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救う会大阪 ＮＯ！民主桜組
米国に原爆投下謝罪を求める会
大阪の公教育を考える会
スパイ防止法の制定を求める会
外国人参政権に反対する会・関西
日教組の違法行為を追及する市民の会
竹島を奪還する会・関西
靖国神社に眠る御霊に感謝する会
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分に気を付けないと事故が起こり得る作
（中谷良子）の着眼点、センスがグッド！
Jelly
先日の東条英機閣下の遺言や今回の陛下の記者会見。探そう 業のように思いました。安全に作業が進
と思えば誰でも簡単にネットで探せる。しかしそれを「茶の められるよう切に願っています。
社会の問題として心配されることは、
間に届ける」となるとなかなかそこまで気が及ばない。
「皆に読んでもらいたい！」と強く思った彼女の感性がすば 高齢化が進んでいることであります。特
に都市から離れた地方では大変深刻な問
らしい。
それはそうと、ＴＶ等で年末恒例が「今年の重大ニュース」。 題になっていると思います。平成２３（２
わけのわからない芸能番組より、陛下のお言葉を拝聴するほ ０１１）年度の冬季の雪による死者は１
３０人以上に達し、多くが除雪作業中の
うが余程平成 24
年が良くわかる。（増木）
----------------------------------------------------- 高齢者でした。私自身近年、山道を歩く
とき転びやすくなっていることを感じて
のブログより（ http://ameblo.jp/ryobalo/
）
Jelly
天皇陛下、 79
歳のお誕生日、心からお祝い申し上げます いるので、高齢者が雪国で安全に住める
ような状況がつくられていくことを切に
2012-12-23
願っています。若いときには高齢のため
天皇弥栄。天皇皇后両陛下の御長寿を祈願して。
転びやすくなることなど考えてもみませ
Divider Graphics天皇陛下会見全文
んでした。
◇今年１年を振り返って印象的な出来事を聞かせてください。 １年を振り返るとさまざまなことがあ
今年は２月に心臓の手術を受け、多くの人々に心配を掛け った年でした。明るいニュースとしては
ました。 誕生日に当たり、当時記帳に訪れてくれた人々を ロンドンオリンピック、ロンドンパラリ
はじめ、今も私の健康を気遣ってくれている多くの人々に対 ンピックでの日本選手の活躍が挙げられ
ます。ロンドンオリンピックで日本が獲
し感謝の気持ちを伝えたく思います。
東日本大震災から１年９カ月がたち、被災地に再び厳しい 得したメダル数は、これまでのオリンピ
冬が巡ってきています。放射能汚染によりかつて住んでいた ックの中で最多でした。
また、ロンドンパラリンピックでは、
所に戻れない人々、雪の積もる仮設住宅で２度目の冬を過ご
さなければならない人々など被災者のことが深く案じられま 車いすテニスの国枝（慎吾）選手がシン
す。震災時の死者行方不明者数は１万８千人余と報じられま グルスで北京大会に続いて２連覇を達成
したが、その後、２千人以上の震災関連の死者が生じたため、 するなど日本の選手はさまざまな分野で
犠牲者は２万人を超えました。地震や津波を生き抜いた人々 活躍しました。金メダルを取ったゴール
が厳しい生活環境下、医療などが十分に行き届かない状況の ボールの試合も映像で楽しく見ました。
中で亡くなったことは誠にいたわしいことと感じています。 研ぎ澄まされた感覚でボールを防ぐ姿に
また、被災地の復興には放射能汚染の除去や、人体に有害 は深い感動を覚えました。脊髄損傷者の
な影響を与える石綿が含まれるがれきの撤去など、危険と向 治療として英国で始められた身体障害者
き合った作業が行われなければならず、作業に携わる人々の スポーツが、今日ではすっかりスポーツ
健康が心配です。放射能汚染の除去の様子は福島県の川内村 として認められるようになったことに感
で見ましたが、屋根に上がって汚染を水流で除去するなど十 慨を覚えます。

山中伸弥教授のノーベル医学生理
学賞受賞も誠にうれしいニュースで
した。特に再生医療に結び付く大きな
成果は、今後多くの人々に幸せをもた
らすものとなることと期待していま
す。
今年は英国女王陛下の即位６０周
年に当たり、ご招待を受け、私も皇后
とともに行事に出席いたしました。こ
の行事には各国の君主が招待されま
したが、戴冠式とこのたびの６０周年
のお祝いに重ねて出席できたのはベ
ルギーの国王陛下と私の２人で、戴冠
式の時は１８歳と１９歳でした。若く
して臨んだ戴冠式でのさまざまな経
験が懐かしく思い起こされます。

◇心臓のバイパス手術をめぐるエピ
ソードを教えてください。
手術の後はその影響があり、テニス
をしても走って球を打つという何で
もない動作がうまくいきませんでし
たが、最近は以前のように球を打てる
ようになったような気がしています。
リハビリテーションというものが実
に重要なものだと感じています。農業
や漁業で体を動かして仕事をしてい
る高齢者が被災生活で体を動かさな
くなったときに体を壊すという話が
実感されました。心臓の病気は検査で
知りました。手術を受けることを決め
たのは、心筋梗塞の危険を指摘された
からでした。時期については、東日本
大震災１周年追悼式に出席したいと
《次頁３段目に続く→》

「M 情報活動報告」編集指針；政治や国際問題、市民活動に全く無縁だった一般の人達に、「おばちゃん語」で政治を届ける
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高岡昭一（大阪）

昭和２０年 １月 満州国
王 充郷 駐 日大 使
昭和２１年 ３月 アメリカ
ロ バー ト ・ ・
関係者）
Gガード（ GHQ
昭和３１年 ４月 中華民国
張 道藩 立 法院 院 長
昭和３４年 ３月 トルコ
エデム・メンデレス国防大臣・副首相
昭和３５年 ４月 ビルマ
ウ ・ヌ ー 前首 相
昭和３６年１２月 アルゼンチン フロンデシ大統領夫妻
昭和３８年 ６月 タイ
プミポン国王夫妻
昭和４０年 ３月 西ドイツ
ハーバード・デビットマン大使、他
昭和４０年 ９月 ベトナム
エンドウイ・クワン大使
昭和４１年 ２月 ペルー
ホセカルロス・フェイレイドス大使
昭和４７年 ８月 オーストラリア アルフ・サイモン第３９大隊隊員一行
昭和４８年 ９月 トンガ
ツポ トア皇 太 子 一 行
昭和５５年１１月 チベット
ダ ライ ・ ラマ １ ４ 世
昭和５７年１１月 エジプト
モハメッド・サミー・オーエイダ
昭和６０年 ６月 エジプト
モハメッド・サミー・サーベット公子
昭和６３年 ８月 パキスタン
ブリカディー・ムハマド．ネイブ・テナ武官
平成 １年 ６月 アメリカ
スティ ーブン ・ ・
Hハウエル横須賀基地司令官
平成 ２年 １月 ソ連（ロシア）エリツィン人民代議員（社頭参拝）
平成 ４年 ３月 スリランカ
Ｃ・マエンドラン大使
平成 ４年 ７月 フィンランド
カリ・ベリホルム大使
平成 ６年 ６月 イギリス
・
Mスミス大使館武官
平成 ７年 ６月 アメリカ
ジェイムス・ ・
Bケイン元パイロット
平成 ８年 ８月 イラン
・
Mシャッケリ１等書記官
平成 ８年 ８月 スベロニア
ダニ－ロ・チュルク国連大使
平成 ８年１１月 旧朝鮮
李玖旧朝鮮王朝王子
平成 ９、１０、１１年
トルコ、ルーマニア、インド、マレーシア、イ
スラエル、ロシア、タイ、ブラジル、ポーランド、スイス、イランほかの駐在武官
平成１２年 ４月 台湾
高砂族元義勇兵・遺族
平成１４年 ３月 大韓民国
大使館付武官 柳海軍大佐、除陸軍大佐
平成１４年 ４月 ペルー
アルベルト・フジモリ前ペルー大統領
平成１４年 ８月 アメリカ
キャサリン・ビリングス前アリゾナ記念館館長
平成１５年 ２月 南アフリカ
アッパ・オマール前広報庁次官
平成１５年 ４月 スイス
ハ ンズ ・ ・
Rマイヤ大使館武官
◇以降は、靖國神社参拝を希望する外国 VIP
を外務省が断わっているらしい
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《→前頁末尾より》
いう希望をお話しし、それに間に合うよ
うに手術を行っていただきました。手術
が成功したことを聞いたときは本当にう
れしく感じました。執刀をされた天野
（篤）順天堂大学教授をはじめ、この手
術に携わった関係者に深く感謝していま
す。体調管理としては筋力を衰えないよ
うにすることが大事だと考え、これまで
通り早朝の散歩を続けるほか、できるだ
け体を使う運動に努めています。
入院中、皇后は毎日病院に見舞いに来
てくれ、本当に心強く、慰めになりまし
た。
手術後のリハビリテーションの一環とし
て病室の近くの廊下を一緒に歩く時には
いろいろな音楽をかけてくれ、自分も楽
しそうに歩いていました。家族の皆がそ
れぞれに心を使ってくれていることをう
れしく思っています。

◇公務の負担軽減が必要との指摘があり
ます。皇族との役割分担をどのように考え
ていますか。
天皇の務めには日本国憲法によって定
められた国事行為のほかに、天皇の象徴
という立場から見て、公的に関わること
がふさわしいと考えられる象徴的な行為
という務めがあると考えられます。毎年
出席している全国植樹祭や日本学士院授
賞式などがそれに当たります。いずれも
昭和天皇は８０歳を超しても続けていら
っしゃいました。
負担の軽減は公的行事の場合、公平の
原則を踏まえてしなければならないの
で、十分に考えてしなくてはいけません。
今のところしばらくはこのままでいきた
いと考えています。私が病気になったと
きには、昨年のように皇太子と秋篠宮が

代わりを務めてくれますから、その点は
何も心配はなく、心強く思っています。

◇沖縄訪問の感想を聞かせてください。
８年ぶりに沖縄県を訪問したわけです
けれども、今度行きました所は今までに
行ったことのない所が含まれています。
沖縄科学技術大学院大学ですね（以前に）
恩納村には行きましたけれどもそこは行
きませんでしたし、万座毛も初めてでし
た。
それから久米島がやはり初めての所で
す。戦没者墓苑は、これは毎回お参りす
ることにしています。そのようなわけで
毎回お参りしている所と新しい所があっ
て、沖縄に対する理解がさらに深まった
ように思っています。万座毛という所は
歴史的にも琉歌で歌われたりしていまし
て、そこを訪問できたことは印象に残る
ことでした。殊に恩納岳もよく見えまし
たね。久米島の深層水研究所も久米島と
しては水産上、重要な所ではないかと思
っています。
多くの沖縄の人々に迎えられたことも
心に残ることでした。沖縄はいろいろな
問題で苦労が多いことと察しています。
その苦労があるだけに日本全体の人が、
皆で沖縄の人々の苦労をしている面を考
えていくということが大事ではないかと
思っています。
地上戦であれだけ大勢の人々が亡くな
ったことは、ほかの地域ではないわけで
す。そのことなどもだんだん時がたつと
忘れられていくということが心配されま
す。
やはり、これまでの戦争で沖縄の人々
の被った災難というものは、日本人全体
で分かち合うということが大切ではない
かと思っています。

H24-12-24 大阪千里ニュータウンで粛々と街頭署名をする、増木と松田晃平（国士舘大学）

サンケイ
H24-12-20 減免を違法と する判決 が相 次いでいる。
大阪市が平成 ２０年 総務省による と、朝鮮 総連 関連施設があ
度に在日本朝 鮮人総 る全国１３０ 市町のう ち、 ２４年度の固
連合会（朝鮮 総連） 定 資 産 税 を 減 免 し て い る の は ２ ０ 市 町
関連の２０施 設の固 で、前年度より６市町減った。
定資産税など を減免 ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
し た の は 違 法 と し 余談ですが・・・・
市から弁護料はいつごろ出ます
て 、 同 市 内 の 男 性 が 増木
取り消しを求 めた訴 かね。私もいろいろ予定が・・・・。
訟 の判決が２０日、 弁護士 半年か１年先やろ。（今年２月
大阪地裁であ った。 に判決が出た）京都もまだ入ってこない。
エエッ！ トトホホ！
田 中 健 治 裁 判 長 は 増木
マスキクンが３つの裁判の弁護料を貯
「施設は朝鮮 総連の
支部などとし ての使 金箱から立て替えたのだ。（真実は皆様
用 以 外 は 認 め ら れ のカンパのおかげです。）
行政訴訟は原告（市民）が勝訴した場
ず、公益性の ある減
免 対 象 施 設 で は な 合、弁護料（弁護士報酬）は自治体から
い」とし て、計約６ 支払われる。普通、一旦原告が弁護料を
００万円の減 免措置 弁護士に払い、勝訴し、行政から弁護料
が支払われたらそこで清算する。
を取り消した。
早速橋下市長に「早く払え～！」と街
田中裁判長 は判決
理由で、まず 朝鮮総 宣せなアカンな！ そして市長の連帯保
連について「北朝鮮 証人、市会議長にも督促だ！（マスキ）

増 木 重 夫

の政治体制に 賛同して 活動 する団体で、 兵庫県議会定例会一般質問
在日朝鮮人す べてが会 員に なっているわ 大前はるよ
年 12
月 10
日
H24
けではない」と位置づけた。
その上で、 市の規則 で減 免対象となる
兵庫県では私立、各種学校などの生徒
救う会大阪代表
「公民館的施設」とは、
「特定団体でなけ 数は県では把握しているものの、一般に
れば使用できない施設ではない」と指摘。 公表していません。これは、伝統的にそ
１２月２０日昼過ぎ徳永弁護士から電
ならん。」と判決が出ました。（固定
中西朝鮮会館（大阪市生野区）など の２ うなので踏襲しているそうです。他府県
話が入り、
「朝鮮総連固定資産税減免裁判、 資産税減免に関し）これで総連の息の
０施設は「朝 鮮総連の 支部 などとして使 では公表されているものです。また、他
勝ったゾ～～～。」
根を止めたぞ。明日の新聞に出るだろ
用されている ほかは、 市の 調査が不十分 府県の補助額を考えると一人当たりの金
大阪市、神戸市、京都市と平成２１年９ う。ご支援いただいた各位に心から感
なため在日朝 鮮人全般 が使 用していると 額を見ても、神奈川、和歌山、兵庫が突
月から始めた、朝鮮総連関連施設固定資産 謝！ しかし、報道によるとまだ二十
認められない」などと述べ、減免対 象に 出しているのが現状です。金額の妥当性
税減免訴訟、神戸市、京都市と続き、３年 数か所の自治体で減免してるとか。一
当たらないと判断した。
かかって大阪市もやっと「減免はまかり
日でも早く完全に減免中止を。
を検証する必要はあると思います。
大阪市によ ると、２ ４年 度も一部の減
♪♪♪♪♪♪♪♪♪
ただ、私は、北朝鮮の独裁体制を称賛
固 定資 産税の 減免は 免措置を行っ ているが 、２ ５年度から廃 したり、反日的な教育を行うものでなく、
違 法 朝鮮総 連関連 止する予定という。
そのお金の使われ方も明瞭で、一条校と
同問題では 、京都、 神戸 などの地裁で 変わらぬ教育プラス民族文化教育という
施設 大阪地裁
学校であればあってもいいと思います。
ちなみに、再質問で一人当たりの補助
金額について推定で計算し質問したので
すが、さらに調べましたところ、実際は
もっと生徒数が多く、少額のようで、一
人当たり 12
万円前後になるようでした。
質問・・大前はるよ
１ 朝鮮学校に関する歴史認識と補助金
支出について
（１）朝鮮学校存置に関する歴史認識に
ついて皆様、「阪神教育事件」をご存じ
でしょうか。この事件は、昭和２３年４
月１４日から４月２６日にかけて大阪府
と兵庫県で発生した在日朝鮮人らによる
民族教育闘争、逮捕監禁・騒乱事件であ
り、ＧＨＱが戦後唯一の非常事態宣言を
布告したものです。この事件に至る当時
の状況を説明します。戦時中、在日朝鮮
人の子弟は、日本語による教育を受けて
いたため、帰国しても母国語を話せない
２世が少なくありませんでした。そのた
め帰国するものを対象とする国語講習会
が各地で開かれ、これらは、やがて朝連、
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つまり朝鮮総連の前身である在日本朝鮮 破壊し、壁を打ち破って知事室になだれ 校の持つ特殊性を象徴する出来事であっ
人連盟などにより民族教育を行う学校に 込み、岸田知事や神戸市警幹部、国警幹 たのではないかと考えます。そこで、知
部、検察など１４名を長時間にわたり監 事に伺います。阪神教育事件のような朝
成長していきました。
昭和２２年３月に「教育基本法」ならび 禁したのです。この間、神戸市警 797 鮮学校の歴史的経緯をどのように認識さ
名、計 1136
名の警 れているでしょうか。
に「学校教育法」が公布されたため、翌年、 名、国警の応援 339
（２）朝鮮学校に対する外国人学校振興
文部省は朝鮮人学校設立について、朝鮮人 察部隊は県庁内外に溢れた朝鮮人に遮
学校は私立小学校または中学校としての られて打つ手がなかったとのことです。 費補助金について
先月、拉致被害者である松本京子さん
彼らは先に検挙した朝鮮人７０名の
設立手続きをとって正式の認可を受ける
か、または各種学校としての認可を受け 身柄釈放と学校空け渡し命令の撤回を、 のお母様、三江さんが亡くなりました。
年、２９歳の時
よ」という通達を行いました。当時、朝鮮 怒号と殺気が渦巻く中、岸田知事らに要 松本京子さんは、昭和 52
人学校は全国に５００数十校、生徒数は６ 求し、一旦は市丸検事正、岸田知事、古 に拉致されました。京子さんは今も、お
母様が亡くなったことすら知らないかも
万人あまりであったということです。本県 山警察局長はこれらの要求の受け入れ
における朝鮮学校は４３校（生徒数 7,463を誓約させられたのです。この日の夜、 しれません。三十年以上にわたり他の拉
名）で、そのうち朝連の経営つまり北朝鮮 兵庫県軍政部は「非常事態宣言」を発令 致被害者家族と共に我が子を探し続けた
系が４１校、南朝鮮系、つまり朝鮮建国促 し、兵庫県庁への乱入者の徹底検挙が命 三江さんの無念を考えるとかわいそうで
進青年同盟の運営によるものが２校であ じられ、岸田知事が誓約したことはすべ なりません。
平成 14
年、 16
年の二度にわたる訪朝
りました。しかし、その実情はいずれも認 て無効とされました。神戸市警および国
可が下りる条件を備えておらず、閉鎖せざ 警県本部では直ちに県警本部を設けて、 で当時の小泉総理が北朝鮮に日本人の拉
非常招集を発令、米軍憲兵とともに兵庫 致を認めさせ、 人
るをえなかったということです。
5の拉致被害者と、その
昭和２３年４月１０日に、当時の岸田幸 県庁への乱入者の検挙を開始、同月２８ 家族を取り戻して以降、拉致被害者救出
に向けて進展が見られないまま、 10
年の
雄知事は、閉鎖令に基づいて、朝鮮人学校 日に非常事態宣言は解除されました。
朝鮮学校をめぐる事件は、神戸のほか 時が過ぎました。また、北朝鮮は国際社
に対して封鎖命令を出したため、南朝鮮
系、および尼崎市、三木市などほとんどの 東京・大阪・岡山・山口の各地でも発生 会の強い反対を押し切り、今年４月に続
学校は平穏のうちに立ち退きが行われま しましたが、その規模は神戸の場合が最 いて事実上の長距離弾道ミサイルを再び
したが、神戸ならびに姫路の４校はこれを も大きかったそうです。朝鮮人学校問題 発射しようとしています。人工衛星打ち
不服とし、その代表者４０名は、同月１４ はこれらの事件を契機として、文部省と 上げを名目としていますが、明らかに国
連安保理決議に違反するものであり、到
日県庁に押しかけ座り込みを続けました。 朝連との間において急速な歩み寄りが
翌日には応援員を得てさらに気勢を上 見られ、同年５月私立学校認可申請とい 底容認できません。韓国の大統領選の時
げるに至ったため、生田警察署は住居侵入 うかたちで協定が成立し、神戸では西神 期をねらったとも思えるこのような暴挙
現行犯として７０名を検挙しました。その 戸・東神戸の両朝鮮初等学校が設立され は、北朝鮮の独裁体制の危険性をあらた
めて私たちに思い起こさせるものです。
のちも交渉が続きましたが結論が得られ この問題は解決したとされています。
さて、朝鮮総連に直結するとされる朝
長々と述べましたが、朝鮮学校が現在
ず、裁判所に申請し、４月２３日、立ち退
都道府県にあり、その
きが行われました。しかし、西神戸校では 存置している背景には、このような過激 鮮学は、全国で 28
道府県で補助金が支給されてい
激しい妨害にあい、ついに執行不能となっ な暴力行為があったという歴史、事実を うち 20
ます。兵庫県下には、朝鮮学校が６校あ
知っていただきたいのです。 もちろ
たのでした。
翌２４日、この封鎖に抗議する在日朝 ん、朝鮮学校に学ぶ生徒らへの偏見や差 ります。ちなみに、平成２３年度には１
鮮人や日本人、約１００人、これは 300 別は絶対にあってはならないものです。 校が生徒減少によって運営維持が困難と
人という記録もあります、これが県庁内に また、私は民族教育を全て否定するもの なり廃止されました。学校関係者や元生
突入、知事応接室を占拠して備品などを でもありません。しかしながら、朝鮮学 徒によると、反日教育や思想教育が原因
校
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で別の学校に移る生徒もあり、全国的に
生徒離れの傾向が見られます。兵庫県で
は、朝鮮学校に対する支援として外国人
学校振興費補助金を、昭和 57
年より生徒
数に比例する補助金として独自で出して
います。その額は毎年一億三千万円に上
ります。平成 21
年度までは大阪府が全国
で最も高い一億八千万円でしたが、現在
は兵庫県が最も高くなっており、その次
に高い神奈川県は 6000
万円と兵庫県の
補助金額が突出していることがわかりま
す。県独自での補助金支出については、
北朝鮮拉致被害者・家族の支援組織であ
る「救う会兵庫」から、補助金交付決定
の取り消しを求める住民訴訟が県、神戸
市を相手になされており、その適法性に
ついては裁判で判断されるものと理解し
ています。過去の議会答弁においても、
他の外国人学校と同様の取扱を行ってい
るという説明がありましたが、朝鮮学校
が、北朝鮮の指導下にある在日本朝鮮人
総連合会、朝鮮総連と結びつきがあり、
事実を歪曲した歴史教育を行っているこ
とは周知の事実といってよいでしょう。
このような朝鮮学校に対する巨額の補助
金は、有本恵子さんをはじめ、拉致被害
者や特定失踪者を抱える本県の県民の理
解が得られるものでしょうか。
他府県の見直しの状況を見ますと、東
京都は平成 24
年度補助金を予算計上せ
ず、大阪府は外国人学校振興補助金交付
に要件を設け、結果として不交付を決定。
その他、新潟県では今年度予算計上はし
ているものの執行は検討、広島県も執行
保留の状態となっているなど、他府県で
も補助金見直しの動きが進んでいます。
そこで、本県独自の朝鮮学校に対する
外国人学校振興費補助金のあり方や補助
金の執行について、今後の方針について

所見を伺います。
答弁・・井戸知事
１ 朝鮮学校に関する歴史認識と補助金
支出について
（１）朝鮮学校存置に関する歴史認識につ
いて
ご指摘の阪神教育事件につきましては、
戦後の混乱期、在日の方々の子弟の教育に
おいて、公立学校を利用した学校の閉鎖と
私立学校の設立を巡る当局と関係者等で
の紛争が生じていたから起こった事件と
承知しております。
その後、文部省と朝鮮人団体との間で、
①朝鮮人の教育は教育基本法および学校
教育法に従うこと、②朝鮮人学校は私立学
校として、自主性が認められる範囲で朝鮮
人独自の教育を行うこと、この２つを前提
として、私立学校の申請するという協定が
結ばれました。しかし、私立学校としては
義務教育としての要件を満たす必要があ
りますが、この要件を満たすことが難しい
という事情があり、普通の私立学校である
１条校としては設置されませんでした。
その後県内にある朝鮮学校６校につき
ましては、昭和 34
年に他の外国人学校と
同様に学校教育法に基づき知事が認可し
た各種学校として、運営されております。
（２）朝鮮学校に対する外国人学校振興費
補助金について
本県には、 142
カ国約 10
万人の外国人
県民が暮らされております。その子弟であ
る外国人児童・生徒等の教育の機会均等を
図ることは重要な問題です。このため、従
前より朝鮮学園を含む 12
校の外国人学校
に対しまして、振興費補助による支援を行
い、学校経営の安定と生徒等の経済的負担
の軽減に努めてきました。
具体的に申しますと、朝鮮学園を含む
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外国人学校においては、①日本の小学
校、中学校、高等学校等と同学齢の児
童・生徒等が学んでいること、②国内の
大学が、高等部の卒業生の入学資格を認
めていること、③高校総体等へ参加する
などスポーツや文化面においても高等
学校等と同様の活動を行っていること
などから、私立学校に準じた支援を実施
しているもので、各種学校として私立学
校に準じた支援を実施しています。
しかしながら、国の就学支援金の上乗
せ補助として平成 22
年度に創設した授
業料軽減補助については、国における朝
鮮学校高級部に対する就学支援金の審
査が２年以上経過した現時点において
も結論が得られていないため、現時点に
おいて執行しておりません。引き続き、
国の審査状況や検証内容など国の動向
を注視しながら対応を決めたい。
再質問・・大前はるよ
知事の歴史認識をお伺いいたしまし
て再度質問させていただきます。
朝鮮学校の、先程のこの事件に関して
は、民族感情を利用した革命行為という
側面もあるのではないかと思っていま
す。なぜそのように思うかというと、当
時が革命前夜のような雰囲気の時であ
ったということ、そしてこの事件で
名検挙されております。その中で
1,732
一部の人間は、軍事委員会や軍事裁判所
にかけられています。 級 名
A
9が軍事委
員会にかけられ、 級
名が軍事裁判
B 30
所に、 級
C 名
7は神戸地方裁判所にかけ
られています。このうち１名は、日本人
の共産党市議会議員であったというこ
とです。
このような背景を踏まえて、現在も調
査もなしに学校の支援を続けていると

いうことでありますが、改めて、朝鮮学
校が今現在どのようになっているのか、
もし時代が違うのだから変わっていると
言うならば、なぜ変わったと言えるのか
を伺いたいのが１点。
もう１点がこの助成金ですが、平成 年
3
の質問の中で、議場での質問の中で朝鮮
学校当時 13
校、生徒数 2,832
名となって
おります。現在の外国人の登録者の人数
の中で、５歳から 歳と枠組みが違いま
19
すが、幅が広くなりますが、 4,252
名、
今現在、平成 23
年度の 歳
歳という
5～ 19
年齢の子どもたちが在日朝鮮人としてい
ますが、平成 年の当時と比べるとだいた
3
い 分
校
4の ぐ
1らいになります。当時 13
で現在 校
6ということですので、これぐら
いなのかなと感じます。ちょっと多めの
数字になるかもしれませんが、もしこの
数字で計算しますと、一人当たり 18
万で
あるという数字が出てきます。それでよ
く知った高等専修学校の方に県からの同
じ補助金がいくらぐらい出ているかと聞
きますと、年間 12
万円ですと、だいたい
それぐらいということでした。それで同
じ枠組みの私立専修学校、各種学校補助
という助成金制度ですが、もし私の計算
がほぼ間違いないのであれば、なぜこの
ような差額が生じているのかを再質問い
たします。

答弁・・井戸知事
事件は事件としてありましたが、その
後文部省と関係団体とで協議がなされ
て、一定の枠組みの中で私立学校として
スタートすることが指導されたわけであ
りますけれども、結果として、普通の私
立学校としての設立が難しかったため
に、他の外国人学校と同様に専修学校と
してのスタートを昭和 34
年に行われた

ということでありますから、その時点にお
いて、戦後の混乱期とはまったく異なる対
応がされて専修学校としてスタートを切
ったということではないか、その様に私は
考えております。したがってそれ以降、外
国人専修学校としての大きな非違等はご
ざいませんのでそのまま振興費助成を続
けさせていただいているということです。
合わせまして単価の違いは、一般の専修
学校とは、異なる義務教育レベルでの生
徒、そして高校レベルでの生徒を持ってい
るのが外国人専修学校です。
したがって一般の専修学校とは異なる
単価を設定して振興費助成を行っており
ますので、今おっしゃられた単価差が正し
いかどうかは私、直ちに答えを持っていま
せんが、差があることは事実でございま
す。その理由は小学校、中学校、高等学校
レベルの生徒を教えている各種専修学校
ですので、他の外国人学校と同様の単価を
用いているということであります。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
朝鮮学校、授業料無償化適用しない方針…

新政権 読売新聞
月 26
日 (
12
２６日に発足する安倍新政権は、朝鮮学
校に対して高校授業料無償化を適用しな
い方針を固めた。
文部科学相に内定した下村博文元内閣
官房副長官の強い意向を反映したものだ。
朝鮮学校は北朝鮮の指導下にある在日本
朝鮮人総連合会（朝鮮総連）との結びつき
がある。安倍新政権は、日本政府が北朝鮮
への経済制裁を継続している中で、朝鮮学
校を無償化の対象とすることはできない
と判断したものとみられる。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
はるよ議員は独身。アタックは死んだ気
で。彼女の秘書は元衆議院議員。百人の会
特別顧問。怖～い、お父上デス。
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綱と中期防衛力整備計画を見直す方針
を決めた。尖閣諸島周辺で公船や航空機
による挑発を続ける中国をにらみ、防衛
関係予算や自衛官定員の拡充を検討す
る。
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
（菅官房長官）尖閣公務員常駐、当面見
送る方針 毎日新聞
月 27
日
12
菅義偉官房長官は２７日の記者会見で
自民党が衆院選の政策集に盛り込んだ
沖縄県・尖閣諸島への公務員常駐につい
て「私たちは日中関係を重視している。
大局的、戦略的視点を持って取り組んで
いきたい」と述べ、当面見送る考えを示
した。公務員常駐を巡っては、安倍晋三
首相も２２日、「検討することに変わり
はない」と記者団に慎重姿勢を示してい
た。政府筋は２７日、「当面は経済で手
いっぱいになる。首相は現実的だ」と語
った。また、９３年の河野洋平官房長官
談話（河野談話）の見直しについて、
「政
治・外交問題にさせるべきでない。有識
者の検討がまずされることが望ましい」
と述べ、早期の見直しに慎重な考えを示
した。首相は、２月２２日を「竹島の日」
として政府主催で祝う式典についても、
（今年は見送るが）来年からの実施にこ
だわっていない。
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
民主「仕分け」で縮減の道徳副教材、配
布復活へ 読売新聞
月 30
日
12
政府は２９日、民主党政権の「事業仕
分け」により縮減された道徳教科の副教
材「心のノート」の配布を復活し、来年

全国、多くの読者の方々
いろいろ言われた選挙。ふたを開けた
ら自民党の爆発的圧勝。そして安倍さん
の再登板。
月 26
日、「第２次安倍内閣が発
12
足 経済再生を優先『「危機突破内閣』」
という見出しの産経新聞の記事に、「経
済再生を優先するということは、中国や
韓国と仲良くせざるを得ない。領土問題、
靖国参拝等は後回しになるかも。しかし
この不況を考えると・・」と私がいたず
らコメントをつけ配信した。早速大勢の
方からご意見が寄せられました。とりあ
えず関連記事を挙げ、各位のご意見を。
私がいつも思うのは、世の中、「どう
なって欲しいか」
「どうあるべきか」
「ど
うなるか」は分けて考えないと。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第２次安倍内閣が発足 経済再生を優
先「危機突破内閣」産経
月 26
日
12
・・・・・安倍首相は同夜、自民、公
明両党による第２次安倍内閣を正式に
発足させた。安倍首相は新内閣を「危機
突破内閣」と命名し、経済対策に最優先
で取り組む考えだ。・・・・菅義偉官房
長官は記者会見で新内閣の役割を「震災
からの復興と経済再生に向け、一丸とな
って取り組んでいく」と説明。同夜、皇
居での親任・認証式を経て、第２次安倍
内閣が発足した。
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
防衛大綱見直しへ＝中国にらみ態勢強化
―安倍政権 時事通信
月 27
日
12
安倍政権は２７日、民主党政権が２０
１０年に策定した新たな防衛計画の大

度から、全国全ての小中学生に配布する
方向で検討に入った。
首相は、朝鮮学校に高校授業料無償化
を適用しない方針を決定したのに続き、
再登板に際し力を入れている教育分野
で、民主党政権からの軌道修正に動き出
した。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

安倍晋三総裁は「竹島の日」政府式典
を見送る方針 自民党幹部が 12/21
明
らかに。今の段階では静観のとき。参院
選まで我慢我慢！その分、国民が頑張れ
ばいい。憲法が改正されるまでは竹島問
題にしても、その他の外交問題にしても
解決されないのですから憲法改正の目的
を果たすまでは慌てず騒がずが一番です
よね。私は熱い想いを安倍さんに直接ぶ
ちまけましたが、早急に変化があるとは
毛頭思っていません。 一国民の声を心
の中でしっかりと受け止めてくださっ
て、それを目標として地道に無理なく邁
進していただきたいだけです。
12/22中谷良子
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
全く仰る通りです。来年の参議院選ま
ではジッと我慢する以外に安倍政権には
選択肢はありません。ただし我々民間は
どしどし批判するべきです。安倍政権が
外国や国内の敵と対峙するときに世論を
口実に出来るよう、安倍政権、何やって
るんだと叱咤することは重要です。
大事なことは安倍政権を支えようとい
う意思があっての批判なのか、潰そうと
思っての批判なのかでしょう。
月 30
日 栗原茂男
12
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
「安倍内閣の 方針によっ て 、株価は上昇
し円安に振れ ている。従 っ て国民は、こ
こ数年間なかった爽快な気分で新年を迎

えることができる。」と最新の西村真悟
氏のメルマガに書かれていた。しかし安
倍内閣の登場によって日本は右傾化し
た、と相変わらず左翼マスコミの報道が
流れています。中韓の反応ばかりを取り
上げて他の世界は歓迎しているというこ
とを取り上げない。しかしもう日本国民
は偏向したマスコミにだまされる体質か
ら脱却しつつあります。
３年前に民主党を持ち上げて政権を取
らせて愚劣な政策を行なわせた責任の大
部分はマスコミにあります。そして新聞
やテレビ離れが近年ひどくなってメディ
ア業界は火の車です。インターネットの
方が左右両方の情報が自分の判断で手に
入ります。
戦時中は大本営発表や戦意高揚のマ
スコミによって日本国民は目隠しされて
いました。そして戦後は共産党や左翼に
よる「大本営発表」によって真実が見え
ない状況が続いていました。その後それ
を引き継いだ朝日やＮＨＫなどによって
ますます偏向報道が広がり、その結果と
しての民主党政権誕生でした。
安倍自民党政権がもう「ぶれ」始めま
した。竹島の日式典をしない、靖国参拝
をしない、そして河野談話も踏襲する可
能性が高い。参議院選挙まで安全運転を
する？ バカ言っちゃいけない。このま
まで参議院選挙が終わっても中韓に気を
使った政治に逆戻りになる可能性がある
だけだ。真正保守を標榜する人物しか支
持しない信条をもつべきです。今春には
自民党への抗議のデモ、そして左翼と同
じように首相官邸を包囲するデモをする
べきでしょう。私たちは自民党に再びだ
まされるのを放置していていいのでしょ
うか。 「安倍政権、正体見たり 腰砕
け」
12/31石黒大圓
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12/31増木重夫

竹島式典に関して、最初は公約違反
安部総理が「日本を取り戻すと」公約
「安倍自民党政権がもう「ぶれ」始めま
した。」私はそうは思いません。私は自 だ！と思いガッカリしました。しかしや されていて竹島の日の式典をキャンセル
民の応援団でも維新の応援団でもありま はりまずは憲法改正の前に今更ことを急 しました。公約違反なのは言うまでもあ
せん。全て是々非々。チョ～現実派です。 いでも…。尖閣問題にしても今すぐ行動 りません。前回の時とは党内事情が異な
ひょっとすると、今竹島の式典を国家と にでても、世界に対して「中国が実行支 るのも官僚との対立も踏まえて無難な判
して一番やりたいのは安倍さんかもしれ 配している地に日本が手を出してきた」 断をしているつもりなのは見て居て解り
ない。政治は相手がある話。あっちへ行 と、中国側に攻撃、戦争を仕掛ける大義 ますが、支持した自民も維新派も出来て
ない部分 公約違反ややっといて欲しい
ったりこっちへ行ったりしながら自分の 名分を与えてしまうことになりかねな
行きたいところに行き着く。その、行き い。そうなってしまった時に、今の体制、 事は前回の出来ず仕舞の教訓も我々側も
学び出来てない やれ！！と声を大にし
たいところに最終的に行き着けるかどう 憲法ではどうしようもない。
ただし黙って黙認ではなく何のために て言わねばなりません。反骨精神を煽る
かが問題で、まだ政権をとってから１ヶ
月もたってない。車が泥濘にはまったと 今安倍内閣の進めるコマを信じて見守っ 意味もあります。
安倍氏も我々も安心していてはいけま
きの脱出の要領で、前後に車をゆすり、 ているのか声に出していくのは必要だと
大きく後ろへ振ったら思い切りアクセル 思います。何を期待されているか薄れて せん。
1/1原田 君明
を吹かし脱出。鞭を入れるのは第３コー いかない為、また内なるエネルギーを貯 ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
私は、竹島の日の式典キャンセルが公
ナーを回ってから。第１コーナーから鞭 めて頂く為。やはり人間後押しされてい
ることは言葉で言われないとパワーにつ 約違反とは思いません。大阪から東京へ
を入れたらつぶれてしまう。
「参議院選挙まで安全運転をする？ 」 ながりにくい。ましてマスコミのえげつ 行くのに「新幹線は止めた」と言うだけ
それも１つの方法だと思います。なぜ、 ない印象操作をされている中ではなおさ のことですから、飛行機やバスやマイカ
この段階で「腰砕け」と言えるのか理解 ら。今は叱咤することはない。激励する ー、方法はいろいろあります。「東京へ
行くのを止めた」と行ったらそれは公約
できません。安倍さんであろうが、誰で ことが大事だ！と思っております。
違反でしょう。はじめは私もカチンと来
あろうが、我々の思いを１００％かなえ
1/1石井数絵
てくれることなど、神以外ありえないと ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ ましたが、落ち着いて考えると今は静か
私も、目的地へのルートは、最短距離 に彼が何で行くのか、彼の手法を観察す
思います。
今一気に、特に対中政策を強引にやっ か回り道か、超特急か鈍行か、の２通り るときだと思います。ひょっとすると内
たら、日本国はいろいろな意味でひっく あると思います。豪速球でも、相手が慣 ポケットに、北陸経由の切符を持ってい
り返ります。そうすると参院選で大敗。 れてしまえば、打たれます。下手投げの るのかもわかりません。
ゆるゆるボールでも、タイミングが合わ
私が「今はもうチョット様子を見る
憲法改正どころではありません。
べき。」と言ったのはあくまで安倍さん
総理が第１にやりたいことが憲法改正な なければ打てません。
安倍首相は、選挙の時は豪速球、今は、 だからではなく、菅であろうが鳩山であ
ら、今は絶対騒ぎになることをすべきで
ないと思います。「中国万歳！」や「靖 完投を意識して、球筋を変えていると思 ろうが同じです。相手が誰であろうが
国反対！」と拳を挙げる連中も国民の半 います。本当の選挙の勝利は、少なくと 是々非々だと思います。 1/1増木重夫
も７月参院選。勝利までは、「勝った」 ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
数くらいいる。その連中にも「憲法改
外国人参政権、夫婦別姓、人権侵害救
正賛成」と手を挙げてもらわないといけ とは言えません。
ないわけですから。「意思の主張」は大 「腰ぬけ呼ばわり」は、「まっしぐら、 済法、女性宮家など心配しなくて済むだ
事です。しかし、何事にもＴＰＯがある 一直線」で、むしろ、贔屓の引き倒しで けでも有難いです。
戦後６７年かけてできあがったレジー
と思います。対韓国はもう少々強引でも す。今は、参院選勝利のためには、何が
決め球か、ちょっと冷静に考えるとき、 ムを、安倍さんといえども一夜にして覆
かまはないと思いますが・・・・。
と思います。
すことなどできません。安倍さんには少。
1/1門山榮作
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なくとも自民党総裁任期２期６年はやっ
てもらいたいです
焦らず、慌てず、我慢強く、着実に。
我々には安倍さんを支える責務がありま
す。そうすれば、安倍さんが辞める頃に
は、日本の風景はいつのまにか大きく変
わっていると思います。 安倍さんを評
価するのはその時です。 1/1木上和高
全く同感です。（増木）
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
韓国大統領選が終わってすぐのこと、
安倍総理が特使を送るという TV
放送が
ありました。その途端、私は「早すぎる」
「こちらから先に送るべきではない、祝
意を表すだけで良い」と思いました。そ
の理由は、抜き難い華夷思想が中韓にあ
ると思うからです。金融危機に日本が助
けても韓国民は恩義を感じません。知人
の在日韓国人によって中国上、朝鮮その
下、日本は朝鮮の下という儒教思想から
生じた価値観があることを知りました。
安倍総理が個人的に親交があるからと言
って、国民を背負った大統領が公的にこ
の思想を取り去って対応するとは思えま
せん。何よりこちらから赴くと半島の人
は朝貢的歩み寄りと受け取りかねないと
思うのです。親日派が迫害される国です
から。
12-30宮崎一枝
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
宮崎さんのお申し越しの趣旨に賛同い
たします。私は朝鮮半島とのつきあいは、
不即不離で行くべきであると思っていま
す。隣国といえども、法的に訴えられる
ものはせいせいと訴えることにして、悪
態のののしりは馬耳東風と聞き流し、は
っきりと頼まれるまで当方から行動を起
こすべきではないと思っています。

12/30湯澤甲雄

大 谷 和 正

る。日本・ドイツ・イタリアの旧三国同
盟の国々が脱原発に懸命なのは何か嫌な
予感がする。日本の最先端の原発技術が
欲しくてたまらない国が日本の周りにい
ＵＮＫ通信
て、日本が原発を放棄し国力を失うよう
「 と異なる見解を述べている。後にな に、いろいろな工作をしていることに日
ってみれば彼の言った事は殆ど誤りが 本人は気付かねばならない。
なかったのである。まさに神の如き洞
察力と言わざるを得ない。秋山真之が 福島原発事故の真の被害は？
今甦り、閉塞状態に落ち込んだ現在の
福島第一原子力発電所の ～
1 号
4機が
日本を見た時、どのような日本の未来 起こした被害はどの位のものだったの
を語るか知りたいものである。
か。冷静に評価して見ると意外に小さい。
水素爆発で放射性物質の一部が炉外に放
原発問題について
出されたが、その結果死者は一人も出て
秋山が指摘したように、エネルギー いない。放射線被曝を言いたてるが、被
問題は国家存続の重要な要素の一つで 曝による死者は勿論一人も出ていない。
ある。人類の歴史を見るとエネルギー 将来ガンになる懸念も喫煙やアルコール
源は時代とともに効率の良いものに替 摂取と同じレベルに過ぎない。広島・長
わって来ている。枯れ草・枯れ木から 崎であれほど強烈な爆発があったが、死
泥炭・亜炭、炭さらに石炭、次に石油、 因を調べてみると 50
％が衝撃波、 35
％
ガスと変わり、第二次大戦で開発され が熱線、残り 15
％が強烈な放射線（福島
た原子爆弾が核エネルギーの時代の扉 の場合の数千万～数億倍）であった事が
を開けた。核エネルギーは夢のエネル 分かっている。広島・長崎の生存者はそ
ギー・究極のエネルギーとして世界各 の後除染もせず、食品の規制もない中で
国で研究開発され今日に至っている。 生活しその後の追跡調査で全く健康被害
東北大震災まで日本は原発分野で世界 が出ていないことが判明している。チェ
のトップを走っていた。あの不幸な大 ルノブイリの追跡調査でも放射線とガン
震災の結果、世界が確信したのは①日 の関係は放射性ヨウ素と甲状腺ガンにつ
本の原発技術は地震に対して安全であ いて明らかであるが、セシウムでは全く
る②従って、今後原発は推進すべきと 関係のないことが判明している。それに
いうことであった。福島での事故は 40 もかかわらず現在多くの被害者が苦しん
年以上前のアメリカ製の欠陥原発が原 でいる現実がある。この被害者を生みだ
因であり、それ以降日本で改良された した真犯人は民主党政権であることを忘
原発は福島の巨大地震に対して安全な れてはならない。冷静な科学的な判断で
ことが立証されたとして、アメリカは 早期の避難解除、真の災害地の復興を行
年間凍結していた原発新設を決め
うべきである。
34
ている。韓国も 基
2の原発を日本海側に
建設中であり、シナに至っては原発新 日本衰亡を望む不逞の輩
設のラッシュと言ってもよい状況であ
現在、無責任に脱原発・卒原発を唱え
先日の総選挙の結果、民意は圧倒的大差
で自民党を支持、民主党に NO
を突き付け
ました。 年
3余の民主党政権の実績を見れ
ば当然の結果でしょう。自民党は大勝のよ
うに見えますが、実際はあまりの民主党の
ひどさのため、止む無く自民党を選んだと
いう消極的な支持だったというのが大方
の見方のようです。
実は先日、秋山真之の伝記を読み、そ
の先見性に驚きました。今彼が生きていれ
ば原発問題など、どのように語るだろうか
と思い今回は書いて見ました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
現代に甦った秋山真之は何を語るだろ
うか？ 将来を見通す天才・秋山真之
秋山真之は日露戦争の英雄で、殆どの日
本人は秋山の名前を知っている。バルチッ
ク艦隊を打ち破った日本海大海戦での彼
の活躍は余りにも有名であるが、その後の
彼の事績を知るものは少ない。日露戦争終
結後 10
年、ヨーロッパを舞台に世界大戦
が勃発した。各国の武官がこの戦争を観戦
する為集まり、日本海軍からも秋山少将が
特命を受け派遣されている。帰国後の報告
や講演会で彼は次のように語っている。
「これからの戦争は国家の総力戦でエネ
ルギーの如き資源の有無が勝敗の重要な
要素である。これまでのエネルギー源は石
炭だったが今回の戦争で石油に替わった。
石油資源のない日本はこれからの戦争に
絶対勝てない」「ドイツは初戦では優勢だ
が最後は必ず破れる」「アメリカは近く参
戦する」「今回の戦争は ～
2 年
3では終わ
らず長期化する」などと当時の一般の見方
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る輩は日本が衰亡し、三流国に転落する
事を願っているように思われてならな
い。エネルギーの重要性が分かっていれ
ば軽率に脱原発等と言える訳はない。世
界に誇るべき原子力平和利用の最先端技
術をさらに磨きあげて世界に貢献するの
が日本の使命なのではないか。シナやコ
リアにとって日本が原発を諦めるのは願
ってもないことなのである。脱原発を唱
える政治家の多くは無知か或いは、外国
人から不法な献金を受けている者であろ
う。典型的な例は菅元総理である。外国
人からの不法献金問題で窮地に立たされ
る直前に東北大震災が発生、その問題は
うやむやにされてしまった。市民運動家
の彼にとって脱原発は一般受けする格好
なテーマでもあり早速これに飛びつき、
スポンサーに対しても義理が果たせると
張り切っているのであろう。

先日、産経新聞に桜井よしこさんの「野
田総理に申す」という一文が載っていた。
桜井さんは、危険を過大にも過小にも評
価もせず、科学の知見に基づき合理的対
策を取ることが問題解決に必要としてい
る。そして原発被災地の双葉郡の 町
8村
議会議長会に招かれ、民主党政権が無責
任に決めた ミ
1リシーベルト神話の壁を
打ち破る理性と勇気が必要だと話をされ
たと書いておられる。今こそ秋山真之の
如き先を見通せる政治家の出現が望まれ
る。甦った秋山真之は、原発問題にどう
対処すべきか問われれば次のように答え
るに違いない。「真に日本を愛するもの
であれば、脱原発等と無責任なことを言
わず、前途洋洋たる夢の核エネルギーの
さらなる発展に日本は邁進し、世界に貢
献すべきである。そしてそれは可能なの
だ」と。

京都北山細野の宮司

中 村 重 行

ジを受けてしまいました。そろそろこの

http://blog.goo.ne.jp/hosononoomiyasan 組織から足を洗う時が来たようです。
世は安倍政権になり，維新の会も躍進
年 12
月 23
日
2012
「新しい歴史教科書をつくる会」の活動 しました、政治が変われば教育方針も変
わります。正しいと思う教科書を売る努
で自虐史観から脱却した正しい日本の歴
力よりも政治が変わった方が早い。文部
史を学んでもらおうとの活動をしてきま
した。活動と言うほどの活動はしていませ 省の方針が変われば、どの教科書会社も
正しい歴史を書かなければ採択してもら
んがそれなりの努力を会として協力して
来ました。しかし、今やこの保守系のつく えませんから。そうなれば何処の教科書
る会も分裂してしまい、「つくる会」の教 会社も変わりは無くなります。それで良
いのです。国民にとっては。マトモな教
科書採択校は見るも無惨な結果になって
科書で一日も早く誇りある日本の国の歴
しまいました。
最初から戦略が間違っていた結果です。 史を子供たちに学ばせて立派な日本人に
育って欲しいだけですから。
今さら言っても仕方が無いことですが今
自虐史観の教科書がはびこる元は「日
後正しい日本の歴史を学ぶ教科書を学校
教組」の左翼史観が元になっているので
に採択させる為の戦略のサンプルは橋本
すからこの病原体である「日教組」を排
市長が見せてくれました。
先日の「産経ニュース」 west
に『「組 除することです。今後我々がやらねばな
合」頼みは時代遅れ？維新の「組合敵視」 らないのは「日教組」を敵として徹底的
で深傷を負った民主』と言う記事が出てい に叩くことです。南京問題や慰安婦問題
ました。考えてみたら「つくる会」の活動 に付いての議論は決着がついているので
は「つくる会」の教科書を売る、セールス すから、これからはこの問題に関わって
マンの役をやって来たようなものです。良 いる「日教組」を敵として叩きたおして
第２次レッドパージを敢行することで
いものをつくったら必ず売れると言うこ
とを一途に信じてすすんできました。正し す。今の多くの人達はレッドパージて何
か知りませんが「日教組」を叩く運動に
い歴史教科書はこれだと！
よって一般国民は何が悪かったかと言う
正しくても採択を決めるのはこの教科
書の敵である「日教組」だったのですから、 ことを理解してくれるようになります。
我々は正しいと思っていても、採択を決め 「日教組」を今叩かなければ自虐史観か
る基準は「日教組」を中心にした左翼のも らの脱却は出来ないでしょう。
先生を聖職に戻さない限り正しい子供
のどもが決定権を持っていたのですから、
の教育はいつまでたっても出来ません。
いくら教育長や首長を攻めたって成果を
上げることは出来ませんでした。そのうえ 聖職として父母からも尊敬される教師に
なれば子供たちも日本国民として立派に
分裂までして立ち直れないようなダメー

京都北山細野の神主のブログより
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育ってくれます。
ご当選おめでとうございます
当面の退治しなければならない敵は「日
清水誠一衆議院議員（北海道）
教組」なのです。維新の橋本市長の戦略を
学んで徹底的に「日教組」タタキを今する
より
http://www.shimizu-seiichi.net/newpage2.html
べき時だと思います。
教育の再生なくして、日本の再生なし
国歌「君が代」を歌えない日本人が居な □ 教育の荒廃で社会は危機的状況に
くなるだけでも「日教組」を叩く価値はあ
戦後教育は 50
数年、青少年の規範意
ります。今政権が変わるこのときをチャン 識、道徳心、自立心の低下をはじめ、い
スととらえて、と言っても、安倍政権は自 じめ、校内暴力、不登校など学校現場に
民党ではないですものね。自公と言う政党 おける荒廃や、凶悪犯罪の増加、没個性
ですからね、自民党も今こそ公明党と手を 化、自己責任の放棄、学習意欲・勤労意
切るチャンスだと思うのですが。
欲の喪失、家庭・地域の教育力の低下
維新を含めて純粋に保守政党と呼べな
等々、社会においても危機的な状況に置
いのは公明党と繋がることで左翼政党化
かれています。
してしまっているのですから。私は維新に □ 教育は国家百年の大計
期待するのは公明党に代わって自民党と
教育は『国家百年の大計』であり、日
協力体制をつくることだと思いますし、そ 本の将来を左右する未来への重要な投資
れを期待して地方区は一票を投じたので
であります。戦後教育の負の部分を内包
すが、残念ながら落選されましたが。
する教育基本法が改正されたことは日本
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
の未来にとって歓迎すべきことです。
私の持論は最高の運動が選挙。
□ 教育基本法改正は教育改革の第一歩
①立候補する。②立候補者を応援する。
しかし、これで教育の改革が十分果た
私が単に選挙好きだからではないのです。 されることにはなりません。むしろ教育
憲法の前文に、「われらはわれらの代表者 改革の大きな第一歩を踏み出したという
を通じて行動し」と書いてある。
べきでありましょう。公共精神や倫理
中村氏が今回指摘されたことは、１５年 観・道徳観の涵養、伝統文化や歴史の尊
ほど前の話ですが、「つくる会」の創設メ 重、家族・地域社会の絆の復活、ふるさ
ンバーの一人であり、「百人の会」の創設 と・国を愛する心の再生などにより、創
メンバーでもあった、今は亡き、西宮市議 造性豊かな深い教養と国家と国民のアイ
会の荻野勝紀議員が指摘されていました。 デンティティをしっかり身に付ける教育
「我々は『つくる会』の営業マンか。まし を実現しなければなりません。そのため
て 議 員 が 特 定 企 業 の セ ー ル ス を で き る わ には基本法の理念や方針を家庭、学校、
けがない。
」と。当時、「日教組は癌だ！」 地域社会も含めた教育のあらゆる現場に
な ど と 言 う 大 臣 が 出 没 す る と は 夢 に も 思 浸透させなければなりません。
い ま せ ん で し た か ら 。 隔 世 の 感 が あ り ま □ 教育改革は現役世代の責任
す。当時は悪の権化のように言われた東京
年後、 100
年後の日本を担う子ど
50
書籍もだいぶマシになりました。あれから もや孫の世代を健全にたくましく育てる
４～５回脱皮しましたから。次は参院選で のは、私たちの大きな責任です。私は教
す。もうスタートは切っています。
（増木） 育改革断行に全力で取組んでいきます。
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野 牧 雅 子

あまりに混沌とした状況でことが起き、
何人死んだのか、何月何日の何時に起き
たことなのか、はっきりと定めることは
不可能だからだそう。それはそうかもし
れませんが、数値についてノータッチで
「平和学習」するということは、明確な
議論をしないで事件や歴史的な出来事を
評価したり、分析したりする、というこ
とです。つまり、人権運動家が「沖縄戦
では、２４万人の人達が死んだ」と言っ
たことに対し、人権思想を持たない人が
「いや、それはおかしい。平和祈念館や
沖縄援護課の資料を分析するとおよそ８
万人程度ではないか」と反論したとしま
す。人権運動家が２４万人も無残に殺さ
れるような状況を作った日本の国は悪い
国と主張したことに対し、２４万人も死
んでいない、８万人程度だ、とほかの誰
かが反論するわけですね。そのとき、横
から人権活動家の味方が現れて、「数は
問題じゃない、とにかく、戦争という残
虐な行為を日本の国はしたんだ。それは
悪いことなんだぞ。二度と戦争をしちゃ
いけないんだ。」と言って、８万人を主
張する人の口をふさぐのです。
これが、鉄血勤皇隊のご老人の意図で
す。どうして、こういう手口を使ってい
るのか、わかりませんが、おそらく、私
達良識派の中で、沖縄集団自決の問題で
訴訟等をして日本の国の名誉を回復しよ
うと努力した人達がいますね。そういう
人達を恐れて言い回しを工夫して「数は
わからない。だから問題じゃない。」と
いう攻撃をさけているのだと思います。

神奈川県中学校教諭
皆様、野牧です。
血勤皇隊出身の８４歳の男性で、小学校
月 25
、 26
、 27
日と、沖縄へ、平 で教鞭をとり、学校長も務めた人なのだ
12
和学習会旅行に行ってきました。私が所属 そうです。糸数ガマから出て事務所に参
する中地区教職員組合の教育文化研究所 加者が集まったとき、この８４歳の鉄血
の中の人権平和部会が主催する旅行です。 勤皇隊のご老人は、７９歳の男性を連れ
おひとり様、 40500
円、家族も一緒に可、 てきて「私の跡継ぎです」と私達参加者
ということで、お父ちゃまと一緒に参加し に紹介してくれました。鉄血勤皇隊の彼
ました。
は８４歳なので、若い跡継ぎが必要と考
日、温かい沖縄に着き、コンビニで え、そのお目がねにかなった人を選んだ
25
お弁当を買い、バスの中でおひるごはんを のだそうです。
食べて、糸数ガマに行きました。ここは、 糸数の次は、ご存じひめゆりの塔と記
野戦病院の役目もしていたところだそう 念館。次に那覇市内の国際通りのはずれ
です。ガマ内の悲惨な様子や投稿前後の模 にあるホテルに荷物を置き、向かいのお
様などは、現地案内人のご老人が手にとる 店で懇親会をしました。私達夫婦と同じ
ように説明してくれました。壕内の過ごし テーブルに座った４０代の男性は、沖縄
やすい場所は位の高い軍人がいたところ のビギンという音楽グループのファンな
なんだそう。住民が危険な坂道を降りてた んだそうで、このグループは、平和を願
どりつくところは便所となっていて、過ご う歌を歌う良いグループなんだそうで
しにくいところは一般人がいたそうです。 す。「全ての武器を楽器に変えたい」と
薬や包帯がないため、次々と兵士や住民が かいう文句の歌も歌うんだそうで、そこ
なくなるのですが、遺体を外に出すと米兵 が心を打つのだそうです。
に見つかる、というので、壕内の何か所か
参加者はどの人も親切で、礼儀正しく
にまとめて放置していたのだそうです。 て、平和を願う人達ばかり。中地区教職
私たちはその遺体放置場所に案内され、 員組合の教育文化研究所の人権平和部会
全員懐中電灯を消すように求められまし の人達もたくさんいました。彼らは何回
た。すると壕内がまっくらになりました。 も何回も沖縄に来ているらしくて、平和
当時、こういう暗い中で人々が病と飢えや 祈念の巡礼コースはどこも大変詳しく知
乾き、恐怖に震えながら沖縄戦を耐えてい っていて、来ても来ても飽きないみたい
たことがしのばれました。そして、黙禱を でした。
ささげました。
日は、まず読谷村のチビリガマや
26
壕内を見学するとき、案内人はたいてい シムクガマに行きました。鉄血勤皇隊出
話のクライマックスで人々を集め、灯りを 身の元校長先生がおっしゃるには、沖縄
消させて、黙禱をさせます。これは、パタ 戦を語るとき、数値について云々するこ
ーンなのです。今回のこの老人案内人は鉄 とはできないのだそうです。なぜなら、
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鉄血勤皇隊のご老人は「数値はわからな
い。これについて議論するのは無意味」と
何回も繰り返していました。同時に、彼は、
「軍人たちは住民に、一度も自決しろと
か、死ねとか言ったことはない。言わない
が、当時の教育が自決へと導いた。また、
米兵に捕まるのは非国民、恥と教えられた
ので、捕まると日本人とみなしてもらえな
くなると思って、率先して、崖から飛び降
りたり、手榴弾で自決したりした。」と言
っていました。この「軍人は一度も死ねと
言っていない」と彼が語ったことについ
て、私は感無量でありました。私達良識派
の戦いがここに影響しているのです。集団
自決を軍が命令したことはなかった、と、
私達良識派は強く主張しました。そのこと
が、このご老人にこのように言わしめてい
るのではないか、と私には思えます。
そして、読谷村のチビチリガマの人達が
集団自決をしたとき、赤松少佐が「死ね」
と言った、というのはウソである、という
訴訟事件があったのですが、そのことをこ
のご老人が知らないはずはないと思いま
す。しかし、彼は一言も赤松少佐のことに
ついて触れませんでした。しかし、子供が
泣き叫ぶと軍人が母親に嫌味を言う、そし
て母親が子供を連れてガマから出ようと
すると、見張りの兵士が母親に対して、お
前、米兵にここの場所をちくるんだろう
な、と意地悪をいう、などと言って、日本
の軍人がいかに悪い人達であったか、語り
ました。
鉄血勤皇隊出身ということなので、参加
者のみなさんはもう、真実と思って聞いて
いました。チビチリガマは悲惨にも数百の
人たちが悲惨な最期を遂げましたが、少し
離れたところのシムクガマというところ
では、ハワイ帰りの人がいて（軍人ではな
い）、
《次頁４段目に続く→》
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中谷良子 (Jelly)

フランスを代表する判事は、数少ない東京
裁判研究の専門家たちを除けば、これまで
ほとんど顧みられることはなかった。彼の
主張した内容まで知る者は、今では一般に
現代撫子倶楽部
はほぼ皆無であると言っても過言ではな
http://ameblo.jp/ryobalo/
H25-1-02 ナールもまた、パル同様、東京裁判の根 いだろう。もっとも、この男の存在はそも
拠法をめぐって多数の同僚たちと見解を
（中谷良子）のブログより
そ
も
専
門
家
た
ち
に
さ
え
十
分
に
気にかけら
Jelly
異にしたばかりか、パルに対しても次の れてきたとは言えない。 30
年ほど前に開
【必見東京裁判】パール判事だけで
ように疑義を呈していたのである。
かれた東京裁判についてのシンポジウム
はない！ 忘れられたフランス人判事 「明らかにパルは二つの過ちを犯してい
でのエピソードもそれを物語っている。
る。すなわち、まず諸国家が侵略戦争を
昭和 58(1983)
年、第二次世界大戦中に
犯罪とする法をまだ持つに至ってはいな アメリカ国防総省 ペ(ンタゴン が)撮影し、
いとする彼の見方は不正確であり、また 長らく秘蔵していた記録フィルムをもと
彼からは戦争責任を個人に問うことがで に映画『東京裁判』が制作されたのを機に、
きるという視点が抜け落ちているのだ」 世界中の研究者や国際法学者などが一堂
よりセンシティブな「天皇の戦争責任」 に会し、「『東京裁判』国際シンポジウム」
問題についてアメリカの意向に正面から なる討論会が開催された。
手向かったのも、このフランス代表判事 「東京裁判～仏人判事の無罪論～」より
であった。裁判所憲章を制定し、日本に ～～～～～～～～～～～～～～～～～～
知らなかった。全く知らなかった。
（増木）
おける絶対権力者のごとく振る舞うマッ
カーサーについても彼はこう書き記し、 大阪府立高の学区撤廃、正式決定…
東京をあとにしている。
月 20
日
現・中２から 読売新聞 12
「本官は、日本におけるマッカーサーの
立法権限にいかなる制限もないと肯定す 大阪府教育委員会は１９日、府立高校普通
ることに全く賛成できない。国際法によ
科
の学区撤廃を正式に決定した。
って課されたものがあるのだ。無条件降
競争強化を前面に打ち出して４月に施
伏を手に入れた征服者があらゆる主権を 行された「府立学校条例」に基づく変更で、
行使できるなど言い切るのは間違いなの ２０１４年度から、現在四つある学区がな
である」つまり、アングロサクソンを中 くなり、今の中学２年生からは、府内どこ
心とする主流派の判事たちに最後まで果 の学校でも受験できるようになる。
敢に抵抗し、「ノン 」!と言い続けた 60 「生徒の選択肢を増やし、学校間の競争
年以上前のこの男の振る舞いも、イラク を促す」として、松井一郎知事が強く推進
戦争直前のシラク、あるいはサルコジの してきた。選ぶ幅が広がることを歓迎する
姿に重なるものなのである。
声がある一方で、近くの学校に入りにくく
時代の少数派には違いなくとも決して なるケースが出てくる。学区撤廃で、一部
ひるむことなく自らの見解として示すも の学校に希望が集中すれば、不人気高の定
のは示さなくてはならないとしたその姿 員割れに拍車がかかる、との見方もある。
勢があたかも未来の友を求めて貫かれた ～～～～～～～～～～～～～～～～～～
かのように見えるからだ。しかし、この 不人気高の定員割、閉鎖すべきだ。
（増木）
戦後から現在に至るまでのアメリカ一
辺倒の中、情報の大半をアングロサクソ
ン系メディアからの発信に頼ってきた中
では、日本のフランスへの関心はとかく
希薄になりがちで、フランスに関する
様々な情報が正確に伝えられることも少
なかったのではないだろうか。それは、
今から遡ること 60
余 年前 の「第一 の敗
戦」時に東京に現れ、日本の立場に少な
からぬ理解を示しつつ去って行った１人
のフランス人の男についても当てはま
る。いわゆる「東京裁判」にフランスか
ら送り込まれた判事は、アングロサクソ
ン諸国と「同盟すれども同調せず」の姿
勢を最後まで貫き、明らかに「おかしな
裁判」を「おかしな裁判」と言い続けて
いたのである。しかし、このフランス人
については驚くほどその実像が知られて
いない。周知の通り、我が国では長らく
インド代表判事パルだけが脚光を浴び続
け、日本国自体にも無罪を宣していたか
のように解された彼の見解は「日本無罪
論」として人口に膾炙してきた。
一般には、パル対その他の判事たちと
いう構図の下に東京裁判が語られ、あた
かもパル以外の全ての者が同一の立場を
とる悪者であったかのように描かれるこ
ともあった。ところが、実際はこのフラ
ンス人を代表してきた判事アンリ・ベル

《→前頁末尾より》
この人が英語を話せるため、米兵と意思
が通じ、２０００人の人達は助かった、
ということで、このシムクガマにも行き
ました。ご老人が言うには、軍人が自決
しろ、と言ったわけではないのに、この
ように集団自決したところと、多くの人
が助かったところがあるのは、教育と現
場のリーダーのせいだ、とのこと。
ご老人の言葉を私が通訳すると、「当
時の日本の教育は悪い。当時の軍人は悪
い。英語が話せるシビリアン（市民）が
いたところでは、多くの人達が助かっ
た。」ということです。
読谷村の次は普天間基地や嘉手納基地
を遠くから見ました。高台でオスプレイ
も見ました。ご老人はオスプレイをして
「世界一危険な飛行機があれです！！」
と指さしました。
ご老人は途中でお帰りになりました
が、私たちは辺野古というところに行き
ました。そこは、海辺のテントで、基地
反対の座り込みを続ける人達がいまし
た。
２７日は、空港で恵龍之介先生とお会
いしました。恵先生にこのご老人の話を
したら、「左翼はだますのがうまいです
ね」と感心しておられました。まったく
違う観点からのお話を恵先生から聞きま
した。沖縄が今、中国に取られそうなこ
とも聞きました。人権平和運動家たちが
沖縄の独立運動をしており、国連に何回
も行って、独立願いを出しているのだそ
うです。これを中国が利用する算段をし
ているのだそうです。また、習近平は何
回も沖縄に来て、彼のファンが沖縄に多
くいること、那覇市長はなんと、福建省
の名誉市民であること、などのこともお
聞きしました。

わが人生、最初で（たぶん）最後、共
産党に頭を下げた。
現在私は、地域活動として、地元の氏
神「上新田天神社」の景観問題に取り組
んでいる。

増 木 重 夫

底辺を疎かにして来た保守系の人達は 度が悪い。
」等と差し出口が入ります。
もっと子分を集めることから始めねば、上 「大きなお世話。貴兄がそれ以上の文章
辺の公約だけで右往左往する多くの浮動 を出してよ。内容が良ければ載せるから」
票によって政治まで左右されてしまうと と申し上げます。編集は全て発行者の責
思います。（京都北山細野 中村重行） 任。
「より多くの方が興味を持ち、公益性
重視」が編集 の基本。自 分 の利益を目的
編 集 後 記
と
し
た
中
傷に は耳を貸せ ま せんので悪し
しばしば、
「□□の原稿は載せるな。程 からず。
（増木）

【ご支援等の口座】

郵便振替 ００９８０ ８ ２４５５４７ MASUKI
情報デスク
三菱東京 UFJ
銀行 千里中央支店 0044349普通 増木重夫

弊『Ｍ情報』では、日々、全国各地の仲
間から、または情報収集の専門家から情報
が送られてきます。それをメールで転送し
ます。内容はどこよりも詳しく多種多様。
「量が多過ぎとお叱りを受けるのですが、

までお送りく ださい。ま た 、弊紙は郵メ
ールで発送し ています。 重 さ制限は５０
ｇです。まだ 余裕がござ い ますので、資
料等の同封が可能です。ご相談ください。

を（発信名義「 NPO法人 百人の会」）。
h100prs@oregano.ocn.ne.jp

試しに一度受 信してみて く ださい。ご不
要でしたら即 停止いたし ま す。要領は次
のアドレスに 「メール希 望 」と空メール

諸情報のメール配信について

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃

弊会『Ｍ情報活動報告』は、現在のとこ
ろ毎月月始めに全国約５千（目標１万）部
発送しております。掲載ご希望の論文、情
報等ございましたらどんどん表記事務所

原稿・同封資料の募集について

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃

先ずは、平素より私どもの活動に力強い
使用申請料等・交通費、通信費
ご支援を賜り心から御礼申し上げます。こ
資料、ビラ等の制作費・備品購入費
のレポートにもありますように、私どもは ○ Ｍ情報が運営を行っている主な団体
子供達に誇りある国を残すため、日々命が
・救う会大阪 ・ＮＯ！ 民主「桜組」
けで戦っています。ところが問題は活動資
・靖国神社に眠る御霊に感謝する会
金。今まで以上にがんばります。何卒資金
・米国に原爆投下謝罪を求める会
のご協力を伏してお願い申し上げます。
・大阪の公教育を考える会
※ この、Ｍ情報機関紙は新聞の形態をと
・スパイ防止法の制定を求める会
っていますが、
「活動の報告書」です。 ・外国人参政権に反対する会・関西
特に「購読料」は設定していません。 ・日教組の違法行為を追及する市民の会
カンパをよろしくお願いいたします。
・ 竹島を奪還する会・関西
・ 改憲祈念の会
○ カンパ金の主な使途は下記団体の、
◇ 前記口座、または同封の郵便振替に
・活動の資料等の発送費・道路、公園
てご協力ください。

活動資金ご協力のお願い

でざ っと 見 てき た。 確実 に 撒い てい る。
我々 のほ う は足 が痛 いと か 、ケ ツが 痛い
とか ・・ 。 この とき 、共 産 党に 素直 に頭
を下 げ、 お 礼を 言っ た。 と 同時 に、 市民
（政 治） 活 動の 基本 をき っ ちり やる 共産
党の底力をまざまざと見せ付けられた。
私は、
『議員は議会で活動すべきで、市
民団 体の 街 宣や デモ にノ コ ノコ 出て くる
のは 自分 の 立場 がわ かっ て ない 』と いう
のが 基本 的 な考 え。 もち ろ ん議 員の 街頭
演説 、辻 説 法は 別。 共産 党 はＡ 議員 が仲
間を 引き 連 れて 率先 行動 。 保守 系の 議員
にこ のよ う な議 員は いる か 。我 々の 活動
を潰しにきた自称保守系議員はいたが。
も ちろ ん 立場 をわ きま え 慎重 な行 動を
され るな ら それ はそ れで い い。 しか し、
いつ でも 行 動で きる 心の 準 備は 必要 では
ない か。 も っと 共産 党の 「 行動 」を 見習
うべ きで あ る。 彼ら は言 っ てい るこ とは
おか しい が 、や って いる こ とは 賞賛 に与
いす る。 も し、 私の 意見 に 異を 唱え る人
がい たら 、 次回 ポス ティ ン グに 参加 して
いただきたい。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
増木様の言われるように彼らの組織とし
ての行動力は我々保守といわれている団
体とは格段に差があります。つくる会の
活動にしろ他の団体にしろ、頭（かしら）
は居るが手足になってくれる子分がいな
い。政治的に効果があるのは一票の数で
す。彼らは読める一票を何時も持ってい
るのです。だから、いまだに自民党は一
票を確実に集められる公明党に頼らなけ
ればならないのでしょう。

Ｍ情報

http://mid.parfe.jp/kannyo/tennjinn
syakeikann/index.htm
そして、その作戦として、選挙戦の真
っ最中、 12
月 11
日に地 域にポス ティ
ングを行うことを決めた。地域の世帯数、
約５０００軒。５人で２時間ほどあった
ら済むな。とタカをくくっていた。仲間
の一人が「近所の人数人を連れて来て良
いか。」というので、もちろん大歓迎。た
だ、「増木さんとは思想信条が全く違いま
すが。」という。私は「ポスティングして
くれるなら毛沢東でもスターリンでも福
島瑞穂でもＯＫ」と、ふざけた。
当日、
「近所の人数人」がやってきた。リ
ーダーはＡ議員。共産党。生理的に不快
感を感じたが、チラシを捨てることはな
いだろうと思って、嫌悪感に耐え、Ａ議
員と分担を相談。この上新田地区は旧集
落で、道は狭く道路は迷路。Ａ議員は、
「ここは慣れてないとなかなかできませ
んから。
」と笑顔で言う。結局、意地を張
ってもしょうがないので彼らに甘え、集
落の特にややこしい部分を共産党軍団に
任せ、我々はその周囲の猫でもできるマ
ンション地帯を担当することになった。
そして開始。数はほぼ同数。マンション
と一戸建てでは能率が倍違う。そして１
時間ほどで彼らは戻ってきた。私も猜疑
心が強い。一応彼らが撒いたところを車

Ｍ情報（MASUKI 情報デスク）活動報告
平成 25 年 2 月１５（140-12）

