Nishio

"文化以前に、民主主義の根本原則に対する暴挙。" 2019/9/27 日本 Minato-ku

"近年の日本の発展は芸術に携わる先人たちの活動なしでは語れない。その芸術文化を
無にしてしまう行為は非難されるべきだと考えます。"

2019/9/27 日本 Sapporo-shi

"賛同します。" 2019/9/27 日本

"日本の芸術、文化をこれ以上萎縮させてはならない。" 2019/9/27 日本 東京都

"賛同します" 2019/9/27 日本 Koto-ku

"文化庁の失墜であり、今回の名古屋市長および文化庁の対応は、日本国民として恥ず
べき行為です。"

2019/9/27 日本

"賛同します" 2019/9/27 日本

"ただただ恥ずかしい事態です。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"今回の補助金交付中止の決定は国家にとって不都合な表現を排除するという、国から
の意思表示だと思う。日本が多様性を認める社会からどんどん後退していくことに危
機感を覚えます。"

2019/9/27 日本

"自分たちのエゴを満たすために権力を利用するのは、国を統率する立場にいるメンタ
リティとして恥ずかしいこと。"

2019/9/27 日本

"自由に表現して、その上で議論。あと出しの検閲なんて許せません！" 2019/9/27 日本 Hokuto-shi

"文化庁は日本の文化を潰す気ですか？正気を取り戻してください。" 2019/9/27 日本
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"「あいちトリエンナーレ2019」に対する補助金不交付という不当な方針の撤回を要求
します。"

2019/9/27 日本 神奈川県

"これは燃やさなあかん案件" 2019/9/27 日本 Osaka

"まったく、とんでもないこと。賛同します。" 2019/9/27 日本 Suginami-ku

"今回の不交付措置は内閣による（ものと思われる）明確な「表現統制」であり、到底
許されるものではありません。断固糾弾します。"

2019/9/27 日本

"気に入らなかったら取り消す？ありえないでしょう！" 2019/9/27 日本 Gyoda

"こんなやり方を看過することは到底できない" 2019/9/27 日本 Tokyo

"絶対に許せません。撤回を求めます。" 2019/9/27 日本

"事実上の検閲を許す今回の文化庁の決定は到底認められない。文化もないがしろにさ
れて、やがて人権もないがしろにされる世の中のへの一歩につながります。"

2019/9/27 日本 Fujisawa-shi

"この国はここで踏みとどまらないと、もう一度同じ歴史を繰り返すことになる。私た
ちの基本的人権は、国のものではなく私たちのものです。現行憲法があっての、この
状況。これを許していたら、この先どこまで行ってしまうのか、不安しかありませ
ん。今こそ私たちが私たちの大切な権利を、原点にかえって考え、行動するときで
す。みんなで行動しましょう！"

2019/9/27 日本

"「アパートの壁を飾るために絵を描くのではない。絵は敵に対する盾にも矛にもな
る、戦うための手段だ」というピカソの言葉にあるように、芸術には自由が不可欠で
す。それを守ることができるのが自由主義国家の最低限の条件だと信じます。この暴
挙を許した瞬間、戦前回帰が成就してしまうように思います。"

2019/9/27 日本

"これはまぎれもない検閲です。このままでは戦後最大の検閲事件として歴史に残るで
しょう。この抗議文本文に書かれている通りです。本質は補助金の有無や金額の問題
ではありません。表現の自由を奪い言論統制へとつながる愚かな行為が問題とされて
います。文化庁(文科省)は不交付を撤回すべきです。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"文化を殺す愚かな決定。今回のトリエンナーレで芸術家がなぜ作品を取り下げたの
か、理解できていないのか？これがまかり通れば今まで通りの国際的な文化祭は二度
と日本で開催されないし、日本の芸術家も日本で作品公開しなくなる。"

2019/9/27 日本

"表現の自由、私は奪われたくはありません！ならば、今、声をあげなくちゃ。後で
「あのときどうして何もしなかったのだろう」と思うのはイヤ。"

2019/9/27 日本

"ごまかそうとしたって憲法違反の検閲だ" 2019/9/27 日本 神奈川県

"金は出して、口は出さぬ。これが大物のやることですよ。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"いいはずがない。" 2019/9/27 日本 Yaizu

"芸術が政治に利用されているようにしか見えません。検閲を受けてしまった展示のそ
の名の通り、「表現の不自由」です。日本はどこへ向かってしまうのですか？大好き
な、誇りである日本が、自由の国であることを願います。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"なにが「文化」だ？そして文化は「育てる」もの。「規制」の為なら「庁」などいら
ない。"

2019/9/27 日本 東京都

"言語道断の萩生田の措置は即時撤回の上で辞職が当然" 2019/9/27 日本

"再開を理由に補助金交付を中止するとれますから、これは明らかに検閲だし文化庁は
脅迫者の片棒担ぐことになる。税金で運営する公的行事は税金を払う全ての国民のた
めにあるべきです。一部の人々による検閲は許されない。また検閲のフィルターを
通った芸術作品に見る価値はないと思う。"

2019/9/27 日本
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"賛同します。こうした措置は表現する人、鑑賞する人双方を萎縮させ、多様なものに
出会う機会を失い、文化の衰退に繋がると思います。"

2019/9/27 日本

"今回の文化庁の決定は十分に憲法違反だし、慰安婦像が自分達の気に召さないから展
示するなという子どもじみた理由でいちいち検閲をかけているようでは、いつまで
経っても、この国の文化が成熟したものに育つわけも、定着するはずもありません｡"

2019/9/27 日本 豊島区

"これはマジでダメなやつです。終わりの始まりです。" 2019/9/27 日本 東京都

"このようなやり方で政府の補助金を取り止める理屈が通るなら、テロリストはいとも
簡単にこの国を破壊できることになる。電話やFaxで脅迫するだけで、何でも閉鎖でき
る。"

2019/9/27 日本

"文化庁の補助金不交付を決めた人物はもう全員辞職したほうがよいのでは……？" 2019/9/27 アメリカ Los Angeles

"壊れていく日本。" 2019/9/27 日本 Saitama-shi

"今回の件は先進的文化を守るべき文化庁が退化しているようにしか感じません。この
ようなことがあると今後の芸術すべて検閲という靄がかかったものとしか見ることが
出来ない。直ちに撤回していただきたいです。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"右翼の脅迫、河村市長の恫喝、菅官房長官の補助金不交付への暗示という時系列。文
化庁だけはこうした暴力の側に加担してはいけない。"

2019/9/27 日本 京都市

"文化を殺さないでください。" 2019/9/27 日本

"アートよ怒れ。" 2019/9/27 日本

"併せて萩生田光一氏には政治家を辞めていただきたい。憲法を尊守しないなんて議員
資格を剥奪すべきだ。安倍政権は国家転覆をすすめているテロリスト集団じゃない
か。"

2019/9/27 日本 Yokohama-shi

"直ちに方針の撤回を求めます！" 2019/9/27 日本 大阪府

"行政に恣意性を持ち込むべきではない。それは法治国家ではない。" 2019/9/27 日本 Yokohama

"文化庁は文化を殺しています。" 2019/9/27 日本

"歴史修正主義丸出しの名古屋市長は絶対に許せない。憲法を守ろうとするまともな愛
知県知事には頑張ってほしい。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"絶対に政府の検閲を認めてはならないです。賛同します。" 2019/9/27 日本 Sayama-shi

"卑怯な恫喝や脅迫に対し、一致団結して戦うべきところなのに、その卑劣な輩に加担
するようなことを文化庁がやるなんて信じられない。文化を「あったらいいけど別に
なくてもいいもの」と思っていないか。文化を軽んじる社会は魂の貧困社会です。"

2019/9/27 日本 Kawasaki-shi

"国家による検閲行為は許されません。" 2019/9/27 日本

"文化庁しっかりして！今まで積み上げてきたものが全部壊れちゃうよ。" 2019/9/27 日本

"民間の文化活動に対する政府の検閲は明らかな憲法違反です。" 2019/9/27 日本 Yokosuka-shi

"無駄かもしれないという事を考える余り署名しない、などという選択肢はない" 2019/9/27 日本

"ありえない" 2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"こんなこと許すまじ！" 2019/9/27 日本 kanagawa ken nakagunn

"今回の一件を「まぁ、しょうがないよ」で済ませると、いずれその人にも火の粉が降
りかかるように思います。ただ、このキャンペーンに賛同しただけで、何かが変わる
とは思っていない。日々、自由に表現し続けること。"

2019/9/27 日本
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"こんな事をしていたらもう日本からはセンセーショナルな芸術など生まれない。つま
らない国になってしまうと危惧します。芸術は常に自由であるべきです。岡本太郎さ
んも激怒することでしょう。"

2019/9/27 日本

"国が民衆を治めるのではなく、民衆が国を治め、建設していく困難な営みを諦めない
でほしい"

2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本

"事業の継続が困難との理由ですが、これでは暴力や脅迫によって継続できなくなれば
交付金打ち切りとなり、圧力により事業中止させる手段の一つになってしまうのでは
ないでしょうか。内容についても、ヘイト表現や憲法上の公共の福祉に反しない限
り、交付金の可否に影響させるべきではないと考えます。このような交付金打ち切り
の考えには断固反対します。"

2019/9/27 日本

"担当の萩生だ大臣は、ＮＨＫとテレ朝に対する抑え込みの自民党部会の長でした。自
民党の、極右部会の長なわけです。今回のこの文科省大臣の人事は、公然化した自民
党極右の弾圧強化の表明です。市民側は１０月から始まる国会での野党の活躍を期待
してやっていきたいです"

2019/9/27 日本 Inagi

"心から賛同します。そのうえで、本文中の「"多くの国民が"これを国家による検閲だ
と解釈しています。」という表現は直したほうが良いと思います。"多くの国民"という
大きな主語は範囲が曖昧で、「検閲かどうかはよくわからないが、今回の件はおかし
いと感じる」という人が、本キャンペーンを避ける原因になりかねません。ご検討く
ださい。"

2019/9/27 日本 東京都文京区

"この国は表現の自由を否定するのでしょうか？ナチスじゃないんだし！" 2019/9/27 日本 Tokyo

"文化庁がどのような理屈を捏ねて言い訳をしようとも、恣意的な判断をしたことは明
白です。このままでは日本が壊れます。既に蟻の一穴を超えているのではないでしょ
うか。"

2019/9/27 日本

"ついに、最も自由であるはずの文化・芸術に「国家」が公然と攻撃を仕掛けたように
思えます。また、「1984」的世界に一歩近づきました。"

2019/9/27 日本

"国によりすでに採択されている補助金の交付を取りやめるというのは前代未聞の事態
です。権力による事実上の検閲を決して許すわけにはいけません"

2019/9/27 日本

"公金で表現の自由、即ち文化を守るのは行政の仕事であるはず。文化庁が文化を棄て
るのか?そんなことをしたら、またひとつ亡国への道を加速することになる。"

2019/9/27 日本 Yokohama

"美術祭運営側が計画性の無さを指摘してるが、文化庁の審査の甘さ怠惰さの問題を置
き換えてるだけ後から文句をつけて補助金中止で幕引きしようなんて役所の怠慢が甚
だしい管理能力が皆無の能無しだと露呈してるだけじゃないか"

2019/9/27 日本

"私は展示内容が文化的先進性を持っていたか否かについては賛同しませんが、補助金
交付中止は脅迫のような行為だと思いますし、不交付への反対には賛同します。"

2019/9/27 日本 東京

"文化を守るということは、相当な見識と決意が必要だと思う。その任に相応しくない
人物が犯した過ちをしっかりと正していきましょう！"

2019/9/27 日本 Osaka-shi

"文化的表現による権力への揶揄を含めた問いかけを、発信することも受け取ることも
許さない行為は、歴史の深い文化国家日本の価値を貶める「たかが現瞬間の権力者」
による愚行であると指摘して、強い抗議の意を表します。"

2019/9/27 日本
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"賛同します。そのうえで一点、本文修正のご検討依頼です。「多くの国民がこれを国
家による検閲だと解釈しています。」という一文の、"多くの国民が"という主語は範囲
が広すぎて曖昧です。「検閲についてはよくわからないが今回の件はおかしい」とい
う人が、自分は"多くの国民"に含まれていないと考えて、本キャンペーンを避ける原因
になりかねません。よろしくお願いします。"

2019/9/27 日本 東京都文京区

"権力の乱用による文化の破壊を防がないとこの先の日本の未来はない･･･" 2019/9/27 日本 兵庫県

"「表現の自由」そして「どのような表現が消されようとしているのか」の二点から、
今回の文化庁の措置に強く反対します。自由な表現は民主的な社会の欠かせない礎で
す。過去の加害に向き合うこと抜きには、誰もが生きやすい社会の実現には至りませ
ん。再考を切に願います。"

2019/9/27 日本

"表現の自由は、わたしたちが生きていくための自由です。" 2019/9/27 日本 武蔵野市

"それはアカンて。" 2019/9/27 日本 Osaka-shi

"検閲やめろーもー…怒るぞ " 2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本

"憲法が禁ずる「検閲」そのもの。自由を守るために、このキャンペーンに賛同しま
す。"

2019/9/27 日本

"表現の自由を国家権力を握る一部の人間が匙加減で決めるような狂った独裁国家に我
が日本をしたくはありません。主権者国民の一人として意思表示します。"

2019/9/27 日本

"気に入らないから補助金停止とは、道理も何もあったもんじゃない。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"補助金不交付を「検閲」と結びつけるのは稚拙と考えます。" 2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本 東京都杉並区

"騒動当時、展示自体の内容はさておき、もう少し上手いやり方があったんじゃないか
なと思ったクチではあったけど、今回文化庁がやったことは完全にアウト。自分たち
の未来を自分たちで閉じようとするの、いい加減やめません？"

2019/9/27 日本 Tokyo

"文化活動が政治による事実上の思想統制に晒されてはならないと思います。" 2019/9/27 日本

"憲法違反を許してはなりません。" 2019/9/27 日本 Yokohama-shi

"パワーハラスメントは色々な形がある。民主的な政府であると自由表現を抑えないの
が根本的なこと。"

2019/9/27 日本

"信じられない決定です。どんなに酷い妨害にあったか知っていて、国として保護もせ
ずこれですか？芸術表現の自由をきちんと受け入れる平等と平和を愛する国の姿勢で
あってほしいです。"

2019/9/27 日本

"これを許せば誰かの顔色を伺う文化や芸術になります政府や一部の人のものじゃない
です文化や芸術は"

2019/9/27 日本

"こんなことを見過ごして許したりしたら本当にとんでもないところに行ってしまう、
この国は。"

2019/9/27 日本

"賛同します" 2019/9/27 日本 Tokyo

"問題は権力を武器に相手に言うことをきかせようとしていることです。" 2019/9/27 日本

"　ひとり一人が作り出していく物や考え方が地域や地方で積み重ねられて文化として
形づくられるものを、国がとやかく言えるものではない。　国自らが文化的でないこ
とを晒して仕舞うことになり、お金で解決できないことを背負ってしまいかねませ
ん。直ちに撤回すべきです。"

2019/9/27 日本 長崎県
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"教育勅語を重んじる文科大臣の暴走を許すな。" 2019/9/27 日本

"現政権のやりそうなこと。もうもううんざり。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"政府は表現の自由を破壊するな！" 2019/9/27 日本 Nerima-ku

"この国のこの「自由民主」の現状はまさに「自由民主」を名乗る与党の政権下で招か
れてきた長いプロセスの帰結。最後の踏ん張りどころかもしれません。越えてはなら
ない一線を越えた暴挙にストップをかけることに立場の違いはありません。"

2019/9/27 イタリア Brescia

"賛同いたします。" 2019/9/27 日本 Shiki

"こんな事が許されるわけがない。" 2019/9/27 日本

"問題があるのならこれからの制度のあり方について議論すべきで、一度採択したもの
を後出しで撤回するべきではないと思います。今回の事が許されれば、日本の審査の
適当さ、決定したことを覆す軽薄さ、脅迫に対する脆弱さ、脅迫を受けた被害者側に
対する無情さなどを世界に発信し、本当に日本は国際社会から相手にされなくなると
思います。展示内容でいろいろ話題なった事柄ではありますが、事情があるにせよ、
それに流されて約束を守れない国家とどこが仲良くしてくれるでしょうか？これは展
示の良し悪しではなく、法治国家としてのあり方の問題にかかってくると思います。"

2019/9/27 日本 Osaka

"文化庁は検閲をするな。" 2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本 静岡県静岡市

"不備や事件があったとはいえ、トリエンナーレ全体への交付金を取りやめるなんて、
本末転倒です。これでは、脅迫や妨害した暴力側を「文化庁が支持」したことになっ
てしまう。表現方法や運営に問題があったなら、それはそれで解決すべき。みえない
ものを表現できる芸術事業だからこそ国は慎重に見守らなければなりません。"

2019/9/27 日本

"あり得ないことです。存在意義という根本のものです。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"日本にはとことん厳しい日本政府" 2019/9/27 日本

"これは現政権との間だけの話ではないと思います。今後政権が変わっても同じこと。
そうゆう対立の話ではなくて、今後の表現、自由、権利につながる大問題です。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"文化庁は野蛮庁と名称変更すべし。万死に値する。" 2019/9/27 日本

"あまりにもやりたい放題に過ぎる。" 2019/9/27 日本

"賛同します。誰かの顔色をうかがいながら作られたものなんてトホホですから。" 2019/9/27 日本 Kyoto

"ファシズムに雪崩込むと、財務省は財務崩壊させ、文部省は武芸省になり、文化庁は
文化を殺し、国は国民を殺すことになります。"

2019/9/27 日本

"政府は、イチャモンつけて、潰してる、としか思えない‼�一連の脅迫妨害行為こそ
が、諸悪の根源でしょ‼�被害者である主催者側をさらに追い詰めるなんて、アベコ
ベの恐怖政治ですよ‼�"

2019/9/27 日本 Asahikawa-shi

"芸術にはいかなる規制も検閲もあってはならないと強く考えます、" 2019/9/27 日本

"文化庁がすべきことは、手続き不備を理由にして表現活動への補助金を不交付にする
ことではなく、憲法で保障された表現の自由を断固として守る為に、「表現の不自由
展・その後」が再開できるよう支援することだ。"

2019/9/27 日本
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"文化庁側はごまかしているが、トリエンナーレ全体ではなく表現の不自由展の内容が
気に入らなかったことがこの決定に繋がったことは明白。芸術がぎりぎりの表現を模
索することは日常のことで、今後表現の現場が萎縮することが強く懸念される。批判
が予想される展示内容に対して津田氏らの対応が拙劣に過ぎたことは確かだが、その
ことを罰することと芸術全体の萎縮は全く釣り合わない。今回の決定が「検閲」かど
うかのラインを超えているかは必ずしも明白ではないが、権力は検閲と受け取られる
ようなラインに近づくことすら許されない。もちろん他人の人権を侵害するような表
現は許されないが、ときにエログロや極度に政治的な表現なども含めた、自由闊達な
表現とそれを自由に楽しむことが経済的にも法的にも道徳的にも補償される社会を"

2019/9/27 日本

"あいちトリエンナーレは、継続開催中。何故、補助金を支出できない理屈があるの
か。"

2019/9/27 日本 Sakai-shi

"テロリストの側ではなく、市民の側に立った判断をしてください。この決定は国際社
会ではテロ支援国家の行為と見なされるでしょう。"

2019/9/27 日本 Koshigaya

"芸術を馬鹿にするな！" 2019/9/27 アメリカ Flushing

"文化を守らなければいけないはずの文化庁がこの決定。怒りというよりは、これから
の日本の行く末に恐怖を感じます。これ、かなりヤバイ状況だと思う。"

2019/9/27 日本

"国の機関がこういうことをすると外交問題にも発展しかねません。よく考えて行動し
ていただきたいと思います。"

2019/9/27 日本 Toyko

"同意します。" 2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本

"奢れる政治が、未来も過去も壊す。" 2019/9/27 日本 岐阜県

"札束で頬を叩くような品性のないことはやめてください。" 2019/9/27 日本 神奈川県

"御用学者や提燈芸人ばかり増やして、ネオ・ファシズム国家にしてはなりません。" 2019/9/27 日本

"教育と文化を破壊する萩生田文科大臣は直ちに辞任すべき。" 2019/9/27 日本

"内容によって補助金が出る出ないなんてことになると実質的な表現規制として機能し
てしまう。政府機関がやることではない。"

2019/9/27 日本 栃木

"賛同します。" 2019/9/27 日本 Nagoya

"まさに｢検閲｣｢言論弾圧｣そのもの､即時撤回を求めます｡" 2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本 Chuo-ku

"いろんな意見がある事は承知にしろ、開催後のこの処置は行政のパワハラ！文化庁長
官は前藝大学長。矜持を持って対処願いたい！"

2019/9/27 日本

"賛同。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"表現は自由であってほしい。先人の方々はそれを奪われて、でも再び取り戻された自
由であって、それをこの時代に再び奪うようなことがあってはいけないと思う。"

2019/9/27
インドネ
シア

Jakarta

"いろんな考え方があり、いろんな誤解も生じる中で、自分と違う思想の持ち主の作品
を知る機会は有難い。国は多様性を認めるべきだ。"

2019/9/27 日本 Aomori-shi

"極めて危険な動き。検閲、絶対反対！" 2019/9/27 日本 東京都

"萩生田光一みたいな安倍の忠犬が文科大臣になるからこうなる。宮田亮平文化庁長官
は東京藝術大学名誉教授の称号を返上せよ。"

2019/9/27 日本

"行政が文化や芸術に口を出すことはやめましょう。あなた方のやった行為は文化芸術
を衰退させます。"

2019/9/27 日本
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"コレは絶対ありえない！" 2019/9/27 日本

"展示会の中止を迫るなどの脅迫があった為に、その展示の一部が中止に至ったこと
は、主催者側にその原因があるのではなく、その脅迫を行った側であることは明白で
す。今回の件で補助金交付が止められてしまうことは、自分が気に入らない表現に対
する脅迫行為に文化庁がお墨付きを与えることになり、脅迫された被害者をさらに追
いつめることになってしまいます。補助金交付中止の撤回を求めます。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"今回のような文科省・文化庁の決定を認めることは日本はソフトテロが有効な国であ
ることを認め、かつ、いわばテロを政府が利用して検閲するというファシズムの体制
ができていることを認めることになると思われます。決して認めることはできませ
ん。"

2019/9/27 日本

"今回の件が日本の文化事業が衰退するキッカケになる可能性だって十分あり得る。文
化が死ねば国が死ぬ…そのキッカケになる可能性にも。"

2019/9/27 日本 MIE

"日本政府はナチス化している。大変危険。" 2019/9/27 日本

"敗戦前の文化にするな。" 2019/9/27 日本 Ube

"表現の不自由展や津田氏の善し悪しとは別次元の問題なので、この措置には反対しま
す。"

2019/9/27 日本 Ikoma-gun

"「表現の不自由」は、それを超えて自由を守るために行われた。だから、私たちは表
現の自由を徹底的に守りましょう！"

2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本

"ここで意志表示をしなければ、私は「この問題に無関心で、政府・文化庁の決定を黙
認する」日本国民の一人になってしまう。それだけは御免被りたいので、このキャン
ペーンに賛同する。"

2019/9/27 日本 Saitama

"政府の検閲行為が憲法違反なのもさることながら、イベントへの脅迫行為を権力が肯
定することになる。主義主張を越えた、国家権力が譲ってはいけない一線を越える行
為の取り消しを求めます。"

2019/9/27 日本

"表現の自由を奪うような文化庁の対応はさせてはならないし、事後に、風評や外交の
雰囲気などで交付を途中でやめるとかはルール違反ですごく幼稚な対応だと思う。"

2019/9/27 日本 Toyota

"一度決めたことを一方的に曲げてしまうのは悲しいほど弱い国だなって思います。強
くなって欲しいが、政治も適当だから声あげました。"

2019/9/27 日本 aichi

"【謎ルール】ジャーナリズムや表現の自由については専門家ではないので、よくわか
らないけれど、文化庁の「不交付の理由」が一番よくわからない。これがまかり通る
なら、幼保無償化に便乗して値上げする幼稚園の助成金も回収して良いという話。
「これは少子化対策の為の予算なので、あなたたちの園存続の為に使うなら返してく
ださい」ってことになる。って色々考えると多くの助成金事業が怪しいって感じに
なってくるよ。"

2019/9/27 日本

"いかなる詭弁をもってしても、これはあからさまな検閲であり、文化を服従の形式に
貶めようとするものである。"

2019/9/27 日本 国分寺市

"国の指導者は、｢表現の自由｣を正しく理解ふべき。言い訳に使うことは許されない。" 2019/9/27 日本 東京

"これはいけない" 2019/9/27 日本 横浜

"制度の解釈の柔軟性は、恣意的な運用を許すために設けられているのではない。本来
の矜持、良識に立ち返ってください。"

2019/9/27 アメリカ Sunnyvale

"微力ながら賛同いたします。" 2019/9/27 日本 東京都目黒区
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"如何なる事情があっても、国家権力が表現を封殺（圧力をかける）ことがあっては、
なりません。"

2019/9/27 日本

"忖度「文化」庁ということなら、無くてもいいです。" 2019/9/27 日本 東京都

"こんなことは許されない！" 2019/9/27 日本 Sapporo

"文化庁は「あいちトリエンナーレ2019」に対する補助金不交付を撤回して下さい。" 2019/9/27 日本

"補助金交付中止は撤回すべきで，企画展示は進めるべきです．テロ的脅迫者たちこそ
問題です．文化芸術学術活動を否定する行為は問題．"

2019/9/27 日本

"このような悪政は断じて許してはならない。" 2019/9/27 日本

"検閲で自由を圧殺・豊かな文化を殺す。脅迫がまかり通り、そら恐ろしい社会を狙
う、安倍自民政権は即退場。"

2019/9/27 日本

"国は検閲を直ちに取り消しなさい。国民は決して安倍政府を許さない。" 2019/9/27 日本

"賛同。" 2019/9/27 日本

"不自由展を開催する自由を奪わないで" 2019/9/27 日本 Tokyo

"賛同します。これは検閲です。政府にとって都合の良い文化だけにはしたくない。" 2019/9/27 日本 Setagaya

"文化庁の行為は事実上の検閲で憲法違反です。萩生田文部科学大臣のコメントは全く
承服できません。"

2019/9/27 日本 三重県

"同意します。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"箍が外れているのは、今に始まったことでは無いが、さすがにここは踏ん張らない
と！"

2019/9/27 日本

"世界で通用する政策をお願いします。" 2019/9/27 日本

"本当に！" 2019/9/27 日本

"日本は急速に独裁国家になりつつあります。決して、屈してはならないと思います。" 2019/9/27 日本

"落胆では済まないと思います。" 2019/9/27 日本 大阪

"テロ予告や恐喝を含む電凸が問題であってトリエンナーレの運営側は被害者のはず。
展示内容に関与するのも根本的に間違いだし、全てにおいて認識がおかしい。"

2019/9/27 日本

"文化庁のこの決定は文化を殺す。文化が死んだ国は滅ぶ。国によるテロの容認にな
る。許しがたいことです。文化庁速やかに補助金の交付を改めて表明するべきです。"

2019/9/27 日本 Miyagi

"賛同します。表現や思想の自由が侵される危険を感じます。まかり通ってはならない
ことだと思います。"

2019/9/27 日本

"旭日旗も飾ってください。" 2019/9/27 日本 反日左派の集会所

"少数の声が大きい人に文化芸術が壊されるのを見たいられません。不自由展を観た
かった人の方が多かったはず。そして今後もこのような作品展が継続できるように、
国はむしろ後押しをして欲しかった。"

2019/9/27 日本 Setagaya

"ここまで酷いことになっているとは、危機感を感じます。未来の表現の為にも署名し
ます。"

2019/9/27 日本 Kyoto

"助成金は政府のポケットマネーではありません。恣意的に、しかも事後に支払いを取
り下げることは憲法違反です。断固反対します。"

2019/9/27 日本

"賛同。" 2019/9/27 日本 shizuoka

"検閲に繋がる今回の処分は確実には国によるの文化をコントロールを意味します。" 2019/9/27 日本 鳥取県

"文化庁は文化芸術基本法違反" 2019/9/27 日本
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"表現の自由は、基本的人権として最大限尊重しなければなりません。政治的であれ何
であれ、人々の中に不快に思って批判的にみたとしてもそれも個人の自由なのだか
ら、公権力が恣意的に介入することは許されない。"

2019/9/27 日本

"「金は出すが口は出さない」という真っ当な姿勢を貫く 大村知事を強く支持します。
"

2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本 川崎市

"賛同します" 2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本

"Censorship of art is wrong!" 2019/9/27 アメリカ Midland

"事後の補助金打ち切りは、他の補助金申請を萎縮させます。行政は憲法で定められて
いる検閲の禁止を守ってください。表現の自由を守り、文化を殺すなさないでくださ
い。"

2019/9/27 日本

"I’m afraid that Japan is becoming oppressive like pre and during World War 
Two when the government and the majority of Japanese citizens started to limit 
people’s liberty"

2019/9/27 アメリカ Brooklyn

"税金を盾に文化を壊す政府は要らない。" 2019/9/27 日本

"賛同します" 2019/9/27 日本 Yokosuka

"物理的、暴力的な言葉などの力が公然と幅をきかせる今の政治的、社会的風潮の側に
立ったということでしょうか、文化庁は。"

2019/9/27 日本

"時の政権の意に沿わない物に補助金を出さないなどとても民主主義国家とは言えな
い。クールジャパンのいい加減な補助金交付もきちんと総括せよ！"

2019/9/27 日本

"驚きです。こんな事が日本に起きるなんて思っていませんでした。絶対に許されない
です。"

2019/9/27 日本 Yokohama

"だれもが自由な表現ができることが、なにも気にしなくていい国であるべきです。少
しでも違和感がある現状はおかしい。"

2019/9/27 日本 Hakodate-shi

"嘘つき、偽造、捏造の安倍政権が、その悪政の歴史に、新たなページを加えようとし
ています。断固阻止！！"

2019/9/27 日本 Tokyo

"抗議します" 2019/9/27 日本

"文化の違いを許容できないから帰化しない人は出て行けという人たちばかりではない
よ。創価網で悪いことしなければいい。早めに帰化はしてほしい。この馬鹿げた詐欺
師の集まり安倍と公明政府にはアートで表現することはお互いのためになると言って
おく。"

2019/9/27 日本

"ありえない。ここまでだとは思っていませんでした。" 2019/9/27 日本 Kyoto

"高校で物理の先生が話した、「様々な分野があって根や葉や幹になる、その先に花が
ある。それが芸術です。」という言葉を思い出す今日です。どうか、良い方向へ向か
いますように。"

2019/9/27 日本

"表現の自由を暴力や圧力に乗じて権力で抑え込む。こんなの言語道断だろ。" 2019/9/27 日本

"日本はどんどんおかしくなってる。決定権のある人たちが、まともな判断できる器
じゃない人ばかり…"

2019/9/27 日本 Tokyo

"検閲→補助金カットで、表現の自由を奪う行為。絶対に許せない‼�" 2019/9/27 日本 東京都

"検閲は決して許してはいけない！この戦いは負けられません！" 2019/9/27 日本 愛知県
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"いつか通った道に誘導されないために。" 2019/9/27 日本 千葉県

"賛同します。" 2019/9/27 日本

"芸術祭は見て体験して始めて心に届く。意見の違いは言葉で伝えるのが人間の英知だ
よね。それが出来ない人を取り締まるのが国であり、警察。私たちの知る権利を無く
さないで！"

2019/9/27 日本 Tamura

"政治利用のための振舞いは大いに反対です。話題として過大に取り上げ、ロクでもな
いコメンテーターを通してネガティブな扇動をしたマスコミにも怒りを覚えます。"

2019/9/27 日本 Yokohama

"良い文化と悪い文化の線引きを国が決定するなんて、どこの独裁国家の話かしら…と
思ったら、自分の暮らす国の出来事でした。民主主義を死に追いやりたくないのであ
れば、いますぐこの決定は撤回し、文化庁は謝罪すべき。いつ、どのタイミングから
でも、人は引き返せるのだから。"

2019/9/27 日本

"表現の自由を守れ！" 2019/9/27 日本

"いつから日本国はこんな国になったんだ。" 2019/9/27 日本

"それは筋違い。" 2019/9/27 日本 Kyoto

"日本が文化的に貧しくなってしまう……" 2019/9/27 日本 Sendai

"Es una forma suciamente elaborada y brutal de censura. Si dejamos este caso 
en las manos del gobierno, seguro que en los años que viene ya nadie se atrever
á a expresar lo que piense. Hemos de no parar de luchar, para nuestro futuro 
libre y justo."

2019/9/27 スペイン Barcelona

"文化活動を政府が恣意的に抑制することは憲法の表現の自由に反することです。また
戦前の検閲の復活にも繋がるもの、補助金が適正に支払われなければ今後に悔いを残
すものとなるでしょう。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"日本は後進国であるだけでなく、後進し続ける国だと感じた。それは黙ってこの国で
暮らしていたら加速するかもしれない。今ははっきりと自分の意思を表現する責任を
感じている。"

2019/9/27 日本 渋谷区

"理解できなくても知ることはできる。難しい報道や教科書を読むだけではわからない
ことも作品という形で表現するのがアートの力のひとつだと思っている。その力の根
源たる「表現の自由」が本来法律や憲法を守って運営されるべき国家によって侵害さ
れている。知ることができればいつか理解できる時が来るかもしれない。自分が理解
できないことを排除するだけではその未来もやって来ない。"

2019/9/27 日本 大津市

"文化庁は様々な形の文化、芸術を守る立場にあるべき。今回のテロ的な攻撃に意図も
あっさり屈するあたりが世界から見て非常に恥ずかしい。今回の決定に断固として反
対します。"

2019/9/27 アメリカ San Francisco

"文化庁は、憲法を守れ！！" 2019/9/27 日本 東京

"あってはならないことだと思います。撤回を求め賛同します。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"これは、まさに、まさに検閲ですという訳であります。" 2019/9/27 日本

"賛同します。こんな横暴を許してはいけません。" 2019/9/27 日本 Kagoshima

"賛同します。" 2019/9/27 日本

"文化庁の対応は、さすがにやり過ぎだと思いますので、賛同します。" 2019/9/27 日本

"こんなことが罷り通る世の中にしてはいけません。" 2019/9/27 日本 Izumo

"文化は人間が人間として生まれた産物財産です財産を殺さないでください" 2019/9/27 日本 Nara
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"政府と政党や政治家の好みや都合によって、文化事業や助成のあり方が影響されるな
んて、前世紀のようなやり口を許してはならない。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"賛同します" 2019/9/27 日本 Tokyo

"政府は憲法遵守してください。" 2019/9/27 日本

"賛同します" 2019/9/27 日本 Osaka

"再開希望！不自由展、見に行きます！" 2019/9/27 日本 Tokyo

"大村知事がまともでよかった。" 2019/9/27 日本

"芸術や文化は醜い争いや戦いの為にあるのではなく、多様性の許容と平和のためにあ
ると信じたいです。"

2019/9/27 日本 Osaka

"賛同します" 2019/9/27 日本 Tokyo

"気に入らないものには金を出さない。それはもはや文化ではない！" 2019/9/27 日本 Kashiwa-shi

"芸術の分野においては規制はやめてほしい。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"多様性のある社会を！" 2019/9/27 日本

"文化庁は文化とは何か考えなさい。" 2019/9/27 日本 Sapporo

"強く抗議します" 2019/9/27 日本 Kyoto

"もはや危殆に瀕しているこの国の表現の自由に、とどめをさすような一撃になりかね
ない。"

2019/9/27 日本 埼玉県

"賛同します。" 2019/9/27 日本 東京都中野区

"憲法違反なのだから当然撤回しなければならない。それだけのことだ。" 2019/9/27 日本

"この文化庁の判断こそ検閲行為に当たるのではないでしょうか？　表現の自由を守る
べく、方針の撤回を求めます。"

2019/9/27 日本

"民主主義とは民衆こそが主権者であるため、権力をあらゆる形で牽制する思想であっ
て制度ではない。したがって４年に一度しかない選挙制度で選ばれても人民に反する
行為を行う権力は批判され牽制されなければならない。文化庁の行為は憲法で定めら
れた思想信条、表現自由を冒とくする独裁的な権力の行使である。民主主義を冒とく
する安倍政権と文化庁の権力行為を許すことはできない。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"引き返せなくなりますよ。" 2019/9/27 日本 東京

"政府のやり方は卑劣です。こういうときにこそ、「恥を知れ」と声をあげなければな
らないと思います。"

2019/9/27 日本

"公共の場における表現であり、公金が使われているものであるため、主催者・助成側
が十分にコミュニケーションをとって進めてきたはずの企画です。それを、一部の表
現が気にくわないからと言って、後出しジャンケンのように全体への助成停止処分と
し、またその決定過程が不透明であることは、全ての表現者と企画者への大きな圧力
となってしまいます。この処分の撤回を求めます。"

2019/9/27 日本 Hiroshima

"最近の政府による芸術や言論への対応については非常に危機感を覚えます。公正かつ
透明性のある対応を強く求めたいです。"

2019/9/27 日本 東京

"どう詭弁しようと、これは明らかな検閲です。文化を、表現の自由を守るためにも、
キャンペーンに強く賛同します。"

2019/9/27 日本 Saitama-shi
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"表現の自由は、政治的内容のものも当然に守らなければならないという歴史的背景が
ある。時の政権や、政治家の信条に合わないからといって、政府や政治家が介入、批
判することが問題。助成金が不要だと発言した自民や維新の政治家、河村市長や神奈
川県の黒岩知事は厳しく批判されるべきだ。"

2019/9/27 日本

"日本の政治家におよそ教養が見受けられない。魯山人の死が日本の死であったのかも
しれぬ。それでも私は夢想する。そう遠くない未来にイグナツィ・パデレフスキや
ヴィニシウス・ヂ・モライスのような政治家が日本に現れることを。"

2019/9/27 日本 鎌倉市

"どう捻っても、交付の中止に正当な理由は見出せず「表現の不自由さ」ここに極まれ
りといったところです"

2019/9/27 日本 東京都

"文化の善悪を国がお金で圧力をかけて決めるなんて、日本を文化的な国とは言えなく
する行為で絶対に許せない"

2019/9/27 日本 Osaka

"表現すること、それを見ること。どちらも生きていく為に必要なことだ。それを奪う
ことは誰にもできないとおもう。"

2019/9/27 日本 東京都世田谷区

"国民の権利を侵害するな。主権は国民にある。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"賛同します。" 2019/9/27 日本

"文化的視点でも、テロに屈したという視点でも、前例作っちゃダメなやつ。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"目を耳を疑いました。文化庁は文化の振興が仕事では？ どうかみんなの声が届きます
ように。"

2019/9/27 日本

"強く抗議します。作品の中には人権を扱ったものもあり、補助金を途中で取り消すと
いうやり方、危機感を感じます。国のお金は大臣や役所のものではありません。"

2019/9/27 日本

"いかなる分野であれ、検閲が認められるはずもない。" 2019/9/27 日本

"文化振興についての影響はもとより、手続き的な「瑕疵」を問うことによる内容への
干渉は、国際的にも後進性を問われることになるだろう。"

2019/9/27 日本

"大村知事を支持します。憲法守れ！！" 2019/9/27 日本

"芸術って、人それぞれの感じ方なのね。だから、自分の感性が悪いからって交付金を
出さないのはおかしいです。"

2019/9/27 日本

"いまや21世紀ですよ。2019年ですよ。歴史を逆行させてはなりません。適正手続きの
保証にも反しています。"

2019/9/27 日本

"激しく賛同します。" 2019/9/27 日本 群馬

"これ絶対に撤回させなければダメだ。私たちは何も出来なくなる。国はアートに対し
て口を出すな！金だけ出せ！"

2019/9/27 日本 東京都

"自分が気にくわないという理由での規制としか考えられない。ジャイアンには反対で
ある。もっともらしい理由をつけるな！"

2019/9/27 日本

"脅迫・妨害による表現の圧迫は昨今あいトレ2019のみの問題ではない。この文化庁の
決定は、気に入らない表現を消すための手段として脅迫・妨害を肯定しているものと
同然であり、文化庁の任務たる文化の振興の真逆を行くものだ。"

2019/9/27 日本 Kyoto

"取って付けたような手続きの不備を理由に、もう開催してるのに補助金はなしです
…って、普通に考えておかしすぎるよ、萩生田さん。やることが本当に汚ない。"

2019/9/27 日本 Fujinomiya

"事前に審査をして通った申請を、途中で取り下げることは間違っていると思います。
文化庁は文化を支援するものであり、文化芸術を守り続けてほしいです。さまざまな
意見を含めた上での表現を創ることは、やめるべきではないと思います。"

2019/9/27 日本 Izumo-shi

"ヒトラーの再来を許してはなりません！" 2019/9/27 日本 Setagaya-ku
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"国の権力者の気に入らない表現を、公権力の力で握りつぶすのはとても恐ろしい時代
になったと思います。実現性に疑問というのも、展示を潰そうと攻撃した側の方が悪
いのであって、被害者である実行側の助成金を取り下げるのは、加害者にただ加担し
ているだけで、表現の自由を守る姿勢とは程遠いものです。このような表現の自由を
萎縮させるやり方に断固反対します。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"自由な文化、芸術のために" 2019/9/27 日本 Tokyo

"これを検閲でないと言い張るところに恐怖を感じます。" 2019/9/27 日本 Nagano-shi

"実績もある文化イベントに支援がないのはおかしい。。" 2019/9/27 日本 Mitoyo-shi

"助成金を出すことに対する世論からの批判を恐れているだけに見えます。見当違いも
甚だしい。"

2019/9/27 日本 Kawasaki

"『やっぱりダメ』が罷り通るのは法治国家ではありません。法治国家を辞めたので
しょうか？事前通告を受けていません。それさえ辞めましたか？"

2019/9/27 日本 Tokyo

"政治が図に乗るな本分をわきまえろと言いたいです。" 2019/9/27 日本

"権力による文化の統制・監視に強く反対し、文化庁に対して撤回と猛省を求めます。" 2019/9/27 日本

"これは国内問題ではなく、世界中の表現と芸術全てに関わるクリエーターと鑑賞者に
とって由々しき問題です。"

2019/9/27 日本 Gunma-ken

"公権力側が、自分達の気に入らないモノは排除する様な姿勢をとる事を憂慮していま
す。"

2019/9/27 日本 Yao

"文化庁には是非、日本文化をまもる活動をしていただきたい。壊すのではなく。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"文化を壊す最低な行為だと思います。技術だけでなく文化までも他国に置いていかれ
ますよ。"

2019/9/27 日本 Osaka

"賛同します" 2019/9/27 日本 長崎

"芸術とは見て、考えさせられるものです。そのための場を日本国民から奪ってしまう
ことは絶対許されるべきではありません。今回はよりによって国際芸術祭で、世界に
対しても恥をさらすことになりましたが、それよりまず国民から芸術を発表し、見る
自由を奪うことが怖い。"

2019/9/27 ドイツ Berlin

"表現は自由でなければいけません。洗脳された日本社会になってしまいます。" 2019/9/27 日本 名古屋市名東区

"賛同します！" 2019/9/27 日本 Tokyo

"こんなこと絶対に許せない。" 2019/9/27 日本

"賛同いたします" 2019/9/27 日本 Kisarazu

"I agree with this" 2019/9/27 日本 Tokyo

"表現の自由をもう一度考えてみればわかります。先進国でしたよね。この事を忘れて
はいけないと思います。"

2019/9/27 日本 Okazaki

"補助金不交付は、非常に短絡的で原始的な態度だと思います。" 2019/9/27 日本

"思想、表現の自由" 2019/9/27
スウェー
デン

"大臣自らの文化壊しは絶対に許されない" 2019/9/27 日本

"表現に対しての問題と権力が表現の場に介入するのとは、別の問題。これはあっては
ならない。"

2019/9/27 日本

"まだ間に合う。" 2019/9/27 日本
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"論外です。萩生田文科大臣の意向であり、首相官邸の意向です。決して手続きの問題
ではなく、憲法が禁じた「検閲」行為です。決定の撤回を文化庁に強く求めます。松
田和男。"

2019/9/27 日本

"一も二もなく賛同しました。" 2019/9/27 日本

"文化統制すると、全体主義になる。全体主義はなにするかというと、戦争をする。" 2019/9/27
アイルラ
ンド

Dublin

"表現の自由と、多様性(多様な価値観と多様な意見)と、それらの対話の場所と機会、
そして文科省への信頼と日本のアートの未来を奪わないで欲しい。"

2019/9/27 アメリカ

"ヒラメ役人（法に基づけない忖度役人）が増えたとき、社会は崩壊する。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"文化庁が自ら存在理由を否定する決定です。そして脅迫や業務妨害をすれば気に入ら
ないイベントを潰せるという前例まで作ることになります。文化庁へ撤回を求めま
す。"

2019/9/27 日本 岡山市

"是非以前に脅迫した側に国がついてどうするのだ！" 2019/9/27 日本 Kawaguchi-shi

"日本を殺すな" 2019/9/27 日本

"こんなことがまかり通ることになったら、10年後、20年後、日本からは表現の自由を
はじめとして、さまざまな自由が失われているかもしれない。補助金交付中止の撤回
を強く求めます。"

2019/9/27 日本

"助成金不交付という行為は、あいトリの問題に限らず、今後のこの国での文化の発
信・育成を大きく萎縮させてしまう悪手です。文化庁には方針を考え直して頂くこと
をつよく望みます。"

2019/9/27 日本 日本

"検閲に反対します。" 2019/9/27 日本

"もしあなたがこの立場ならどうしますか？" 2019/9/27 日本

"賛同し署名します。" 2019/9/27 日本

"「文化庁」が翻ったのは、その上の文部科学大臣の強い意向によるものでしょう。文
化庁が「文化庁」を名乗るなら、捨て身で抵抗すべきです。守るのは自分の身ではな
く、文化でしょうに。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"文化庁からの検閲ととられておかしくないです。圧力としか思えません。撤回を強く
希望します。"

2019/9/27 日本 東京都

"内容に関する批判を表現する自由は民衆に当然にあるが、内容を検閲する権利は公権
力にない。"

2019/9/27 日本 Mitake

"文化を守ろう" 2019/9/27 日本

"国はお金を出すが口は出さないというようにしないと文化が衰退してしまう" 2019/9/27 日本 Setagaya-ku

"有り得ないでしょ、税金なんだから検閲する権利なんか無い" 2019/9/27 日本

"国家の言論統制の始まりです、見過ごしてはいけないので賛同の意を表します。" 2019/9/27 日本 神奈川県横浜市

"一部の人の価値観で決めるな。そういう行動が、周りに忖度させている事に気づかな
いのが情けない。"

2019/9/27 日本

"こんなことあってはならない。" 2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本 練馬区

"文化庁は一度認定しているのだから、むしろイベントが無事に開催できるようにサ
ポートをしなければいけない立場なのでは？無責任でむしろヘイトやテロに加担する
ような姿勢は許せない。"

2019/9/27 日本 Chiba
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"I wish this statement(by ReFreedom_AICHI)  will be translated multi languages.
おそろしい決定です。脅迫に当該展示のみならず、国家が屈して検閲を始めたように
も見えます。脅迫という犯罪を事実上正当化していることになっていると思います。
ReFreedom_AICHIによるステートメントが複数の言語に翻訳されるとよいのですが。
"

2019/9/27 日本 Nerima-ku

"これは明らかな表現の自由を巡る検閲行為に他ならない…。表現の不自由展とはそう
なりつつある現状を逆照射させる意図があったと思われるが、その企画を遠因にして
一度確定した予算を破棄する愚行はブラックユーモアにも程がある。現政権は公文書
改竄、検閲、立憲主義排除と民主主義国家の体を為していない。"

2019/9/27 日本 Yokohama

"税金は公平に使用してください。政権に反対の人も納税してるんです。" 2019/9/27 日本 横浜

"文化庁は朝鮮半島に対する植民地支配期における文化統治の手法を踏襲すべきでは無
い。このままでは戦前に逆戻りですよ。"

2019/9/27 日本

"本当に許せない事態になっていると思います。" 2019/9/27 日本

"文化的な日本の風土を、これ以上壊さないで。適当な理由をつけて誤魔化すな。この
国を3流国にまで貶めるな。子供達の未来を守るた為に、文化庁内部でも抗って欲し
い。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"芸術・文化を重んじない国に未来は感じません現体制のメディア・イベント・政権批
判者に対する監視が現在進行形で続いているのを察すると、民主主義から独裁への道
はもう出来上がっていると見ても、なんらおかしくはありません"

2019/9/27 日本 千葉県銚子市

"がんばれ！" 2019/9/27 日本 Tokyo

"このようなことがまかり通ってしまったら、もはや日本には文化など根付かなくなっ
てしまう。私は国家による文化弾圧に反対する！"

2019/9/27 日本 Ome

"文化庁は芸術と自由を守って下さい！これは検閲です。いつから大日本帝国になっ
た？いい加減にして！官僚の皆さんはこんな事のために官僚になったのか、自分の胸
に手を当てて考えて。"

2019/9/27 日本

"脅迫されたから中止だとか、為政者の意向と異なるから補助金を出さないとか、そう
いうことがまかり通ってしまうと気に入らない勢力の展示発表を簡単に潰せることに
なると思うので今回の文化庁の決定に反対します。"

2019/9/27 日本

"文化芸術に対するスラップ訴訟のようなものではないだろうか。権威や権力が、その
権力構造をかさにして表現活動に監視の目をつけ、抑圧、縮小させようとする。賛同
しますよ。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"国がこれは良いこれはダメというのは検閲そのもの。憲法がそれを禁じている。" 2019/9/27 日本

"色々こじれてましたが、出すと決まってたものを撤回するのは見苦しいと思います。
事前の契約書類に明記してあったかもしれなくとも、主催者側に責任をかぶせるのは
公平ではありません。芸術を受け取る側の民度がおかしかったのだと思います。騒動
になったことで問題が明るみに出て来て今後に生かします、ご苦労様でした、くらい
の度量がほしいです。"

2019/9/27 日本 Hekinan

"事実上の検閲ととらえても仕方がない、今回の補助金撤回。金で人心をコントロール
しようという狭い了見に反対します。"

2019/9/27 日本

"あまりにも、露骨な言論・表現の自由への介入です。戦前の戦争や植民地支配への無
反省とも一体であり、そら恐ろしい感じがします。絶対に許すわけにはいきません。"

2019/9/27 日本 Fukuoka-shi

"表現の自由に対して介入してきた国に不安を覚えます。" 2019/9/27 日本

"このニュース、日本終わってると感じました…" 2019/9/27 日本
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"萩生田が文科相だからさもありなんとは思うが、だから許していいわけではない。安
倍政権の極右性がますますはっきりしてきた。でも高支持率が続く限り、良識を持っ
た市民がもっと声をあげなければ、この危機的状況は続くだろう。声をあげよう!トゥ
ベリさんに叱られないように。"

2019/9/27 日本

"ひたすら中庸であり続けてほしい" 2019/9/27 日本 東京

"脅迫をどう対処するかが問題です。" 2019/9/27 日本

"あきらかな憲法違反です！" 2019/9/27 日本 Nerima-ku

"どんどんひどいことになっていく。このままだと芸術、文化だけでなく広く言論や表
現が殺されてしまいます。"

2019/9/27 日本

"これからは、極右団体による執拗な電話攻撃や脅迫を受け、かつ文化庁が気に食わな
い政治的メッセージを感じた芸術作品に対する補助金は、たとえ開催の一年以上前に
書類を提出し一度は交付決定されたとしても、「手続きの不備」という口実で取り消
されてしまうのでしょうか。たとえ今後一切このような判断を文化庁がしないとして
も、まずは今回の取り消しを撤回いただきたいと思います。"

2019/9/27 日本 Kitami

"僕は表現活動が積み重なって、文化や社会を形成していくと思うんですけれどもね。
だから僕は表現者を生み出すために編集者をし、講師をし、音楽をつくっている。そ
うして文化を社会を次のフェイズに持っていこうとしてるんですね。（偉そうなこと
言っててすみません）それに対して、あまりに逆行したことが起きているのに驚き違
和感を抱くとともに、単にシュプレヒコールで対抗する以外のことができないかと考
えている午後です。"

2019/9/27 日本 Shinjuku-ku

"安倍晋三が第二のヒトラーにならないように注意注目しなければならない。デタラメ
嘘吐き安倍政権は同じ事をしようとしている。"

2019/9/27 日本

"菅の発言から嫌な予感はしていた。いくら極右政権と言っても、他の先進国からはど
う思われるだろう。"

2019/9/27 日本 Tachikawa

"芸術は必ずしも万人に受け入れられるべきものではない。表現の自由を一部の受け入
れられないとする人達の意見を理由に制限することはあってはならない。ましてや権
力側が制限など恐怖でしかない。"

2019/9/27 日本

"検閲を受け、国が認めたものでなければ金を出さん！などいう事はあってはならない
事だ。"

2019/9/27 日本

"この決定がまかり通ってしまったら、文化に未来はありません。" 2019/9/27 日本

"人間は歴史を繰り返してしまうのでしょうか" 2019/9/27
ポーラン
ド

Warsaw

"文化にまで国が口を出すようなことになれば、この国はもうおしまいです！許さな
い！許さない！"

2019/9/27 日本

"断固反対❗ 不交付決定はただちに撤回を求めます。" 2019/9/27 日本 埼玉県上尾市

"日本会議に乗っ取られた文化庁なんて恥ずかしすぎるのでもちうちょっと庁内でも抵
抗して頑張ってください。"

2019/9/27 日本 滋賀県

"政治が動くべきではない" 2019/9/27 日本

"1日も早く普通の国に戻りますように" 2019/9/27 日本 福岡市早良区

"国の検閲を許す事はできないと思います。強く抗議します。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"もちろん賛同です‼�" 2019/9/27 日本 Wakayama-shi

"検閲文化は、断固反対‼�" 2019/9/27 日本
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"文化の弾圧は許せません！" 2019/9/27 日本 Sakai

"賛同します。" 2019/9/27 日本

"補助金交付中止を撤回していただきたく賛同します。" 2019/9/27 日本

"公権力による芸術・文化に対する冒瀆であり、これを突破口に思想弾圧にまで発展し
かねない大変危険な決定だと思います。文化庁には最高を強く求めます。"

2019/9/27 日本

"文化・芸術にまで忖度と萎縮を持ち込む横暴に抗議します。芸術を政治利用するのは
やめてください。"

2019/9/27 日本

"本当に日本を愛しているのはどちらなんでしょうか？！？！" 2019/9/27 日本 Tokyo

"まったく認められない絶対に取り消してください" 2019/9/27 日本 八千代市

"頑張って行かなければ！" 2019/9/27 日本 Toyama

"また、脅迫を含む電凸をすれば一部の展示が中止され、文化庁が動き助成金を取りや
めるなどということが前例化してしまえば、日本はテロと戦う気がないと全世界に発
信するばかりか、文化庁が脅迫に手を貸すというメッセージにもなりかねません。…
ほんとこれです。"

2019/9/27 日本

"右も左も関係ない。マジョリティもマイノリティも関係ない。全ての意思、表現を真
剣かつ多角的に受け止めるための環境が私たちには必要なのだ。"

2019/9/27 日本 Gifu

"今回のことはぜったい許してはいけません。" 2019/9/27 日本

"行政はいったい何に律されているのだ！言語道断！" 2019/9/27 日本

"賛同しますが、こんな悪質な政治家を選んだ国民も悪質と思います。" 2019/9/27 日本

"権力者の気に入る表現だけがアートとされるなんて絶対に間違っています。差別する
表現の自由はそもそも誰にも存在しませんが、差別するなという表現の自由は奪われ
てはなりません。"

2019/9/27 日本 Nagoya

"文化庁という公の組織が何が芸術かを決める権限を持っている国は恐ろしすぎる。気
に入らない展示にも補助金交付をして下さい。"

2019/9/27 日本

"検閲は断固反対。文化や芸術の存在は自由であるべきでしょう？" 2019/9/27 大韓民国 Seoul

"内容によって、決まっていた補助金を出さないとは、国の権力を乱暴に使い過ぎであ
る。また、その内容すら、日本人たちが直視しないといけないものではないか？"

2019/9/27 大韓民国 ソウル

"最低の判断だと感じています。反対します。" 2019/9/27 日本

"キャンペーンに賛同します。" 2019/9/27 日本 Saitama

"文化庁は文化を守り育てる役割を放棄するのですか。日本を貶めないでください。" 2019/9/27 日本 hiroshima_city hiroshima_ken

"一度認可したものを取り消すという政策の不一致。国の政策は憲法に則らなければな
りません。それが出来ない政府は責任が果たせないという事です。"

2019/9/27 日本

"個人的には平和で自由な表現が産まれること、誰かの癒しや安らぎになるような美し
い芸術が広まるよう願っています。色んな背景や心情を抱え表現されたものが誰かを
傷つけたり社会的に不都合だとされ今回の件に至ったと解釈しています。それを作る
ためのお金が税金だったことに問題があるのかもしれませんが、日本の国の文化とし
て文化庁はその制作者たちの想いを受け入れるかどうか。葛藤を抱えたり問題に気付
いた人の声をみんなで考えるそういう趣旨なら必要な展示なのかもしれません。"

2019/9/27 日本

"検閲反対。" 2019/9/27 日本
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"この件は、不交付の理由が屁理屈に過ぎないことから、政権の意向を文化庁が忖度し
た結果であるとしか思われません。「金を出しても口は出さず」というのが、成熟し
た民主社会に於ける文化行政の在りうべき態様で、政権の好みに合わないものを排除
する効果を及ぼす今回の不交付決定は、ある種の検閲とも言えるもので、自由な文化
表現を阻害し、言論の不自由へと繋がる危険性を内包しています。国会の場でも追及
して、不交付の決定を撤回させるべきでしょう。付け加えるならば、文化庁の決定
は、脅迫的手段で開催の継続を妨害した卑劣な不法行為を追認するばかりでなく、加
担するに等しいものだと言っても過言でなく、本末転倒した行政執行です。世界の民
主社会から、日本は文化的後進国だと嘲笑されるでしょう。恥ずかしいですね。"

2019/9/27 日本

"そうでなくとも日本現代美術は青息吐息なのに、文化庁がその息の根を止めるとは！
文化庁長官宮田は、長官辞めなくともいいから、芸術家を辞めて欲しい。"

2019/9/27 日本

"文化庁による交付金の差し止めは明らかな検閲であり、我々の権利である言論の自由
や表現の自由を侵害するものだと考えます。国家による文化と芸術の発展を妨げる行
為を我々は許すべきではありません。"

2019/9/27 アメリカ Los Angeles

"日本を検閲社会にしないでいただきたい。" 2019/9/27 日本 東京都

"Freedom of speech is the ground of Democracy!" 2019/9/27
イスラエ
ル

Tel Aviv

"行政や権力者が表現の善し悪しを決めるべきではありません。今後、権力者に都合の
よい展示のみ認めるとなっていくのならば、表現はどんどん萎縮していくでしょう。
政府は何のために「クールジャパン」と言って自国のアニメや漫画を持ち上げていた
んでしょう。自分たちにとって都合よく操るためだったのでしょうか。今後、韓国映
画も輸入されなくなるのではないかと不安な気持ちになっています。自由な創作を楽
しむためにも今回の判断にはNOを突きつけなくてはならないと思います。"

2019/9/27 日本 千葉県

"賛同します" 2019/9/27 日本 岡山市

"政府が気に入らない思想や表現に対するテロや脅迫などの犯罪を容認する、とんでも
ない決定。即刻取り下げるべき。"

2019/9/27 日本

"憲法違反ですよ！政府はまずは憲法守ってから憲法について発言せよ！" 2019/9/27 日本 兵庫県

"時の政府の都合悪いことはひた隠しにし、都合良い情報だけを発するのでは、大本営
発表と同じだ。軍国主義者の言葉を借りれば『平和ボケして』戦争の悲惨さを忘れた
のかと言いたい。平和を愛する人は、検閲に怒りをもって立ち上がる時ではない
か！！"

2019/9/27 日本

"文化庁、どこを向いて仕事しているのですか？政治屋の横やりに惑わされず、本来の
業務を着々と進めてください。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"✂�  ☠ " 2019/9/27 日本

"非文化的で寛容性のない政治色の色濃い判断の撤回を要求する。文化庁の看板を降ろ
すべき。ついでに萩生田光一の文科相辞任も要求する。"

2019/9/27 日本

"文化庁が政治的な理由で補助金を出さないというのは事実上の検閲であり、憲法違反
です。国自らが憲法を守らないという前代未聞の恥を世界に晒すのはやめてくださ
い。"

2019/9/27 日本 Toyotaa-shi
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"今後日本が世界からどう見られるか、のとても大事な転換点にいると思っている。文
化を殺す国は先進国ではない。文化を愛さない政府はお金を持っていても対等に相手
してもらえない。価値があるかどうかわからないものを作っていくのが芸術であり、
その価値を決めるのは国であってはならない。仮にも文化を冠している文化庁なら、
おおらかな姿勢で文化を育む手助けをしなければ絶対にだめだ。素晴らしい文化を持
つ日本なのに、文化•芸術の分からない人たちによってみすぼらしい国に成り下がろう
としている。残念でならないし今回の決定には到底賛同出来ません。"

2019/9/27 ドイツ

"あいちトリエンナーレを狙い撃ちにした国家による表現の自由への介入、絶対に許せ
ません。国に都合の悪い内容は検閲ではね除ける、それがまともな民主主義国家のす
る事でしょうか？あいちトリエンナーレの早急な再開を望みます。"

2019/9/27 日本

"「あいちトリエンナーレ2019」に対する補助金交付中止は国家による検閲に他なら
ず、日本を非文明国へと貶める行為。断固反対します。"

2019/9/27 日本 Miyoshi

"賛同します。" 2019/9/27 日本 Osaka-shi

"単に世論に影響されて交付取りやめとは国の事業にはあってはならない！" 2019/9/27 日本

"（賛同）めちゃびっくりしました。なんか、どんどんヤバい方向に舵を取っている日
本。芸術なら何やっても良いのか、検閲という言葉を利用するな、て声も多数なよう
ですが、諸外国の美術史の文脈から見ても、20世紀以降、政治的かつそういったもの
を題材とした作品も含めて美術は発展してきました。社会情勢、政治が大変なことに
なってるのに、その時代性に反応せずに作品を作ることは現代美術として、到底出来
ません。現代美術の全てではありませんが、ある種の一部の表現として、アートで憤
りも露呈することが出来ない島国ニッポンになってしまえば、それはナチスの恐い恐
い悲しい悲しい頽廃芸術そのものです。恐い恐いです。少しでも、改善に効果がある
ことを期待しています"

2019/9/27 日本 Tokyo

"判例上厳密には検閲と言いにくいように思うのですが、趣旨には賛同します。" 2019/9/27 日本 Saitama

"表現の自由！憲法を守ってください！" 2019/9/27 日本 上尾市小泉

"検閲は憲法で禁止された行為です。検閲の意味そのものをねじ曲げる萩生田光一氏は
憲法遵守義務に違反してます。"

2019/9/27 日本

"権力による表現活動への脅迫、弾圧かと思います。現政権と日本の文化レベルの稚拙
さを世界に発表するようなことをすべきではないと考えます。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"文化が死にます" 2019/9/27 日本 Tokyo

"賛同します" 2019/9/27 日本 Yokohama

"菅官房長官は８月２日の閣議の後の記者会見で、既に、「企画の１つとして、慰安婦
を象徴する少女像などが出展されていることは承知している。」「審査の時点では、
具体的な展示内容の記載はなかったことから、補助金の交付決定では事実関係を確
認、精査したうえで適切に対応していきたい」と述べて、補助金を交付しないことも
あり得るという考えを示しています。文化庁の補助金不交付の決定は、「具体的な展
示内容」を精査した上での政府の決定そのものだということが明白です。この決定
は、表現の自由に対する右翼テロの防止の措置ではなく、逆に、右翼テロに加担し
て、政府に不都合な表現を抑圧するものですから、誰が見ても憲法２１条違反です。
安倍政権は、まさしく右翼テロ政権です。"

2019/9/27 日本
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"まだ情報が充分に伝わってこない状況ではありますが、しかし正当な理由を併記する
形をとらずに一方的な通知という形式で処理すべき問題ではないと考えます。公共性
という概念に照らして、少なくともどのような意図で為された判断であるかの説明を
求めます。"

2019/9/27 日本 渋谷区

"私も下記の意見とおなじです。（文化を殺す文化庁、駄洒落にもなりません。「検閲
はしてはならない」。憲法遵守義務違反ですよ。これ以上日本を貶める蛮行はやめて
ください）"

2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"自由な表現を守ろう" 2019/9/27 日本

"国が恣意的に該当事業のみを対象に補助金不交付する事は、明白な検閲行為として非
難されるべきもので、憲法で保障されている表現の自由を無視する行為ではないです
か？"

2019/9/27 日本 岡山県

"これは 紛れもなく検閲であり 絶対に許してはいけません。憲法違反を容認する政治
家に制裁を！"

2019/9/27 日本 Takahama

"検閲反対‼�" 2019/9/27 日本

"反知性主義には知性とユーモアで反撃を！" 2019/9/27 日本 Tokyo

"賛同します" 2019/9/27 日本

"同意します。" 2019/9/27 日本 Kaijin

"憲法21条の検閲に当たる、今回の文化庁の「補助金不出」決定は直ちにやめてくださ
い。文化庁と文科省は日本の文化と表現の自由を守ってくだだい。"

2019/9/27 日本 Oita-shi

"心得違いも甚だしい。かような暴挙を許してはならない" 2019/9/27 日本 三重県三重郡

"賛同します！" 2019/9/27 日本

"みやたさん、ちょっとこれは。" 2019/9/27 日本

"こんなこと絶対に許容できない。" 2019/9/27 日本

"こんなことが許される国であってほしくないです。" 2019/9/27 日本

"このキャンペーンんに賛同します！" 2019/9/27 日本

"頑張ってください。日本の文化を守っていきましょう！" 2019/9/27 日本

"表現を糧に生きている人間としてこれを許すわけにはいきません。そして全ての人の
人間の尊厳として守られるべきこと 「表現の自由」 としてこの問題を大きく捉えて欲
しいです。"

2019/9/27 オランダ amsterdam

"権力が文化芸術に口を出さずに金を出すのが定石。金は出さないのに口を出すのは野
暮どころか笑止。世界に恥を晒すのはおやめなさい。"

2019/9/27 日本

"減額ならまだしも、不交付とはありえない" 2019/9/27 日本

"賛同します！" 2019/9/27 日本

"(；́∀｀) 差別する自由が有っても事実を語る自由が無いってダブスタそのものだろ？
"

2019/9/27 日本

"賛同します。こんなことを一度でも許したら、大変なことになります。" 2019/9/27 日本

"萩生田文科相、韓国に対し「スポーツに政治を持ち込まないで」（2019.9.27日管ス
ポーツより）。そうなら「文化・表現の自由に検閲を持ちこまないで」ください。"

2019/9/27 日本
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"これ以上憲法違反を侵すのは止めていただきたい！やりたい放題…本当に呆れる。表
現の自由は民主主義の原点だと思います。全ての奴らに自由を！"

2019/9/27 日本

".署名しました。.さすがにこの件は、採択されている事業で虚偽や重大な過失がない
にも関わらず、明文化されていない制限を後出しで指摘し、補助金を不交付とした
「事後検閲」としか見えません。.また、一度こういった先例を作ってしまうとあらゆ
る分野へ拡散されます。芸術文化だけでなく、大学などの研究機関や報道、教育やス
ポーツ、施設整備、まちづくりなども含め、ありとあらゆる分野での「検閲」ないし
は「事後検閲」に免罪符を与える事になりかねない。.憲法は我々市民を縛るものでな
く、左右問わず私たちの自由闊達な意見を保障し、様々に考えうる機会を国民から奪
う事のないよう、国民の権利・自由を守るために国家権力を制限するものです。.一連
の流れの中で、今回の文化庁の対応は、私には違憲としか見る事ができない事から"

2019/9/27 日本 nagoya

"文化の統制や粛清が文化庁や文科省の仕事であろうはずがありません。即刻撤回を求
めます。合わせて、自由と民主主義の何たるかを理解しない、知性と教養に欠けると
断じざるをえない萩生田光一文科大臣、並びに宮田亮平文化庁長官はその任に相応し
くありません。罷免を求めます。"

2019/9/27 日本

"このキャンペーンに賛同してる方々は、もちろん普段から表現規制反対の立場ですよ
ね･･･？"

2019/9/27 日本

"安倍晋三を中心とした政治権力が、文化庁を使って思想抹殺・言論抹殺を行っている
と考えます。脅迫や思想弾圧・言論弾圧ではなくて『抹殺』です。憲法を変える目的
を持っている現在の政治権力からすると、自分たちにとって都合の悪い思想や言論は
抹殺したいのでしょう。文化庁が今回並べている理由は、思想抹殺・言論抹殺のため
の後付けの理由です。目的を達成するためには、手段を選ばないところが安倍晋三を
中心とした政治権力です。安倍晋三を中心とした政治権力は、自分たちが追及される
側に回ると言い逃れるだけで、まともな対応をしたことが私の記憶にありません。学
者、識者、文化人、その他多くの人が、安倍晋三を中心とする政治権力に知恵を出し
たり、力を貸したりして、何らかの見返りを得ているのだろうなあと思います。も"

2019/9/27 日本

"賛同しません。目的に沿った内容でなかったのですから、交付しないのは当然。も
し、交付されるならその方がおかしい。どう考えてもおかしい。今後、公金でこのよ
うな企画を巣、場合には事前の審査を厳正にすべき。"

2019/9/27 日本

"安倍自公政権（極右国家主義思想）のマッチポンプだと思います。安倍応援団（右
翼）等に脅迫（テロ予告等）の電話、メール等をさせて中止に追い込み、補助金の交
付を中止する。権力濫用であり、検閲は憲法違反だと思います。"

2019/9/27 日本

"絶対にダメ。国が芸術を管理してはいけない。" 2019/9/27 日本

"いつもの寛大な役所や行政であってほしい。世界に比べても異質で寛大な文化が日本
の特徴でもあると思っているので、がっかりさせないでほしい。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"ネトウヨが喜ぶようなことを敢えてやる。だからこの政権には不信感しかない。How 
dare you　"

2019/9/27 日本

"撤廃をお願いします!!" 2019/9/27 日本 Hyogo

"おかしいと思います" 2019/9/27 日本 Gifu

"公正な立場を取る主体が、脅迫した方に肩入れするのは飲み込めないです。暴力を助
長しないでください。"

2019/9/27 日本

"賛同しました。" 2019/9/27 日本 Osaka

"ふざけるな！" 2019/9/27 日本 Osaka
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"文化、芸術は心を豊かにし、命さえ救う。税金はこういう所にふんだんに使ってほし
い。どさくさに紛れて脅しのような助成金中止をここで許したら、この国は終わりま
す。頑張りましょう。"

2019/9/27 日本

"検閲はまずい。本当に戦争前の時代に戻ってしまう。これは党派は関係なく、国民　
対　国家権力　という構図で見ないといけない。独裁国家がすぐ近くまで来ている。"

2019/9/27 日本

"こんなことは絶対に許してはいけない❗ " 2019/9/27 日本 Setagaya-ku

"酷いと思う！" 2019/9/27 日本 長野県

"文化と政治を結びつけたら、ナチと同じでは無いだろうか？気に入らないから撤去す
るなんて懐が狭い幼稚な行動だと、大人なら恥ずかしくなるはずだ。"

2019/9/27 日本 Koganei

"｢表現の自由｣をないがしろにする政府に危機感を覚えます！" 2019/9/27 日本

"前例主義のこの同調圧力國で、黙っているのは阿保だ。これは賛同だね。補助金をア
テにするんじゃ無い。政府の都合で割り振る癖をやめさせるためだ。税金はてめえら
の都合では無く、民主主義のために使え"

2019/9/27 日本 東京都

"おかしいです。どんどん酷い国になっている。" 2019/9/27 日本

"反社会性も芸術の内では？" 2019/9/27 日本 Okazaki-shi

"展示内容とは関係なしに、「芸術」の方向性を国家権力が矯正して見せるような行為
はあってはならない。"

2019/9/27 フランス

"表現活動を脅かすこの国をどうにかして欲しい。共産国家か一体。" 2019/9/27 日本 Yokohama

"文化とはそのものが、善意も悪意も矛盾も孕む生き物だ。文化は個が恣意的にコント
ロールするものではなく、人類が愛することで成長していくものだ。文化庁の今回の
やり方は、文化を愛せていないと思う。"

2019/9/27 日本

"愛知トリエナーレ2019に対する補助金交付中止を撤回して下さい。おかしいと思いま
す。"

2019/9/27 日本 京都

"過去の過ちを反省もせず、それを想起させるアートを抹殺するために「表現の自由」
という憲法上の権利ごと踏みにじろうとする現政権の姿勢には従えません。"

2019/9/27 日本

"＞今後、公金でこのような企画を巣、場合には事前の審査を厳正にすべき。＜それを
検閲と呼び、憲法で禁止されています。憲法は最高法規であり、国務大臣、国会議
員、公務員には遵守義務が課されていますが？日本国憲法〔集会、結社及び表現の自
由と通信秘密の保護〕第二十一条　集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自
由は、これを保障する。２　検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを
侵してはならない。〔憲法尊重擁護の義務〕第九十九条　天皇又は摂政及び国務大
臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。"

2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本

"脅迫や電凸があったことを報告しなかったことが交付中止の理由になるのなら、脅迫
電凸をしたもの勝ちということになります。主催者を脅迫電凸対応で釘付けにしてお
けばいいのですから。そのような犯罪者が有利になるような国にしようとするのです
か。"

2019/9/27 日本 Kagoshima

"賛同します。" 2019/9/27 日本 古河市

"これ以上なにも許してはいけないし、なにも失ってはいけない。" 2019/9/27 日本 Yokohama-shi

"検閲以外のなにものでもない" 2019/9/27 日本 富良野市

"石丸裕康" 2019/9/27 日本 Nara
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"一度決定したものを理由に値する程のリユウもなく覆すこと自体が言語道断です。現
在のところ署名に賛同くらいしか力になれませんが、活動してくださる方ぜひよろし
くお願いします。"

2019/9/27 日本

"憲法を理解していない、表現の自由を理解していない愚か者が権力を行使すると、こ
のような無知ゆえの暴走が始まる。公権力のこのような芸術文化への介入、表現規制
は戦前の検閲、思想弾圧と本質は変わりません。怖い時代になってきた。危機感を持
たないといけないですね。"

2019/9/27 日本

"手続き論でごまかすやり方がまた、この国の政府の姑息さを表わしている。日本政府
が「少女像」を敵視し、国内のみならず世界各地で展示を妨害していることは周知の
事実。検閲をやめろ。"

2019/9/27 日本

"文科省は金を出しても、口を出してはならない。それが民主主義国家の機関。大臣に
なりながら基本も理解できないとは情けなさ過ぎませんか。"

2019/9/27 日本 Ikoma-shi

"撤回願います。" 2019/9/27 日本 Yuzawa-shi

"右翼のテロリストが騒いで、犯罪行為をするぞと脅かしたら、補助金を取り消しする
政府は、右翼のテロリストを応援する存在にしか見えません！ みっともなくて、恥ず
かしい政府です！"

2019/9/27 日本 神戸市

"ナチスみたいになるのも時間の問題かも..." 2019/9/27 日本 八王子市

"私は日本国の文化庁がとった「あいちトリエンナーレ」への補助金の交付取りやめと
いう、恥ずべき決定に対し、強く抗議致します。何て度量が小さいのだろう、この日
本という国は。本当に信じられません。日本人として、愛知県出身の人間として、と
てもショックです。このニュースを知った時、私には文化庁がこのトリエンナーレに
対し脅迫文を送ったり、脅迫の電話をした人たちの背中を押したようにしか思えませ
んでした。批判と創造は時には国家権力との対決を余儀無くされることもあるとはい
え、人類が気づくことのできない時代の変化・警鈴に目を向け、それを社会に提示す
る役割を担っているのが芸術なのでは？閉塞感を突き破り、新たな地平へと向かう。
それが芸術家であると私は思います。それを排除してどうして日本の未来が見える"

2019/9/27 英国 Brackheath

"悪玉菌も善玉菌も含めて腸内細菌は多様な種類がある人ほど健康で、種類が少ない人
ほど病気になりやすい又は既に病気になっているそうです。日本社会の意見の多様性
を守るために、文化庁の決定に反対します。"

2019/9/27 日本 Morioka

"文化は人の生、人類の宝" 2019/9/27 日本

"文化はブラックなものも含めてバランスが保たれなければならない。政府が恣意的に
許可不許可を以て文化を規制してはならない。何より、脅迫やテロに、文化を、国民
生活を従はさせてはならない。"

2019/9/27 日本

"信じられない暴挙です。文化を育むうえで寛容と多様性こそ必須ではないでしょう
か。文化庁は本来の姿を取り戻してください。"

2019/9/27 日本

"申告上の不備で企画を通してしまったなら精査不足で文化庁側職員の責任を問うなら
まだわかる。騒動（電話凸や現地への凸）に対して警備を付けられなかった反省を次
回に活かすならわかる。内容が悪いのではなく申請上の不備だと国は主張している。
だとすれば『気に入らないコンテンツはこうやって炎上させれば国はお金出さな
い』っていう悪しき事例。いやいや責任問うのは炎上させた側ですから。なぜ主催者
が『お前らの企画は炎上したから責任を取れ』となるのか。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"恥を知れ！文化庁" 2019/9/27 日本 Yamagata

"賛同します。" 2019/9/27 日本 千葉
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"文化庁による、投げやりで雑すぎる補助金交付中止の判断からは、そうでもしないと
隠しきれない利己的なものがあるようにさえ感じる。国は、横暴さでどうにかしよう
としている例が増えすぎているのではないか。不信感だらけの「補助金交付の中止」
の撤回、賛同します。"

2019/9/27 日本

"理由をどう言い繕ったところで政権の意に沿わない、政権にとって気にいらない作品
があったことへの弾圧と見るのが普通です。また、脅迫行為を行ったへの批判は一切
せずに同調するかの行為は犯罪行為を政府が助長していると言われても仕方がありま
せん。"

2019/9/27 日本 Hata-gun

"署名しました。" 2019/9/27 英国 ロンドン

"自民党は日本を北朝鮮やロシアみたいにしたいのか？" 2019/9/27 日本 奈良

"あってはならないことが起きようとしています。とめなければ。" 2019/9/27 日本 Kawasaki-shi

"極右政府は要りません。" 2019/9/27
オースト
ラリア

"芸術は、何人たりとも自由に表現できる素晴らしい文化である！" 2019/9/27 日本

"賛同いたします。" 2019/9/27 日本

"賛同します。文化庁が、というより、文部科学大臣のハギウダが、問題です。検閲
を、許すな！！"

2019/9/27 日本

"最初の中止の頃は、抗議する人が何を求めたのか、展示に問題があったのか否かを追
いかけきれなくて、傍観者となっていたのです。が、申請時に許可されていたのを後
出しで取り消した事、そして政府の都合に反した展示会だから拒否されたとわかった
時、この出来事は表現の自由に対して、時代の分かれ目になると思いました。すぐに
デモ活動ができない所にいるので、こちらの署名から参加を始めます。"

2019/9/27 日本

"This is a dangerous threat to the freedom of contemporary Art in Japan and the 
continuation of such International Art events! All artists and curators should 
support Aichi Trienalle organizers now in this impossible situation!"

2019/9/27
イスラエ
ル

"まさに検閲国家！" 2019/9/27 日本 北海道

"日本の芸術家達を応援します" 2019/9/27 日本

"表現の自由、検閲の禁止の決まりがある、憲法違反である。" 2019/9/27 日本 Koganei

"不交付の理由が、何一つ理由になっていない。" 2019/9/27 日本

"一度くれるって言ったもの取り上げるのは盗みと一緒。" 2019/9/27 日本 渋谷区

"文化庁が・・⁈心ある文化庁の方々、撤回できませんか？何かの強い力が働いている
のでしょうか。"

2019/9/27 日本 Saitama

"弾圧反対！独裁反対！表現の自由を保障せよ！" 2019/9/27 日本

"検閲も電凸も弾圧です。" 2019/9/27 日本

"This government decision means shrinking cultural activity in future.  It's 
censorship.  We shoudn't accept and admit the dangerous  decision by Japanese 
government, and must protect Freedom  for expressing."

2019/9/27 日本 Tokyo

"今の政権下では簡単でないことかもしれませんが、シンプルな話であることは間違い
ない話です。悪に加担しないで下さい。醜くなるのをやめましょう。自分が死ぬ時に
後悔しないように。生まれ変わった先がひどい未来に進んでいないように。"

2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本
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"「...にもなりかねません」を.「..だ」に変えたい。それにしてもこんな腐り切った連
中を税金で飼い、権限・権力を与えている日本社会...トホホ。"

2019/9/27 日本

"I'm signing this" 2019/9/27 大韓民国 seoul

"権力の私物化そのものです。" 2019/9/27 日本 Kochi

"メチャクチャ過ぎる。これを許してはいかん。" 2019/9/27 日本

"賛同します" 2019/9/27 日本

"このような恣意的な介入は自由な芸術活動を阻害し、表現の自由を萎縮させるもの
で、断固反対します。"

2019/9/27 日本

"補助金の取り下げ……使い道をガタガタいうのは検閲以外のなんだっていうの？　表
現の自由の守れない国は民主国家じゃないよ！"

2019/9/27 日本 Tokyo

"賛同します。" 2019/9/27 日本

"　文化芸術基本法は”文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、文化芸術活
動を行う者の自主性を尊重”とあり、２条でこの自主性の尊重を基本理念とし三条でそ
れにのっとることを国の「責務」として定めている。、補助金などの振興策をやる際
にも、やはり表現の自由を尊重して、その中身に行政が立ち入って補助金を左右する
ようなことをやってはいけない、自主性を尊重しないといけないと政府自民党は自ら
決めたのだ。あいトリに対し、補助金を出す・出さないを問題にしたことは、明らか
にこの文化芸術基本法の基本理念に反し、表現の自由を侵すものだ。名目上は書類の
話にしているが、実際は菅が8月2日の記者会見で「補助金支給要件に合致しているか
どうかではなく、表現の内容次第で補助金をやめる可能性がある」という底意"

2019/9/27 日本 Yokohama

"日本が三流国にならないように..." 2019/9/27 日本 福井県

"くだらない忖度ばかりするな！" 2019/9/27 日本 Tokyo

"表現の自由を取り上げる行為に断固反対します。" 2019/9/27 日本 Kimitsu-shi

"賛同いたします。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"気に入らない表現は支援しない、が罷り通るのでしょうか。本件の文化庁の判断は国
としての恥と思います。"

2019/9/27 日本

"あまりに悪しき前例を作る方針です。文化庁の意義，日本に芸術・文化・表現活動が
土壌が発展できるかの瀬戸際の判断です。深慮と賢明な撤回をお願いします。文化芸
術基本法全文「このような事態に対処して，我が国の文化芸術の振興を図るために
は，文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し，文化芸術活動を行う者の自
主性を尊重する」を忘れないで下さい！"

2019/9/27 日本 Tokyo

"一度交付を決定した事業を根拠の薄い事由で取り消す行為は文化事業だけでなく、そ
の他多くの国に関わる事業への信頼性を損なう行為です。政府は国民への説明責任を
果たすうえでも、決定についての意思決定プロセスの開示と、現在の説明の妥当性の
検証を客観性を担保できる第三者から受けるべきです。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"賛同致します。" 2019/9/27 日本

"文化を殺してる。こんなことはない。" 2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"文化庁の迷走に危機感を抱いています。あまりにも狭量。" 2019/9/27 日本

"表現の自由を奪わないで。反対です" 2019/9/27 メキシコ ahvaz
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"文化も壊すな‼�" 2019/9/27 日本

"まともな国にしようぜ。" 2019/9/27 日本 横浜

"賛同します。" 2019/9/27 日本 祖師谷

"補助金を出さない理由を「説明不足があった」と言っていますが不足していればその
旨伝えて聞けばいいだけじゃないですか？「政府の気に入らない展示だったら補助金
は出さない」ということですね、つまり。"

2019/9/27 日本 東京

"表現の自由が保障されないと何も言えなくなる。政府批判ができなくなる。" 2019/9/27 日本 Kyoto-shi

"助成金不交付を決定したら、「国は国民の思想に介入します」とメッセージを送るよ
うなものです。助成金を交付し、日本国憲法で保障された「表現の自由」の担保をお
願いします。"

2019/9/27 日本 神奈川県

"事実上の検閲です。検閲を許せば文化は死にます。政府の「好み」で文化の存続を決
められることに強く抗議致します。"

2019/9/27 日本 Osaka

"表現の自由なければ、文化は消える。文化果つれば国枯れる。" 2019/9/27 日本 Hakone

"ひゃう" 2019/9/27 日本 Saitama

"断固、支持する。" 2019/9/27 日本 福岡県小郡市

"検閲に反対します。" 2019/9/27 日本

"表現の自由を守りたいなら絶対に許してはいけないと思います。" 2019/9/27 日本

"検閲以外の何物でもない。" 2019/9/27 日本 神奈川県

"今回のことが罷り通ったら、日本は滅びの道を進むのみ。絶対撤回させるぞ" 2019/9/27 日本 京都府

"何でヒップホップ界隈が反応しないのか、信じられんよ。" 2019/9/27 日本 船橋市

"許されない。あまりの事態に、うまく言葉がでません。私たちは後戻りできない場所
にどんどん押し流されていっている。"

2019/9/27
オースト
ラリア

Adelaide

"こわい。ただただこわい。" 2019/9/27 日本

"「表現の不自由展」の作品群の一つ一つの作品について観た人の感想も様々ははず。
なるほどこういう表現もあるのかと思う人、不快に思う人、その他の感想もあっただ
ろう。様々な意見があるのが当たり前。他会場で他の展示も沢山あるしね。この事例
だけを取り上げて、「あいちトリエンナーレ2019」の補助金不交付っていうのは、な
んだかミセシメみたいで嫌だな。為政者がこの事例に都合よく乗っかって言論統制し
ようとしているのが危険だと思う。"

2019/9/27 日本 Osaka-shi

"文化庁長官の文化に対する認識の低さにも失望しますが、このままでは、この国の未
来が心配です。"

2019/9/27 日本 Sapporo-shi

"補助金適正化法第6条および補助金交付取り消しについての第10条を読んでも、文化
庁の言う理由では交付取り下げはできないように思う。事業開催中の取り消しは「検
閲」と言われても仕方ないのでは。一国民として、文化庁には憲法を順守していただ
きたいと思う。"

2019/9/27 日本

"嫌がらせの電話をして中止に追い込めば文化庁がとどめを刺してくれる、という誤っ
たメッセージを発信している。"

2019/9/27 日本

"文化を守ってこそ文化庁です。文化を主観で選別し、しかも決まっていた補助金の支
給もやめるなんて言語道断"

2019/9/27 日本 千葉県柏市

"文化に対する理解と同意に大人らしい対応を願ってます。子どもたちに何故か？説明
がつかない"

2019/9/27 日本 東京都
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"文化を守れ" 2019/9/27 日本

"国民一人ひとりのいのちと思いを尊重するなら、お金を出さないなどという姑息ない
じめはできないでしょう。"

2019/9/27 日本

"文化を潰す文化庁まさに本末転倒" 2019/9/27 日本 Tokyo

"以前、橋下元大阪市長が文楽に対して効率が悪いから補助金を出さない、自力で何と
かしろと言い出した時から、ヤバいと思ってました。大きな権限と税金を牛耳る権力
者、政治家が、文化、芸術、歴史についていちゃもん付ける事は、多くの人の内心の
自由を侵すものだと思います。こんな事を許していけない。"

2019/9/27 日本

"文化庁というのはこの国の文化の発展と育成に尽力すべきです。この判断は真逆を
いっているしとてもとても格好悪い、品位のかけらもない。これだけの決断を通すつ
もりなら、今までの事務局側とのやりとりを洗いざらい、事細かく公表していただ
き、税金を納めている国民が納得できる経緯説明をお願いします。察するにそこには
忖度やどなたかの私情が関わっているはずです。納得のいく説明が出来ないのなら、
速やかにこの判断を撤回してください。"

2019/9/27 日本 長野県

"いったん適正な審査を経て採択された事業に対し、事業実施中に交付を取り消すこと
は、国が該当事業のみを恣意的に調査したことを意味します。"

2019/9/27 日本

"この素晴らしいアートのイベントの補助金の交付を中止することは撤回して欲しいと
思います。とても勉強になる上に感動するイベントですので心ない輩の抗議によって
補助金交付を中止することは心ない輩の抗議に屈したことになり恥ずかしいことでも
あります。なのでこのあいちトリエンナーレの補助金の交付をこれからも続けて欲し
いと思います‼"

2019/9/27 日本 Tokyo

"I am signing in because the freedom of  expression is extremely important and 
the government should respect it and protect it for its people."

2019/9/27
オースト
ラリア

"危機感だらけです。おかしなことになる前に。" 2019/9/27 日本 東京都

"多様な考え文化から新たに生まれ出るものがある。良い悪いか判断するのは個々人で
あって、国が良い悪いを決めるのは検閲以外の何者でもない。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"戦前の思想統制と同質の動きだと思います。許す訳にはいきません‼�" 2019/9/27 日本 Kasugai-shi

"これはさすがに、あまりにもひどい。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"まじありえない" 2019/9/27 フランス

"文化破壊庁、差別加担庁に堕すな！" 2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本

"ますます御用と萎縮が増える未来しか見えない。" 2019/9/27 日本

"憲法二十一条で国に保障しなさいと記されてる「一切の表現」の中には、時の政権が
良しとしないもの、多数の人にとって不快なものも含まれます。"

2019/9/27 日本

"文化庁は、交付が決まっているトリエンナーレへの補助金を払いなさい！" 2019/9/27 日本

"賛同です。" 2019/9/27 日本 Osaka

"芸術は自由である" 2019/9/27 日本 愛媛県北宇和郡

"賛同します。" 2019/9/27 ドイツ Berlin

"検閲、反対❗ 日本をナチスにするな❗ " 2019/9/27 日本

"こんな時だからこそ表現の自由を守りたいです。頑張って欲しいです！" 2019/9/27 日本
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"これを許してしまうと、簡単に、当たり前のように自主規制しなければならない社会
になってしまう。なんでもかんでも表現の自由という言葉で許されるとは思わない
が、みんなで話し合うべき表現を排除することは、ゆっくりと確実に社会への信頼を
低下させると思う。"

2019/9/27 日本

"大変だね。" 2019/9/27 日本

"当然署名。" 2019/9/27 日本

"表現の自由の侵害ですね" 2019/9/27 日本 東大阪市

"賛同しました。" 2019/9/27 日本

"これを許せば、政府広告以外の「表現」は死にます。「反日」であるかどうかなど、
この決定をした人間にとっては些末な問題です。いくらでも恣意的な後出しジャンケ
ンを可能にする決定であり、この「恣意」を、暴力的、性的、猥雑な表現（つまり、
現代のサブカルにある表現）に向けることが可能になります。思想の違いなど関係な
く、この決定を許してはなりません。"

2019/9/27 日本

"一気に加速する戦前回帰を止めるためにも、こんなデタラメな政権には退陣を強く求
める。"

2019/9/27 日本

"負けないぞ！" 2019/9/27 日本 狛江市

"参道します。自由を守りたい。" 2019/9/27 日本

"検閲であり経済制裁。主権者である国民の表現の自由を政権が権力で押さえつける事
は許されません。"

2019/9/27 日本

"おかしい事はおかしいと声を上げるべきである。" 2019/9/27 日本 東京都

"黒も白も、赤も青も。好きにも嫌いにも寛容に居ないと文化なんざあり得ません。" 2019/9/27 日本

"ちょっとひどすぎる。ニホンはもう、本当にダメじゃも知れない。" 2019/9/27 日本 Sagamihara-shi

"戦前への螺旋的回帰か！許せない事態だ。" 2019/9/27 日本 Ebina

"考え直していただけませんか？" 2019/9/27 日本 函館市

"歴史の事実を、きちんと引き継ぐことが大切です。二度と悲惨な戦争とその加害、被
害を繰り返さないために。"

2019/9/27 日本

"「表現の不自由展」に反対の立場でも、「いったん決定しといて不払いはダメ」と言
えるのが、筋ってもんです。"

2019/9/27 日本 Wako-shi

"署名致します" 2019/9/27 日本

"補助金不交付の理由のひとつに「展覧会中止によって事業の継続がみこまれにくく
なった」とありますが、展示実施が困難になった「表現の不自由展・その後」は芸術
祭の一作品に過ぎず、補助金全額の不交付は不当なものと考えます。また、展覧会が
中止となった経緯についても、主催者やアーティストの不備によるものではなく、市
長などの公人を含めた政治的圧力によって中止に追い込まれたという事実も鑑みて、
慎重に判断を下すべきだと思います。現時点での補助金不交付は不当であるものと考
えます。文化庁は補助金の交付について再度ことの経緯や問題を整理した上で判断を
していただきたい。決断の仕方によっては、現在日本で活躍するアーティストの信用
を失い、今後の日本の文化に大きな衝撃を与えうる事件になるということを理解して"

2019/9/27 日本 岐阜

"こじつけの理由で、自らの政治思想に従う行動にでる萩生田の罷免を求める。文化庁
から、腐敗臭さえ漂う。"

2019/9/27 日本

"マジでやめて欲しい・・・。" 2019/9/27 日本
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"政権が気に入らないから、といって補助金を不交付にするのは許されません。安倍政
権は、憲法第２１条を守れ。"

2019/9/27 日本 Nara-shi

"ちゃんと考えて、やっぱり賛同です。" 2019/9/27 日本 Nagoya

"この件を放置すると、今度はもっといろんなことを制約してくるでしょう。戦時中に
逆戻りしたくありません。歴史を繰り返さないためにも、私たちの自由な思想や言論
のためにも、この文化庁の決定に断固反対です。"

2019/9/27 日本

"文化統制してどうすんねん。" 2019/9/27 日本

"違憲でしょ？！" 2019/9/27 日本

"検閲には断固反対します" 2019/9/27 日本 東京都品川区

"表現の自由は、国がそもそも判断することが大問題。国家権力の個人価値の介入に対
するアンチテーゼなのだから。"

2019/9/27 日本

"最近政治は憲法を守らなくなりましたね。自分たちの不手際の方がそもそもの問題で
はないかと。それを後出しジャンケンするとか方向性がおかしい。というか酷い。"

2019/9/27 日本 Inuyama-city

"事実上の検閲に断固反対です。メディアに留まらず、アートの分野にも萎縮と自主規
制を産み出そうとしている。戦前回帰が止まらない。"

2019/9/27 日本

"いくら屁理屈をこねても「文化を破壊する検閲」はいけません検証委員会による中間
報告を受けて交付中止の措置に対抗しようとしている大村知事を支持します「文化庁
に申請のあった内容通りの展示会が実現できていない」原因は補助金採択後発生した
「ガソリン放火」を匂わせた脅迫にあると見ています．「無差別テロ」から市民を守
ろうとした津田さんの判断は適切なものと思います．「無差別テロ」と戦っている全
関係者（含愛知県警）の努力を無にすべきではありません．文化庁の皆さん：このよ
うな状況で「実現できていない」責をトリエンナーレ関係者に帰すことは“無差別テ
ロ”に加担していることになりますよ実行委員（有志）の皆さん：「政権スケールにま
で拡大した新たな表現の不自由作品」をぜひ展示リストに加えてください"

2019/9/27 日本

"百歩譲って県展のようなドメスティックな展覧会ならともかく、いやしくも国際展示
会を名乗る催しに主催国の検閲が入るなど言語道断です、腹がたつというより恥ずか
しい。"

2019/9/27 日本

"文化庁のこのような措置は許されない。一度認めた補助金を理不尽な理由で撤回して
はならない。表現の自由は民主主義の原則であって、反対意見でも言う権利がある。
もし、検閲を強めて反対意見を許さない社会になれば権力はなし崩しに暴走してい
く。既成事実を許すと、私たちの感覚も権力の暴走に対して麻痺していくだろう。戦
争の苦い歴史が証明しています。ほんとにヤバイ！"

2019/9/27 日本

"このままでは、未来の自由が更に失われる事に気付いているはずです。人権を守る為
にも撤回してください。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"この不寛容さはなんだ？日本は死んでますって宣言しているようなもの。ダイバーシ
ティーって不寛容のこと？多種多様な価値観を受け入れることが先進国では？"

2019/9/27 日本 Tokyo

"萩生田は即刻辞任すべし。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"採択するにあたり、責任があるはず。" 2019/9/27 日本

"賛同します。物議を呼んだ展示物に賛同しませんが、それを展示する自由を阻害する
ことには反対です。"

2019/9/27 日本 寝屋川市

"国家による検閲に反対します。" 2019/9/27 日本
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"行政が文化表現活動にいちいち口出さないで！金だけ出して見守ればよい。むしろ、
表現の自由を蝕む者を排除するよう働きかけろ！"

2019/9/27 日本 板橋区

"思想統制につながる、ぞっとするようなやり方には断固反対です。" 2019/9/27 日本 大阪府

"絶対に許せません！" 2019/9/27 日本 Sendai

"国家の検閲断固反対！" 2019/9/27 日本 Toyonaka

"安倍政権の暴走を止めてください！" 2019/9/27 日本

"文化庁の判断はあまりに短絡的だと感じます。" 2019/9/27 日本

"あいちトリエンナーレ2019への補助金取り消しに抗議します。" 2019/9/27 日本

"補助金全額カットはおかしい。表現の不自由展、みたい‼�表現の自由を守って展示
の再開のためにも補助金全額交付をすべき。"

2019/9/27 日本 名古屋市守山区

"賛同しました。" 2019/9/27 日本 Tajimi

"表現の不自由展は肯定しませんが、助成金交付の取り止めは、全面的に反対します" 2019/9/27 日本 Suginami-ku

"これをゆるすと何も言えない国になる。" 2019/9/27 日本

"これ見よがしに補助金の不交付身内ウケのもくろみとしか思えない排外主義の見本？
日本と敵対した国の人が昭和天皇を反戦の象徴にするのは当然でしょう？日本人が北
朝鮮の委員長をそのように扱っていた事もあるでしょう？人間はその不幸を目の前に
置いてこそ反省、反戦の気持ちを思い出します。ヒットラーもそのようにアート作品
で扱われました。さて、文化庁は理屈を付けた不交付を反省してください！不備を見
いだしたと言うなら、万人が納得の行く言葉を発してください"

2019/9/27 日本

"脅迫反対" 2019/9/27 日本

"「自分の意見と異なる考え」を排除する排他的な「非寛容化が進む社会」を何とか食
い止めなければならないと考えています。"

2019/9/27 日本 Osaka

"今回のことで、日本は表現が不自由な国なんだと世界に広まりました。不名誉だし不
本意です。"

2019/9/27 日本

"表現の不自由展なのだから、元々、展覧しにくい作品を集めていると思います。それ
を一方的に茶々入れるのはおかしいです。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"検閲反対！許さない！" 2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本 Chiba

"自由権の侵害なんて言語道断です。絶対に許しません。" 2019/9/27 日本

"補助金を出さねば脅迫犯に屈したと歴史にその名を残すこととなるでしょう。" 2019/9/27 日本

"文化は自由をめざす！" 2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"賛同します。世界中で2度起きた大戦と同じ全体主義が覆って来ています。誹謗中
傷、対立分断が日常的になってしまった現在、文化や言論の自由までファシズムの影
が段々来ている事に危惧します。理由はともあれ、文化活動の補助金不交付には反対
します。"

2019/9/27 日本 miyoshi toun saitama

"この種のハックを政府が攻撃手法として確立することを阻止しなければなりません．
文化や言論，思想の統制が可能になるからです．民衆からの反発を可視化すること
は，手続き的な対抗と並走して必要なことだと思います．"

2019/9/27 日本

"賛同します!!!" 2019/9/27 日本 Osaka
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"表現の自由を守ることは、政府に（地方自治にも）課されている。" 2019/9/27 日本

"検閲をやめて欲しいし、クレームには聞くべきことは聞き聞かぬべきことには聞かな
いで欲しいし、そもそも芸術名乗るなら信念をもってやって欲しい"

2019/9/27 日本 Tokyo

"これは本当にあかん！" 2019/9/27 日本

"文化は日本の宝です。" 2019/9/27 日本

"いくら屁理屈をこねても「文化を殺す検閲」はいけません検証委員会による中間報告
を受けて交付中止措置に対抗しようとしている大村知事を支持します「文化庁に申請
のあった内容通りの展示会が実現できていない」原因は補助金採択後発生した「ガソ
リン放火」脅迫にあると見ています．「無差別テロ」から市民を守ろうとした津田さ
んの判断は適切なものと思います．「無差別テロ」と戦っている全関係者（含愛知県
警）の努力を無にすべきではありません．文化庁の皆さん：このような状況で「実現
できていない」責をトリエンナーレ関係者に帰すことは“無差別テロ”に加担している
ことになりますよ実行委員（有志）の皆さん：「政権スケールにまで拡大した新たな
表現の不自由作品」をぜひ展示リストに加えてください"

2019/9/27 日本

"文化を守るために賛同致します。" 2019/9/27 日本

"文化庁のこの判断は、許されない。徹底して抗議します。" 2019/9/27 日本 京都市

"表現の自由を国が奪おうとすることになりかねない事態に危機感を覚えます。" 2019/9/27 日本

"応援します。" 2019/9/27 日本 Setagaya

"文化庁は「あいちトリエンナーレ2019」に対する補助金交付中止を撤回してくださ
い。"

2019/9/27 日本

"表現の自由を国が奪いかねない事態に危機感を覚えます。撤回してください。" 2019/9/27 日本 板橋区大原町

"賛同は出来ません。これは検閲では有りません。善意の支援側が無償で支援補助する
事は良いも悪いも支援側の意向で決められる。  それに逆らい歪んだ思考のもの達を集
めて数で交付を迫る事は脅し恐喝に当たる。助けようとしているものに逆らい拒絶し
それを助けないからと言って支援側を悪へと落とし込む行為は闇なるもの達の古来か
らの手法である。文化を殺しているのはそのように善意、善者になりすまして善を悪
へと堕とし込み悪が社会の縄張りを確保して居座っている事だ！悪を選ぶのも自由だ
が自分達の間だけで行いすべて自分の責任で行うべきである。嫌がるものへ迫り自己
主張を押し付けて代価をせびり取ろうとするのは悪徳である。"

2019/9/27 日本

"事実上の検閲に強く反対します。政府と脅迫者はイデオロギーと目的意識の上で癒着
しているのではないでしょうか。"

2019/9/27 日本 Osaka

"連帯責任のような旧い考えをいつまでもしないでほしい" 2019/9/27 日本 Tokyo

"明白な検閲です。こんなことを許したら脅迫者の思う壺です。文化と自由が死に瀕し
ている。"

2019/9/27 日本

"官邸が認めない文化は文化ではないということでしょうか？公の場で展示してよい作
品かどうかは、官邸が決めるということでしょうか？おかしい。おかしすぎます。"

2019/9/27 日本

"何か言っているようで、検閲ではないというあなた様の主張自体には何も突っ込んだ
ことを言っていない。感情論ですね。クソリプ申し訳ありません。"

2019/9/27 日本 北海道

"文化芸能に権力が介入、検閲することにぜったい反対。" 2019/9/27 日本 Tsu-shi
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"世界中に発信されている日本のファッショ的状況。発信しているのは日本政府自身。
つまり、確信犯です。民主主義をどんどん放棄していく国と自力で勝ち取った国と、
どちらに未来があるかは明らかです。こんな国がオリンピックを開催しようというの
ですから、どうしようもありません。"

2019/9/27 日本

"先進国では国民の権利を尊重できない組織に存在価値はありません。" 2019/9/27 日本 秦野市

"政権を担当するのが誰であろうが何処であろうが、あってはならんことだ。「恥を知
れ」とはこのことだ。"

2019/9/27 日本

"A breach of contractual obligations on part of the Japanese government 
jeopardise the fundamental value and spirit of the constitution. The government 
must reconsider the hastily made decision without rationale or justice."

2019/9/27
シンガ
ポール

Singapore

"あらゆる方法、圧力で開催を阻止するやり方は、今後総ての文化・芸術に対して公権
力が介入し、殺されていくという事です。文化・芸術に携わる方々、声を上げていき
ましょう❗ "

2019/9/27 日本 京都市

"文化庁は文化を育てる省庁です。文化は民衆の中から生まれてくる。文化を規制して
はいけない。"

2019/9/27 日本

"芸術は自由であるべきだ。" 2019/9/27 日本 Koto

"芸術表現とは、創りての思想があってこそ作品となります。思想がなく美しいだけの
ものはむしろゴミです。文化庁が文化の何であるかも知らないこの国は、世界の中で
最下位に落とされるでしょう。"

2019/9/27 日本

"公安調査庁は、「東京オリンピックでは必ずテロが発生する」と言っているが、なら
ば、テロが発生する確率を低減する為にも愛知県警や公安は全力を尽くして七百件以
上の脅迫犯を迅速に拘束しなければならない！だが、未だにそれを完遂していない！
どうせ政治が違法に司法介入を行っているのだろうし、脅迫犯の中には政府の機密費
などで雇われてやった奴や内調・公安・警察内部の人間かもしくは連中と利害関係に
ある奴らが多数含まれている可能性が高いから逮捕出来ないという組織の事情がある
のだろう�更に、本来支出すると決まった予算を国が撤回するなんて絶対に許容して
はならない！"

2019/9/27 日本 Fukuoka

"賛同します。" 2019/9/27 日本 Kawasaki-shi

"文化庁の補助金不交付は表現の自由の侵害だと思います。" 2019/9/27 日本

"いつもはこうした署名は滅多と行わないのだが、いくらなんでもこれはない。積極的
に賛同する。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"賛同します。" 2019/9/27 日本 茨城県

"まず、この結果を推し進めた、責任者は、なぜ全額なのか、きちんと説明すべきであ
る。"

2019/9/27 日本

"脅迫被害の可能性を理由に補助金を撤回できるならアホを煽って、自ら手を汚さず、
都合の悪い表現を窒息させられるな。 国民のための政治や行政はマトモにできないく
せに、こうした所だけには頭が回る。"

2019/9/27 日本 Yokosuka

"筆舌に尽くしがたい思いです。賛同します。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"たとえ制度的には合法でも、前例踏襲が通常のお役所でのピンポイントの前例のない
この案件にのみ限った取り下げは実質的な検閲。検閲なんて、仮にも文化の名を冠し
た役所のやることではない。"

2019/9/27 日本
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"補助金交付の決定をする際に、国民の納めた税金によって補助するに値するのかを、
きちんと精査する良い前例となるでしょう。誰か特定の人の写った写真を燃やして灰
を踏みつける動画がアートであると国民が認めるならば、交付するに値しますよね。
中止にしても、交付にしても、文化庁は茨の道になるでしょうが。。"

2019/9/27 日本 Yokohama

"事業自体が開催されていなかったのであれば不交付も分かりますが、沢山の人が参加
して働いて楽しんでいた事業に対して、後になってこんな事をするとはマトモな再審
査が行われたと思えません。思ったほど上手くいかなかったり準備不足だったりした
事業はいくらもありますが、全額交付取消になどなっていませんよね。"

2019/9/27 日本 Toshima

"芸術とは多様な価値観に触れることでそこから感じ、考え、自らを耕すことのできる
場、概念装置です。誰かの価値観で一方的に良しと認定されるものだけを提供する社
会、見たいものだけに囲まれた社会は無思考のまま自滅します。文化庁の良心を期待
します。"

2019/9/27 日本

"もちろん、賛同。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"創作を愛する者としてキャンペーンに賛同します" 2019/9/27 日本

"問題のあるイベントではあったが、開催されてから補助金不交付とするのはおかし
い。"

2019/9/27 日本

"文化を尊重し大切にする国の国民の心は豊かだ！他の国を見よ！今や文化後進国と
なった日本を本来の民主的文化水準に戻すべき！様々な命や悪を風刺する文化を尊重
こそすれ圧殺してはいけません！強く賛同します！"

2019/9/27 日本 Osaka-shi

"これだけ反対の声が上がるのはある意味イベントは大成功かと。日本には「表現の自
由はない」ということを海外に知らしめた点において。"

2019/9/27 日本 Akashi

"手続き理由に、不交付としたようだが、まさに検閲で合って許せない。問題の羽生田
大臣のすることゆえ、許せない。"

2019/9/27 日本

"あの少女像の何がダメなのかわからないし、あの空間は他にもたくさん色々展示され
ている訳で、後出し検閲はって言うか、検閲はふざけるなだよ。違法だよ。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"精算時に精査で補助対象外が出たとしても、交付決定があってからの交付取り消しは
おかしい。"

2019/9/27 日本

"よくわからん人もいるかもやけど、これ民主主義の崩壊を招くヤバいやつです。政府
の都合のよいものしか表現できないし、出回らなくなる。そういう世界への一歩。そ
んな世界、絶対いや。むり。"

2019/9/27 日本

"賛同しました。この決定はありえない。政府による検閲そのものです。表現の自由は
民主主義の基礎です。"

2019/9/27 日本 東京都中野区

"文部科学省による愛知トリエンナーレに対する前例のない採択決定後の補助金不交付
決定は、大村愛知県知事の発言のとおり「憲法21条が保障する表現の自由に対する重
大な侵害」であり、速やかに撤回を求める。萩生田文科大臣は「検閲」の責任を取っ
て引責辞任を！愛知トリエンナーレは無条件再開を実現しよう‼�"

2019/9/27 日本 東京都

"賛同します。文化とは何か、を文化庁に問いたい！" 2019/9/27 日本

"賛同します！" 2019/9/27 日本

"文科省にすでに価値はない。羽生田という極右を大臣にしている以上は。最悪な事を
やってくれた。市民が連帯して安倍政権と闘わなくては。"

2019/9/27 日本 Nagoya

"多くの国民はちゃんと法律を守っています日本政府はいいかげん憲法を守ってくださ
い"

2019/9/27 日本 Fukuoka

"抗議します！！" 2019/9/27 日本
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"これは「検閲」に他ならない。「検閲」には絶対反対です！文化庁は萩生田大臣や官
邸に忖度するな！"

2019/9/27 日本

"文化的な交付金が恣意的に運用されてはならない、まして交付が決定して催事が実施
されてから交付を取りやめるなどということがまかり通ったら、時の政権の意向に沿
う表現しか支援されないことになる。"

2019/9/27 日本 Meguro-ku

"政府はかつて人質を死なせてまでもテロリストとは交渉しないと豪語していたが、こ
れではテロに屈し、テロリストの望む通りにしているのではないでしょうか。"

2019/9/27 日本

"私達と対等に。なぜ国は一方的なんでしょう。" 2019/9/27 日本 Utsunomiya

"賛同します。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"これほど夢も希望もない時代にこそ、文化が必要！文化を殺されたら、みんな発狂し
ますよ！"

2019/9/27 日本

"「表現の自由」とは、権力者を批判する自由ということに他なりません。安倍政権の
「表現の自由」への恫喝は許さんぞ！"

2019/9/27 日本

"自由に物も言えない国を子や孫に残したくない！" 2019/9/27 日本

"いかに理屈を付けようと、このような恣意的な決定がまかり通るようでは、日本の文
化行政は終わりです。不交付の撤回を痛切に願います。"

2019/9/27 日本

"賛同しました。" 2019/9/27 日本 Sendai-shi

"こんなことがまかり通っては法治国家でなくなります！！" 2019/9/27 日本

"一度採択したものに、一部の苦情が来たからと言って、補助金の交付を撤回するとい
うのは、今までどのような審査をしたのか疑問だ。さらに行政機関は公正公平な中立
であるべきで、一部の声だけを優遇することは、あるまじきことではないか？このよ
うな対応は、行政への不信を増長し国民を分断する行いそのものであり、断固抗議す
る。"

2019/9/27 日本 Ise-shi

"日本を嫌いになりたくない。" 2019/9/27 日本

"僕自身としては展示内容に関してあまりいい印象は抱いていません。ですが、今回の
文化庁の対応には展示に対するそれを大きく上回る強い憤りを覚えます。"

2019/9/27 日本

"もちろん賛同します。" 2019/9/27 日本 Nishimatsura-gun

"検閲を許すな。" 2019/9/27 日本 東京都

"納得がいきません。" 2019/9/27 日本 Yokohama

"とても大切で、かつてない危機的な状況だと思います。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"こんなことが許されるようなら、日本は近代国家でもなく、民主国家でもありませ
ん。そう世界に宣言することと同じです。撤回されることを強く要求します。"

2019/9/27 日本

"国会でも記者会見でも街頭でもそして芸術の場でだって自分達の気に入らないことは
許せないのが今の政権であり自民党の本質である。"

2019/9/27 日本

"脅迫する者の側にたち、これからも意に反することにはどんどん脅せば後押しすると
言ったも同然の決定。意見が異なるなら、自身の意見を反映した催しを補助金申請す
れぱいいだけ。多分どんなに不備があっても、文化庁は全力でサポートしてくれる‼
�"

2019/9/27 日本 Odawara

"税金の意味をはきちがえている。" 2019/9/27 日本

"当然、賛同です。" 2019/9/27 日本 奈良県

"賛同します。" 2019/9/27 日本 Kawasaki
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"先進国に遥かに遅れをとっている日本の " 成熟度 " 。いつまでも｢世界のリーダー｣ ( 
by 安倍晋三 ) などと " 与太言 " を言って " 嫌韓 ･ 反中 " に明け暮れている場合じゃな
く " 自由 " を保障する先進国に一日も早く " 成熟 " した日本を確立するのが急務で
す。"

2019/9/27 日本 Kamakura-shi

"トリエンナーレは「表現の不自由展」だけじゃないんです他にも多くの催事を行って
います先日友人たちが出演した舞台を観ましたなぜ全額カットなのでしょう？？関
わった方々はとてもたくさんいらっしゃるのですよ"

2019/9/27 日本 愛知県

"国益、という言葉の意味を問い直して欲しい。自分の仲間内の価値観でだけ考え、他
者を突っぱねるのは間違いでは。多様な価値観を持つ多様な人々からなるこの国、将
来の世代もこの国に住むでしょう、その国益とは？決して一つではないはず。私は、
多様性に寛容であり、柔軟に変化し対応できること、その上での闊達な議論や批判を
求めたいです。脅迫や抑圧ではなく。賛同します。"

2019/9/27 日本 川崎市

"明らかな検閲政府による表現の自由への侵害許してはいけない！" 2019/9/27 日本 Meguro-ku

"詐欺はやめて下さい" 2019/9/27 日本 愛知県

"ふざけるな" 2019/9/27 日本

"２週間前に見に行きました。とても充実していました。全額はやりすぎだと思いま
す。"

2019/9/27 日本

"あまりにも浅薄な決定です。" 2019/9/27 日本 東京都

"憲法を守る気が無いから、改憲して、国家にとって都合の良い憲法にしてやりたい放
題したいって事で良いね？それ、憲法じゃないから。"

2019/9/27 日本 Komatsu-shi

"芸術は、命令することが出来ぬ。太宰治 ｢善蔵を思ふ｣" 2019/9/27 日本 Tokyo

"文化庁の背後にいる人間を淘汰しないと！安倍辞めろ！" 2019/9/27 日本 横浜

"後出しじゃんけん勝のは大人げないぞ。" 2019/9/27 日本 Chita

"文化を殺すな" 2019/9/27 日本

"あまりの理不尽。多様性のない文化・芸術なんてあり得ない。どこからか指示や圧力
があったのか？"

2019/9/27 日本 Suita

"憲法違反の検閲です。あいちトリエンナーレに予定通り補助金を支給してください。" 2019/9/27 日本

"勿論賛同❗ " 2019/9/27 日本 北九州市

"賛同します。" 2019/9/27 日本 Chuo-ku

"表現の自由、地方自治への明確な挑戦である" 2019/9/27 日本 Chikusei

"国家による検閲に反対します。" 2019/9/27 日本

"意思を持って賛同します。" 2019/9/27 日本 Kotohira

"文化庁の決定はテロに屈する事、というある方の説明を読んで賛同する事に致しまし
た。"

2019/9/27 日本
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"行政が交付する補助金には、どのようなものであっても、あらかじめ要件が定められ
ています（交付取り消しや返還請求の措置を取る場合についても、あらかじめ定めが
あります）。あいちトレエンナーレ開催前に補助金の交付要件を満たし、実際に開催
されてからも、主催者は、開催内容について、その性質が変わるような変更を加えた
わけではないと認識しております。つまり、補助金の交付要件は満たしたままなの
で、あとになってから新しい理由を挙げて「補助金を交付しない」というのは、行政
的に誤りです。このことは、行政機関に務める者なら、基礎的な知識として持ってい
ることです。行政としての基礎的な知識を持ち合わせていない者が行政機関の長を務
めているというのは、ゆゆしき事態だと言わざるを得ないです。"

2019/9/27 日本

"「未来を担う子どもが、都会に住んでいても過疎の町に暮らしていても、質の高い芸
術に触れられるように」３年前の中日新聞、設楽町で開催されたモバイルトリエン
ナーレの記事からの引用です。"

2019/9/27 日本

"テロに屈するな！民主主義国の当然の義務！" 2019/9/27 日本 兵庫県

"検閲反対!" 2019/9/27 大韓民国 南楊州市

"自由" 2019/9/27 日本 Sapporo

"すべての表現が萎縮してしまう。" 2019/9/27 日本

"国は脅迫をした加害者をのさばらせるな！屁理屈で補助金中止⁉ やりたい放題ね、
まったく！"

2019/9/27 日本

"検閲をやめよ！" 2019/9/27 日本 Tokyo

"おかしい、というかいよいよ感がある" 2019/9/27 日本 Akihabara

"表現の自由に対する権力のあからさまな挑戦を許さない。" 2019/9/27 日本

"賛同しかない。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"萩生田文科大臣の辞任を求める" 2019/9/27 日本

"作者が「平和の像」としている作品を「慰安婦の像」とする解釈を加味したり、公的
な立場でアートを検閲することにつながりかねない今回の文化庁の行動は是非とも再
考していただきたいです！"

2019/9/27 アメリカ Belmont

"文化庁、文化庁長官、文科相は、日本国憲法を読みなさい。芸術文化は勿論、政治や
歴史など全てのことにについて、「公共の福祉」に反しない限り、表現の自由は保障
され、検閲は禁止されている。-『日本国憲法』抜粋 -【第十三条】すべて国民は、個
人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共
の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。【第十
九条】思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。【第二十一条】集会、結社
及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。【○２】検閲は、これ
をしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。【第九十八条】この憲
法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関す"

2019/9/27 日本 Zama-shi

"報道だけではよく理解できなかったのが、正直なところでした。しかし、キャンペー
ンの説明を読んで、賛同したくなりました。まずは説明を多くの方に読んでほしいで
す。"

2019/9/27 日本 埼玉県

"アートは常に変動する時代の中で様々な角度からの意見、世界観、感情などを代表す
るもの。中には多くの人の負の感情を掻き立てたり、居心地の悪くなるような問いを
投げかけるものがあって当然です。"

2019/9/27 アメリカ Fort Wayne
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"「3)展覧会中止によって事業の継続が見込まれにくなったこと」は「見込まれにくく
なったこと」（「く」の脱字）ではないでしょうか？「見込めなくなった」でもいい
ように思います。"

2019/9/27 日本

"何がアートかを権力が決めてはいけない。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"文化・芸術活動を萎縮させる行為に反対します" 2019/9/27 日本 Tokyo

"この不交付決定は、芸術表現の自由を壊すもので、脅迫を行なった加害者を喜ばせる
ものだ。政権に忠誠を誓うものにしか、自由はないのか。"

2019/9/27 日本 Kurashiki-shi

"文化を、より分けるな。あるがままに。" 2019/9/27 日本 Himeji

"頭に乗るな！ハギューダ｡" 2019/9/27 日本

"このくにはどんどん息苦しくなっています。なぜこんなことが許されるのでしょう。" 2019/9/27 日本 Nagoya-shi

"この国がおかしくなっている。自由は決して手放したくない。" 2019/9/27 日本

"国はテロを防止し、表現の自由を守ることに尽力するべきではないのでしょうか。韓
国との関係が悪化しているからといって、慰安婦像を展示させないというのは国家権
力を乱用していると受け止められても仕方ないと思います。"

2019/9/27 日本

"私には議論の対象になっている作品の価値はわかりませんし、制作意図に全面的に賛
同はしません。しかし、脅迫的な宣伝を行う政治的勢力に加勢するような形で文化的
催しへの補助金交付が中止されるようなことはあってはならないと考えます。文化庁
は重要な隣国との文化交流を破壊するための官庁ではないはずです。"

2019/9/27 日本

"1)審査段階で具体的な計画がなかったこと→じゃあなんで審査通したんですか？「審
査がずさんでした」告白？2)電凸や脅迫が続いた時点で報告がなかったこと「報告し
なかったのが悪い」ですと？主催者は電凸や脅迫の被害者ですけど？3)展覧会中止に
よって事業の継続が見込まれにくなったこと→中止になったのは主催者のせいだとで
も？脅迫や電凸を擁護するんですか？しかも「表現の不自由展・その後」はほんの一
部ですけど？よくもまあ公人や権力者が叩きまくった挙句、後出しの理由をひねり出
しましたね。文化庁は権力に屈するんですか？日本の文化芸術を殺すんですか？戦っ
てください！我々と一緒に。"

2019/9/27 日本

"「表現をする」という行為そのものに対する、国家権力の介入を許してはならない。" 2019/9/27 日本

"おかしい！！！自民党からの圧力としか思えない。お金を分配する権力を乱用しない
で！！"

2019/9/27 ベトナム ハノイ

"私はただ当たり前の手続きが当たり前に行われる正常さを、この政府と政治家が取り
戻してくれることを祈って賛同します。"

2019/9/27 日本 Sagamihara-shi

"表現の自由とは、異なる意見の人の意見も聞くこと。その上で批判すべきはしたらい
い。その程度の度量は持つ国家であってほしい。"

2019/9/27 日本 Muroran

"国の役目はテロや非難、嫌がらせからこの展示会を守る事であって、支援を打ち切る
ことではないはずです。"

2019/9/27 日本 Kyoto

"表現を死なせたくないです" 2019/9/27 日本

"今回の愛知トリエンナーレに運営上の不備があったことは確かではありますが、文化
政策において先ずすべきことは、市民が自由に闊達な表現をする場を設け、その運営
が円滑に進むように手助けすることであり、いかなる表現（公序良俗範囲内）でもそ
れを制限すべきではない、と思います。補助金の撤回というのは最終的な手段であ
り、それに至るまでに公聴会や公開討議などの手順が踏まれないのは、公金分配の権
限独占である、と思います。"

2019/9/27 日本 Tokyo
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"あいちトリエンナーレの「表現の不自由展」再開を指示します。" 2019/9/27 日本 kyoto

"悪しき前例となることの無いよう願います。" 2019/9/27 日本

"文化庁が一番邪魔。" 2019/9/27 日本

"補助金不交付に強く抗議し、方針の撤回を求めます。" 2019/9/27 日本

"　もうこんな日本は、終わりにしませんか。" 2019/9/27 日本

"国が文化・芸術を選別することは、国民の良心の自由も奪うぞと公言していることに
等しいと思います。"

2019/9/27 日本

"文科大臣は、ただちに憲法違反の検閲をやめてください。" 2019/9/27 日本

"あいちトリエンナーレに出品された作品の表現全てに賛同するわけではなく、個人的
にはどうかと思うものもあります。しかし現政権のこの姑息で卑劣なやり方だけは絶
対に許せるものではなく、激しい危機感を覚えます。もしその表現が違うと思うので
あれば、抑えつけ、自由を奪うのではなく、正々堂々と、心のある、本当の言葉で語
ることで向き合って欲しいです。多様性や懐の深さ、成熟した文化を持つ国であって
欲しいと願っています。"

2019/9/27 日本 Yokohama

"この国の行く末が怖いです。" 2019/9/27 日本 大阪

"文化財は過去の大切な遺産ですが、文化は毎日の暮らし、私たちの生き方そのもので
す。偉人たちの芸術はもちろんですが、どこかで起きている、葛藤を気づかせる市井
の人々の表現もまた、私たちを人へと成長させます。「表現の不自由」を気づかせて
くれる展示、活動、志を失うことは、自らのアイデンティティを育てることを放棄す
ることと同じです。"

2019/9/27 日本

"本来の理由をごまかして、手続き的不備を理由に補助金を中止するようなやり方を認
めれば、今後、同じような手法で表現の自由の規制がなされるだろうから、政府のや
り方に抗議いたします。"

2019/9/27 日本 Yokosuka-shi

"当たり前だけど、こんな横暴なことがまかり通ったら、私の生まれた日本は大日本帝
国の亡霊に喰われてしまう。"

2019/9/27 日本 神奈川県

"うたっていることと、やっていることが違いすぎるよ！" 2019/9/27 日本 Suginami-ku

"国は脅迫FAX送るような加害者の味方。" 2019/9/27 日本 Inzai

"とても悲しい。だから日本のアート界は新しく若い人間が暮らしていけない。" 2019/9/27 日本

"こんな暴力が許されるのか？怖いです。" 2019/9/27 日本

"芸術を愛してます" 2019/9/27 日本 Nagoya

"表現の内容に対して脅迫が来たぐらいでビビって引っ込むなら、最初から芸術活動の
支援なんかするな。甘ぇ、甘ぇよ！"

2019/9/27 日本 Yokohama-City

"文化庁ダセーー日本とゆーブランドを下げてんの、こーゆー自由封じの行為だから。" 2019/9/27 日本

"文化を保護する立場の行政トップは補助金交付を守る立場でなければなりません。３
つの理由は法令に明確に書かれたものではありません。文化行政のトップとして本当
にお互いを認め合う文化を花開かせる施策を実施してください。"

2019/9/27 日本

"国の検閲は許せない！こんな理不尽に沈黙はできない！" 2019/9/27 日本 大阪府

"検閲みたいですね。表現の自由、がこういう時にためにまさにあるのです。" 2019/9/27 日本 東京都

"文化庁が日本の文化を壊してどうする。" 2019/9/27 日本
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"芸術は人それぞれの価値観そのものだから多様性があるのは当然。それなのに、政府
が好む芸術しか促進させず、国民に価値観の画一化を迫るような今回の対応は、独裁
国家と同じではないでしょうか。大切なこの国に、そのような道を歩んで欲しくない
です。"

2019/9/27 日本 Yokohama

"内容にかかわらず、今回の文化庁の判断は事実上の検閲であると思います。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"勝手に国民の多数派を称して「国家による検閲と解釈している」という表現について
は若干の違和感を感じなくもないし、展示とそこにいたる経緯（特に芸術監督の動
き）についても疑義があるのだが、それよりも今回の文化庁の決定に強く違和感を感
じるので署名に参加する。"

2019/9/27 日本

"一方向のイデオロギーによった業務妨害とテロ行為の予告を追認することになる。先
進国がやることではありません。"

2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本

"今回の事態を非常に腹立たしく受け止めています。一刻も早く方針を撤回してくださ
い。"

2019/9/27 日本

"言語道断。新しい文科大臣は、そもそも、疑惑の張本人だった人ではないですか。新
任直後に、なんということですか！　まずは、もっと人権や、国民のための政治とい
うものを勉強して、それから疑惑に対しても丁寧な説明をしてください。愛知県民は
負けませんよ！"

2019/9/27 日本 愛知県都道府県

"公権力による検閲は、許されないことです。表現の自由に対する蹂躙です。" 2019/9/27 日本 東京都

"自由な表現ができる国になろうよ" 2019/9/27 日本

"何でもアリ、でも御安泰なアベ政権。私（たち）は、ほんに歴史的情況の真っただ中
に存続していることを、今さらながらしみじみ感じ入らざるを得ません。怨の吐息。"

2019/9/27 日本

"芸術への投資を減らして消費税増税なんてとんでもねえ" 2019/9/27 日本 Sagamihara-shi

"政治的な表現無しに文化は形作れないです。公的機関からの差し止めは検閲と変わり
ません。"

2019/9/27 日本 Tokyo

"報道の不自由表現の不自由どんどん拡大して行く一人一人が自由を奪われて行く恐ろ
しや！"

2019/9/27 日本 Nagano

"賛同よろ" 2019/9/27 日本

"この問題は、この国の形が問われているのかも知れないと思い、賛同させていただき
ました。"

2019/9/27 日本

"文化果つる国からは何も産まれない。" 2019/9/27 日本 Niigata-shi

"多くの国民の、この展示を見る機会を守ってほしい。" 2019/9/27 日本 Saitama

"今回の文化庁の対応は「事後検閲」です。国家が「好ましくない文化」を規定するこ
とが、やがて文化に対する弾圧に繋がり、「個」の否定につながっていくことを我々
は戦前の歴史で知っているはずです。"

2019/9/27 日本

"憲法第二十一条第１項「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これ
を保障する。」だから、私を含む日本国民が納税した税金の使い道を、国の機関が恣
意的に制限することは「表現の自由を保障」することの妨げになるから、憲法違反で
ある。主権を持つ国民が納めた血税から援助を得るために、自分の表現の内容を忖度
するようなことはまっぴらごめんだ。世界史的に確立された基本的人権が覆えされる
時代になるとは夢にも思わなかった。こうなってしまったのだから、あとは闘うのみ
である。"

2019/9/27 日本
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"一旦出すと決めた補助金交付を中止とは事実上の検閲。検閲は民主主義を殺す。諸国
民の平和と人権を守る日本である為に、あいちトリエンナーレ2019への補助金交付を
実施しましょう。"

2019/9/27 日本 大阪府

"こまります" 2019/9/27 日本

"賛同。" 2019/9/27 日本 Shimosuwa-machi Suwa-gun

"文化庁が恫喝や脅迫を許容したと受け取る。一旦交付を決めたものを翻すなど国の信
用に関わる。"

2019/9/27 日本 Nishinomiya-shi

"1日で7万人を超える賛同者！まだまだ日本も捨てたもんじゃない✨ " 2019/9/27 日本

"日本の劣化は目に見えているのに、その大本はどこかもわかっているのに、あまりに
呑気な日本人では憲法の人権を自分で食いつぶしていると言われても仕方ありませ
ん。自由の最後の砦である文化にまで独裁が及んで来ているのに抵抗をしないのでは
主権者といえません。立ち上がりましょう！独裁反対！日本を国民の手に！文化に口
出しするな！今の日本は独裁国家です！もっと危機感を持たないとどこに国民が連れ
て行かれることか。怖い。憲法を取り戻しましょう！(愛知の憲法研究者)"

2019/9/27 日本 Nagoya

"憲法違反ですよ。" 2019/9/27 日本

"一度交付すると決定されたもの。開催側が既にお金を掛けてやってしまってからやっ
ぱりお金出せませんと言われたら大変です。"

2019/9/27 日本

"あいちトリエンナーレの出し物は「表現の不自由展」だけではないし、あいちトリエ
ンナーレ自体の事業は継続している。「表現の不自由展」の中止により、「表現の自
由が脅かされている」と海外から判断され、実際数人の海外作家が展示の取り下げを
申し出る事態に発展している。その方が、現代アートに力を入れようとしていた文化
庁、そして日本全体の不利益になるので是非考え直していただきたいです。"

2019/9/27 日本

"何様ですか？検閲ですか？断固反対します。" 2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本

"人の気持ちを傷つけるような言動は決して良いとは思わない。しかし、物が言えなく
なる社会の恐ろしさは、過去の歴史から学んでいるはず。今回の文化庁の判断は、お
上がやってはいけないことではないのか、何故なら、上からの圧力で表現が制限され
ることに繋がると考えるからだ。自分は高度経済成長期以降に生まれたので、戦争の
悲惨さを実体験としてあるわけではないが、今回の文化庁の判断は、この恐ろしい戦
争に向かわせるものとなりやしないとたいそう危惧するところである。"

2019/9/27 日本

"政府が気に入らない表現の芽は摘む。恐ろしい国になってきた。" 2019/9/27 日本 Meguro-ku

"検閲と一部の脅迫に政府が賛同してはいけない。" 2019/9/27 日本 Yoichi-gun

"今回のことはあまりに酷い。看過できない。" 2019/9/27 日本

"日本会議・統一教会から構成されるカルト政党の底辺(ボケナス)共に正義の鉄槌
を！！！"

2019/9/27 アメリカ オランダ

"検閲はダメ。取って付けた様な理由をあげてるがどうせまた「検閲ではない」とか言
うつもりだろう。"

2019/9/27 日本 Kobe

"補助金云々の問題ではありません。公共機関の将来に対する圧力です。言論・表現統
制という暴力です。"

2019/9/27 アメリカ Yellow Springs

"自分達に都合が悪いからといって、一度認めた補助金交付を撤回するとは、まさに憲
法で禁じた「検閲」そのものだ！"

2019/9/27 日本 一宮市
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"文化庁のこの決定おかしいでしょう❗ 間違っているのでは？加計学園への補助金こそ
返すべきでは。"

2019/9/27 日本

"行政の適正な遂行をして欲しいものです。" 2019/9/27 日本 Yokohama-shi

"賛同します。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"賛同します。こんな暴挙が許されていいはずがありません。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"権力をカサにきて、力づくで文化を殺す事を許すなら、この国の未来に再び暗黒の歴
史が繰り返されるでしょう。"

2019/9/27 日本 Nago

"一度決めたことを平気でくつがえす。一方的に、強引に。しかもアートの内容を理由
に。これでは検閲と取られて当然ですし、各ジャンルのアーティストが危機感を持つ
のも無理はないです。文化を育てるのが文化庁の役目。本来の役目に戻ってくださ
い。"

2019/9/27 日本 Setagaya

"応援します。" 2019/9/27 日本 Osaka

"展覧会の内容には全く賛同しないが、こんなファシズムと変わらない日本にしてし
まった安倍政権を許さない。"

2019/9/27 日本

"公金を投じる表現活動を政治が選択してはいけない。ナチスが特定の芸術を「退廃
的」と排斥したことと同じになる。"

2019/9/27 日本

"これを許したら、歯止めがきかなくなる" 2019/9/27 日本 Musashino

"賛同します。" 2019/9/27 日本

"文化を崩す文化庁は要らない。" 2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"小さな一歩が大きな一歩となりますように！" 2019/9/27 日本 愛知

"時の政府が気に入らない物は排除する世界なんておかしい日本はまるで民主化されて
るかのような妄想をずっと見ていたんだね"

2019/9/27 日本

"Art and artists should be supported, and their freedom of expression is essential 
to society."

2019/9/27 アメリカ

"賛同いたします" 2019/9/27 日本 Tokyo

"室田元美" 2019/9/27 日本 Kawasaki

"大元帥の写真はかつて日本中の学校にあって、70年ほど前に国の指示で焼かれた。今
回の作品は、富山県の判断で30年ほど前に焼かれた。そうしたことを可視化して提示
するのはアートの重要な役割で、止められるべきことではない。だいたい、天皇の写
真を崇拝することの方が焼くことよりよっぽど罪深い。"

2019/9/27 日本 Hatogaya,Saitama

"萩生田さん、今からでも遅くない、補助金不交付を撤回してください。言い訳も無理
がありすぎてみっともないですよ。理由になってない。"

2019/9/27 日本 千葉県鎌ヶ谷市

"出遅れましたが10万賛同この週末で集めたいですね。生活だけじゃなく真っ当な表現
まで追い込まれ規制される世の中にはしたくありません。"

2019/9/27 日本

"賛同します！" 2019/9/27 日本 Tokyo

"賛同します。" 2019/9/27 日本

"賛同します" 2019/9/27 日本 Osaka

"これ以上、低俗な国に成り下がるのを黙って見ている訳にはいかないから…。" 2019/9/27 日本
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"もはや何もしないことは脅迫を支援するのと変わらない。表現が気にくわないなら表
現で戦え。表現は潰すものではない。ぶつけ合うものだ。"

2019/9/27 日本 長野県

"『これくらいの事なら』って許してたら、知らん間に雁字搦めで身動きとれんように
なってるとかって話ん、絵空事じゃなくて、現実的な話になってるだよ。まだ、動け
るうちに抵抗しとかんと。動けなくなってからじゃ遅いもんでね。"

2019/9/27 日本 Shizuoka-shi

"賛同❗ ️ " 2019/9/27 日本

"文教関連の政策が枯渇していくなかで、更なる文化に関する減退には耐えられない。" 2019/9/27 日本 沖縄県

"賛同します。" 2019/9/27 日本

"悪しき前例を作るな。" 2019/9/27 日本

"私達一人一人が表現の自由を守らなければならないところまで来てしまったのだと、
非常な危機感を感じます。"

2019/9/27 日本

"文化庁は文化を殺すな！文化を殺すような 文化庁は不要！！" 2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本 Yokohama

"文化があるからこそ人間だ。文化庁よ、履き違えるな。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"一定の政治的な立場から、表現の自由を妨げることは民主主義国家として許されませ
ん。"

2019/9/27 ベルギー waregem

"「内容ではなく手続きに問題があったから」という説明には無理がありますよね。悲
しいことにこんな無理が通ってしまうのが今の日本。「文化庁の決定」ですが，文化
庁は人ではなく人が集まった組織です。誰がどういうプロセスを経てこのように決定
したのかが知りたい。文化庁の中にもこの決定をおかしいと感じている職員は少なく
ないはず。匿名でもいいので声をあげてほしい。"

2019/9/27 日本

"賛同。国家による実質的検閲に抗議します。" 2019/9/27 スイス Zürich

"見る機会を失ったら、考える機会もなくなってしまう。芸術ってそういう側面もあ
る。やらせないというのは、最悪 "

2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本

"明白な検閲として非難されるべき" 2019/9/27 日本

"誰のためにもならないこの決定の撤回を要求します。" 2019/9/27 日本

"愛知県知事の提訴を強く支持することを、運動の眼目に据えるべきであるとおもいま
す。"

2019/9/27 日本

"政権が好まない文化を冷遇するとは、あまりにも恥かしすぎる" 2019/9/27 日本 Anjo

"これ以上、この国に絶望したくない。" 2019/9/27 日本 沖縄県

"これが普通にまかり通る日本になってしまうと、子どもたちが生き生きと生きていか
れる未來がなくなってしまうと思います。きちんと、おかしなことにはおかしいと言
える大人でなければと思い、賛同します。"

2019/9/27 日本

"一方的な補助金の中止は、今後の事業運営への悪しき前例を作ることになり、今回の
判断に対し、反対します。"

2019/9/27 日本 大阪府

"文化庁は文化を殺すな！日本のアートを盛り下げる文化庁は日本の恥！" 2019/9/27 アメリカ Linz
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"＞善意の支援側が無償で支援補助する事は良いも悪いも支援側の意向で決められる。 
＜善意の支援側？？？良いも悪いも支援側の意向で決められる？？？国民の税金です
が？貴方はこの国が民主主義国で国民が主権者で、憲法で国民の言論、表現の自由が
保障されていることをご存じないのですか？公権力者が良い悪いを判断することは憲
法で禁止されています。"

2019/9/27 日本

"歴史修正主義の観点で文化(表現力)を圧殺するな。" 2019/9/27 日本

"いままで信用しとった河村さん 言っとること なんかヘンだし！嫌だ～～" 2019/9/27 日本 Nagoya

"結果に対して評価される仕組みでは、文化に対して操作を行うのと同じことになって
しまいます。"

2019/9/27 日本

"手続き云々は取ってつけた言い訳に過ぎず、反動復古を企てる現政権が自らの意に染
まぬ表現に対して言いがかりをつけ弾圧しようとしているのは明々白々。奸賊による
権力の私物化に断固抗議する。"

2019/9/27 日本 Kitaibaraki

"国の検閲に反対します。" 2019/9/27 日本 Tokyo

"一度決めた補助金をやめるなんて、姑息過ぎるよ。" 2019/9/27 日本 日本

"私が納めた税金はすべて「表現の不自由展」のために利用してください日本人ならば
などの大きな主語が闊歩する現状に言葉に携わる人間として強く反発いたします"

2019/9/27 日本 神奈川県横浜市

"文化が文化でなくなってしまう。" 2019/9/27 日本 Tsubata

"今回の助成金打ち切りは「日本は検閲もするし、脅迫やテロに安易に屈する国だ。」
という政府のメッセージと受け取った。"

2019/9/27 日本 小平市

"津田大介の責任は検証されなくてはならないが、それはそれ。交付中止の理由にはな
らない。"

2019/9/27 日本 Kobe

"理由もはっきりしないで権力の濫用にしか思えない。" 2019/9/27 日本

"テロの脅迫に、まさか文化庁が手を貸すなんて . . . 　今回の決定は、いままで積み重
ねてきた文化庁の仕事のすべてを水の泡にする無謀な行為です。どうか撤回してくだ
さい。"

2019/9/27 日本

"検閲に反対！" 2019/9/27 日本 Gifu

"表現に自由を" 2019/9/27 日本 群馬県

"検閲はダメ、憲法違反ですよ。だから抗議します。" 2019/9/27 日本 滋賀県

"不交付に値する理由とは思えない。一方的で、公平な立場での判断でない。悪しき前
例を作ってはいけない。"

2019/9/27 日本 東京

"文化庁の役割って何だと思ってる？" 2019/9/27 日本

"あまりに流れがおかしい、ヤバすぎる。" 2019/9/27 日本 東京都

"ふざけんな！、" 2019/9/27 日本

"事後に手続き問題とすり替えてるように見える。検閲よりもたちが悪いように思いま
す。"

2019/9/27 日本 Minamiarupusu-shi

"・公共の補助金は恣意的な基準（一方的な正義）で運用すべきではない。・一度取り
交わした契約を恣意的な基準で取り下げるべきではない。／どちらも倫理的に間違っ
ている。"

2019/9/27 日本

"表現の自由を認めないことは発言の自由も認めないことでもあります。それぞれの表
現に、言葉に託された心を読み取りたいものです。しかし、人を傷つける言葉は認め
られません。ヘイトは許されません。違いを見抜く力を持ちたいものです。"

2019/9/27 日本
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"理不尽とは闘わなと流されたら普通に落ちてしまうので賛同いたします" 2019/9/27 日本 Sapporo

"本末転倒だ。" 2019/9/27 日本 Koganei

"札束でアートを規制するなんて本当に下衆。" 2019/9/27 日本

"芸術の分野まで、遂に安倍は踏み込んできたということですかね～アホが何様だと
思ってるのか！"

2019/9/27 日本

"これなんか色々広いことに適用されそうでな" 2019/9/27 日本

"文化庁は、文化を規制するな！文化を育み、発展させるために尽力するのが存在意義
だ！"

2019/9/27 日本 Tokyo

"政権の意に沿わない表現をさせない。ヒトラーと同じです。麻生の「ヒトラーに学
べ」そのもの。"

2019/9/27 日本 川口市

"今、いわずしていつ言うのだ！" 2019/9/27 日本

"文化庁の存在根拠が問われる自殺行為です。おそらく専門家である官僚の皆さんは、
これが暴挙だと内心思っているでしょうが。この問題の原因は加計補助金疑惑を問題
ないと言い張る異常な大臣でしょう。私はトリエンナーレの一部展示に批判的です
が、それに対し行政が審判を下すことは表現を萎縮させる副作用が大きく許せませ
ん。文化庁の存在が問われる事態です。それを知らない大臣が能力的に不適格だと言
うことです。"

2019/9/27 日本

"今の権力者たちは、やってはならないことでも、堂々とやればまかり通ると考えてい
るようですが、許しません。"

2019/9/27 日本 Mifune-machi Kamimashiki-gun

"戦前の日本のようだ。恐ろしい時代が始まっている。気付くべき。" 2019/9/27 日本 Shibuya-ku

"信じられない決定。政府の意向に沿ったものしか補助金が出ないのも問題だし，既に
決定した事項をテロや暴力に屈する形で覆してしまうのも大問題。"

2019/9/27 日本 愛知県名古屋市

"ありえない。ゆるさない。" 2019/9/27 日本 熊本県

"こんな横暴がまかり通るようになってしまえば、日本から表現の自由、言論の自由は
どんどん狭まっていく。ますます生きにくい社会にしてほしくないから。"

2019/9/27
ニュー
ジーラン
ド

Wellington

"この記事、何度読んでも許せない。撤回を心より願います。" 2019/9/27 日本 Nagoya

"#なごやトリエンナーレ2019 #表現の不自由展・その後 展示中止の顛末の本質は、
「平和の少女像」に象徴される「戦時下の暴力で踏みにじられた女性の人権」という
事実を隠蔽しようとした慰安婦否定論者の暴力行為と、それを許容する日本人にこそ
あり、#表現の自由 以前の問題ですが、事態はさらに酷くなっているようです。脅迫
した側の罪を問わず、脅迫された側の責任（そもそも何の責任があるのでしょう
か？）のみを問い、いったん決まっていた交付を取りやめる・・・これは脅迫・テロ
を容認し脅迫・テロを助長する振る舞いだと思います。"

2019/9/27 日本 名古屋市熱田区

"今回の流れは納得しかねるところが多い。事務手続きの不備を理由にするなら開催前
にチェックされていて然るべきだし、文化庁担当部署も責めを負うべきということに
なる。その点を考慮してもいきなりこの金額がいきなり全額支給差し止めは契約上も
おかしい。"

2019/9/27 日本

"賛同します。" 2019/9/27 日本

"国家による表現の自由の統制、この道を決して許してはならない。安倍政権の危険性
を示している。いつか来た道だ。声を上げよう！"

2019/9/27 日本
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"トリエンナーレの趣旨を理解していない。批判される政治、問題意識の喚起は、アー
トの役割。これを支持しないのは罪。"

2019/9/27 日本

"こんなことがまかり通ってしまえば、今後は多数派が是とするものしか作れなくなっ
てしまう。そんなところから真に面白いものは生まれてこない。例え嫌悪感をもたら
すものであっても、豊かな土壌を作りたいなら排斥すべきではない。"

2019/9/27 日本 Hachioji

"多少の瑕疵があったとしても、芸術祭の総体としては申請通り実施されており、全額
不交付はあり得ません。意図があってのことだと考えてまず間違いないと思えます。
あってはならないことです。"

2019/9/27 日本

"これは文科省の文化芸術に対する弾圧です。憲法違反です。許せません。" 2019/9/27 日本 Yokohama

"何で政府はこんなことするんですかね。" 2019/9/27 日本

"違法な検閲を許すな。恣意的な運用をやめろ。" 2019/9/27 日本

"『あいちトリエンナーレへの国の補助金不交付決定。めちゃくちゃだ。責められるべ
きは不当な脅迫をした者たちなのに。これでは日本は世界に冠たる「表現の不自由」
国になってしまう』（上野千鶴子氏のTwitter）"

2019/9/27 日本

"愛知トリエンナーレ、見に行きます" 2019/9/28 日本 Osaka

"文化とは？芸術とは？と深く考えた事はないけど文化や芸術は、いろんな人が鑑賞し
て、どう言う感想を持ってそれを話して共有して、感じ方はいろいろだって、知るこ
とが大事じゃない？だから、時には不謹慎と思われる作品があったとしても、それに
ついて自分はどう感じたかが、大事だと私は思うけど。"

2019/9/28 日本

"納得いかない" 2019/9/28 日本 Tokyo

"排他的思想ほど怖いものはない。ましてや行政側が、現政府がその様な道へ進み始め
ることを断固阻止しなければ。"

2019/9/28 日本

"苦情優先の最近の世の中にはうんざり。" 2019/9/28 カナダ Toronto

"文化予算は検閲の道具ではありません。悪しき前例を作らないで下さい。" 2019/9/28 日本

"権力の恣意的な介入は許されないと思います。" 2019/9/28 日本 Kumagaya

"補助金は私たちの税金です。国家権力・為政者の勝手な判断で、検閲のための資金に
するなんて、トンデモナイ！"

2019/9/28 日本

"文化や芸術が過剰に検閲されたらどうなるか。しっかりと過去を振り返り、もう一度
みんなで考えていかなくてはと思います。"

2019/9/28 日本 新潟県

"税金は政治家たちが稼いだお金ではありません。あいちトリエンナーレへの圧力、暴
言は政権の意に沿わないからという理由だけです。私たちは表現の自由について考え
るための場を奪われました。"

2019/9/28 日本 Yokohama

"自由を奪わないで。" 2019/9/28 日本

"コメントつけるにも、もういい加減にして！と言いたいことが多すぎる。この件につ
いても、他の方々がすでに多数言及してらっしゃるので乏しい自分の語彙を動員する
のはやめておきますが…最後にこれだけ。日本を近代以前の状態に逆戻りさせるのは
やめろ。"

2019/9/28 日本 Soka

"暴論としては助成の可否についての裁量はすべて政府に任せるべきだと考えているの
で、その点はキャンペーンの主張に完全に賛同するものではないけれども。　一旦採
択した助成について「実はまだ交付決定はしていなかったし、いろいろ問題がでてき
たからやっぱり非交付」と後出しで言い出すのは手続きとしてメチャクチャであると
考える。　　その一点で「賛同」とすることに決めました"

2019/9/28 日本 tokyo
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"あいちトリエンナーレはいつも東京から見に行っています。地元の人に支えられたい
いイベントです。アートってなんだと思います？ちゃんとイベントを隅々まで見てた
ら、規制するものじゃないって理解してもらえるのでは。"

2019/9/28 日本 墨田区

"こうしたことが河村たかし名古屋市長、萩生田光一文部科学相と来て、行政機関まで
拡がることは、容認すべきではありません。"

2019/9/28 日本 Tokyo

"忠告なしにいきなり全額不交付とは、萩生田大臣の個人的な意向でしょう。今の政権
らしい。"

2019/9/28 日本

"stand up for our rights." 2019/9/28 日本

"戦前に戻してはいけない。" 2019/9/28 日本

"文化庁が文化を衰退させるのですか？！信じられません。" 2019/9/28 日本 Chiba

"アーティストの食い扶持の問題ではないんです。こんな事がまかり通ったら、過疎地
でのアートイベントなんて怖くて出来ません。芸術に触れる機会は、日本中どこに住
んでいても差別されずに与えられるべきなんです。"

2019/9/28 日本

"これは表現の自由、言論の自由の危機です。決して第二次世界大戦中の日本のような
言論統制される世の中には、してはなりません。"

2019/9/28 日本

"世界的にバカにされるような事はやめてほしい、このままではそれが日本の文化と言
われてしまう！"

2019/9/28 日本 Fukuoka-shi

"表現の自由を死守したい。" 2019/9/28 日本

"この間の国政の常軌の逸脱、私たちの生活にどんどん関わってきそう。" 2019/9/28 日本

"補助金不交付方針の撤回を文化庁に要求します。" 2019/9/28 日本 Saga

"芸術活動を不自由にしてしまうことは、文化国家としての衰退を意味すると思う。ゲ
ルニカの絵にはたくさんの色を描いて完成させるべきです。"

2019/9/28 日本 Ryugasaki

"このような事態は馬鹿げているので、即刻撤回して下さい。" 2019/9/28 日本

"絶対に許されないことです。文化庁及び文科省は即刻撤回せよ！宮田亮平文化庁長官
は腐敗権力に身も心も売ってしまったか！なんらかの方法でコメント発表せよ！"

2019/9/28 日本 Hiroshima

"補助金出すと言っておいて、あとから撤回とはお話になりません。アートの発信を弾
圧しないで。"

2019/9/28 日本 京都

"賛同です！" 2019/9/28 日本 Kawasaki-shi

"文化庁の文化的意識の低さが浮き出されている。" 2019/9/28 日本 Fpo

"賛同します。" 2019/9/28 日本 Tokyo

"表現の自由を保障するのが文化庁の役割では？国家権力による検閲以外の何物でもな
い。"

2019/9/28 日本 Takayama-shi

"憲法が禁じた検閲を堂々とやる国です、と世界に宣言した愚挙です。あり得ない。" 2019/9/28 日本

"検閲の復活に反対。" 2019/9/28 日本

"表現の自由の圧殺を許すな。検閲を許すな。萩生田文科相は責任をとれ、辞任せよ。" 2019/9/28 日本 群馬県

"今日本は｢余裕｣がなくなっていると思います。この一件を含め、確実に悪い方向に向
かっている、それを節々と感じます。多様な表現を受け入れる、守る、それができる｢
余裕｣を取り戻して欲しい。"

2019/9/28 日本
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"この ReFreedom_AICHIさんのキャンペーンにも賛同しましたが、
http://onpam.net/?p=3891&fbclid=IwAR1Cx8uzt1wkiZKNVCsXEAHFTiIpQ_-
ffUMbwRDngKBS5dnghao3F1WVSwg↑の 舞台芸術制作者オープンネットワーク
（ON-PAM）さんの抗議文もまた違った角度から的確だと思いました。ここほど賛同
者が集まっていないようなので、まだ見ていない方はぜひ見て、できれば賛同してほ
しいです。"

2019/9/28 日本 横浜市

"展覧会の内容其の物にはあまり同調できませんが、一つの主張や論説が脅迫や権力に
よって潰されるのはあってはならない事です！この補助金剥がしが、何れは自分達の
表現の自由を奪う一歩にならないよう署名します！"

2019/9/28 日本

"これは、あいトリ全体を人質に取って時の政権の、あるいは時の「世論」の癇に障る
表現を潰しにかかる言論弾圧そのものです。一部の展示に目をつけて芸術祭全体への
補助金を打ち切ることで表現者同士の分断、反目を作り出すこともできます。「自分
は、『非政治的な』作品を展示しているのに、　あいつが『政治的な』『反体制的
な』作品を出展したから　自分への補助金まで打ち切られた」というような、表現者
同士の潰しあいを誘導できて、みんなが「自粛」「自主規制」をするようになる。ま
さに隷従への道ですね。"

2019/9/28 日本

"菅官房長官や河村名古屋市長ら権力者による電凸・脅迫の扇動の仕上げは、補助金の
不交付ですか。政府に都合が悪い表現や意見を潰そうという検閲は、明らかに憲法違
反です。文化庁は補助金不交付を即座に撤回した上で、「表現の不自由展」の安全な
再開を援助しなさい。それができないのならそんな役所はいりません。"

2019/9/28 日本

"多様な価値観を認め、多様な表現を守ることが、私たちに豊かな文化をもたらしま
す。豊かな文化環境は、自由で豊かな社会を保障します。"

2019/9/28 日本

"食べ物がなければ身体は生きていけない。文化・芸術が無ければ心は生きていけな
い。"

2019/9/28 日本

"文化を担う一人として、賛同します。" 2019/9/28 日本 愛知県

"文化庁は直ちに国による不当な検閲を撤回し、補助金を交付して下さい。国民の文化
活動に権力が介入することは民主的な国のあり方を否定する行為です。"

2019/9/28 日本

"日本のお役所はバカしかいない。人の話なんか聞いちゃいない。呆れるよホント．．" 2019/9/28 日本

"文化の在り方について、明示的にも黙示的にも国が指し示すことはあってはならない" 2019/9/28 日本

"戦前のような世の中になったのかと戦慄します。日本を民主国家に！" 2019/9/28 日本

"賛同します！" 2019/9/28 日本 静岡県

"自由が死につつある。恐ろしい状況です。" 2019/9/28 日本

"キャンペーンのページの全文に賛同します。" 2019/9/28 日本

"日本のお役所の文化に対する姿勢を見直して頂きたいです。文化後進国にならないで
欲しい。"

2019/9/28 日本

"文化庁がするべきなのは、こうした問題に対し、表現と議論が深まることを、見守る
ことだと思います。この決定に対して明確に反対を表明します。"

2019/9/28 日本 Nagoya

"ダッセぇ日本。ダサさが過ぎる。これ以上は勘弁してください。クールジャパンと
か、本当に二度と言わないで頂きたい。"

2019/9/28 日本 Isehara

"賛同します" 2019/9/28 日本 天草市

"この決定を下す属の知性が権力を握っている危機がこうも認識されないことを恐怖し
ます。"

2019/9/28 日本
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"卑劣な検閲による、表現の自由への侵害、過去の反省に立った真っ当な歴史認識への
攻撃に、強く反対いたします。"

2019/9/28 日本 埼玉県春日部市

"安倍総理の国家権力で国民の知る権利御を押しつぶすことは止めてください。" 2019/9/28 日本

"権力者の恣意性は、非権力者の表現の自由より厳しく監視されねばならない。法治国
家の常識。"

2019/9/28 日本

"今回の文化庁の補助金不交付の決定は、不当な検閲です。決定の撤回を強く求めま
す。"

2019/9/28 日本 Toshima-ku

"芸術に罪は無いと思うし、もっと早い段階で愛知県は考えるべきだった。最適化を求
める。また、開催したのにギャラなしというのは芸術家にとって大きな痛手でしかな
い。文化庁は真摯に受け止めるべきだと思いました。"

2019/9/28 日本 Minoh

"違憲の検閲、行政による脅迫と強要。すべてありえません。文化庁は即刻、違法行為
を撤回しなさい"

2019/9/28 日本 神奈川県

"補助金不交付は明らかな検閲です。直ちに補助金を交付してください。" 2019/9/28 日本 兵庫県

"賛同します。" 2019/9/28 日本 Tokyo

"まるで検閲。表現の自由は？" 2019/9/28 日本

"発端は河村名古屋市長による発言で、それに便乗した「電凸」という異常な電話攻勢
で一部展示が中止に追い込まれた。補助金交付中止は文化庁がそれらの一連の行為に
追随するということ。ダメージを与えるという意味で、彼らと全く同じことを、省庁
がやろうとしている。これが許されれば、こういうやり方がこの国のスタンダードに
なってしまう。これは決して「アート」に限った話ではない。"

2019/9/28 日本 京都府

"文化を育てる余裕すらない国が、美しい国とは言えないです。そんなに窮屈な国にし
て、この国の発展を止めてしまわないでください。"

2019/9/28 日本 Tokyo

"日本を戦前にしないで下さい。" 2019/9/28 日本

"生きづらい世の中にしたくないです。" 2019/9/28 日本 静岡県

"これを見過ごしたら、文化庁がダメになっちゃう" 2019/9/28 日本

"文化を守らないなら、文化庁は不必要となります。" 2019/9/28 日本 Hidaka-shi

"検閲するな！史上最低最悪の内閣！" 2019/9/28 日本

"文化への政治介入を許すような今回の措置は見過ごすことができません。" 2019/9/28 日本

"今回のトリエンナーレの展示品は、覆われていた真実を現したものです。真実から目
を背ける人だけでなく、ミスリーディングから展示品への反対をする人がいるようで
すが、それは想像力の欠如を示すものであり、想像力の欠如は悪です。私は、真実を
隠す、このような姑息な検閲に反対します。"

2019/9/28 日本 Nagoya

"賛同します。" 2019/9/28 日本 Ageo

"ひどい行政府になった。開発独裁の発展途上国のようだ。民主主義、自由主義、法の
支配など戦後70年の虚妄か？"

2019/9/28 日本

"「表現の不自由展　その後」にかかわる問題はさておき、補助金交付中止は、全くの
暴挙です。撤回して下さい。"

2019/9/28 日本 Osaka

"悪いのは「市民に害を及ぼすぞ」と脅した犯人。「テロ誘発を続けたら補助金交付し
たのに」って、文化庁って何様？？"

2019/9/28 日本 芦屋市

"脅しで展覧会を中止させ、国がその行為にお墨付きを与えるかのように補助金を出す
のをやめるだなんて…まさに盗人に追い銭を与える行為。おそろしいことです。"

2019/9/28 日本



コメント 日付 国 居住地 （市区町村）

"賛同します。テロの容認と、検閲は当たり前のように語る萩生田氏の発言は許しては
いけません。"

2019/9/28 日本 Yokohama

"日本における急速な右傾化や、極端な思想に走りがちな人たちを生んでいるのは、当
に今の政治家や官僚の誤った判断が元であると断言したい。今回の件は、その最たる
例ですし、断固反対したいと思います。"

2019/9/28 日本

"大臣にやめていただきたい" 2019/9/28 日本 Niiza

"補助金不交付の理由とやらは例によって官僚的作文である。しかし、より重要な点は
展示物に対して良し悪しを判断する自由は来館者一人一人にあるものであるというこ
とではないのか。一人の人間の価値判断で全てが決まるのは独裁国家である。"

2019/9/28 日本

"権力は憲法を守れ" 2019/9/28 日本 Yokohama

"これまでとこれからの日本の表現の自由を守るために。" 2019/9/28 日本 千葉県

"文化庁プロパー職員の多くは今回の決定を望んでいないのではないですか？　日本を
これ以上壊さないように、皆さん個人の良心、文化庁という組織の良心に従って改め
て判断し直して下さい。"

2019/9/28 日本 ナイロビ

"文化は政府の意向から自由であるべきです。文化庁のやり方は日本の文化を干からび
させるだけです。"

2019/9/28 日本

"こんなことがまかり通ったら、この国に表現の自由などない。権力者は不自由である
べきなのに、やりたいほうだい。権力を振りかざす国に未来なし。"

2019/9/28 日本

"賛同しました。" 2019/9/28 日本 Kyoto

"私は表現者だった。今だってそうだ。私は自由だ。" 2019/9/28 日本

"円滑に開催されるよう支援することこそが、文化庁の態度であるはずなのに。報告が
なかったから補助金を不交付にするなんて、表向きの理由にしても稚拙に過ぎます。
内容に対する検閲と言われて当然と思います。文化庁に対し抗議の意を表します。"

2019/9/28 日本 東京都

"I do not support "Aichi Triennale 2019" overall. But, the artist whom I respected 
was pacifism. It was a painter as the antiwar activity. The religion is different 
from a country, but "the art as the activity of the pacifism" should be free."

2019/9/28 日本

"このような後出しじゃんけんのような取り消しが可能になるなら、論争的なテーマや
作品の展示を助成を受けて行うことなどできない。助成取り消しの撤回を強く求めま
す。"

2019/9/28 日本 Yonago-shi

"表現の自由を守ろう！" 2019/9/28 日本

"賛同します。" 2019/9/28 日本

"アベ政権によるヘイトを許すな!" 2019/9/28 日本 Tokyo

"秋田公立美術大学の卒業生の謝辞が大学側の検閲で。「私がお世話になったこの秋田
市に、地上イージスアショア配備計画があり、まちの安全が本当に守られるのか」と
いう個所が一部削除されたのは２０１９年３月。美術大学で表現の自由が奪われるこ
と自体、大学の自殺行為といわなければならない。憲法に保障された表現の自由が政
治によって弾圧されることは、やがては主権者たる国民への弾圧につながっていく。
戦後の６０年、７０年時代の方がはるかに多種多彩な表現が登場してきたし社会に寛
容さがあったはずだ。"

2019/9/28 日本 秋田市

"表現の自由に対する冒涜。いつの時代も、歴史修正主義者のくだらない面子や既得権
益者に不利益を来す作品、言論の弾圧に徹底抗戦します。"

2019/9/28 日本

"文化庁が文化を殺すような行為、断固反対です。" 2019/9/28 日本 Tokyo
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"あいちトリエンナーレを応援しています。" 2019/9/28 日本 Gifu

"　文化浄化に等しい行為は無論赦されないが、愛知トリエンナーレの運営者や、愛知
文化センターの方々の仕事にケチをつける形で、弾圧をすることも赦されない。　文
化事業に携わっている方々は、芸術などでもって、社会に彩りを与えているのに、展
示されていた作品のことをよく見ようとせず、頭ごなしに否定をし、彼らのやってい
ることを否定するのは赦されない。　したがって、名古屋市市長河村たかし氏共々、
荻田氏も断罪すべし。特に荻田氏は、愛知トリエンナーレの運営者や愛知文化セン
ターの方々に謝罪をして、議員バッジを外して貰いたい。"

2019/9/28 日本

"0秒後　文化浄化に等しい行為は無論赦されないが、愛知トリエンナーレの運営者
や、愛知文化センターの人々の仕事にケチをつける形で、弾圧をすることも赦されな
い。　文化事業に携わっている人々は、芸術などでもって、社会などの物事を捉えよ
うとしているのに、展示されていた作品のことをよく見ようとせず、頭ごなしに否定
をし、彼らのやっていることを否定するのは赦されない。　したがって、名古屋市市
長河村たかし氏共々、荻田氏も断罪すべし。特に荻田氏は、愛知トリエンナーレの運
営者や愛知文化センターの方々に謝罪をして、議員バッジを外して貰いたい。"

2019/9/28 日本

"If we stop this violence, Japan's democracy will be corrupted and destroyed 
soon."

2019/9/28 日本 Tokyo

"文化に力があると信じるのなら、文化に対して平等に支援をするのがお国の務めだと
思います。展示の内容をしっかり考慮してもらいたい、そして未来の文化、文化に生
きる人達の為に考え直してください。"

2019/9/28 オランダ

"　今回の騒動において、インターネット右翼を含むアベシンパの電凸等も問題がある
が、一番の問題は、平和の少女像の芸術性を否定している人間の大半が、自分磨きを
する形で、芸術などのモノに対して、理解を深めてこなかった様に感じられる。　教
育や、日常生活において芸術などのモノに対して理解を深める形で、自分磨きが出来
るように促す必要があると思う。同時に「教育と愛国」に記されているような歴史を
省みない愚者を断罪する形で、過去における過ちを認知すべきである。"

2019/9/28 日本

"私は賛同します。" 2019/9/28 日本 大阪府

"表象文化論学会会長として「文化庁による「あいちトリエンナーレ2019」への補助金
不交付の撤回を求める会長声明」を公表しました。
https://www.repre.org/news/2019/09/28/"

2019/9/28 日本 Tokyo

"　文化浄化に等しい行為は無論緩和されないが、愛知トリエンナーレの運営者や、愛
知文化センターの人々の仕事にケチをつける形で、弾圧をすることも赦されない。文
化事業に携わっている人々は、芸術などでもって、社会などの物事を捉えようとして
いるのに、展示されていた作品のことをよく見ようとせず、頭ごなしに否定をし、彼
らのやっていることを否定するのは赦されない。　したがって、名古屋市市長河村た
かし氏共々 、荻田氏も断罪すべし。特に荻生田氏は、愛知トリエンナーレの運営者や
愛知文化センターの方々に謝罪をして、議員バッジを外して貰いたい。"

2019/9/28 日本

"検閲は憲法違反ですよ。" 2019/9/28 日本

"検閲に反対‼�" 2019/9/28 日本

"社会的影響を鑑みるとは、思想を縛ることではなく、そんな権限があるのは危険で
す。明らかな不祥事ではなく、何かに怯えた判断だとしか思えません。"

2019/9/28 日本 国分寺市

"栗原真史" 2019/9/28 日本
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"歴史や文化を尊重して、何事も共存できる社会的思考をより多くの人々が得られます
ように。"

2019/9/28 日本

"自由な国で生きたいっす。" 2019/9/28 日本

"金を払わんぞ！というのは、ただ補助金を出さないという意味だけでなく、決定権は
文化庁にある、議論は終わりだ、というメッセージが内包されている様に思う。僕
は、こうしたコミニュケーションを断絶する為の言動が好きではない。"

2019/9/28 日本

"署名の行き先がよくわからないけど、まずは意思表明として。でも署名なんて全然気
にしない相手なら、もっと直接的にイヤがることを、事件になることを考えなければ
いけないんじゃないかな。官邸に卵を投げるとかね。"

2019/9/28 日本

"いつの間にこんな事がまかり通るようになってしまったのか。そのうち何の自由もな
くなりそうです。"

2019/9/28 日本 Tokyo

"検閲かどうかはともかく、筋違い。文化庁は自分たちのチェック機能が働かなかった
落ち度がある。いったん交付し、トリエンナーレの手続きや書類に詐称など瑕疵があ
るなら裁判で取り返せばいい。"

2019/9/28 日本

"ICOM京都大会を成功させた日本で、その熱気がおさまりきらないうちからこんな事
を言い出す文化庁は大問題です。文化を守る楯になる、表現の自由を体を張って守る
のが、文化庁の役割かと。"

2019/9/28 日本

"ナチのユダヤ人迫害と同じ残虐な民族排外主義だ。" 2019/9/28 日本 兵庫県

"文化庁の方達は日本人を人間である事を忘れさせて国の為のロボットにするつもりな
のでしょうか？日本人に自由を日本人に人間らしさを！あらゆる文化を楽しみ分かち
合える、そんな社会を作って頂きたいと切に願います。"

2019/9/28 日本 Gifu

"テロリスト政府は国民弾圧・検閲を止めろ。" 2019/9/28 日本 Tokyo

"文化芸術だけにとどまらず、あまねく公共事業全てに関わる非常に大きく、かつ民主
主義の根幹を破壊する決定。断固反対します。"

2019/9/28 メキシコ Mexico

"今回の行政側の措置は思想統制の臭いを感じます。賛同させていただきます！" 2019/9/28 日本

"この動きにはみんなが声をあげるべき。文化が奪われる。未来のためにも私は署名し
ます！！"

2019/9/28 日本 滋賀

"悪しき前例を作らせたら、ろくなことにならないので、賛同します。" 2019/9/28 日本 Tokyo

"芸術の内容に国が口を出したら文化は終わり。そんな当たり前のことを要求しなけれ
ばならないこと自体が異常。国立大学の教員としても絶対に許せない。"

2019/9/28 日本 Shibuya-ku

"こんな事を許したら、日本にアートは存在しなくなる。美術だけじゃなく、そのうち
音楽や映像や舞台の世界も同じように死んで行くよ。"

2019/9/28 日本 Osaka

"芸術を破壊する安部政権は、まさにナチズムである。" 2019/9/28 日本

"武器を取れ！と怒る人もいるが、怒ったり不安になる必要はない。自由は常に私たち
の中にある。こういう時はサラッと冷静に「文化庁さんそれは間違ってますよ」と署
名する。"

2019/9/28 日本 Chiba

"どのような表現であろうとも表現の自由は守られるべきだと思います。" 2019/9/28 日本 Tokyo

"芸術に対する検閲なんてあってはならないこと。今回のようなことは、どう言い訳し
ても検閲と全く同じことだと思う。"

2019/9/28 日本
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"様々な表現ができる環境がなければ、表現同士での批評がなりたたなくなる。今回展
示が続けられなくなったのは、脅迫という暴力の為。文化庁に求められているのは、
そんな暴力に潰されないよう表現を支えることである。補助金を交付することは、日
本で様々な表現ができる環境を整えるためであり、その表現に対しての賛否があった
からといって補助金が増減されてしまっては、表現をする側が賛同しかされない表現
しかできなくなる。どのような表現でも否定的な反応がないなんてことは、あり得な
い。表現する人は、そこまで含んで表現している。表現されたものから、それに対す
る応答の表現がされる。そこも含めて支える文化庁でなければ存在価値がない。"

2019/9/28 日本

"文化庁は誰の顔色を伺って忖度したのか。そもそも文化庁に何も期待はしてないが、
権力に屈したかと失望した。"

2019/9/28 日本

"表現の自由が憲法で保障されている日本で本当にこんなことが行われていいのかと憤
りを感じています。国からの補助金は私たちの税金から支払われているはずです。"

2019/9/28 日本

"大臣が「申請のあった内容通りのものが実現できていない」という程度の理由で補助
金を撤回するならば、愛知トリエンナーレに対してだけでなく、数十億の税金投入が
事実上無駄になった政府の「クールジャパン」政策や、投資しても実現しなかった外
国向けの原発政策も同様に資金（税金）を回収すべきでしょう。そうでなければ、上
記の理由による補助金撤回は、少女像を展示し（ようとし）た愛知トリエンナーレへ
の当てつけとしか言いようがありません。"

2019/9/28 日本 Tokyo

"私もいただいたことがある各種の補助金。適正な審査後交付決定してから「やっぱ無
理」と言われることが、今後あるかもしれないということ。あなたにも起こる可能性
があるということ。こんなことがまかり通ってはならない。"

2019/9/28 日本

"文化を殺すな。" 2019/9/28 日本

"コレはないでしょう！" 2019/9/28 日本 Ena-shi

"展示の内容が理由ではないというポーズをとりながら、異なる立場に対する脅迫が効
くと国が正当性を与えてしまう事態だと思います。仮に、展示の実行が脅かされる事
態が事前に想定されていたとしても、なぜ脅された側が責任追及されるのか？ 許され
ない事態だと考えます。"

2019/9/28 日本

"「あいちトリエンナーレ2019」に対して、街宣車で妨害した右翼と、補助金不交付す
る文化庁とは、同根か？　憲法第２１条「…一切の表現の自由は、これを保障する」
を守れない文化庁は要らない！"

2019/9/28 日本

"茶色の朝にならないように、心から祈ります。" 2019/9/28 日本

"文化庁のこの決定は、あまりにも恣意的だ。『表現の不自由展・その後』が中止に
なった際、菅官房長官が「今後、精査して補助金を見直す」と言っていたが、それが
現実となったことからも、明らかに＂安倍政権の意向＂であろう。しかも、愛知県の
大村知事が「再開を目指す」と発表した翌日のタイミングであり、愛知県と日本の民
主主義に喧嘩を売っている。安倍政権は事実上の独裁政権である。このまま黙って許
しておく訳にはいかない！！"

2019/9/28 日本

"ひと言でくくれば、日本は「表現の不自由」な国ですと政府自らが行動で示している
ということです。これもひとつの憲法違反だと思いますが、憲法を守らない政府が、
憲法を改正する必要はないじゃないですか。どうせ守らないんでしょうし。何度もい
いますが、奴らの狙いは、憲法の縛りを緩めて、単に自分らの幅を利かせたいだけで
す。そのことを、我々はしっかりと肝に銘じておきましょう。"

2019/9/28 日本 高知県
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"このニュースを聞いた瞬間、心が凍りました。愛知県と大村県知事を心から応援しま
す。"

2019/9/28 日本

"しっかりとした調べもないまま補助金不交付は納得がいかないし、今後の芸術表現に
対して見えない縛りを作っているようにしか見えない。"

2019/9/28 日本

"酷い話" 2019/9/28 日本

"無駄遣いばかりしてないでこういう事にちゃんと補助金を出すべき！表現の自由を理
解してない恥ずかしい政府。"

2019/9/28 日本

"不都合な現実に向き合えない者は決して次に進めない。" 2019/9/28 日本 Tokyo

"文化は、自由だ！" 2019/9/28 日本 愛知県

"国家による検閲は民主主義を根底から覆す暴挙であり、断じて許せない。表現の自由
ために連帯を！"

2019/9/28 日本

"後出しが多すぎはこの国の行政機関何を審査していたのだろうか？" 2019/9/28 日本 Setagaya

"文化や教育研究に関して何らかの判断を下す立場にある人間は、文化や教育研究につ
いて最低限の知識・見識・良識を有していなければならない。萩生田文科大臣にこれ
ら最低限の資質が欠如していることは、その常軌を逸した判断から明らかである。こ
の狂った判断を即刻撤回し、文科大臣としての資質を欠く萩生田氏が辞任することを
強く求める。"

2019/9/28 日本 Kawasaki

"行われることを願って" 2019/9/28 日本 Tokyo

"表現者の1人として賛同します" 2019/9/28 日本 沖縄県

"これはどう考えても検閲でしょう。採択した事業について責任を持って支援し再開を
促すことこそが文化庁の役割ではないでしょうか。"

2019/9/28 日本 東京

"文化を皆で議論し育てる当たり前の姿勢を損なう態度は明らかにおかしい。" 2019/9/28 日本 Tokyo

"以前わいせつな表現があるという理由で表現の自由が制限されたマルキドサドの悪徳
の栄えを現在読めるようになっているように、たとえわいせつな表現があったり、犯
罪を正当化するような反社会性の強いものだとしても、表現の自由として認められて
いる。そのおかげで、今もわいせつ物頒布罪自体はあるものの、この本を私たちは自
由に読むことができる。これはサド裁判の時と比べ、表現の自由の制限が少なくなっ
たことを意味すると考えられる。しかし、この表現の自由が以前のサド裁判の時のよ
うにまたも奪われ、我々の人権が不当に制限されようとしている。表現の不自由展の
作品は、日本国憲法に書かれているように日本国民統合の象徴たる天皇陛下の写真を
燃やすという日本国民に対するヘイトスピーチとも言える内容ではあり、また、故"

2019/9/28 日本 Kyoto

"文化庁はテロ、脅迫、ヘイトの側につこうとしている。今回の事件は、シャルリーエ
ブド以来の表現の自由のメルクマールだ。日本が永遠に恥を晒すのかどうかが問われ
ている。"

2019/9/28 日本

"表現の自由、思想の自由をないがしろにされるなんて我慢ならない。そして、過去の
過ちとしっかりと対峙し、受け止め次の過ちが起きないよう責任を取らなければなら
ない。あらゆる意味で今回の決定には大反対です。許さない。"

2019/9/28 日本

"芸術と政治は如何なる理由があっても距離を持たなければならいない。作家ファース
トの立場に立たなければ、自由なる表現は生まれない。　また国や自治体はその表現
に対して如何なる理由があっても、それを妨げることをしてはならない。"

2019/9/28 日本 渋谷区

"出た！菅の脅迫行政、文科もびびる。税金はお前の金ではない。勝手に決めるな、税
金使用目途。「文化」の殺人者・菅。"

2019/9/28 日本



コメント 日付 国 居住地 （市区町村）

"検証委員会を設置してまっとうな対応をしているにもかかわらず補助金交付中止と
は、文化的な意図ではなく政治的な意図を強く感じます。"

2019/9/28 日本 Sagamihara

"戦前ファシズム国家の悪臭が強烈に漂い始めている。今、止めなければ手遅れに！
「表現の不自由展」は、まさにこの国の表現が不自由であることを実証した。放置す
れば、この動きは芸術表現だけでなく今後さらに広がっていく。二―メラー牧師の後
悔を繰り返してはならない。"

2019/9/28 日本

"賛同します。" 2019/9/28 日本 Tsu-shi

"賛同します" 2019/9/28 日本 Tokyo

"芸術を国が支配することは、民主国家として最も許されないことです！" 2019/9/28 日本 Tokyo

"音楽をやっている者です。このようなことが音楽にも起こり得る日も遠くないかもと
思うと恐ろしいです。海外在住ですが、こんなことがあるから日本に帰りたくない"

2019/9/28 フランス caen

"表現の自由。言論の自由。公的な税金の使い道を自分の自由にするのは、上の2つに
反しています。"

2019/9/28 日本

"まったくもって『検閲』であり『表現の自由』を妨害するものである。" 2019/9/28 日本

"多様な表現があって、それを認める社会であってほしいです。" 2019/9/28 日本 Nishimurayama-gun

"全く、どんどん日本に嫌な風が吹き始めてる" 2019/9/28 日本 東京都世田谷区

"国家のスタイルが、戦前回帰していると感じます。表現の自由を守る国家体制が大切
であります。この件については、国とあわせて自治体の首長にも問題がありますネ"

2019/9/28 日本

"次々に理不尽な事ばかりで悲しく、歯がゆいです。" 2019/9/28 日本

"賛同しました。" 2019/9/28 日本 東京

"きちんと説明をしない、質問に答えない今の安倍政権をいち早く変える必要があると
思います。"

2019/9/28 大韓民国 Seongnam

"文化活動への政府の恣意的な介入に抗議します。" 2019/9/28 日本

"文化庁独自でこの判断ができるわけがない。国民が気づかないうちにすべての省庁が
同じになっているのではないか。"

2019/9/28 日本

"いくら総理大臣をはじめ閣僚の文化·教養程度が低いからといって、それにあわせる必
要はないんですよ、文化庁さん。"

2019/9/28 日本

"お上の意向(権力者の個人的思想)により、表現の自由が恣意的に選別される。憲法を
破壊する違法行為です。"

2019/9/28 日本

"展示の内容が「気に入らない」から金を出さない、なんてことがまかり通るなら、日
本の文化は容易く「権力に殺される」存在になってしまうだろう。『表現の自由』を
守るために、こんなことは絶対に認められない‼�"

2019/9/28 日本

"歴史とは、正負双方の事実の記録であり、そこから学ぶことでより良い未来を選択出
来るのだと考えています。正負の歴史を正確に伝える国家であってこそ、その国民が
成長し、発展するのではないでしょうか。助成金、出すべきです。"

2019/9/28 日本 Kyoto

"≪政府・官邸の意に反する≫という形で，表現の自由を制限しようとするのは暗黒の世
界を見るようで怖い。"

2019/9/29 日本 Yokohama

"日本を誇れなくなりたくない！" 2019/9/29 日本 Nago

"表現の萎縮を狙うかのような補助金取り消し騒ぎには、少しでも反対の声をあげなく
ては自由にモノが言えない社会を迎え入れてしまうと思うのです。"

2019/9/29 日本 神奈川県
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"中止に追い込むような妨害をした側を罰するのが正常な社会では？政府側がこんな見
解を出すようでは脅迫した側に加担しているとしか思えないし、芸術祭など開催する
資格は無いのかもしれない。"

2019/9/29 日本 Tokyo

"表現自由は民主主義の根幹です。行政の介入は民主主義の死を意味します。絶対に許
されないことです。"

2019/9/29 日本

"今回の後出しじゃんけん的な不交付は、公への信頼を著しく毀損するものであり、表
現者や行政ひいては日本国民全体を萎縮させる誤った決定です。不信や萎縮から良い
未来は生まれません。撤回を求めます。"

2019/9/29 日本 杉並区

"芸術とは表現、表現の自由を迫害することは芸術を殺すこと。息がつまる思いです。" 2019/9/29 日本

"安倍、羽生田、OUT!" 2019/9/29 日本 Tokyo

"安倍さんのお友達の加計学園に巨額の税金がつぎ込まれる国家戦略特区指定に圧力を
加える一方、気に食わない表現は、決定済みの補助を召し上げる。こんな大臣に忖
度・」屈服して文化行政を捻じ曲げる。「非文化庁」「反文化庁」に看板をつけかえ
るつもりでしょうか！"

2019/9/29 日本

"文化庁は検閲を止めて文化を守れ！" 2019/9/29 日本

"賛同します" 2019/9/29 日本 Tokyo

"表現の自由を失った日本に将来はないです。ここで私たちが表現の自由から来る文化
の構築を維持しなければ、日本という国の尊厳、存在が世界から消えてしまいます。"

2019/9/29 インド

"文化庁は、日本国の文化を育成しようとしているのか、それともコントロールしよう
としているのか。経済的に価値ありと認めたものは支援し、国権の意志にそぐわない
ものは抑圧しようというのだろうか。このままでは、学問や芸術の何たるかも分から
ない人々によって、早晩、この国の文化は衰滅してしまうだろう。"

2019/9/29 日本

"国家による文化弾圧はあってはならない。民主的な文明国家として決して許されるこ
とではない。"

2019/9/29 日本 Amagasaki-shi

"signed this petition" 2019/9/29 大韓民国

"文化庁、つまらない日本にしないで下さい。" 2019/9/29 日本

"アートは快適な表現だけではない。誰かにとっての正義は他の人への攻撃になること
もある。それを文化庁が理解していない事が信じられない。"

2019/9/29 日本 Niigata

"賛同致します。" 2019/9/29 日本 Tokyo

"検閲反対。こんなことがまかり通る国に文化は育たない。" 2019/9/29 日本

"審査が通っておりた補助金が、脅迫被害を受けたことで展示が続けられなくなったこ
とにより、国が取り消すって変ですよ。理屈が通らない。"

2019/9/29 日本 東京都

"日本もここまで劣化したか。文化や芸術を検閲で決めるようになったらもう終わり。" 2019/9/29 日本 江東区

"愛知県トリエンナーレの補助金交付停止に頑固反対いたします‼�" 2019/9/29 日本 埼玉県

"特定の表現行為に対して、気にくわないから後から金をとりあげるというのは（また
はそのように見えるだけであったとしても）、表現行為の自由を大きく制限すること
になります。"

2019/9/29 日本

"不交付を決定するにはそれなりの根拠法令が必要です。文化庁が審査してますので、
審査に問題があるというのが根拠なら、被害者である愛知県から提訴されれば、加害
者である文化庁は負けますよ。"

2019/9/29 日本

"許せない行為！日本を殺すな" 2019/9/29 日本 Shibuya-ku
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"憲法と表現の自由を守りましょう。" 2019/9/29 日本 静岡県

"多様な考えが共存できる社会を望みます。" 2019/9/29 日本 Itoman

"事実上の国家検閲です。また、被害を受けた側になぜ罰が課されるのですか。加害者
を守るのが文化庁ですか？表現の萎縮を続けてこの国はどこへ向かうのですか？"

2019/9/29 日本 Kamakura-shi

"表現の自由を守りたい。" 2019/9/29 日本

"自分を表現しよう！" 2019/9/29 日本

"賛同します。" 2019/9/29 日本

"言語道断。" 2019/9/29 日本

"テロリストや市長の行為言動に抗議すべき文化庁が被害者である主催者を非難。美し
くない。"

2019/9/29 日本

"国家による検閲を許さず表現の自由を守るために強く賛同します。" 2019/9/29 日本

"憲法で禁じられている検閲に他ならないこの処分の、即刻撤回と謝罪を求めます。" 2019/9/29 日本 Nakano-ku

"表現や芸術に対して、正しい解釈が世に浸透することを望みます。" 2019/9/29 日本

"文化が大切にされる世界は、平和です。文化を蔑ろにするとき、戦が忍び寄ってきま
す。私は、個人の自由な表現の認められる平和な世界を希求します。"

2019/9/29 日本

"文化庁が一度決めた金を出さない、中身を後出しで検閲するとか、民主国家のやる事
ではありません。それに今回は「脅迫して来た連中を非難する 」のではなく「脅迫さ
れた側を非難する」というあり得ない論理が展開されてます。国が文化を管理しよう
としてる、これはとんでもない危機です。おおいに反対します"

2019/9/29 日本

"文化の検閲に大反対！" 2019/9/29 日本 中野区

"「表現の自由」は、国家権力から「表現」をまもるということ。表現の自由があるか
らこそ、人々の考えが熟す。"

2019/9/29 日本

"文化や芸術とは何なのかということを全く理解していないと言わざるを得ない振る舞
い。この判断をしたのは文化庁なのか大臣なのか、政府なのか。少しでもおかしいと
思うことは見過ごさずに行動を起こしていくことでしか、生きやすい社会を作る方法
はない。"

2019/9/29 日本 東京都

"外国からみると日本はすでに孤立しています。正気の沙汰ではないことが世界にしれ
わたっています。歴史に残る愚かなことです。"

2019/9/29 大韓民国 Seoul

"表現の不自由展の内容やその偏り具合には賛同できない。しかし、これはまた別問題
で、全額撤回は不適切。"

2019/9/29 日本 宮城

"分け隔てなく公平に、文化を守る立場であることの再認識を！" 2019/9/29 日本

"もうほんとにこの国いやだ。文化政策のクールジャパンてのは，冷酷な日本ってこと
かよ！"

2019/9/29 日本

"文化を守り、発展させるべき文化庁が、展示会の企画・発案などの方向を狭めたり、
萎縮させるような決定をしたことは大きな間違い。不交付の撤回を求めます。糾弾さ
れるべきは、この状況を作り出した脅迫者達です。"

2019/9/29 日本

"日本を戦前に戻そうという勢力に断固対抗しよう！" 2019/9/29 日本

"表現の自由は守られるべき権利です" 2019/9/29 日本 大阪

"過去の歴史に向き合わず、人種・女性差別を否定することを許しません。過去に向き
合い、問題を解決させることが社会を成熟させ、自由や文化を作り上げます。"

2019/9/29 日本

"文科相を罷免しましょう。" 2019/9/29 日本 Fukuoka
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"2008年の李纓監督作品「靖国」への日本芸術文化振興会の助成金不交付問題が、今回
再燃した形だ。その時ですら不交付問題は不問になったことを顧みれば、今回はあき
らかに「見せしめ」としての不交付決定としか見えない。日経8/31付文化面「社会の
分断映す芸術祭　あいちトリエンナーレ2019」にもあるように「言論の不自由展・そ
の後」は「あいちトリエンナーレ2019」の企画の一つでしかない。しかも、津田大介
の一連のTwiteから説明があったように、津田サイドから「言論の不自由展実行委員
会」に参加の呼び掛けがあったこと、参加費用は「言論の不自由展実行委員会」側で
持ち、公的費用として掛かる可能性があるのは施設貸借の費用程度しか考えられな
い。そこまで、不交付の流れにエスカレートする社会なら、日本社会は存在する価値
もないク"

2019/9/29 日本 白井市

"表現の内容によって交付金を撤回するのは表現の自由に反する。内容を把握できてい
なかったのならそれはお役所の確認不十分でただの怠慢。日本をまともな国に戻した
い。"

2019/9/29 日本

"(賛同コメントを書き直しました)2008年の李纓監督作品「靖国」への日本芸術文化振
興会の助成金不交付問題が、今回再燃した形だ。その時ですら不交付問題は不問に
なったことを顧みれば、今回はあきらかに「見せしめ」としての不交付決定としか見
えない。日経8/31付文化面「社会の分断映す芸術祭　あいちトリエンナーレ2019」に
もあるように「言論の不自由展・その後」は「あいちトリエンナーレ2019」の企画の
一つでしかない。しかも、津田大介の一連のTwiteから説明があったように、津田サイ
ドから「言論の不自由展実行委員会」に参加の呼び掛けがあったこと、参加費用は
「言論の不自由展実行委員会」側で持ち、公的費用として掛かる可能性があるのは施
設貸借の費用程度しか考えられないことをみれば、不交付の決定があまりにも重くそ
ぐわない"

2019/9/29 日本 白井市

"日本に住んでいることが哀しくなります" 2019/9/29 日本 中央区

"I don't want to despair in my country." 2019/9/29 日本 Tokyo

"表現の規制は恐ろしいことです。必要なのはよりオープンなディスカッション。この
ことについて多くの人が表現について改めて考える機会となることを望みます。"

2019/9/29 日本

"日本は民主主義の国ではないと世界に発信するつもりでしょうか。信じがたい行為で
す。"

2019/9/29 日本 Hamamatsu-shi

"内容によって後から補助金を取り消されたら事業を起こす側はどうしていいのか…脅
迫によって事業を妨害された側にさらにペナルティを課すような行為はやめてほしい
です"

2019/9/29 日本 Tokyo

"自分の国がこのような補助金交付中止を決めてしまうなんて，恥ずかしい。" 2019/9/29 日本

"旧ソ連の社会主義リアリズム、ジダーノフ批判、ナチスによる退廃芸術指定と同じ運
用になりかねません。"

2019/9/29 日本

"芸術を自由に表現し、世に問うことを躊躇させるような国の方針を、正しいとは思え
ません。"

2019/9/29 日本

"平和と調和を愛する国に生まれたのだと誇りを持ってきたが、日本はやはり 70年前と
変わらず、個々の怠慢のうちに政府に社会を支配させ、自らの精神を黙殺し、戦争に
突き進むような国なのだと言う悲哀の方が今は大きい。もう一度、戦後日本が手にし
かけていた、多様性の受容力を取り戻したい。署名します。"

2019/9/29 日本 南区相模台

"中森圭子" 2019/9/29 日本 Yokohama

"心地よい物も心地よくない物も見る権利" 2019/9/29 日本



コメント 日付 国 居住地 （市区町村）

"文化庁が憲法を無視し、表現の自由を侵害することは許されない。許さない！" 2019/9/29 日本 Nara

"表現の自由は守られるべき！" 2019/9/30 アメリカ Queens

"文化庁が非難すべきは、脅迫によって展示会を中止に追い込んだ側でしょう。国家が
テロリストに同調するなど、あってはならないこと。"

2019/9/30 日本 Suginami-ku

"安倍晋三・安倍政権は危険です。このままでは、私たちのの自由が奪われます。安倍
晋三・安倍政権を倒すために、みんなで協力して安倍政権を倒しましょう！！"

2019/9/30 日本

"脅迫によって表現の自由を奪うことを国が承認することになる。絶対に行ってはなら
ないこと。"

2019/9/30 日本 Tokyo

"本当に何を考えているのだろう。日本は自由の国のはずでは？" 2019/9/30 日本

"文化の発展や芸術や教育にこそお金を使って欲しいです。" 2019/9/30 日本

"賛同します！" 2019/9/30 日本 Chiba-shi

"文化を絶やすことは、大きな意味で人々の終わりを意味する。考えることをやめては
いけない。考えることをやめさせられてはいけない。わたしたちは声を上げることを
やめない。"

2019/9/30 日本

"このままじゃ、本当に日本終わるよ。" 2019/9/30 日本 Funabashi-shi

"このような恣意的な理由付けで検閲を事実上行う狡猾さに怒りを覚えます。" 2019/9/30 日本 Nagoya-shi

"補助金交付中止の判断が、自らもが表現者である宮田亮平長官が認めたと考えると、
とても悲しいです。"

2019/9/30 日本

"理由は何であれ、事業開始後に補助金を引き上げるのは、事業内容への深い介入、検
閲と言えるのではないでしょうか。芸術作品は、ときに鋭く社会の矛盾を突くもので
あり、それに対しこのような対応を行うのも、遠回しに内容に干渉するものだと思い
ます。議論や批判は国民の間で行うべきものと思います。"

2019/9/30 日本 石川県

"アートは考えるきっかけとなる。政府は国民に考えてほしくないのだろう。" 2019/9/30 日本 Tokoname

"全く同感です。安倍自公政権、自民党、公明党という極右集団に、この国は乗っ取ら
れていると思います。
https://www.youtube.com/watch?v=h9x2n5CKhn8&feature=youtu.be「国民主
権、基本的人権、平和主義、これをなくさなければ本当の自主憲法ではないんです
よ」創生「日本」安倍晋三会長 東京研修会
https://www.youtube.com/watch?v=VoSlvgCsbsM&feature=youtu.be稲田議員「国
民の生活が大事なんて政治はですね、私は間違ってると思います」
https://matome.naver.jp/odai/2144299876931181001ネトウヨが自民党工作員だっ
た事実が判明しました。アルバイトを大量動員してネットの対策をとっているという
事がNHKなどで報道されました。自民党に批判的な書き込みをすると、反論・攻撃を
行ったり、削除要請をするそうです【自民党のネトウヨ代理機関】NTTコム オンライ
ン・マーケティング・ソリューシ"

2019/9/30 日本

"賛同します。" 2019/9/30 日本 Kawaguchi

"政府は税金を文化・芸術の発展のために、まず、自由な雰囲気で展示できることをサ
ポートすべきで、抗議があった責任を主催者におしつけるなど、もってのほか‼�"

2019/9/30 日本 兵庫県宝塚市

"こんなことが母国で起こるなんて想像もしていなかった。明確に反対します。" 2019/9/30 日本

"文科相は補助金を止めるのではなく再開のための警備費を増額して出すべきだ。" 2019/9/30 日本 Setagaya-ku

"補助取りやめの意味がわかりません。" 2019/9/30 日本 小平市



コメント 日付 国 居住地 （市区町村）

"文化庁、お前の仕事は何だ？文化の破壊か？恥を知れ、権力の犬ども" 2019/9/30 日本 Shinjuku-ku

"検閲を許さない" 2019/9/30 日本 Osaka

"助成金の交付は芸術の自由な表現のためにある。テーマによってその自由が侵害され
たら国の都合のいい方向に芸術活動が狭められるに決まってる。ただでさえ、芸術家
に対して理解の少ない、窮屈な社会と感じるのに、さらに一部の偏った思想を持つ人
たちの意見を政府が支持して、追従していく流れは理不尽の極みだ。助成金は税金
だ。公平さを欠いた判断には断固反対の立場をとります。"

2019/9/30 日本 Tokyo

"不自由展、再開予定ということです。脅迫とかも再開しそうですが、安全対策はしっ
かりやって、他の自主中止した作家の作品も再開となればうれしいです。"

2019/9/30 日本

"検閲ではないというのは屁理屈。こんなの立派な検閲です。一度通した審査を後から
覆すなど、そもそもの審査をきちんとしてないと言っているようなものです。"

2019/9/30 日本

"これは国家検閲に他ならない。萩生田大臣はここぞとばかり権力を振りかざした。こ
れを許してはならない。国会でも抗議の声を！！"

2019/9/30 日本

"芸術文化への弾圧は、やがて、さらなる人種差別や、宗教弾圧、そして、日常生活へ
の政治の露骨な介入へと進みます。ここで食い止めなければならないと考えます。"

2019/9/30 日本 Fukuoka

"賛同いたします！" 2019/9/30 日本

"文化庁の言い分めちゃくちゃです。こんな暴挙許されない！" 2019/9/30 日本 Saitama

"助成金不交付というのは表現を萎縮させることに繋がることは容易に考えられます。
表現は多様である必要があると、賛同しない芸術とも共存すべきだと私は考えます。"

2019/9/30 日本 Tokyo

"愛知県トリエンナーレの補助金交付停止に頑固反対! 検閲を許さない！日本を文化や
アートの砂漠にしないでください。"

2019/9/30
インドネ
シア

"日本が芸術や文化の自由と多様性を認められる成熟した国であることを信じて賛同し
ます。"

2019/9/30 日本

"補助金なんかいらねぇって言ってやって欲しいところですが、補助金交付中止っての
は許せない！"

2019/9/30 日本 品川区

"税金でやってる役所のくせに憲法無視するな。" 2019/9/30 日本

"当然のことだと思います。" 2019/9/30 日本 Tokyo

"表現の自由を尊重して下さい。" 2019/9/30 日本

"トリエンナーレ全体の補助金を止めるって、表現の不自由展の問題とトリエンナーレ
全体の問題とを文化庁は混同しているのでは。"

2019/9/30
シンガ
ポール

"こっちの、交付金が出せないというならばモリカケ問題はまた再燃するでしょう。私
利私欲には国のお金を使って、国民の知る権利や芸術にはお金を出さないだなんてあ
りえませんから。だれの金を税金として集めているのか？と。一言、舐めるなと言い
たい。"

2019/9/30 日本 niihama

"表現の自由を守ることは多様性を守ること！何かしらの表現を潰すなら、それは多様
性の否定でしかない。"

2019/9/30 日本 兵庫県川西市

"文化を育成していくのが文化庁の役割。" 2019/9/30 日本 Tokyo

"文化庁は表向きは認めていないが、補助金交付をやめる真の理由は、展示の内容にあ
ると考えています。そのうえ、表向きの理由も、これでは脅迫という犯罪に、文化庁
が加担することになります。どちらにしても不当です。"

2019/9/30 日本 Tokyo

"日本人が築いてきた日本人としての文化の心を守らなければ！" 2019/9/30 日本 兵庫県
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"例外はありますけど政治的に正しくない表現が好きなので変な前例が出来ると困りま
す"

2019/9/30 日本

"本当に大変な事になりました。" 2019/9/30 日本 Hiratsuka

"自由民主党を乗っ取った政権の自由、民主に対する挑戦だ。自由民主党の先人たちも
怒るはず。"

2019/9/30 日本

"文化に対する規制はやめてもらいたい。" 2019/9/30
シンガ
ポール

Singapore

"強く賛同します。" 2019/9/30 日本

"違憲内閣消えて無くなれ" 2019/9/30 日本

"違憲内閣は消えて無くなって欲しいという表現の自由。ヘイトではなく切望。" 2019/9/30 日本

"不自由非民主な違憲内閣は消えて無くなって欲しい。" 2019/9/30 日本

"早く政権交代をしてください。文化に対する規制は反対です。" 2019/9/30 日本 神奈川

"賛同します。少女像は、韓国の半日プロパガンダだと考えている方もいらっしゃるよ
うですが、戦争で傷つけられた世界中の人々の悲しみを背負った芸術作品です。「表
現の不自由展」の扉が再度開くのであれば、どうか、警察や県が、全力を尽くして守
り抜いてほしい。守る相手を間違えないでほしい。"

2019/9/30 日本

"今回は文化芸術がターゲットですが、その壁を破られれば、次は別の民間の大切な活
動の補助金が政府の恣意的な判断で切られるかもしれません。この壁を破られてはな
りません。"

2019/9/30 日本

"表現の自由は憲法で守られているはずです。" 2019/9/30 日本 那覇市

"この手の助成金って、コンテンツや表現で国内外を蹂躙する為の先行投資じゃないん
ですか？それをお上に弓引かれた（面倒事が起きた）程度で取り下げるとか、噴飯モ
ノとしか言い様がありません。"

2019/9/30 日本 Tokyo

"これは国家による検閲以外の何物でもありません。この国はどこへ向かうのか、どん
どん息苦しくなっている。"

2019/9/30 日本

"この処置は恥ずべきことです。即、撤回してください。" 2019/9/30 日本 Sakura-shi

"表現の自由は権力を持たない者が権力に対抗するために持つ対抗力と思います。まさ
に今、権力によって表現の不自由な状態に置かれつつあり、対抗力を奪われつつあり
ます。補助金撤回に強く反対します。"

2019/9/30 日本 蓮田市

"民主主義国家は多様な表現の自由を守らなくてはならない。それが民主主義を守るこ
とだから。"

2019/9/30 日本

"加計学園疑惑の男がいけしゃあしゃあと権力を濫用している。政治腐敗もここまで来
たか。"

2019/9/30 日本

"芸術は自由。" 2019/9/30 日本 名古屋市

"補助金を出さない理由が、理由になっていません。 そういう政策こそ非生産的だと思
います"

2019/9/30 日本 Osaka

"芸術に政治的メッセージが含まれてても全く問題ない。そういった芸術が未来の文化
を生む事だってある。文化庁が口出すな"

2019/9/30 日本 埼玉県

"こんな理屈で交付を中止できると本気で考えているとしたら、文化庁の中で日本語は
すでに死んでいると思います。論理をつかさどる言語をバカにしないでください。"

2019/10/1 日本 Higashiyamato

"間違いなく国家による検問審議側がそこに気づいていないならそこが最も問題だと思
う。"

2019/10/1 日本 Shibuya-ku
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"後世の議論のためにも、歴史を踏みにじってはならない！今と未来を生きてるボク
や、すべての人が語れるために！この歴史にボクやあなたはどう思うか、伝え合うた
め！"

2019/10/1 日本 神奈川

"文化、芸術、ここが崩壊した日本は本当にお終いです。" 2019/10/1 日本 Tokyo

"文化庁はあくまで文化・芸術の振興を目指すべき。政治の意向を優先した決定は許せ
ない。"

2019/10/1 日本

"公人はあの安倍総理や麻生のように後期高齢者ばかりで日本のこれからなんてどうで
もいいんだ。"

2019/10/1 日本 Tokyo

"補助金を「政権のいいなりになるご褒美」にするな。" 2019/10/1 日本

"賛同します！" 2019/10/1 日本

"賛同します。" 2019/10/1 日本

"そもそも芸術や文化とはなんなのか、そして、みんながお金を出しあって、芸術や文
化を守ることは、人の営みを見直し、よりよく暮らせる社会の土壌を守ることだと思
う。"

2019/10/1 日本 Nakano-ku

"この様な検閲がまかり通れば、この国の表現の自由は失われてしまいます。強く抵抗
して行かなければ、現政権に都合のいい表現と主張しか許されなくなる。まさに今、
もうその状況であると、認知されてほしい。"

2019/10/1 日本 Tokyo

"　今回のような恣意的な対応で自由な芸術活動が威圧されれば文化は滅びるしかあり
ません。"

2019/10/1 日本 Yokohama

"ここで引き下がってはいけません" 2019/10/1 日本

"一度出すといったものは最後まで出すべき。" 2019/10/1 アメリカ San Francisco

"文化を文化とも思わない人達に何がわかる！" 2019/10/1 日本 Date

"文化庁は文化を殺すな" 2019/10/1 日本

"すべての表現は自由であるべき。そして批判も自由であるべき。" 2019/10/1 日本

"文化の虐殺を指を咥えて眺めない！" 2019/10/1 日本 Kita-ku

"文化庁、さらには国や自治体は、芸術等の文化に助成するときに内容に立ち入っては
いけません。今回の補助金不交付は、事実上の検閲です。電凸や脅迫を行った側に加
担するもので絶対に許されません。"

2019/10/1 日本

"何も言えなくなっていく社会を私は望んでいません。" 2019/10/1 日本 Tokyo

"交付金が支給されなくなるなるのは、芸術によって、政府に不都合な事実を国民に気
づかせないようにする狙いもあるのだと思います。芸術を守ることは民主主義を守る
ことに繋がります。声を上げていきましょう"

2019/10/1 日本 Tokyo

"芸術とは見慣れぬもの。心をみだすもの。我が身を揺るがすもの。耐え難いもの。わ
が意に反するからといって、遠ざけてはならない。"

2019/10/1 日本 Kawasaki

"文化庁もそうだけど、文部科学行政のトップがろくでもない思想の持ち主だから、文
化を殺すことは朝飯前なんだろうな。だからこそ、声をあげ続けなければならないは
ずだ。ちなみに、河村たかし等も根は同じ。歴史を捏造する輩に検閲する資格はない
のだ！"

2019/10/1 日本 Asahikawa

"No censorship on art projects!" 2019/10/1
イスラエ
ル

Tel Aviv
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"何が人を救うのか分からない。どんな芸術が人を救うのかは、分からないし、１つで
はない。だから私はタルコフスキーの作品に救われることもあれば、『ユニバーサ
ル・ソルジャー』に救われたりもする。私が作品を作っても、それが意図した人に届
かない場合はある。けれど、私の知らないところで私の作品が人を救うこともあるか
もしれない。こういう在り方が芸術の本質だったんじゃないか。表現の不自由展が正
しいか、正しくないか、は別の議論だ。作品が誰かを救う可能性を、国は、文化庁
は、奪っちゃいけないんじゃないの？あなた達が守っているものは何？"

2019/10/1 日本 Tokyo

"自由とは表現する側にも観る側にも選択肢があるということ。その自由を文化庁は保
証し、豊かでのびのびとした文化が育まれる土壌を支え続けてください。"

2019/10/1 日本 Urayasu

"賛同します。審議過程も公表するべきでしょう。" 2019/10/1 日本 Setagaya-ku

"なんか賛同を無理やりワンクリック詐欺のような形で押してしまったので、なんです
が、基本補助金交付撤回は、理由を説明すべきかと。一応他のもあったので、これ書
きました。『慰安婦像は日本に対する憎しみを助長させる像であって、実際アメリカ
でも慰安婦建立の際、韓国系アメリカ人たちは、日本許すまじ、日本謝罪せよの連呼
ばかりで、実に政治的色の強いのもので全然世界的な女子への虐待抑止のためのもの
ではありません。これを除けばこの展覧会の展示の中止はおかしく、文化庁もきちん
と慰安婦像のみが問題であるというべきであって、それ以外は世間風刺として立派に
芸術の範囲であるとものと思われます。』で、慰安婦像を除くよう文化庁は動くべき
だったのであって、その条件でこれに賛成します。残念ながら日韓関係であれは今"

2019/10/1 日本

"展示が政治的であってはけない？？？政権の思想、歴史修正主義に反する展示は許さ
ないってこよですよね？それこそ言論、表現の自由の侵害、検閲で、憲法違反です
が？"

2019/10/1 日本

"文化庁が文化を抹殺しようとしていることに憤りを感じます。" 2019/10/1 日本

"慰安婦像は戦争を反省して戦争を忘れない為のものです。" 2019/10/2 日本

"この国は安倍自公政権、自民党、公明党という極右国家主義集団に牛耳られ、憲法も
自分達に都合の良いように解釈（国家主義憲法に改憲すること目論んでいる）し、言
論、表現の自由を侵害し続けています。安倍総理や自民党議員の街頭応援演説での国
民の肉声ヤジやプラカード持参だけで、警察官数人が囲み拘束して排除するなどが各
地で起こっています。独裁国家そのものです。野党の街頭演説では右翼が拡声器を
使ってヤジっても警察（国家主義洗脳教育が実施されている）は一切なにもしませ
ん。森友加計問題、スパコン補助金不正問題などなど権力私物化、濫用が続き、虚偽
答弁が繰り返され、公文書隠蔽、改竄、廃棄が行われましたが、（今では公文書自体
を作成しないようです。）誰一人罪に問われていません。この国の民主主義は壊され
続"

2019/10/2 日本

"全ての表現に自由を" 2019/10/2 ドイツ Berlin

"韓国・中国問題だと、日本は態度が大きくなって反発するのは、どうかと思う。アメ
リカ・ロシアの要求には、税金ばら撒いて無駄遣いする癖に。　男尊女卑の日本は白
人コンプレックスが酷くなり、影響が女子の髪型まで「外国人（白人）風」となるの
かも？"

2019/10/2 日本

"賛同します。沢山の方にこのキャンペーンの趣旨をよく読んで欲しいです。" 2019/10/2 日本 ichikawa-shi

"表現の自由を守るべきは権力者です。圧力によって不自由を生むことがないように、
私たちの表現の自由を侵害しないでほしい。"

2019/10/2 日本 Ichikawa-shi
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"政府の意向がみんなの意向だと思われるのはもう嫌です。自分は国民がする政治の手
段だと自覚してください。"

2019/10/2 日本 Osaka

"権力が芸術に口を出すなんて、民主主義に反している。恥ずかしいことだ。" 2019/10/2 日本

"文化庁は不交付を決定した審査の議事録の存在は無いと回答したそうですが、国民を
蔑ろにしていると感じました。納得出来ません。"

2019/10/2 日本

"河村たかし名古屋市長は、2012年姉妹都市の南京市の訪問団と会談した後の記者会見
で「一般市民の虐殺行為はなかった。」と公然と述べ、これを支持する意見広告の賛
同人に安倍晋三総理大臣が名を連ねている。およそ歴史や学問・文化と無縁なこうい
うデマゴーグたちの圧力に屈するのか！恥を知れ！と言いたい。　"

2019/10/2 日本 Kobe-shi

"知事が片方に加担した過去から不備を理由にした撤回、中立公正さを考慮した支給許
可撤回にも正当性が産まれてしまったにすぎず在韓米軍に反対し轢死した少女の像と
事実を示せば交付されていたはずだった。どうして真実を隠し意識をそらす報道しか
ないのだろう。糾弾されるべきも行政側は大村知事ただひとりだ。"

2019/10/2 日本 Toyota

"文化を殺す文化庁はいらない。あいちトリエンナーレに決定通りに補助金を。首相主
催の芸能人大集合の会こそ税金使わず自費で。"

2019/10/2 日本

"日本は国民主権であり民主主義国ですが？民主主義国で国民に言論、表現の自由が保
障されているのは、主権者である国民が政府の問題点を指摘、批判、反対することが
保障されていないと民主主義を守ることが出来ないからです。政府、国会議員、官僚
等、公権力を行使する人間には検閲禁止、言論、表現を良い、悪い等、一切判断する
ことは許されていないということですが？"

2019/10/2 日本

"国の方は、手続きがどうの…と言っていますが、官邸が気に入らない表現をつぶそう
としているのは明らかで、こんな露骨な表現の自由に対する介入が許されていいはず
はありません。"

2019/10/2 日本 神奈川県

"子どものための文化芸術鑑賞活動に関わり、公的基金など申請してきた経験からも、
この問題を切実に感じます。呼びかけに深く共感します。たとえば、戦争の残酷さを
ひとりひとりが想像するような劇を行った時に、「これは公共のお金を出すべきでな
い」とストップがかかるようなこと。自分たちのお金で「自由」にやればよいという
主張は、芸術と市民をつなぐ公共性の意味を否定しています。どんな上手な理由をつ
けようが、国は市民が文化芸術をあじわう自由を邪魔しないで欲しい。国策に反する
表現がことごとく潰されてきた時代は絶対にごめんです。"

2019/10/2 日本 Tamano-shi

"保守層は自分たちが軽蔑しているはずの中国やロシア、南北朝鮮と同じレベルに落ち
ていることに気づかないのだろうか？"

2019/10/2 日本 Tokyo

"理由にならない理由は、難癖というしかない。文化庁は、これまで地道に文化を守っ
てきた先輩たちに恥ずかしくないのか。"

2019/10/2 日本

"芸術を通して思想統制する積りかよ。行き着くところは失敗国家だぞ。" 2019/10/2 日本

"自由を「統制」するとはどういう意味か" 2019/10/2 日本 Nara-ken
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"これまでの「平和の少女像」に対する日本政府の振舞いを踏まえて今回の脅迫と以後
の補助金不交付決定を見渡すと、表向きの理由はどうあれ「平和の少女像」が「軍に
よる性的搾取の制度化としかならなかった旧日本軍の戦時性暴力対策の欠陥」を思い
起こさせることを逆恨みし、腹いせに理由をつけて補助金を差し止めたように見えま
す。そうした行為がまかり通ると思われてしまえば、日本の文化と言論に、そして国
際社会においての名誉に及ぼす悪影響は計り知れません。自国の負の歴史に真摯に向
き合う姿勢を示すため、そして文化と表現の自由を守るために、補助金不交付の撤回
を求めます。"

2019/10/2 日本 Sakai

"「(あいちトリエンナーレは)気に入らないから、気に入らないんだよ。だから金は(ア
ンタに)やらないんだよ。」とワガママ幼児が税金をオモチャに使っているとしか思え
ない言動。情けない。"

2019/10/2 日本 Koto Ku

"これは国家の危機。" 2019/10/2 日本 Tokyo

"為政者の好みの「文化」しか支援できないのであれば、それは文化ではなくだたの政
府広報。何のためにこの省庁が存在しているのか、もう少し文化庁の官僚はよく考え
て欲しい。審査委員会での論議もなく、審査委員の意見も無視し、自分たち官僚が為
政者に褒められたい為に権力を振り回すのであれば、独裁庁と名前を改めて欲しい。"

2019/10/2 日本

"芸術・文化の自由が保障される国でありますように。" 2019/10/2 日本 Kyoto

"芸術祭への補助金不交付決定など絶対にあってはならない。アベ政権の根本から変え
なければならない。表現、思想、信条の自由を守る声をあげよう。"

2019/10/2 日本 Tokyo

"賛同します　前例にしてはなりません" 2019/10/2 日本 武蔵野市

"すいません、>慰安婦像は戦争を反省して戦争を忘れない為のものです。 は？韓国人
たちはそんなこといってないですよ。日本軍の過去の蛮行を許さない、日本謝罪しろ
の象徴ですよ。あなたたち左はいい加減、国際的な記事でも読まれた方がいい。> 政
権の思想、歴史修正主義に反する展示は許さないってこよですよね？それこそ言論、
表現の自由の侵害、検閲で、憲法違反ですが？は？あのすいません、今韓国とどうい
う状態だか理解してるんですか？表現の自由ですが、残念ながら公序良俗に反しない
限りという限定が付いてます。公序の範囲においてこの慰安婦像の展示は右からの攻
撃だけならまだしも、韓国から著しい政治的利用という公序に反するものであって憲
法違反でないです。あなた憲法一旦全文お読みになったらいかがですか？憲法は国民"

2019/10/3 日本

"安倍政権を象徴する悪政。みんなで声を上げよう！" 2019/10/3 日本

"結局役人は何もわかっていないサラリーマンであるから話にならない。相当な意識や
価値観の差があることは何百年も前から明白である。ものを作るには、それなりに時
間とお金が必要だし昨今では仕入れ先が店を閉じるなど材料だって手に入りにくく
なっているんだぞ！そういう専門材料店への援助が必要なことを一度だって想像すら
したことないくせに、無駄にアートは素晴らしいだなんだ軽々しくいって楽しいんだ
からお金じゃないよね的な空気やめろ。"

2019/10/3 日本 岩手県盛岡市

"表現の自由は右左政治信条にかかわらず全ての人に利すると同時に誰をも傷つけうる
もの。今後も誰かを傷つけ気分を害す表現は生まれる。けれどその度に「一人の不愉
快な者のために歴史のなかでようやく手にした表現の自由という神聖なペンを折って
いいのか?」と問うべき。私は次の世代にも自由に表現する権利を手渡したい"

2019/10/3 日本 Tokyo

"大村知事頑張って！" 2019/10/3 日本 大阪府

"賛同します!" 2019/10/3 日本
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"差別主義者　名古屋の河村市長を辞めさせよう!そして萩生田も弾劾だ!" 2019/10/3 日本 Tokyo

"撤回するのにも、手順があるはず。非公開、かつ当事者達にヒアリングも実施せず、
撤回を決めた判断には、反対する。検閲への道を開く行為。許してはいけない！"

2019/10/3 日本 Tokyo

"「表現の自由」を侵害する行為は、断じて許せません。" 2019/10/3 日本 Fukuoka-shi

"愛知県民としても、日本人としても絶対に許せない！断固反対" 2019/10/3 日本 Obu

"昨日の新聞で、鳥取大学の野田邦弘教授が有識者委員を辞意とあり、やはり文化庁の
暴挙は酷いと改めて思いました。全く委員の方達を冒涜しています。日本の民主主義
を文化の面でも殺している実例が多すぎます。本当に、何をするか分からない今の政
治の中枢の人たちから目が離せません。安心して、憲法に保障されたことくらいは、
日常的にやって欲しいです。"

2019/10/4 日本 Kitanagoya

"曇りのない目で世の中を見たいという願いがあります。" 2019/10/4 日本

"賛同します。" 2019/10/4 日本

"　　日本が、　Ｇ８　から　転げ落ちる　まで、　　あと、何秒?" 2019/10/4 日本

"賛同します。" 2019/10/4 日本

"余計なことしないで下さい。ニッポンの文化庁は文化を貶めるんですか。" 2019/10/4 日本 東京

"トリエンナーレ全体だと、80組以上の作家の作品が出ていて会場も数か所に分かれて
いて、演劇だの音楽も多数あります。少女像を含む20作品が展示された「不自由展」
には、420万円の予算が組まれていたとのことで、全額、寄付金で賄うとのことです。
それなのに、文化庁がトリエンナーレ全体に支払う予定の助成金を全額取り消してし
まうのは、その他の企画展までもないがしろにしてしまうことになるので、出品作家
たちが気の毒です。海外への信用も無くすでしょう。"

2019/10/5 日本

"表現の自由を「国家の都合」で妨げてはならない。" 2019/10/5 日本

"文部省が文化庁を管轄する制度にびっくりです。人間・自然の尊厳遵守の心を持たな
いお役人が文化を司る業務は相応しくありません。日本文化度の衰退が危惧されるこ
の頃、原因はそこにあったのですね。日本文化を守る為に、美術館・図書館・博物館
等の館長から推薦・選挙で、文化庁長官を決めるシステムに変更してください。安倍
政権の文部大臣は真実・正義を愛する人柄でないので、平気で、補助金交付中止とい
うとんでもない行動に出るのでしょう。世界にまた恥多きスタンスで日本を愛する国
民として居たたまりません。強く撤回を求めます。"

2019/10/5 日本 北海道

"展示内容への賛否と、展示の場・文化をなくすことは別の話だと思います。展示の場
を奪うことは表現の自由を奪うことと同義です。もちろんアーティストの主観が入っ
ている時点で、展示内容のすべてが正しいとは限らないですが、色々な考えを示す機
会は奪うべきではありません。ましてや暴力や脅迫は論外です。ただ、一方でその展
示を受け止めて、鑑賞者側がどういう受け止め方をするのかも自由で、そこは活発な
議論が交わされるべきだと思います。ただ、今回のあいちトリエンナーレの例で言え
ば、展示で示された意見・思想にやや多様性が欠けていた、片寄っていたことは反省
点で、混乱を招いた原因ではないでしょうか。そこは、主催者・全体の演出を行った
責任者が真摯に受け止めるべきかなと。"

2019/10/5 日本 chibaken

"国家の約束を守れない韓国ライダイハンの問題から目を背ける韓国しかし、税金を投
入した「表現の不自由展」の再開には賛成表現の自由は、自分の意見と反対の人の表
現の自由を含む"

2019/10/6 タイ チェンマイ　
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"議事録を作らず恣意的な決定を下した文化庁は日本のアート界・表現の自由に大きな
禍根を残した。絶対に許すな！"

2019/10/6 日本 Nagoya

"賛同します。" 2019/10/7 日本

"これは検閲行為であり、決して許してはいけない" 2019/10/7 日本 神奈川

"検閲を許さない" 2019/10/7 日本

"愛知県が訴訟を起こすというので、私はその費用に充当してもらうために愛知県にふ
るさと納税の手続きをしました。　愛知県のふるさと納税のフォーマットをダウン
ロードして、「用途」は「その他」として「あいちトリエンナーレへの補助金不交付
に対する訴訟費用」と記入します。なお、返礼品はありません。"

2019/10/7 日本 鳥取県八頭郡

"文化庁の存在意義が消滅したのではないでしょうか？" 2019/10/8 日本

"反日ヘイトイベントに国民と血税を投入するとか言語道断！！！" 2019/10/8 日本 toyama

"右も左も自由に意見を言い合えるのが表現の自由、強いては今の日本の良いところ。
それを検閲などで抑止してしまえば、それこそ不自由な社会に逆戻りです。"

2019/10/8 日本

"政府にとって都合の悪いことを表現することを規制するなんて戦時中の検閲を彷彿さ
せるようで、嫌な感じがします。日本国憲法でも検閲は禁じているはずです。だから
政府にとって都合の悪いことも文化として認めてください。"

2019/10/8 日本

"このような恣意的な国家の行動は絶対に許されてはならない。国家は自国に対する批
判的表現も含めた「弱者への抑圧を目的としたヘイト表現」を除く全ての表現を擁護
し公平に扱う義務がある。文化庁は自らの不見識こそを深く反省する必要がある"

2019/10/9 日本

"文化庁自らが表現の自由を奪う検閲をしてはいけません。" 2019/10/9 日本

"チコちゃんに出て媚びてる場合では無い。萩生田は指示してないと明言した。文化庁
長官の責任で補助金交付を決めよ。"

2019/10/9 日本 Tokyo

"憲法で保障されている「表現の自由」を守りましょう。" 2019/10/9 日本 Tokyo

"アートにもお金は重要。何でもアリとは思わないが、お上の顔色うかがったアートし
か作らない、見られない日本に未来はない。（バイト以外で）電凸してる人、自分は
何を正義だと思って行動しているのかよく考えてほしい。"

2019/10/9 日本

"明らかに独裁と戦争に向かう動きです。絶対に反対です。文化庁は方針を撤回しろ！" 2019/10/9 日本 埼玉県行田市

"決定済みの補助金交付を、恣意的な政治の介入で不交付とする実質的な国家による検
閲に断固反対する"

2019/10/9 日本 Kobe

"文化庁のやり方の背景にに安倍政権の姿勢が浮かんで見えます。対抗軸をしっかり造
りましょう。"

2019/10/9 日本

"私は、補助金不交付に、断固、賛成です。文化庁に応援します。このキャンペーン
に、反対ですよ。"

2019/10/9 日本

"改善すべきことがあったのであれば、時間もないので来年までに改善するようにして
もらえばいいのではないかと思います。よろしくお願いします。"

2019/10/9 日本

"大体補助金を出した時点で問題やろ。芸術と名をつければ何でもありって考えがおか
しい。先ずは、自費なりスポンサーを探してやるべき内容。"

2019/10/9 日本

"再開は、広範な市民的努力の結果です。「表現の自由」という憲法的規範を守り、豊
かなものにしていくために、なすべき仕事はたくさんあります。文科省・文化庁の交
付金撤回をやめさせるため、みんなで力を合わせましょう。"

2019/10/9 日本 Yokohama-shi



コメント 日付 国 居住地 （市区町村）

"河村市長の行動にもビックリしました。それ以上に、表現の自由に対する文化庁の対
応に吃驚です。いつも欧米などの他国の例をだす政治家や、テレビなどマスメディア
に登場するコメンテイターは、この問題についてもフランスやドイツなどなどちょっ
と比べたらと思います。"

2019/10/9 日本

"違法性がないどころか、りっぱな憲法違反ですよ、（憲法遵守義務のある）政治家さ
んと公務員さん！"

2019/10/9 日本

"納税者です。たくさん払っています。補助金出してください。高い文化を誇る日本国
にあるまじき決定です。お粗末で恥ずかしい行為と言わざるを得ない。"

2019/10/9 日本

"この国は一体どうしちゃったんでしょうねぇ…文科相が交代したことも関係している
のでしょうか？妙な反動勢力を一刻も早く駆逐しないと日本は大変なことになる。"

2019/10/9 日本 Koka

"表現の自由を認めて文化の発展を振興すること。それをしなければ、一流の国家では
ない。"

2019/10/9 日本 Tokyo

"文化庁の名も廃る対応です。著作権や言論の自由について、一般みんなで、厳しく
ウォッチングしないと怖いことになりますね。ぼんやりしてると、日本は益々文化的
に、後進国であること露呈です。"

2019/10/9 日本 Fujisawa

"一歩ずつ前に進めたらと思う" 2019/10/9 日本 Nagoya

"日本にとっての嫌がらせでしかない売春婦像を、日本の税金を補助して迄見せつける
行為を、文化を殺すというナンセンスな言葉で撤回要求するのは、朝鮮人の発言のよ
うで気に入らないです。賛同しかねます。"

2019/10/9 日本

"①間抜けな日本人の墓とタイトルされた侮辱行為②昭和天皇陛下の御真影を焼き払い
踏みつける侮辱行為③少女像とタイトルされている米軍車両に轢き殺された捏造され
た造形物④福島原発事故の惨事を賛美し日本人を侮辱する展示以上全ては文化を殺す
なではなく。日本人の心を殺す作品です。此の展示の何処に芸術性がありましょう
か？悪魔による災いでしょう。宗教・民族へ向けられるヘイト表現は、表現の自由の
範囲に含まれないとするのは世界共通の平和理念です。"

2019/10/9 日本

"この件と云え、河村市長の行動と云え、常軌を逸している。明らかに思想弾圧。文化
庁は補助金交付を行え！"

2019/10/9 日本 Tokyo

"東京芸大学長出身の文化庁長官は東京芸大と文化庁を汚した。" 2019/10/9 日本

"実費でやれやその方がかっこいいし、「表現の自由」と闘ってる感あるぞ一旦貰える
はずだった～とか国家としてあるまじき～とかの御託はいいからさ「国腹立つから天
皇とか原発煽った作品出すで！でも補助金は国から貰うで！」とか死ぬほど恥ずかし
くないか？もし開催そのものを禁止されたんなら協力するからさ"

2019/10/9 日本 Tokyo

"あと「後進国」ってよく使ってはりますけど、そういうのって前か後ろか、数直線で
測れるようなモノじゃないですよね？それこそその複雑なベクトルを何らかの形にす
るのが「表現」や「芸術」なんですかね？"

2019/10/9 日本 Tokyo

"×なんですかね◯じゃないんですかね" 2019/10/9 日本 Tokyo

"封建的な国家、時代に逆戻りしているという危機感。一党独裁に甘じ、やりたい放題
の政治家。「文化や芸術とは何か」といった基本的な問題に対する理解が無さすぎ。
独裁国家ではよくみられる現象ですが、他国の弾圧には敏感なのに、自国の問題を客
観視できない国民が多いことも、深刻な事態を招いている原因かもしれません。"

2019/10/9 日本
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"芸術を政治的又は思想的な考えから、支持したり退けたりするのはやめてほしい。鑑
賞して判断するのは、鑑賞している本人であって、周りから押し付けられた考えで
あってはならない。皆横並びの考えはとても危険。色々あっていい、認め合えること
が大切。〇〇ねばならないは、芸術には必要ない。"

2019/10/9 日本 iwakura

"少女像・昭和天皇コラージュを標的にした展示への攻撃は、表現の自由を侵害するも
のであることに加え、女性差別・朝鮮半島出身者差別・身分差別を合理化しようとす
るもので許せません。"

2019/10/9 日本

"正に「表現の不自由」展。いろいろあって苦労された方もいらっしゃると思うが、結
果的に有意義な展覧会となり、成功と言えるのではないか。これで文化庁がイチャモ
ンつけなかったら、日本は表現の自由な国と証明されて完璧だったのに…。"

2019/10/9 日本

"朝日の記事の中にある「昭和天皇を含む肖像群が燃える映像作品」という表現には朝
日のどす黒い意図があり、この展示会には隠された強烈な悪意が集約されている。
「燃える」という語感を読者はどう捉えるだろうか。きっと“昭和天皇の肖像”か“何か”
があって「燃えている」のだろうと想像するに違いない。普通の感覚ならそうだ。そ
れなら怒る必要はない。だが、実際はどうか。ネットで確認してみるといい。それ
は、「昭和天皇の肖像をバーナーであぶって焼き、燃え残りを足で踏みつける」映像
である。「日本国民統合の象徴」である天皇の肖像にかような行為を行うということ
は「日本人そのものを貶める」目的をもった作品なのだ。これを朝日が報道しさえす
れば、誰が邪悪なのか、国民の疑問は一気に氷解しよう。"

2019/10/9 日本 Sasebo

"役所は税金の無駄遣い１１５６億円もあるのにね。" 2019/10/9 日本 Kitanagoya

"「あいちトリエンナーレ2019」に私たちはこれに強く抗議し、方針の撤回を文化庁に
要求します。"

2019/10/9 日本

"補助金不交付にすることは、文化庁がテロ予告者の味方をしたことになると思いま
す。日本を文化的な国に戻してください。"

2019/10/9 日本

"テロに屈する国民　過去の不都合は見ない・・やはり「器」が小さいオヤジ連中　こ
れが日本人の姿"

2019/10/9 日本

"もはや戦後ではない。戦前である。" 2019/10/9 日本 静岡市駿河区

"モノ言う権利を守るために！" 2019/10/9 日本

"検閲をやめろ！それが言いたくて…。" 2019/10/9 日本

"賛同はしていません。私は35年美術商をしてます。補助金を当てにするならやらな法
がいいぞ。この世界で人の金を当てにするようならやめた方がいいですよ。文化を殺
すなの殺す表現は美の世界では禁句です。芸術には独創性が必要です。反対意見項目
も必要ですね。この予算がありましたら食えない芸術家たくさんいます。そういう方
を応援してください。"

2019/10/9 日本

"文化庁の補助金交付中止を決めた文化庁は文化を名乗る資格なし。日本の過去の加害
の事実や戦争責任からから目をそらし、あったことをなかったことにしてしまおうと
の歴史修正主義の考えをもつ政権と、政権からの圧力、政権への忖度の中で、すっか
り理性・知性を失ってしまった行政。こんなことを許したら、先の戦争中のように何
の権利も否定される息苦しい国になってしまうことでしょう。キャンペーンの主旨に
賛成します。"

2019/10/9 日本
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"日本を攻撃して、日本が世界から軽蔑されるキッカケを作った慰安婦像。祖父は軍隊
にいましたが、貧しい朝鮮の女性が志願して慰安婦になったと語っていました。当時
の日本軍は戦争で迷惑をかけたが、卑怯な行為はキツく戒められて場合によっては、
懲罰を受けたと聞きました。なぜ日本が世界から軽蔑されるような展示会に我々の税
金が投入されなければならないのでしょうか？あなた方は全て理解した上でキャン
ペーンされているのか？それでも継続されるなら私はこのサイト自体を永久にシャッ
トアウトします。"

2019/10/9 日本 Tokyo

"文化庁がトリエンナーレ開催期間中に交付取り消しを決定することを文化庁の決裁プ
ロセスの中で誰も止められずに突き進んでしまったことに恐怖を感じます。一体、誰
に忖度して、文化庁内ではこの決定がなされたのでしょうか。"

2019/10/9 日本

"権力で不都合を排除しないで！" 2019/10/9 日本 Komae

"貶められるだけの行為に及んだ国が、行為相応に象徴諸共非難されるのは道理である
と考えます。ところであなたはこのキャンペーンに賛成ではないのですか？"

2019/10/9 日本 岡山県

"ヘイトスピーチはやめろ。" 2019/10/9 日本 岡山県

"こんなことに税金使うなよ" 2019/10/9 日本

"文化庁、文科省は脅迫者の側に立った。脅迫者は喜んでいる。" 2019/10/10 日本

"この決定は表現の自由を否定するものだ！" 2019/10/10 日本 Tokyo

"芸術、文化が均しく理解が難しい団体だが、権力に対しての忖度アンテナは抜群に冴
えてます。"

2019/10/10 日本 久喜市南栗橋

"このキャンペーンに賛同します。" 2019/10/10 日本

"　国家権力が国民文化活動に介入する事は許さない。表現の自由を保証しろ！" 2019/10/10 日本 東京都

"文化庁は「文化」の名に値しません。脅迫やテロに白旗上げる国と宣伝した上、補助
金交付中止で益々了見の狭さを露呈しました。"

2019/10/10 日本

"文化庁は人権侵害をしている" 2019/10/10 日本 Tokyo

"不交付決定は表現の自由を破壊する検閲であって、決して許されません。" 2019/10/10 日本

"慰安婦は売春婦だ像！昭和天皇の御真影を燃やして踏みつける行為は日本国ヘイト
だ！震災直後の福島の相馬で「放射能最高！」と連呼する動画は福島県民に対する冒
とくと風評被害拡散行為だ！戦死した特攻隊員と日本国旗、アメリカ国旗をバカにし
たゴミ作品は英霊への冒とくと日本アメリカへのヘイトだ！協賛金出してるトヨタ見
てるか？アメリカには説明したのか？"

2019/10/10 日本 Fukuoka

"文化庁も河村氏も民主主義国家としての日本国を傷つけるのは、止めてください。" 2019/10/11 日本 Yokohama

"100000筆超えたので、そろそろ結果を受けての新たなる具体的なアクションないしは
その予告が欲しいところです。"

2019/10/11 日本 Wako-shi

"100000筆超えは喜ばしいことです。おめでとうございます。ついては、そろそろ結果
を受けての新たなる具体的なアクションないしはその予告が欲しいところです"

2019/10/11 日本 Wako-shi

"国民主権の憲法原理からして、今回の政府・文化庁の補助金交付中止は憲法違反の疑
いが濃い。安倍政権は直ちに交付金中止を撤回せよ‼"

2019/10/12 日本

"保身丸出しのネトウヨおじさん国家ってめっちゃダサいと思う。慰安婦問題・戦争問
題、原発問題、向き合うのが怖いの？私は全然怖くない。だって、まっすぐ向き合っ
た方が、日本は絶対良くなるって分かってるから。"

2019/10/12 日本

"権力者による検閲に断固反対！　大村知事を全力で応援します！" 2019/10/13 日本 Tokyo
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"ああいうのは芸術でもなければ文化でもない。" 2019/10/13 日本

"文化庁は愛知の芸術祭にいちゃもん言うな。" 2019/10/14 日本

"不自由展含め、殆どの展示を鑑賞しましたが、交付金を取り消すべきなんらの理由を
見つけることができませんでした。"

2019/10/14 日本

"一切の表現の自由は、政府が保障する義務を負っている。憲法２１条の条文を理解で
きない文化庁は、恥を知れ！"

2019/10/14 日本

"安倍自民になってから上から下まですべてこんな⤵" 2019/10/16 日本

"県知事、がんばって。" 2019/10/17 日本

"行政は国民の文化活動を最大限に支える事が仕事であって、表現内容へ検閲染みた行
為は止めるべき。助成金を以前の決定どおりに出すべきです。"

2019/10/19 日本

"現政権はどんどんと全体主義に近づいていくね。" 2019/10/19 日本 Kawasaki

"当分は映画・現代美術支援して良いことないだろ。支援は画廊や邦画会社などでやっ
てもらってください。"

2019/10/19 日本 Toyama

"芸術にかこつけたプロパガンダ。背後にいるものが不気味。沖縄の基地問題、北海道
のアイヌ問題同じ団体がかかわっているのではないか？確証はないけれども"

2019/10/19 日本

"まず、私見を述べると、慰安婦は「不本意なものを含む戦時の売春婦」と考えていま
す。しかし、日韓基本条約の交渉の結果、この時に元慰安婦が訴えなかったことも
あって「解決済み」になったので、日本政府には法的賠償の義務はないと考えていま
す。また、身売りは少なくともあったと考え、甘言・強圧等の「意に反した連行」が
あった可能性は否定できず、また前借金を完済するまで辞められないなど辞める自由
が制限されていた運用が行われていたところがあった所も否定できませんが、一方で
「慰安婦には報酬が支払われていた事」や「別の慰安所に慰安婦が値段をつけられて
売られる等、身売り以外の人身売買が発生した形跡がない事」からは性奴隷とは言え
ないと考えています。そして、私は慰安婦像自体は製作者の意志はどうであれ、既に"

2019/10/20 日本

"安倍政権に忖度すると文化が壊れていく。日本社会が壊れていく。" 2019/10/20 日本

"賛同します" 2019/10/20 日本

"ここに賛同した人でお金を出しあって運営すれば良いだけの話しです。　公共の福祉
に反する「見せ物」を税金で運営することは日本人にとってマイナスでしか有りませ
ん。"

2019/10/20 日本 Kamikawa-gun

"賛同者のコメント欄のはずが、ちょこちょこ反対意見が書き込まれていますね。理屈
が通っていないので反対意見として参考にもできませんが。今回は検閲以外の何者で
もないと再認識しています。"

2019/10/20 日本 Yokohama

"賛同します！絶対に許してはなりません！" 2019/10/20 日本

"明らかに歪んだ思考であり芸術の限度を越えております" 2019/10/20 日本 Edogawa Ku

"文化庁はもっと文化とは何かを考えるべきである。" 2019/10/20 日本

"勝手に私財でやれと言ってんだ。テメェの金でテメェの母親の全裸像でも作ってテ
メェの金で展示するのに誰も文句言わねぇってんだ。バカ共が。自由の意味を履き違
えるな。"

2019/10/21 アメリカ Haysville, KS

"東京芸大学長出の文化庁長官　宮田は芸大、文化庁を汚した。" 2019/10/21 日本

"間違って賛成票を投じてしまいました。今後、よく文章を読んでから賛否を決定する
ように致します。"

2019/10/22 日本 Zama
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"完全なるプロパガンダ作品で、ここまで日本を侮辱するのは、やめて欲しい" 2019/10/22 日本 Shizuoka

"文化庁は、萩生田文部科学大臣に負けないで文化・芸術の自由を守ってほしい。" 2019/10/23 日本

"日本の象徴である天皇陛下の写真を焼いて灰を踏みつけるなどというのは芸術にも値
しない。日本へのへいとです。これをしれっと再開する愛知県知事も許せない。ま
た、この件を報道しないマスコミも許せません。こんな民族を不快にさせる物は芸術
ではありません。"

2019/10/23 日本 Yokohama

"公金豆乳はけしからん‼" 2019/10/23 日本 Kobe

"文化庁は文化を守れ。権力者に忖度するな。" 2019/10/24 日本

"文化庁は正しい日本文化を殺してはならない。殺すべき文化は半島文化！大陸文化！
ｼﾅﾁｮﾝ文化をぶっ殺せ（比喩）。"

2019/10/24 日本

"うっかり間違えて賛同してしまいました。芸術に補助金はいらない、補助金狙いのタ
カリを許してはいけません！！！！！"

2019/10/24 日本 Tokyo

"間違えました。取り消して下さい。賛同は致しておりません。ご迷惑をおかけしまし
た。"

2019/10/24 日本

"文化庁が補助金交付しないのは脅迫者の思うつぼ。文化庁は脅迫者を増やす。" 2019/10/25 日本

"国家転覆に繋がる事象に血税なんて、やめてくれ" 2019/10/25 日本 Tsu

"黙っていると、政府の気に入らないことは全て「不敬罪」になりかねません。" 2019/10/25 日本

"乞食左翼共を叩き出せ!" 2019/10/25 日本

"文化庁の補助金カットは，憲法21条で禁止されている「国による検閲」がはじまる兆
しとも言えます。今後，芸術，文学，音楽，その他の創作活動への広がりが懸念され
ます。人々が「これぐらいいじゃないか」と異を唱えることに怠慢になると，フラン
ク・パヴロフの『茶色の朝』は，気がつかないうちにすぐそこまで来てしまいます。"

2019/10/26 日本

"手続きに問題って何？前からわかってたことを事後的に変えるのは問題では？脅迫さ
れるのが悪いって言ってるようなもの。悪いのはガソリン持っていくとか脅迫をした
ほうでしょ。そっちは？"

2019/10/26 日本 Ishioka

"間違えました。取り消しでお願いしますお金もらったらスポンサーの意向で表現の自
由がなくなるのは当たり前です自費でやればよろしい"

2019/10/26 日本

"文化は日本の社会に必要なもの。安倍、萩生田は日本社会を壊している。" 2019/10/26 日本

"言論や表現の自由を奪わないで！" 2019/10/27 日本 Tokyo

"賛同します。" 2019/10/27 日本 Kyoto

"都合よく文化を壊すな。" 2019/10/28 日本

"津田大介と大村知事は決して許されない事をしました。こんなの反日だけが喜ぶ事を
日本でしかも公金で行なわれる様な事が、あってはならない反対する自由も無いので
あれば私達は何の誇りを持って日本人と言えるのか心ある日本人を深く傷つけた愛知
トリエンナーレにお金を払う事は日本人としてあるまじき行為だ"

2019/10/28 日本 鬼退治の桃太郎

"文化庁は屁理屈を言って検閲を実行した。検閲が悪なのは知っているだろう。" 2019/10/29 日本

"文化を生み育てるのが文化庁の役割では？　殺すために存在するのではないでしょ
う。"

2019/10/30 日本 Nagano

"賛同します。" 2019/11/2 日本 Yokohama-shi

"文化庁は補助金不交付で文化の発展を阻害しています。文化庁の名に恥じない対応を
求めます。"

2019/11/2 日本
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"愛する日本に対してのあの様な展示物は芸術ではない とても許す事は出来ません。" 2019/11/2 日本 Fukuoka

"国家権力による文化に対する不当な抑圧に強く抗議し、「あいちトリエンナーレ
2019」への補助金不交付決定の撤回を文部科学省ならびに文化庁に求めます。"

2019/11/8 日本

"今回の不交付は、レイシズムとリビジョニズムに基づくテロ行為を肯定するも同然の
愚行。断じて認められません。"

2019/11/8 日本

"文化の最低必須条件である「表現の自由」を守るのが文化庁ではないのか？" 2019/11/8 日本 Tajimi-shi

"文化庁には最低限の「表現の自由」は守ってもらいたい。" 2019/11/8 日本

"公費を使い政治活動をする左翼の輩は許しません。大村のリコール希望です。" 2019/11/13 日本

"断固反対します。昭和天皇の御影をガスバーナーで焼きそれを足で踏みつける映像や
韓国の反日運動の一貫として行われている「慰安婦像」を設置するなど「表現の不自
由展」と称してそれらを「芸術」と言い換え展示する「暴挙」に我々日本国民の税金
を投与する必要は一切ありません。ましてやソウルの日本大使館前と釡山の日本総領
事館前に設置されているのと全く同じ慰安婦像です。これは外国公館の尊厳や静謐を
毀損するウィーン条約に明白に違反する行為であります。同大使館側はこれらを撤去
するよう韓国政府に要請しているいわくつきの案件です。そして数年経過している現
在でも今だに撤去されておりません。尚且つこの慰安婦像は韓国国内の各地に設置さ
れ、一時はソウル市内を走るバスの中にも設置されていました。* さらに米国内に"

2019/11/13 日本 東京

"検閲反対。権力の都合の悪いことは、見せられないのか。" 2019/11/13 日本

"賛同します。" 2019/11/13 日本 Kishiwada

"天皇陛下を愚弄する反日団体の税金搾取に断固反対" 2019/11/20 日本 Oosaka

"賛同します。" 2019/11/20 日本

"【文化庁は「あいちトリエンナーレ2019」に対する補助金交付中止を撤回してくださ
い。】なんてキャンペーンに賛同した事になっているが、私は賛同してないぞ。？？
なんだこれは？？賛同していないので、取り下げたいのだが。昭和天皇の御真影を
バーナーで焼いて足で踏みつけるなんて展示をして、公金もらおうなんてありえない
だろう。そして、「彼の国の像」や安倍首相の口にピンヒールを刺す展示、特攻隊員
をヘイトする様な展示は常識や良識を疑う。また、文化庁はきちんと実際の展示内容
を確認してから、補助金を出す出さないの判断をすべきなのではないだろうか。"

2019/11/23 日本 三重県

"　インターネット右翼を含むアベシンパも､愛知トリエンナーレに携わった方々に、
多大な心労を与えた時点で重罪である。　逆に責められるべきは、名古屋市内で開催
されたトリカエナハーレとか言われた展覧会擬きであると思う。「表現の不自由展　
その後」の展示物が現状や鑑賞者への「問い掛け」であるのに対して、トリカエナ
ハーレの展示物は一言で言えば単なる「悪口」でしかないと思う。"

2019/11/30 日本

"256363737" 2019/12/3 日本 東京都北区

"「とりてんたーれ」だか、「トルエンだーれやだか知らないけど、どこがアートな
の？　中学生の文化祭レベルじゃないか。芸術をバカにするのもいい加減にしてもら
いたい。明らかに偏った一部の左翼利権が絡んだ政治的プロパの炎上商法でしょ。日
本人に対するヘイトやレイシズムもいいけど、やりたいなら政治や政府、税金に頼ら
ず勝手にやってくれ。"

2019/12/11 日本 Tokyo

"表現の自由がない国に住む気はない。頭を固くして生きては行けない。もっと柔軟
に。"

2019/12/13 日本 Tokyo
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"愛知トリエンナーレは日本人ヘイト活動であって日本人の税金投入に全く不適当であ
ることは河村名古屋市長のいう通り。文化庁補助金支給停止は当然の結果。"

2019/12/13 日本

"こんな事に賛同などできる訳ないだろ！天皇陛下侮辱する展示や、日本人へのヘイト
企画、何処の国の人間の為に開催された芸術の名を騙った、下らない企画に貴重な日
本の税金を使う方が余程おかしいだろ！文化庁に抗議してる方達は何処のプロ市民
だ？"

2019/12/13 日本

"この日本人を貶める企画、なんで日本の税金つかわれなければならないのか？何処か
の国のプロ市民+大村、津田その辺から金集めれば良いだろ！日本の税金を、日本を貶
める日本ヘイトの企画に税金を使うのは絶対に反対！"

2019/12/13 日本

"賛同します。" 2019/12/13 日本

"私達の社会から表現の自由を奪わないでください！あいちトリエンナーレの補助金不
交付は、日本のアジアに対する侵略の歴史を表現する事に対する弾圧です。事実を表
現する事に口を塞ぐ見せしめです。日本は加害者であり、侵略の歴史を認め、被害者
の国々に対して誠実に対応し続けるべきです。同じ過ちを二度と繰り返さないと世界
に行動で示していくべきです。あいちトリエンナーレの補助金不交付問題は、日本の
加害者としての侵略の歴史を隠蔽するものです。大問題です。戦争への一歩です!!!直
ちに補助金の不交付を撤回し、あいちトリエンナーレに補助金を交付してください。"

2019/12/14 日本

"公正な手続きにより採択された公的援助を事後に恣意的に取り消すという前代未聞の
決定、文化庁の判断は到底容認できません。違憲の「検閲」である事は明白で即刻取
下げるべきです。"

2019/12/15 日本 東京都武蔵野市

"表現自由を犯すことは何びともできません。" 2019/12/16 日本

"賛同します。" 2020/1/21 日本 福岡県

"「あいちトリエンナーレ2019」はヘイト。文化でも芸術でもないです。何億もかかる
ような展覧会じゃないのに、そのお金はどこに行ったのでしょうか？"

2020/1/21 日本

"我が国を冒涜する輩に支払う血税はない！" 2020/2/2 日本

"まあおかしいよね、私は言葉にできないけどそれだけは言える" 2020/2/10 日本

"偏った政治的主張や、国体に反する主張をする者・組織に公金を支出することには反
対します。"

2020/2/13 日本 okayama

"猛烈かつ強烈に賛同" 2020/2/21 日本

"賛同した覚えがないものに賛同したことになってしまっていますがただのヘイトに対
して払うお金はないです"

2020/2/23 日本

"税金で反日行為は許さない" 2020/3/11 日本


