２番手はひょっこりひょうたん
島のドンガバチョ校長。今回は私
的参加なのでお名前を書けません
が、本土から飛行機で２時間。南
海の孤島で 20 人の生徒を守って
います。島ならではのよさ。聞い
ている分には楽しそうですが、島
ならではの苦悩がおありと思いま
す。気になったのは常駐のお巡り
さんは一人。武器は拳銃一丁。も
し難破船がたどり着いても助けら
れない。暴動を起こしたら島は乗
っ取られる。自衛隊に駐留してほ
しい。

なく行われた。特筆は、百人の会は設立
法人百人の
NPO 法人百人
百人の会
当初は学校教育のゆがみを正す目的で設
立しました。しかし、教育問題の多様化
総会開催
事務局長 増 木 重夫 等を鑑み、学校教育のみならず（社会教
育、家族教育、歴史教育等）、幅広く教育
4 月 16 日 大阪
問題を注視しようということが満場一致
で可決されました。
４月１６日、NPO 百人の会の通算
議事終了後講演、報告等が行われた。
第 18 回総会が大阪で行われた。 まずトップバッターは五條剛氏。外国人
定期総会の議長は森脇保仁兵庫県議。
技能実習生受け入れ協同組合事務局長
「私は自民党議員団の文教部会の有
五條剛氏。氏はその名刺の通り、実習生
志 10 人で、今年で 11 回目となる と言う名の外国人労働者の受け入れ窓口
「竹島の日」の記念式典に出席して
で受け入れ実務を行っています。百人の
まいりました。竹島の日は、熱い県
会は教育、教育と労働問題とどういう関
民の願いを受けた島根県議会が、平 係あるの。なぜ、労働問題まで百人の会
成 17 年 、 議 員 提 案 条 例 で 成 立
のテーマにするの。という声が聞こえて
させたものであります。私は、島根
きます。それは教育問題は議会の決算委
県議会の勇気ある行動に共感すると 員会と同じで、すべての社会問題、事象
ともに、県民の願いや夢を形にする
の根幹だからです。
ことが、県民の代表である我々議員
実は事務局、大変なミスをし、録画に
に課せられた使命であるとの思いを 声が入ってないのです。残念ながら動画
新たにしております。」
と２月 22 日、
を見ていただけません。要旨は弊会 HP
2 月議会で述べられました、兵庫県
にアップしていますが、つらい、汚いこ
議会、森脇保仁議員にお願いしたい とは日本人がしない。結局外国人が尻拭
と思います。と司会が指名し満場一
い。それで仕事がないという。いやなこ
致で議長席に座った。
ともできる日本人を作らねばならないと
先ず、平成 27 年度の活動の報告 いうことで、教育の重要性を語られまし
決算の承認、役員の選任の承認、28
た。
年度の活動計画、予算案の承認が恙

和田有一朗兵庫県議
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ということでした。
そして、夏の参議院選挙に立候補予定
の弊会の仲間、元大阪市議会議員坂井良
和先生のご挨拶。またちょっと遅れて矢
野義昭元陸上自衛隊陸将補・拓大教授の
ご挨拶がありました。
さらに小野馨子憲法一条の会代表か
ら、設立１年が経とうとしている。百人
の会の応援のおかげで順調に輪が広が
っている。という報告があり、池田博義
英霊を被告にして委員会幹事から大阪
訴訟は大勝利で一審を終わったという
報告がありました。
兵庫県議会議員を代表し、地方議員政
策通全国１、和田有一朗議員が議会質問
の報告。兵庫県議会文教委員会は委員の
ほとんどが百人の会会員と言う恐ろし
くも頼もしい皆さんです。
ジェンダーフリーに歯止めを、保育園
と幼稚園は違う。子供は親が育てろ。
等々、百人の会の為の質問でした。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

昭和 32 年に防衛大学の一期生
に吉田茂元首相が贈った言葉

君達は自衛隊在職中、
自衛隊在職中、決して国
して国から
君達は

感謝されたり、
歓迎されることなく自
感謝されたり
されたり、歓迎されることなく
されることなく自

衛隊を終わるかもしれない。
わるかもしれない。きっと非
きっと非
衛隊を

どうか、耐えてもらいたい。
えてもらいたい。
どうか、

のほうが、国民や
国民や日本は
日本は幸せなのだ。
せなのだ。
時のほうが、

言葉を換えれば、
えれば、君達が
君達が日陰者である
日陰者である
言葉を

国家が混乱に
混乱に直面している
直面している時
なのだ。
し国家が
している時なのだ。

とか、災害派遣の
災害派遣の時とか、
とか、国民が
国民が困窮
とか、

外国から攻撃
は、外国から
から攻撃されて
攻撃されて国家存亡
されて国家存亡の
国家存亡の時

から歓迎されちやほやされる
民から歓迎
歓迎されちやほやされる事態
されちやほやされる事態と
事態と

御苦労だと思
しかし、自衛隊が
自衛隊が国
御苦労だと
だと思う。しかし、

とか叱咤ばかりの
難とか叱咤
叱咤ばかりの一生
ばかりの一生かもしれない
一生かもしれない。
かもしれない。
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●男女家庭課長（髙野滋也）
本県では、
男女共同参画社会の形成に向け、さまざまな
取組を推進してまいりました。その基本的な
考え方は、男女の性差を否定するものではな

●男女家庭課長（髙野滋也）

繰り返しに

く、その違いを認めつつ互いに尊重し、男女
が人生のどの時期、どの場面においても、生
き生きと生活できる社会の実現をめざすとい
そこで、この際、改めて確認の意味も込め うものである。 このため、新たな計画であ
て、その考え方についてお伺いしたいと思う。 る「ひょうご男女いきいきプラン 2020」に
ジェンダーフリーに 歯 本来、男女共同参画とは「性差をなくして おいても、この考え方を継承し、取り組みを
ジェンダーフリーに歯
フラットな社会を創るというものではなかっ 進めることとしている。
止めを
具体的には、これご指摘いただいたけれど
た」と私は思っている。
兵庫県議会議員 和田有一朗
ところが、それがだんだんいろんなプラン も、重点目標として、まず一つとして「全て
Ｈ28-3-7
とかが進んでいく中で、性差そのものは「差 の女性の活躍」、二つ目として「仕事と生活の
別」である、それをなくすことが目的だとい 両立支援」、三つ目として「互いに支え合う家
男女の区別、違いに言及すると、すべ
うように喧伝をされて、意味不明なジェンダ 庭と地域」、四つ目として「安心して生活でき
てが「差別」。そのような誤った考えに
ーフリーに行き着いた状況が過去にあったよ る環境の整備」、五つ目として「次世代への継
一石を投じた質問。県は、「性差を否定
承」の五つを掲げており、各種の施策を総合
うに私は思う。
するものではない。」と明言しました。
しかし、性差そのものが差別ではないし、 的、かつ効果的に進めていく。
百人の会きっての政策通、和田議員の
中でも特に、職場や家庭、地域等のあらゆ
いまだに、そういった感覚を持ちながら行政
歴史を変える質問
える質問です。
歴史を
の現場、あるいは学校現場で引きずっている る場面における、全ての女性の活躍を一層推
さらに、去年の６月の質問（弊紙 175
感がぬぐえないのである。性差は差別だ、フ 進することとしている。そのために、性別に
号参照）を再燃。しつこく専業主婦、子
ラットな社会を創るんだ、男も女も世の中に よる不合理な差別がないように、社会全体の
育て、保育園の問題を追及します。
は存在しないんだみたいな感覚で現場が進ん 意識醸成を図るとともに、男女ともに機会の
百人の会の百人の会による百人の会の
でいるような感があるように、私には思える。 均等が確保されるよう取り組んでいく。
為の（？）質問です。（増木）
今後も、新計画を指針として、男女共同参
しかし、本来、男性と女性には性差はある
～～～～～～～～～～～～～～～～～～
し、男らしさ、女らしさは存在するし、それ 画社会の形成に向け努力していくので、今後
平成 28 年度兵庫県予算特別委員会記録
から生まれる母性や父性というものは存在す ともご指導のほど、よろしくお願いする。
【第４日（企画県民部）H28.3.7 未定稿 】
おっしゃることはよく
るし、それがなかったら、ここまで人類とい ●和田有一朗委員
ジェンダーフリーについて】
【ジェンダーフリーについて】
うのは進化をしてこなかったのは当然である。 分かるし、私のことも分かってくださってい
これらは差別ではなくて区別であって、長 るとは思う。ただ、やはり今言われた中の最
年にわたって合理的に築かれた、文化的に醸 後に、性別による不合理な差別はあってはい
成された性別による役割があって、それを互 けない。いや、そのおりである。それはその
いに尊重して、お互いにそれを尊重しながら とおりであるが、その後ろの部分が切り取ら
協力して、より良い社会を築こうとするのが れて走り始めて、いつの間にか性差は差別で
本当の「男女共同参画社会」であると私は、 あると、学校現場なんかでも何かとちょっと
違うような、何か状況が生まれてしまったり
やはり思っている。
それで、新年度以降の施策の指針となる今 もすることがあるんですね。
もう一回、そのことを確認のために、性差
回の改訂の中で、この男女の性差について、
どのように捉えられて、生かされていこうと は差別じゃないですよね。そして我々が育ん
できた、お互いに差別ではない性別をお互い
しているのか、ご所見をお伺いする。
に合わせてええ子を創る豊かな社会が男女共
同参画社会ということを、もう一回確認する
が、いかがか。
●和田有一朗委員
・・・・次の質問に移らせていただく。
第３次兵庫県男女共同参画計画（ひょうご）
男女いきいきプラン 2020）の策定を踏まえ
た施策の展開についてお伺いする。
まずは、「ひょうご男女いきいきプラン
2020」の推進方向についてである。
先日、議決された「ひょうご男女いきいき
プラン 2020」は、「男女共同参画社会づく
り条例」や「新ひょうご男女共同参画プラン
21」に基づいて進められてきた取組を、継続
性を維持しながら、更に展開すべく策定され
たものと認識をしている。
めざすべき社会や重点的に取り組むべき課
題等を勘案され、
「全ての女性の活躍」や「仕
事と生活の両立支援」、「互いに支え合う家庭
と地域」などを重点目標に掲げられている。

なりますが、男女共同参画プランについては、
性差を否定するものではありません。役割分
担を否定するものではありません。
先程申し上げたように、男女が生き生きと
やりたいことをする、できる社会を創る、そ
の上で阻害要因となるものが仮にあるとす
れば、それを是正していくという計画である。
よろしくお願いする。

●和田有一朗委員 ありがとうございます。
阻害要因となるものが何かということに関
しては、いろんな、そのまた議論が、ここか
ら積み上がっていくんだと思うが、分かった。

専業主婦に対する支援
する支援】
【専業主婦に
支援】

次は専業主婦に対する支援について問う。
私は、何度も何度も、これは申し上げてき
て、今日も少子対策の中で、これにやや近づ
くようなご意見や質問があった。
このたびの改訂に当たっては、我が会派か
ら、いろいろと提言をさせていただき、その
思いを一定反映されてきたというふうに評
価をさせていただいている。「女性が輝く社
会」「一億総活躍社会」として、就業率や、
いろいろな職種における指導的な地位につ
く女性の割合などを評価をして、それを支え
る取組を重要視する傾向があるが、家庭にあ
って子育てを重視する母親、つまりは専業主
婦も輝く女性である。
まさにＭ字カーブの、この底の部分にある
皆さんも輝く女性なわけである。そのすばら
しい生き方を私は評価したいと思う。
新プランの中では、重点課題として「職業
生活はもとより、専業主婦として家事や育児
等を家庭生活などに専念するという選択含
めて、一人ひとりの生き方を尊重する」とし
て、推進方向に「職場や家庭、地域において、
その個性と能力を十分に発揮できるよう、社
会全体の意識醸成や環境整備等を図る」とも
記載されたところである。
女性の職場進出を促す施策を進める一方
で、ある意味、自己犠牲をも伴う出産、育児
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Ｍ字カーブの中で、やはり一番底にある皆 なベースというものがフランスにある。それ こで肝心なことは、家庭をなすこと、そして、
に奮闘されている多くの専業主婦の皆さんを
対象とする施策を、これまで以上に充実させ さんがいるご家庭が、次のお子さんを、その はこのフランスというものには少子対策とい 子供をなすことにインセンティブを与えよ
ていくべきだと思いますが、どうお考えか、 次のお子さんをと思う場合が多いということ う政策はない。存在していない。何があるか うとしているということである。
では翻って、我が国はどうかというと、私
があって、そういう意味からも、やっぱりこ というと「少子対策」ではなく「家族政策」
ご所見をお伺いする。
の専業主婦への皆さんへの支援というのをし なのである。この家族政策は結果的には少子 たちは、古来より、この命のバトンをつない
「家名を守っていく」、
●男女家庭課長（髙野滋也）
これまで専 っかり目に見える形でやってほしいなと思う。 対策になっているということであり、このフ で「家を存続していく」、
そういう中で、次の質問に移りたいと思う。 ランスというのは、実は家族を大変大切にす そういったためには、「自己実現」を多少我
業主婦は、家事や育児はもとより、防災や防
家族、家庭を応援する取組についてお伺い る国である。それはラテン諸国も一緒である。 慢しても、「自己犠牲」を払うことがあって
犯、環境活動など、さまざまな地域活動を担
欧米でいうと、ラテン諸国もやっぱり大家 も、これはやむを得ない「責務である」とい
ってこられました。こうしたことも踏まえて、 をさせていただく。
今日もずっと地域創生の中で出てきた中で、 族主義で、部分の家族を大変大事にします。 うことを、私たちは持ってきたと思う。
「ひょうご男女いきいきプラン 2020」にお
いずれにしても、これはいずれも、これ家
いては、専業主婦という選択も尊重した上で、 人口減少の話が絶えず出てまいりました。そ それは恐らく背景にはカトリックのキリスト
全ての女性のあらゆる場面における活躍を支 の側面からのお伺いということになるわけで 教義なんていうのもあるんだろうとは思うが、 庭、家族というものがキーワードになってい
援することとしている。その中で、ご指摘の あるけれども、人口減少社会が到来して、少 そういった部分を実はフランスの議論をする るわけであり、そういった観点から県民が改
子育て中の専業主婦については、家族形態の 子対策が極めて喫緊の危機感を持たなければ ときには、すぐ抜け落ちてしまうときがある。 めて家族の大切さを、今まさに再認識する必
このフランスというのは、もそもそ農業国 要があると思うが、そこでお伺するが、こう
小規模化や地域の人間関係の希薄化等も相ま ならない課題になっている。これは幣原委員
である。歴史的にも文化的にも家族を大変大 いった観点から家族や家庭を応援する取り
って、孤立することが懸念されている。より の１項目になるぐらいの大変な問題である。
組みについての所見をお伺いする。
少子対策そのものは、健康福祉の分野であ 事にしてきた。
充実した支援が必要であると考えている。
委員ご指摘の
第１次世界大戦で多くの男性が亡くなって、 ●知事公室長（平野正幸）
このため本県では、子育てに専念している るけれども、今申したように、実は、この家
親と子が気軽に集い、悩みを相談できる場を 庭、家族施策とは、この少子対策というのは 女性が男性の役割を担わなければならないと 先日のＮＨＫの番組は私も見て、非常に家族
設けますとともに、幼稚園等で親教育や、親 密接不可分、不即不離の関係であることは、 いうときに社会政策も始まった。そういう経 施策というか、そういうのの重要性について
緯の中で、フランスでは家族問題を民間では は、印象深く見せていただいたところである。
子一緒に遊び体験ができる「乳幼児子育て応 どなたもお分かりだと思う。
お尋ねいただいた家族、家庭を応援する取
なぜ、じゃあ子供は生まれないのか。その なく公的機関が解決すべき問題だとの世論が
援事業」等を推進するほか、ＳＮＳを活用し
た子育て情報の発信、あるいはテレビ番組「子 原因は非婚、晩婚、未婚の問題に行き着かざ 強いわけであり、家族は国家にとって基本的 組についてであるけれども、本格的な人口減
少社会が到来して、家族の形態が多様化・小
育て情報ランド」など、子育て支援事業を推 るを得ないわけであります。当然、一般論と なもの、根本問題と認識をされている。
出産手当のほか３歳までの基礎手当、これ 規模化するとともに児童、高齢者への虐待、
して、結婚をし、家庭をなしていただかなけ
進している。
また、来年度には「地域祖父母育成モデル れば子供は生まれてこない。増えていかない 支援金である。新学期手当に加え、２人目の あるいはＤＶ等さまざまな問題が顕在化し
子供から「家族手当」と呼ばれる補助金が出 てきている。これらのことを踏まえて、県民
事業」にも取り組んでいくこととしている。 ということになる。
じゃあなぜ結婚していただけないのかと、 される。また、子供が 20 歳になるまでに、 一人ひとりが家族や家庭の大切さを考え、き
今後も新計画のもと、これらの施策を推進す
るとともに専業主婦はもとより全ての女性の 午前中からずっと議論のあった話である。た 子供３人の場合では総額 3,900 万円もの減税 ずなを深めるとともに、地域で家庭を支える
活躍を促進するため、社会全体の意識醸成や だ、その解決策を探るときに、先進事例とし 措置があることや、公共交通機関の割引が受 取り組みを進めていく必要があるものと考
環境整備に努めていく。よろしくお願いする。 てのヒントは、どこかにあるだろうと思う。 けられることなど、見られた方も多かったと えている。このため本県では、「ひょうご家
それを見たときに、現在の日本並みに、一度 思うが、先日、ＮＨＫの特集番組でも取り上 庭応援施策検討委員会」の提言を踏まえまし
大きく下がった出生率を、今や、２前後まで げられていた。このように、社会の仕組み以 て、家族・家庭を応援する施策を、さまざま
●和田有一朗委員
分かった。
前に資金的なバックアップが行き届いている 展開している。
この専業主婦への支援というのは、実は今 戻した国、例がある。フランスである。
具体的には、家族・家庭の大切さの確認と
ただ、このとき、注意をしなければならな けれども、これらのバックアップは、ほぼ全
日も何回か、いろんな委員の質問の中にもニ
アリーイコールというか、近い部分があった いことがあると私は思う。問題なのは、フラ てが「家族」に対しての応援である。個人に 家庭や地域における「公共意識」の醸成を図
と思うけれども、結局は少子化対策という側 ンスの事例を挙げると、必ず出てくるのが、 対してではない。あれほど個人主義の国だ、 るために地域団体や企業、マスコミ等、約
「家庭応援ネッ
いやフランスというのはおおらかな国だと、 個人が自由にというけれども、家族に対する 680 の団体で構成している、
面も出てくるわけである。
トワーク会議」というものをつくっており、
多子の問題が多少つくっていただくという、 事実婚だやれ自由恋愛だシングルマザーだと 応援である。
要はいかに「大家族」をつくり出していく それが中心になり、「ひょうご家庭応援県民
そういう面もあろうし、やはり、まさに私が いうような話にすぐなってしまう。でも実は、
言うように、Ｍ字カーブは別に悪いもんでは そこで重大な見落としがあると、私は思う。 かがフランスの「家族政策」であり、これが 運動」を推進している。その中で「家族の日」
大切なことは、実は、見落とされている大切 少子対策になっているということである。こ というのを提唱しているとともに、家族をテ
ないんだと私は思う。

3
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ーマとした、さまざまなコンクールの開催と ２号も３号も、全てのお子さん、全部一緒く 私立幼稚園協会と連携して公定価格の改善を、 が大事だ。それともう一つは、少子対策だか
か、ポスターの作成、配布などによって啓発 たにこういう点で見ているところが実はある。 つまり子ども・子育て支援新制度の内容につ らといって保育園を造れ、どうだと言ってい
活動を積極的に行っている。
学校法人として幼稚園を運営していて、認 いて、その改善を強く国に働きかけ、同じよ るが、子供の視点ない。ないと言ったら語弊
さらに「家庭応援全県大会」という行事を 定こども園化したところでは、この点でやっ うな問題意識を持っている大阪府や東京都、 があるかもわからないが、親の視点から見て
行い、啓発を一層強めておるところである。 ぱり悩んでいるところが多い。１号のお子さ 北海道にも本県が共同行動を呼びかけて国に いる。大事であるが、やっぱり子供の視点か
また、家庭における親学びを支援するため「お んには教育標準時間というものがあるが、そ 強く働きかけた結果、一定の改善措置を引き ら物は考えることが第一義的なんじゃない
父さんフォーラム」等を開催するとともに子 うではないお子さんもいるし、子供に対する 出すことができた。
かと私は思うので、そういう意味で、この幼
育てを支援するため「まちの子育てひろば」 向き合い方がどうなってしまうのだろうかと、 それでもなお、従来の私学助成に比べて減 稚園に対するしっかりとした受け皿として
や「子育て応援ネット」等を推進している。 不安に思っている幼稚園関係の皆さんが多い。 収となる園が予想されたから、本県では、県 頑張っていただきたいと思う。
さらに三世代同居・近居を支援するとともに、
これまで学校法人たる教育機関である幼稚 単独で教職員の配置経費を今年度から支援す
地域における三世代交流事業も推進している。 園というのは、子供がどう自分の力を伸ばし ることとしたところである。
【第５日（健康福祉部）未定稿 】
なお、先程おっしゃったフランスのような ていくかということを前提に立って、子供の
また、同じく今年度からであるが、認定こ ●和田有一朗委員
質問項目はあっさり
例であるけれども、現在、国において、子育 視点に立って教育をどう受けてもらうかとい ども園移行後も、これまで私立幼稚園が実施 しているが、私の質問、こてこての質問が続
て世帯を支援するために、フランス等で導入 うことをそういう観点でカリキュラムを作っ してきた防災教育や農作物の栽培体験等の特 くので、どうかいいご答弁をお願いする。
されている子育てに要する費用の所得控除を たり、いろんな仕組みが作られてきたと思う。 色教育を継続できるよう県単独で支出するこ
まず、認定こども園の整備について伺う。
行うための税制措置の創設が検討されている。 一方、保育園というのは、どちらかという ととして補助制度を作ったところであり、預
まずは、認定こども園での教育のあり方に
本県もその動向を見守っていきたいと、この と、子供の視点ではなくして、親の視点から かり保育、わくわく幼稚園、親子学級等の子 ついてである。
ように考えている。
カリキュラムを作ってきたり、いろいろして 育て支援事業についても引き続き行っている
昨日、企画県民部の部局審査で私学教育課
これからも家族・家庭の重要性を認識しな いると私は思う。
ところである。
にも尋ねた。認定こども園には、地域の実情
がら、そのきずなを深めるため、引き続きさ
そういう中で、こども園に移行したとして
併せて、県私立幼稚園協会と連携して、幼 や保護者のニーズに応じて選択が可能とな
まざまな取組を展開していくので、引き続き も、やはり私立幼稚園は学校法人であって、 稚園・認定こども園の教員を対象に新規採用 るようにいろんなタイプがある。
のご指導をよろしくお願い申し上る。
教育機関であるから、やはり健康福祉部に行 教員研修や子育て研修を実施しており、教員
幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機
ったから、もうそれでいいというのではなく、 の能力向上をそうした形で図っている。
能を併せ持つ単一の施設として、認定こども
引き続き私学教育課がしっかりと物事を見て
さらに、来年度からは、新たに私立幼稚園 園としての機能を果たす幼保連携型、認可幼
認定こども園
について】
【認定こども
こども園について】
●和田有一朗委員
いっていただきたいと思うが、その点につい 等の人材確保を図るため、県私立幼稚園協会 稚園が保育の必要な子供のために保育時間
※ここで和田議員朝鮮学校の補助金の質問に てのご所見を伺う。
が実施する「私立幼稚園等就職フェア」を支 を確保するなど、保育所的な機能を備えて認
入るが、今回は誠に残念、紙幅の都合でパス。
援することとした。
定こども園なる幼稚園型、さらには認可保育
●企画県民部長（五味裕一）
私立幼稚園
これらの取り組みを通じて、今後も、私学 所が、保育の必要な子供以外の子供を受け入
では、次に移る。私立幼稚園の認定こども は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児 教育課が学校法人及び私立幼稚園の所管課と れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認
園移行について伺う。
期の教育機関として、大変重要な役割を果た して、私立幼稚園が建学の精神に基づいた幼 定こども園としての機能を果たす保育所型
多くの私立幼稚園が認定こども園へ移行し、 していると認識している。
児教育を行うことができるよう、各私立幼稚 などである。現実には幼保連携が多いと私は
いわゆる運営費については健康福祉部の所管
そのため、子ども・子育て支援新制度に認 園及び幼稚園協会の声に耳を傾けながら、し 感じている。これは少子化の中で、保育園、
になってしまった。市町を通じて施設型給付 定こども園として移行後も、安定した学校運 っかりと適切な支援を行っていきたいと考え 幼稚園が互いの分野に入っていって、混ざっ
を受けてるようになった訳である。
営と適切な幼児に対する教育を行えるような ている。
てきていることと思う。
私は、この件に関しては、健康福祉部の部 制度環境が必要であると考えている。
いずれにしても、そのような中で、認定こ
局審査でも伺おうとは思っているが、例えば、
新制度に移行すると運営費補助が健康福祉 ●和田有一朗委員
大変力強いご答弁をい ども園がこれから広がっていくが、この認定
幼稚園では、いわゆる現場で言うところの教 部の所管になるとのご指摘があったが、私学 ただいた。自らの課題と思っている、私学課 こども園のうち、幼児教育機関である幼稚園
育標準時間、法律的には教育時間と言うけれ 教育課としては、私立幼稚園及び私立幼稚園 がやはりしっかりと受け皿になるとも言って から移行した幼稚園型では、教育時間の概念
ども、教育時間という概念があって、保育園 を母体とする認定こども園については、引き いただいた。
がある。一般に、現場の先生方は、教育標準
側から認定こども園になったところでは、い 続き自らの課題であるという認識のもとでか
１つ、午前中も申し上げが、少子化の話の 時間という言い方をするが、しかし、保育所
わゆる現場の先生が言うところの教育標準時 かわってきている。
中で抜け落ちてる視点があると思う。それは、 から認定こども園になった保育所型には、教
間の概念が抜け落ちている訳である。１号も
実際に、昨年度は私学教育課において、県 午前中言ったのは家族の視点、やっぱりこれ 育時間の概念が規定されていない。
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規定ではそうであるが、幼保連携でも、幼 及び保育を適切に展開することとされている。 触れたが、子育てとは、ある意味で、親の自 合う体験を授業として実施し、将来親となる
こうしたことからいずれの類型の認定こど 己犠牲があって成り立つ部分がある。我々の 高校生が自分自身の生き方を考える契機と
稚園からなったところの皆さんとそうでない
ところの皆さんには、この認識はちょっと違 も園においても、義務教育及びその後の教育 命は、先祖の自己犠牲の上に積み重なって、 なる機会を提供してきた。
また、来年度から、大学生に対して、子育
の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼 今の私たちがある、恩恵がある。恩恵を我々
うという感じは私は受けている。
てを体験し、家族を持つすばらしさを実感す
教育時間の話は一例であるが、学校法人の 児のすこやかな成長のために適当な環境を与 はいただいていると言ってもいいと思う。
現代、自分のためにだけに時間とお金を使 る事業を実施したいと考えている。
教育機関は、子供がどう自分の力を伸ばして えてその心身の発達を助長するとする学校教
さらに、出会いサポートセンターにおいて、
いくかという前提で、子供の視点から教育を 育法第 22 条の目的に沿って運営されている。 い、自己実現を図ることができるこの時代に、
県では、こうしたことを踏まえて、認定こ 自己犠牲を伴う出産や育児に取り組むことは、 結婚の意識を高めるために、県内の独身男女
どう受けてもらうべきかという観点でカリキ
ュラムや仕組みが作られてきたが、そうでな ども園が幼児期における子供の育ちにとって 経済的要因だけでは解決できる問題ではなく、 に対し、結婚観や家庭観の啓発を行うセミナ
いところ、保育園からこども園化をしていっ 適切な環境であり、また保護者の保育ニーズ 自分にいただいた命を次につなげていくとい ーを開催している。
こうした取り組みを重ねつつ、一方で、社
たところは、子供の立場でなく、親の立場か にも応える施設であるとの認識のもと、その った責任感というか、価値観によるところが
会人としての自己実現も支援できる社会シ
設置や移行促進に努めてきたところであり、 大ではないかと思う。
ら見て物事が作られてきたと私は思う。
自己実現も大切であるが、多少自己犠牲を ステムを構築することで、結婚して家庭を築
単に子供を預かればいいという話ではない 各園において、より質の高い教育が施される
ので、まさに、子供の視点に立って、どう子 よう、園長資格についての県独自基準を定め 払ってでも命のバトンをつないでいくことは、 き、子育てをすることの喜び、すばらしさに
供の仕組みを作っていくかが大事だと思う。 たところである。さらに、来年度、新年度か 社会の中で果たす責務であるという価値観を ついて啓蒙していく。
そういう中で、学校法人として、教育機関 ら、幼稚園・保育所の関係団体で設立された 伝えていくことも、少子化を乗り越える上で
として、私立幼稚園を運営してきた認定こど 兵庫県内認定こども園関係団体協議会と協働 は必要ではないか。少子対策における、結婚 ●和田有一朗委員 なかなか保守派の人間
も園化したところでは、この点で悩んでおり、 して、独自の園長研修等を実施するなど、先 し、産み、育てるという、ややもすると自己 にも胸に迫るような答弁である。無償の親の
子供に対する向き合い方が、これからはどう ほどご指摘あった、子供の視点から教育・保 犠牲を伴うような価値観を教えていくことに 愛と言われると、保守系の人間はうっとくる。
もちろん自己犠牲という言葉を使ったが、
なっていくのか、不安に思っている方が非常 育がされていく認定こども園の質のさらなる ついて、所見をお伺いする。
当然、そこには喜びもある。一番人生でうれ
に多い。このことについて、認定こども園を 向上を目指していく。以上である。
●こども局長（四海達也）
私も２人の子 しかったときは、一つは、選挙に当選したと
次の質問に移る。
所管する健康福祉部として、どのように考え
きもそうだが、子供が生まれたとき、あの喜
供を育て上げた。
少子対策についてである。
ているか、所見をお伺いする。
人間を一人、一人前に社会のお役立つ人間 びというのは言いしれないものがある。こう
昨日、多くの議員が少子問題について、危
機感を持って、大変たくさんの質疑をした。 として送り出すためには、並大抵のことでは いう発言をすると、いや、子供を持てない方
今日は少ないようである。そういった中で、 ない。しかし、これは人間に限らず、動物全 に対する何とかだという方がいるが、それを
私、もう一回、ここでも皆さんが本当の現場 て、生きとし生ける者は、ごくごく自然にや 言ってしまうから、本当の意味のキャリア教
の対応をされる部局なので質問する。成功例 っていることである。ですから、人間だけが 育ができなくなってくると思う。
私は初めて子供が生まれたときに、離れた
特別なものではなく、人間が自然界の一員と
に見るポイントの認識についてである。
少子対策は、喫緊の課題というよりも危機 して、生きている限り、その摂理に従うこと ところだったので、車に乗って、もうじきや
的な状況である。県民皆がこのことをもっと はごく当然のことであるという価値観を広め と言われたときに車を走らせていくが、高速
道路に乗ったときに、料金を取るおじさんに
理解する必要がある。幾ら経済対策をしよう ていきたいと考える。
それに加えまして、また、子育てに払われ まで、いや、ありがとう、ありがとう、今日
が、政策を作ろうが、世の中に、社会に人が
いなくなってしまえば、そんな政策は何の意 るべきは、先生、自己犠牲とおっしゃったが、 はうれしいとか言いながら、お金を払って行
私は、子供に注がれる代償を求めない、まさ ったという経験がある。向こうの人は何であ
味もない。危機感をまず共有したいと思う。
なぜ少子化が進むのか、止められないのか。 に無償の愛情であり、その経験を積み重ねる りがたいのか、うれしいかわからなかったと
この問題については、昨日も多くの皆さんが ことが、親自身の人間的成長につながるもの 思う。まさに自己犠牲は伴うが、喜びもある
議論し、企画県民部の部局審査においても、 であるといった考え方を広めていきたいと考 ということも含めて教えて、家を成すこと、
結婚すること、子供を作ることはすばらしい
家族応援の施策を絡めて質問をしたが、ここ える。
私ども県では、これまで県立高校において、 こと、うれしいことだということを教えるよ
でも同様に伺う。
もう一つ忘れてはいけないことがある。そ ご指摘の赤ちゃん先生に類似する取り組みと うな施策もしっかりとこのままとっていた
れは、価値観の問題である。先ほどちょっと して、愛情や思いやりを持って乳幼児と触れ だきたいと思う。終わる。
●福祉監兼社会福祉局長（柏 由紀夫） 教
育基本法において学校とされる幼保連携型認
定こども園や幼稚園型認定こども園を含む幼
稚園は、学校教育法第 23 条各号に掲げる目
標を達成するため、幼保連携型認定こども園
教育・保育要領や幼稚園教育要領に従って、
教育及び保育の内容に関する全体的な計画や
教育課程を策定し、教育時間を設定している。
教育時間については、必要に応じ、兵庫県認
定こども園審議会の意見を聞き、助言を行う
こととしている。
一方、保育所型認定こども園や地方裁量型
認定こども園は、幼保連携型や幼稚園と同様
に、満３歳以上の子供に対し、学校教育法第
23 条各号に掲げる目標達成に向け、教育及
び保育を行っており、幼稚園における教育課
程及び保育所における保育計画の双方の計画
を併せ持ちます全体的な計画を作成し、教育
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教科書贈収賄事件」
「教科書贈収賄事件
贈収賄事件」を糺
発足！
す会が発足！
つくる会東京支部 空花正人
つくる会東京支部
H2828-4-28
つくる会本部が中心となり、４月２５
日、加瀬英明氏を発起人代表とする、
「教科書贈収賄事件」を糺す会〉が発足！
問題を危惧する有識者・有志団体が糾合
と相成ったわけです。
これに先立つ４月１３日に、小生個人
的に、地元の練馬区教委あてに質問を発
しておりました。なんとなれば新聞報道
で、練馬区の名があったからです。
以下のようにやんわりと質問を投げか
けていたところ、回答が寄せられました。
案の定、秘匿事項があり、隔靴掻痒です。
新聞報道では小学校だけについて指摘
がありましたが、練馬区の回答によれば
中学校においても発生したといいます。
謝礼を受けた教員のうち、教科書調査員
となっていたものは１３人であるという
が、区教委の説明では、教科書調査報告
書には特定の会社の優劣をつけるもので
はなく、最終的には採択権限者である教
育委員が適切に採択したといいます。
何処かの地方教育委員会の中には、教
員を処分したところもあるようですが、
此処練馬区教委としては、贈収賄事件と
して見ている気配はありません。
練馬区教委が練馬区議会（常任委員会）
でも報告したことで、小生としては、お
そらくこれ以上の追及は出来ないのかと
思っておりますが、どなたか、まだまだ
打つ手はあるだろうという方がいれば、
ぜひご教示ください。
全国各地で同じようなことが展開され

ているはずです。情報の共有化をぜひお
願いしたいと考えております。

国体と憲法改正
国体と

東京都 落 合 道 夫
H28-4-27
H28-

歴史 に 感動する
感動 する子供
歴史に
する子供らを
子供らを育
らを育 て
ることが日本人教育の
ることが日本人教育
日本人教育の根本

草莽の記より 杉 田 謙 一
草莽の
2016.04.25

憲法記念日が近づき、憲法改正論が盛
■空花の発した質問文：：：：
【ある会議でのこと】
新聞メディアの報道によると、教科書 んだ。安倍さんも主張している。しかし
今年から改定された東京書籍の歴史
会社が検定中の教科書を教員らに閲覧さ 憲法論議には合理的な論理が必要だ。や
たらに願望を盛り込んではならない。そ 教科書を読む。ポツダム宣言を「日本国
せ、謝礼金を提供したそうです。
軍隊の無条件降伏」と記載するなど、是
都教委が調査したところ、この練馬区 こで国体による憲法論を考えたい。
生物に生態があるように、民族も生態 正のあとは見られるなど、一定の評価は
においても小学校社会において教育出版
できるが、虚偽記載は減ってきたとはい
に採択替えした年度にかかる行為があっ がある。それを国体という。国体の内容 え、日本人が歩んできた歴史観からはい
は、言語から慣習、価値観に至るあらゆ
たそうです。
る総体である。国体は民族により固有で まだ程遠い。同時にこの記述の意味を現
それの事実関係をお尋ねします。
職教員がわかって授業するかどうかも
１．練馬区教委の事情聴取で把握された ある。生体の目的は生存であるから、日 大きな課題である。以前のまま「日本」
ことで、個人名は結構ですから、年度、 本民族の国体の中から民族の生存を支え の無条件降伏論を是認し、「占領統治」
学校名、教員人数をまず教えてください。 る公私の柱を選んでみる。すると公的に というある種の「冷戦」が日本側の抵抗
２．そして、当該教員が教科書調査員な 連続性を支えるのが天皇崇敬、私的に支 を許されない思想統制の中で行われ、背
どの採択資料作成にどのようにかかわっ えるのが先祖崇拝である。公的に連帯性
を支えるのが国民国防（徴兵訓練）、私的 後区を余儀なくされたバイアスのかか
たかを教えてください。
った強制された歴史解釈についてはあ
３．発覚したものは小学校だけなのかど に支えるのが家制度（両親介護、結婚奨 まりに無批判である現状には変わりが
うか、中学校には無関係であったのかも 励）である。これらの共通の価値観が教 ない。欧米を是とする東京裁判史観の延
育勅語である。
お知らせください。
明治の人々はそれを明治憲法に盛り込 長上にある教科書と言わざるを得ない。
歴史に感動する子供らを育てること
んだ。しかしこれらは明治人が作ったも
のではなく日本民族が数千年の歴史をか が日本人教育の根本。歴史の教師だけで
なく、生徒に接するすべての教師の持つ
けて形成してきたものである。
さて占領憲法改正というが内容は何か。 べき資質。人生最大の夢と決意を子供ら
人権など空虚な美辞麗句をいくら並べて に抱かせる責務を担うのが小中の教師
も地上に天国は作れない。地上の資源は の責務。この教師を育てるのが教科書是
有限だから必ず失敗する。実際占領軍憲 正と同時になさねばならぬ責務である。
市長や教委などにまず教科書是正に
法のような空論は日本民族の生存を阻害
している。憲法は日本民族の生存を支え つき、もっと関心を持ってもらわねばな
る現実的なものでなければならない。そ らない。そのためにも日本人の立場を踏
れは日本人の生存環境が変わらない以上、 まえた、ひとめでわかるようなチラシを
作ろうとの提案が以前出されその取り
新奇なものではありえない。
日本民族の憲法は最終的には明治憲法 組み段階が報告された。一年積み上げれ
を目指すが最善だが、現実的には独のよ ば相当の成果が蓄積されよう。
こうして蓄積された資料は現場に立
うに基本法を制定して国防を優先し、現
在の占領憲法は棚上げするのがよいだろ つ教師にぜひ知ってもらいたいもので
あり、誇りをもって子供たちに語っても
う。
らいたい物・・・・・・
■それに対する練馬区教委の回答
教科書事前閲覧問題について（回答）
空花 様
こちらは練馬区教育委員会 教育指導課
です。お問い合わせに回答いたします。
別添のファイルは４月２１日の文教・
児童青少年委員会にて報告した際の資料
です。個人情報の関係ですべての項目に
回答できず申し訳ありませんが、可能な
範囲でお答えいたします。
平成２７年度の中学校教科用図書採択
において、それまでとは別の教科用図書
を採択したのは３種目ありました。当該
の３種目の調査委員会には、本件にかか
わった教員はいませんでした。
練馬区教育委員会 教育指導課管理係
０３-５９８４-５７４６
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限爆弾などを保持して武装闘争を展開し
共産党の研究 Ⅱ
共産党の
ました。これは、中国共産党の抗日戦術
を模倣したもので、「農村部でのゲリラ
元東京都議、拓大客員教授
元東京都議、
戦」を 51 年 10 月、第 5 回全国協議会
土 屋 敬 之
で決定。
「日本共産党の当面の要求」が採
28-4-7
H28択。「中核自衛隊」「山村工作隊」が正式
に、と言っても非公然組織ですが作られ
さすが共産党！
天皇条項が２条と ました。 各地で交番の焼き打ち、白鳥
か３条とか、そういう話ではない。消え 警部補殺人事件などのテロ行為・武装闘
争が展開されたのです。 52 年に「破壊
てる。増木
活動防止法」が作られたのも、共産党の
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
「 新日本共産党宣言」！ に見る巧みな テロ活動を阻止するためでした。
共産党の実態はこれです。極左冒険主
トリックと天皇制打倒の野望。 更に「徴
兵制の人民軍」。かつては、警察官を殺し、 義がやったとか言っていますが、徳田球
銀行ギャング事件を起こし、同志を「査 一も関与。立派な共産党幹部ではありま
問＝取り調べ」と称してリンチ殺人。こ せんか。つまり、この政党は実はテロ組
織であり、「否憲」（憲法を否定する）組
のテロ政党を許していいのか。
織です。自衛隊、
「天皇」も当面は認める
けれど、不破さんが言うように「なくす
日は、必ず来る」のです。
（参考：日本共産党憲法草案）
ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A
5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E6
%B0%91%E5%85%B1%E5%92%
8C%E5%9B%BD%E6%86%B2%E
6%B3%95%E8%8D%89%E6%A1
%88
完全な「人民共和国」です。よくお読
み下さい。ただ、ここで欠落しているの
が、
「人民軍」です。敢えて入れていませ
ん。共産党は「自主独立」を言っていま
した。自主独立のためには自衛が必要で
す。しかし、今の独占資本で作られた自
衛隊は認められません。当然、天皇と同
じく解体です。解体した後どうなるか、
憲法 9 条の精神など吹き飛んで、「人民
軍」が組織されます。
共産党はコミルンテーゼで、日本支部
として作られたものです。当然、人民軍
は作られます。アメリカは、アジア覇権
のために残された地域を生かして防衛体
制を固めるでしょうから、最強の軍が必
平成 11 年にこんな名前の本が出てい
ます。例の「井上ひさし」さんが、共産
党中央委員会幹部会委員長（当時）の不
破哲三さんに日本共産党の提案する政策
を問いただすという趣向の対談集。
驚きは、不破さんが明治天皇の人形を
見せたことです。井上さんはびっくり仰
天して、
「やっぱり、日本人じゃあないか」
とつぶやいたと言います。こんなこと幻
想です。共産党の宣伝本ですからトリッ
クです。共産党シンパの井上さんは「象
徴天皇制と日本共産党に矛盾はない」と、
大見出しで言っています。が、別のペー
ジで、不破さんは、
「なくす日は必ずくる
と思います」と言っているじゃあありま
せんか。この矛盾？ 大見出しを見て、
「ひょっこりひょうたん島」の井上さん
が言ったからと安心させておいて、別の
ページの発言で、わずか 12 文字で「な
くなる日は来るでしょう」と発言する。
衣の下に鎧です！
大体、共産党は 1950 年代に、独自の
「中核自衛隊」
「山村工作隊」を持ち、1
万人が軍人として火炎瓶、ラムネ弾、時

要です。となると、少子化で志願制では アート党の前衛我が日本共産党の破壊
師団定員を従属出来ません。無理です。 を企む支配階級の手先、最も憎むべき、
「徴兵制」が実施されるでしょう。しな 党内に巣喰ふスパイが摘発された。我々
ければ、
「人民軍」が組織されないのです。 一同は、スパイ大泉、小畑両名を、死刑
共産党は、安保法制反対で、SEALDs（シ に價することを認め、彼等を大衆的に断
」】
ールズ：Students Emergency Action 罪することを要求する。
for Liberal Democracy - s）などの別働 共産党は、でっち上げであり、外傷性シ
組織を上手に作り、参議院選挙でも、美 ョックは「特異体質によるショック死」
男美女を揃えるそうです。国民が「考え と言っています。事件後、党機関紙で「殺
ないで」投票すれば大変なことになりま した」と吐露しているではありませんか。
ところが重大な証言がありました。この
す。
大体、共産党が交番を襲い、警察官を 事件で共に有罪となった袴田里見さん
【共産党除名後の 1978 年に、週刊
殺害したこと、どれだけの人が知ってい は、
るでしょうか。銀行も襲撃しています。 新潮誌上において「宮本が小畑に暴行を
加えて死亡させた」】と明言しているの
（参考：銀行ギャング事件）
d.hatena.ne.jp/teru0702/2012022 です。「リンチ殺人」はあったのです。
宮本とは、共産党委員長を務めた、「宮
2/1329885954
驚くでしょう。本当の話です。あの「猫 本顕治」さんです。実行犯が、共産党委
なで声」の共産党が、銀行ギャング事件・ 員長を務めた、宮本顕治さんが殺したと
スパイを査問して殺しています。共産党 言ってます。リンチ殺人事件です。怖い
は「スパイを査問しただけ」と言ってい ですね。
共産党の「査問とは」濃硫酸を頭から
ますが、最高裁で確定した事実は次の通
かけ、棍棒で殴打し、薪割りで頭部に一
りです。※「共産党リンチ殺人事件」
撃を加えることなどです。ですから、彼
【逸見重雄の供述によると、彼らに加え らが政権を取れば、「査問＝取り調べ」
られた暴力行為は以下のようなものであ がこのようになると言う証拠です。
皆さん！スマイルの陰に隠された嘘
ったとされる。まず最初に大泉に対して
棍棒で殴打するなどのリンチを加え気絶 を見破りましょう。
させた。その後小畑を引きずり出し、キ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
リで股を突き刺したり、濃硫酸をかける 日本人民共和国憲法草案
などの凄惨な拷問加えた。最後に薪割で
日本人民共和国憲法草案（にほんじん
小畑の頭部に一撃を加えた。そして大泉
みんきょうわこくけんぽうそうあん）は、
を引き出して小畑同様のリンチを加えた。
1946 年（昭和 21 年）6 月 28 日に日
大泉はこの拷問に耐え切れず気絶したが、
本共産党が決定し、翌 6 月 29 日に発表
宮本らは死亡したものと早合点しそのま
した大日本帝国憲法の改正草案で、その
ま引き上げた。大泉はまもなく蘇生した。
内容は日本共産党機関誌『前衛』1946
この頃小畑が死亡する。裁判では小畑の
年 7 月 21 日号に掲載された。太平洋戦
死因はショックであるとされた。小畑の
争敗戦後、新憲法制定に関する議論がな
死体はアジトの床下に隠された。
】
されていた時期の日本共産党の意見で
事件後、「赤旗」には、
ある。詳細はネットで検索してください。
【「鉄拳で奴等を戦慄せしめよ」という表
「日本人民共和国憲法草案」
題の記事が掲載された。
「日本プロレタリ
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前東京都知事の猪瀬直樹氏（69）の「株」
がにわかに上昇している。
高額な海外出張費や公用車の私的使用疑惑
で批判を浴びている現都知事の舛添要一氏
（67）に対するコメントが、ネット上で評価

されているのだ。

■「スイートルームは必要ない」
猪瀬氏は 2016 年 4 月 28 日放送の「スッ
オバマ大統領の
大統領の広島訪問に
広島訪問に韓国メ
韓国メ て、謝ったらそれで満足なのか。
オバマ
キリ!! 」（日本テレビ系）のインタビューに
ディアがまたもや難癖…
侵略の 昔、食堂の前にはプラスチックのサンプ
ディアがまたもや難癖
難癖…「侵略の
ルがあった。それでも食わせたらどうだ 応じ、元都知事という立場から舛添氏をめぐ
歴史に免罪符与えるのか
免罪符与えるのか？」
「日本 ろうか。
歴史に
えるのか？」
「日本
る 2 つの問題についてコメントした。
謝罪が先だ」
の謝罪が
先日、池田氏から、
「郷里から送ってきた。 まずは約 2 年の間に行った 8 回の海外出張
に計 2 億円以上の経費がかかっていた件。渡
美味いかどうかわからないが。」
サンケイ 2016.5.3
と文旦（和製グレープフルーツ？）をい 航時に何度もファーストクラスを使ったり、
高級ホテルのスイートルームに宿泊したりし
オバマ米大統領が今月末に広島を訪問 ただいた。彼は一言も「美味い」とは言
ていたことも問題視された。
わなかった。
する見通しとなったことに、韓国メディ
私の性格を知り尽くしている氏のことだ。 猪瀬氏は経費の高額化については「職員が
アがまた難癖をつけている。
「戦争を起こ
いろんなことに気をつかって、膨らんでしま
した〝加害者〟の日本を〝被害者〟に変 彼が「美味い」と 1 回言ったら、
う」と、舛添氏だけの責任とは言えないこと
私はもっと喜んだかもしれない。
えてしまう」やら、
「韓国や中国への謝罪
しかし「美味い」と 3 回言ったらもう食 もほのめかした。だが、スイートルームの使
が済んでいないのに」
「日本の侵略の歴史
用に関しては「はっきり言って必要ありませ
に免罪符を与える」やらと、言いたい放 べなかっただろう。
左系の被害者面運動も、1 回だけサラッ ん」と断言した。
題だ。昨年４月の安倍晋三首相による米
舛添氏の「要人の急な面会にも礼を失しな
と「被害にあった」と言っておけば、
議会演説の前に起きた韓国の執拗（しつ
いため」という説明に対し、猪瀬氏はニュー
よう）な干渉が思い出される。
「再現」と 「可哀想に」と思うのに、3 回言うから
ヨーク市長を訪問する時の例を出しながら
（実際は永遠と）かわいそうという
言ってもいい。今度は日本だけでなく、
「訪問時は役所に行くので、向こうからホテ
気持ちがどこかへ行ってしまう。
「核なき世界」を訴える米大統領にまで、
ルに来ることはない。緊急連絡に対応できる
くどくどと注文をつけている。（ソウル この文旦には後日談があり、もらった直
後はパサパサであまりおいしくなかった。 ホテルであれば、普通の部屋でいいと思いま
名村隆寛）
捨てるわけにはいかない。ボチボチ食べ す」
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
た。ところが日に日においしくなり、最 と一刀両断。「要人はこちらから会いに行く
高に美味しくなったころはもうなくなっ もの」というわけだ。
また、公用車で湯河原町（神奈川県）にあ
ていた。
さて、我が家の蠅だが、嫁がスリッパで る事務所兼別荘に年間 50 回近く通っていた
と週刊文春に報じられた件については「公用
叩き潰した。
増木
車は常に情報公開を前提に利用しないといけ
猪瀬直樹氏に「都知事復帰」
都知事復帰」待望論？
待望論？ ない」と指摘し、
猪瀬直樹氏に
「（元都知事の）石原慎太郎さんは 23 区内
舛添都知事「バッサリ」
バッサリ」ネットで拍手
ネットで拍手 に自宅があり、逗子にも別荘がありましたが、
舛添都知事「
喝采
（逗子には）私用車で行っていました。舛添
さんも 23 区内の自宅までは公用車で行って、
J-CAST ニュース 5 月 1 日(日)配信
それから私用車で行けば問題なかったと思い
ます」
とコメントした。その上で、仮に都庁以外で
仕事をするならば「緊急無線」「ポリスボッ
クス」「ヘリ離発着場所」の確保が危機管理
上必要だと話した。
オバマ大統領の広島訪問にはいろいろな
議論がある。
私は「オバマ大統領が謝罪するなら歓
迎。」と思っていた。しかしそのようなこ
とはありえない。
それならば来ていただく必要はないと思
う。
ところが、いろいろ話を聞くと、
「広島訪
問が謝罪の第一歩。
」
という人もいる。一理ある。
・・・・・！
昨日我が家で夕食を食べる時、蠅が一匹
いた。鬱陶しい蠅だった。
岸田外務大臣はケリー長官に謝罪は求め
なかったという。
当たり前だ。謝れと言われて謝って、そ
れが謝罪か？
韓国はやたら謝れというが、謝れといっ

「私のときは夜遅くまで都庁で仕事をして
いた」
猪瀬氏は、舛添知事の件に関して、このほ
かにも複数のメディアの取材に応じている。
夕刊フジのインタビューでは「私が知事の
ときは、忙しすぎて毎日夜遅くまで都庁で仕
事をしていた」「金曜日の午後に別荘に行く
というのは、『私的』と言わざるを得ない。
おかしい」とさらに厳しい意見を述べている。
猪瀬氏の一連の発言はネット上でも注目
を集めている。主張に納得した人々は多いよ
うで、
「猪瀬さん帰ってくれば良いのに」
「猪瀬のほうが良かった」
「猪瀬再登板が妥当な気がする」
「猪瀬さん！カムバック！」
といった声も続々と上がっている。
ちなみに本人は、辞職後に出演したラジオ
番組で「政治の世界はもういい」として作家
活動に専念することを表明している。2014
年に公職選挙法違反で罰金刑が確定し、政治
資金規正法の規定により 5 年間の公民権停
止にもなっている。仮に猪瀬氏の気が変わり、
「政治の世界」を再び目指すとしても、
2019 年までは出馬できない。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

百人の会創設以来 18 年、また兄弟団体も
含め、過去数十人の要人に講演をお願いして
きた。その中でも多分ベスト 1 が猪瀬副知事。
何がベスト 1 か。スタッフンを振り回し、キ
リキリ舞いさせた№1 ナノダ。
何が何でも松井知事に会わせろ。ホテルに
迎えに行ったらいない。勝手に会場に入り、
30 分で帰ると言い出す。当時は頭に来たも
のだ。
それでも今一度日本の為に都知事に帰り
咲いてほしい。都知事は彼しかいない。そも
そも（心の）貧乏人を知事に選ぶからこうな
るのだ。貧乏人が貧乏人に１票入れたとは言
わないが。ムヒカ前大統領の爪の赤でも飲ま
せたい。 マスキ
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トランプ氏が外交政策発表「
外交政策発表「アメ による南シナ海への進出やサイバー攻撃
トランプ氏
リカ第一主義」
同盟国に負担 を許していると指摘。米国が強さを回復
リカ第一主義
第一主義」掲げ同盟国に
することを通じて、中露と「平和的、友
求める 中露
とは関係改善目指す
関係改善目指す
中露とは
とは関係改善目指
好的」な関係を築くことができると強調
し、
「敵同士になるのではなく、共通の利
サンケイ東京 H28-4-28
益に基づく一致点を見いだすべきだ」と
【ワシントン＝加納宏幸】米大統領選の 語った。
共和党候補指名争いで先行する不動産王、 カナダ、メキシコと再交渉すると主張
ドナルド・トランプ 10+ 件氏（６９） している北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）
は２７日、ワシントンで外交政策に関す に関しては「製造業や雇用を空洞化させ
る演説を行い、米国民の利益を最優先す る完全な災難だった」と述べた。
トランプ氏はこれまで体系化された外
る「アメリカ・ファースト」（米国第一）
を基本にすると表明した。米軍の海外駐 交政策を持たず、日韓の核武装を容認す
留もこの原則に基づいて判断し、同盟国 る発言やイスラム教徒を入国禁止にする
に自主防衛を促すこともためらわないと などの主張が問題視されてきた。今回の
演説は政策に一貫性を持たせて批判を回
強調。中露との関係改善もうたった。
トランプ氏はオバマ政権が「他国を再 避するとともに、１１月の本選をにらみ
建する一方で自国を弱めている」との認 クリントン氏との差別化を図る狙いがあ
識を示した。他に手段がない場合には軍 るとみられる。
事介入をためらわないとする一方で、必 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
要性のない戦闘のため米兵を派遣するこ 日本にとっては厳しいことになりそうで
す。しかし、正論だと思います。
とはないとの基本方針を明確にした。
・・・・そんなこと言うまで
こうした観点から、日本などアジアや 「自国第一」
欧州の同盟国に対しては米軍駐留経費の もなく当然でしょ。米国の弱さが中国に
さらなる負担を求め、これに応じないの よる南シナ海への進出・・まさにその通
であれば「米国はこれらの国々に自主防 り。今、キューバ危機の逆転が起きてい
衛させる準備をしなければならない」と ると思います。
「強いアメリカ」が世界安定にはもっと
述べた。
大統領就任後に北大西洋条約機構（Ｎ も必要だと思います。幸い私も嫁の実家
ＡＴＯ）に加盟する欧州諸国やアジア地 がしっかりしているから、好き放題やっ
域の同盟国との間で個別に首脳会議を開 ていられるわけですし・・・。
日本は近々に核武装の是非を議論する
き、経費負担や共通の課題を協議する意
必要があると思います。矢野義昭教授（元
向も明らかにした。
イスラム教スンニ派過激組織「イスラム 陸將補・拓大教授）の受け売りというわ
増木
国」
（ＩＳ）の台頭に関しては、オバマ米 けではありませんが。
大統領や政権中枢にいた民主党最有力候
補、ヒラリー・クリントン前国務長官（６ 【特別解説ᴿ
特別解説ᴿ議員の
議員の公用車使用】
公用車使用】
８）の責任を追及。西側の民主主義をイ 「やまと新聞
やまと新聞」
新聞」論説委員長
ラク、エジプト、リビアなどに導入しよ
元都議会議員 土 屋 た か ゆ き
うとした結果、中東に「ＩＳが満たす真
空を作った」と述べた。
やまと新聞 16-04-30 12:13 配信
一方、トランプ氏は米国の弱さが中国

公用車は誰が使えるか。都議会の場合、
党派によるが、幹事長、総務会長、政調
会長の三役には専用車が配車される。委
員長にもある。理由は公務が大量にある
からだ。固定した車でないと、行き先を
言っただけでは通じない場合もある。い
ちいち説明していては分刻みの公務に耐
えない。その他の議員は「配車係」に申
し込む。役人の手続きがあるが、簡単に
言えば申し込めば配車される。
国会の場合、大臣などは当然だが，委
員長に配車される。議会運営委員会の理
事にも配車があり、また、各政党にも配
車があるから党役員などは固定して車を
使える。国会議員は都議会と方法が異な
るがやはり使用出来る。
「公用車必要か不必要か」の議論は別に、
手続きは簡単に言えば以上だ。
一言言えば、まともに公務をやってい
れば必要だ。車を保持して、運転手がい
る議員は別だが、そうでない議員が役職
に就いた時など絶対に車がないと機能し
ない。「機能する」と言うのは暇な政党
か機能していない役職だ。
●使用のルール
都議会議員は「公務執行に関して」公
用車（都庁の車又は、ハイヤー会社の車）
を使用することが東京都区域内なら出来
る。（区域は明文化されていないルール）
平成 9 年当時は、休日でも公務なら使用
出来た。
●行革 110 番の追及で使用を自粛した
それが「行革 110 番の後藤雄一都議」
からの監査請求、裁判などがあり都議会
でも議員が弁済した例がある。後藤氏と
この件で話をしたことがあるが、彼は「一
切の私用はダメだ」と言う立場だった。
仮に、デパートで途中買い物があり、そ
の前後に公務がある場合でも「使用して
はいけない」と言っていた。
これだと、途中に「セブンイレブン」に
も寄れないことになるが、監査請求、裁

判が提起された当時、議会局もそこまで
はうるさく言わなかったが「公用」「私
用」に付いてはそれなりの厳格性があっ
たし、議員の側でも注意をした。
●明文化されているルールでは確かに
禁じられていない
友人の A 都議は、知事と同じように
「公務で」他県に再三行っていた。
結果それは「ふさわしくない」と言うこ
とで公用車の使用料金を弁済している。
繰り返すと、都議会議員在職中言われて
いたことは、①公務である ②東京都区
域内である この二つの要件を満たさ
ないと使用出来ないと言うことだ。
確かに知事の言うように「ルールでは他
県に行くこと」は禁じられてはいない。
しかし、後藤氏の追及と世論の批判から、
明文化されていないルールとしてこの
二つを議会、議員は守って来たし、今も
守っている。ただ、ホテル代と同じで「明
確に違法とは言えない」から追求も「道
義的」とか言う精神論になってしまう。
そこまで開き直るかと思うが、開き直ら
れてしまうとどうしようもない。
「議会と知事は違う」と役人が答弁して
いるが、議会も暗黙の了解の域だから、
それを以て知事を律するには多少無理
がある。
やるとするのなら「運用規則」の改定
だ。東京都地域内と明確に書く必要があ
る。本当は、そんなことは良識で行うも
のだが、こう開き直る手合いが出て来る
と規則を改めるしかない。まるで小学生
相手だ。「あれはやってはいけない」と
書かないと、「書いていないじゃあない
か」と言う。
●公用車使用の手続き
公務で公用車をしようとする場合、担
当課に連絡する。簡単に言えばそれで車
は来るが、運転が終了した段階で「運転
日誌」にサインしなければならない。
その日、運行した区間と場所が記載され

9
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ている。「どこに行った」とは公務の性
質上書けない場合もあるので、○○区と
だけ書く。
「何だ、いい加減だ」と言う意見もある
だろうが、□□会館とまで書くと、微妙
な公務には差しさわりがある。
議員は、先に紹介したルールで明確に
公務でないものは、①私用の車を使う
②タクシーを使う ③電車バスを使う
ことになる。
●曖昧な公務
今回のように「別荘で書類整理をして
いる」「公用車も動く知事室だ」と主張
されると都議会でも突出した使用方法で
ない限り、使用者、つまり議員の判断だ
から何とも言えないことになる。基準は
個人の良識判断だから多様にある。
「動く知事室」と知事は公用車を言って
いるが、別に電子機器があるわけでもな
し、単に携帯電話と衛星携帯電があるだ
け（防災担当課長の話）だから、緊急の
時に対応など出来るはずもない。
しかし、説明したように使用者の判断が
かなりの部分を占めるから知事が「公務
だ」と言えば、盆踊りに行っているよう
な事例でない限り「公務」となる。過去
の監査委員会決定もそうなっている。
●他県に行った時はどうするか
境界があるから、1 センチもそれを踏
み越えてはならないとも言えない場合も
ある。通過する場合だ。多少の通過だけ
だから、何の問題もない。
国会の場合も同じだと「やまと新聞」の
記事に書いたが、国会議員が使う公用車
にも同じようなルールがある。（大臣な
どを除いて）それを守っている。原則。
ただ、衆議院自動車課の運転手に聞いた
ところかなり無理を言う議員がいるそう
だ。その場合は、運転日誌に「都内」と
うそを書くそうだ。
舛添知事が国会議員の時どんな公用車
の使用をしていたか不明だが、あの発言

を考えるとルールの基準を認識していな
おおさか維新の会の足立康史衆院議員は２
いことは明らかだ。どんな使い方をした １日の衆院総務委員会で、熊本地震への対応
いたのか。仮にそのルールを認識してい などを巡って、「何もやっていないのは民進
たとするのなら（知っていたのは間違い 党だけ。ふざけるなよ。お前ら」「アホだと
がない）、公用車で後日情報公開の対象 思う」などと発言した。
となる湯河原などの行くわけはない。舛
公明党の遠山清彦委員長が速記録から発言
添知事の頭の中は、あらゆることが「自 の削除を求めたため、足立氏は同意したうえ
分がルール」なのだ。
で謝罪したが、委員会後、「民進党が被災地
整理をすると ①良識を持っていない 支援の足を引っ張っていると今も思ってい
②運転日誌は、公開が前提なのに世論を る」と記者団に述べた。
見くびっている としか考えられない。
足立氏は同委員会で民進党を「アホです」
因みに石原知事は、私たちと会食する場 などと批判し、すでに懲罰動議を提出されて
合は私用の車を使っていた。当然だ。
いる。民進党の岡田代表は２１日、北海道千
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
歳市で記者団に対し「おおさか維新の対応を
私は基本的に「細かいことをガタガタ 見極めたい。所属政党の責任は重い」と批判
言うな。」という考え。政治活動費に対 した。
しても同じだ。そんなことより職責を全 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
うしているか否かを徹底的に追及すべき。 足立先生しっかりやってほしい。地元（選挙）
国会議員なら任期中、何本法案を通し は我々に任せて！ 次の選挙は派手にヤル
たか。それが仕事だから。
ゾ！
増木
舛添が眞太郎なみの仕事をしているな
ら湯河原に彼女がいたっていいではない 安倍首相が
安倍首相が真榊奉納＝
真榊奉納＝参拝は
参拝は見送り
見送りᴿ
か。石原慎太郎が何をしても問題にされ
靖国例大祭
なかったのはすべきことをしていたから。
知事の仕事を一言でいうのは難しいが舛 時事通信 4 月 21 日(木)7 時 15 分配信
添が仕事をしているのか否かが問題。
安倍晋三首相は 21 日午前、東京・九段北
今回は知事のルール違反と言うより、
舛添知事の人徳の追求だ。都民が撰んだ の靖国神社で始まった春季例大祭に合わせ、
知事だから、そう悪くは言いたくないが。 祭具の真榊（まさかき）を奉納した。
中韓両国への配慮などから、23 日までの例
今思い出した、我ボス、辻淳子理事長
が大阪市会議長の時、通勤は公用車で送 大祭期間中、自身の参拝は見送る。
真榊は「内閣総理大臣」名で供えられた。
迎。「帰りにコンビニも寄れないのよ。
送ってもらって一旦帰ってから自転車で 首相はこれまでも、春秋年 2 回の例大祭には
買い物に行くの。」などと言われていた。 参拝せず、真榊を奉納。8 月 15 日の終戦記
帰りに「ちょっと一杯」などありえない。 念日には、代理人を通じて私費で玉串料を奉
何のための公用車かようわからん！！？ 納している。
春季例大祭では大島理森衆院議長、山崎正
増木
昭参院議長、塩崎恭久厚生労働相らも真榊を

総理に胸を張って靖国参拝をしていただくた

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

めに、靖国裁判、最後まで頑張るぞ！ 増木

進学しても女
はキャバクラへ」
「進学しても
しても女の子はキャバクラへ」
自民・赤枝氏発言
自民・

朝日新聞デジタル 4 月 12 日(火)配信

自民党の赤枝恒雄衆院議員（７２）＝比例
東京＝が１２日、子どもの貧困対策を推進す
る超党派による議員連盟の会合で、貧困の背
景について「親に言われて仕方なく進学して
も女の子はキャバクラに行く」などと述べた。
会合では支援団体の代表や児童養護施設出
身の大学生が奨学金制度の拡充を求め、それ
に対する質疑応答の冒頭で発言した。
要望に対し、赤枝氏は「がっかりした。高
校や大学は自分の責任で行くものだ」という
趣旨の主張をした。その上で「とりあえず中
学を卒業した子どもたちは仕方なく親が行
けってんで通信（課程）に行き、やっぱりだ
めで女の子はキャバクラ行ったりとか」と話
し、望まない妊娠をして離婚し、元夫側から
養育費を受けられず貧困になると持論を展
開。義務教育について「しっかりやれば貧困
はありえないと言いたいくらい大事」と強調
した。
赤枝氏は２０１２年に比例単独で初当選
し、現在２期目。産婦人科医で、会合終了後
の取材に「街角相談室でいろんな子どもの話
を聞いてきた。子どもが十分教育を終えるま
では国が手厚く援助しないといけないが、高
校も大学もみんなが援助するのは間違って
いる」と説明した。
会合では、子どもの貧困問題に取り組む公
益財団法人「あすのば」の代表らが、大学進
学を目指す学生への無利子奨学金の拡充な
どを要望。児童養護施設出身の大学生も「誰
でも平等に進学できる社会を」などと訴えて

言い方は少々乱暴（品位も欠くナ～）だけ
ど、なにもおかしいことはいってない。まさ

アホ」発言の
発言の足立氏、
足立氏、民進に
民進に「ふざ 奉納。また、衛藤晟一首相補佐官が 21 日午 いた。（伊藤舞虹）
「アホ」
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
前に神社を参拝した。
けるなよ」
けるなよ」
2016 年 04 月 21 日 21 時 57 分 読売
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にその通りで、事実、現実をそのまま表現さ
れている。
先生の事務所に早速電話を入れ、秘書の方
に、
「間違っても先生のご発言、撤回しないよう
に。」と申し上げたら、「言葉の一部だけを
取り上げられたんです。全部聞いていただけ
ればおかしくないです。マスコミにも困った
もので残念です。」と言っておられた。増木

筑駒、麻布など
麻布など有名校
灘、筑駒、
など有名校がなぜ
有名校がなぜ？
がなぜ？
唯一慰安婦記述の中学歴史教科書
唯一慰安婦記述の
」、３０校超
「学び舎」、３０
３０校超で
校超で採用
2016.3.19 05:00 更新 サンケイ
４月から全国の中学校で使用される歴
史教科書のうち唯一、慰安婦に関する記
述を採用した「学び舎」（東京）の教科
書が、筑波大付属駒場中や灘中な ど最難
関校と呼ばれる学校を含め、少なくとも
３０以上の国立、私立中で採択されてい
たことが１８日、分かった。国立と私立
中では採択権が教育委員会ではな く学
校長にあり、関係法令に基づき採択理由
を公表する努力義務もあるが、取材した
学校の大半が採択理由を非公表とした。
同社の歴史教科書は平成１６年度検定
以降、中学校教科書で各社が一切採用し
なかった慰安婦に言及し河野談話も取り
上げた。当初、申請した教科書では強制
連行を強くにじませながら大きく取り上
げたが、不合格とされた後、再申請の際
に大幅に修正した
2016.3.19 05:02 更新 サンケイ
主張】
【主張】
根強く残る偏向に
偏向に呆れる
高校教科書 根強く
検定に合格した高校教科書
いまだにそんなことを書いているのか
と呆（あき）れる。高校教科書の検定結

果が公表されたが、集団的自衛権をめぐ
る偏向記述が目立った。
検定で修正されたのは当然である。教
科書は執筆者ら個人の意見を披露する場
ではない。
集団的自衛権の行使容認についての記
述は、公民の現代社会と政治・経済の全
教科書に登場した。
検定意見がついた例は、生徒との討議
を想定したページで教師が「日本が世界
のどこでも戦争ができる国になるのかも
しれないね」と答える所だ。「誤解する
おそれがある」と意見がつき、「…平和
主義のあり方が大きな転換点を迎えてい
る…」と修正された。
また「第９条の実質的な改変」と決め
つけた小見出しに検定意見がつき、「自
衛隊の海外派遣」と文章に沿ったものに
なった。
2016.3.18 11:20 更新 サンケイ
教科書検定】
【教科書検定】
日本の領土記述が
領土記述が１・６倍 小中高で
小中高で正常
日本の
実教出版が国旗国歌「
国旗国歌「不適切記述」
不適切記述」
化へ、実教出版が
削除
文部科学省は１８日、平成２９年度か
ら高校（主に１年生用）で使用される教
科書の検定結果を公表した。日本の領土
に関する記述は新たに５社１８冊 で登
場、記述総量も１・６倍増えた。学習指
導要領で指導が義務付けられている国旗
掲揚、国歌斉唱を「強制」と記述し、使
用を控える高校が増えている実教出 版
の日本史では、該当部分が削除され、同
社の世界史からは政府が最重要課題と位
置づける北朝鮮の日本人拉致事件も削ら
れた。
今回の検定で は商業などの専門教科
も含めて２６１冊が申請され、「編集方
針の変更」を理由に申請を取り下げた桐
原書店の英語表現Ｉの２冊を除く、２５
９冊が合格した。 専門教科を除く検定意

見の総数は６６０１件。主に高校１年生 判所に付託することなどで解決をはか
が使う教科書としては現行学習指導要領 ろうとしている」と改めた。
で２回目の検定となるため、１回目より ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
「偏向教科書、灘、筑駒、麻布など有名
２６％減った。
校がなぜ？」・・・・ごく自然です。国
立法人の学校では教師は「選考採用」
2016.3.18 13:57 更新
教科書検定】
つまり、研究室等を通じた縁故採用です。
【教科書検定】
尖閣諸島「固有の
固有の領土」
領土」記述せず
記述せず６
どこかに「歴史教育者協議会」の者がい
尖閣諸島「
せず６割も
検定意見相次ぎ、文科省「
文科省「意識低い
意識低い」と苦 ったん入り込まれたら最後。どんどん
検定意見相次ぎ
広がります。国立法人付属は、教員養成
言
東京都内で開かれた教科書検定審議会総 大学のひとつの機関、です。でも、破防
法対象団体等への警戒心がない者がか
会＝１８日午前
１８日に検定結果が公表された主に１ なりを占めているのでしょう。というよ
年生用の高校教科書。合格した教科書で り昔から深く入り込んでいます。
教員養成の質向上はこうした機関の
は領土の記述が増えたが、尖閣諸島につ
いて「固有の領土」と記さない教 科書が 質をどう高めるかにかかっています。
川上 等
６割に上ったほか、領有権問題が存在す
るかのような記述も相次ぎ、文科省幹部
は「教科書作成に対する編集者の意識が 核武装、
核武装、議論は
議論は必要＝
必要＝トランプ氏
トランプ氏
低い」と苦言を呈した。
発言受け－おおさか松井氏
おおさか松井氏
発言受け
日本の領土を取り上げた教科書のうち、
「固有の領土」と記述したのは北方領土 時事 2016/03 /29-16:37
が３３冊中２３冊、竹島は２９冊中１６
おおさか維新の会の松井一郎代表（大
冊だったが、尖閣諸島については３１冊
阪府知事）は２９日、米大統領選の共和
中１３冊にとどまった。
党候補者指名争いで首位のドナルド・ト
申請段階では記述内容が生徒に誤解
を与える恐れがあるとして検定意見も相 ランプ氏が日本の核武装容認に言及し
次いだ。目立ったのは、北方領土や竹島 たことに関し、「完璧な集団的自衛権と
について「平和的手段による解決に向け いう方向に行くのか、自国で全て賄える
た努 力」や、尖閣諸島については「領有 軍隊を備えるのか。そういう武力を持つ
権問題は存在しないこと」を理解させる なら、最終兵器が必要になってくる。政
よう明記した平成２６年１月改定の学習 治家が本気で議論しないとだめだ」と述
べた。府庁で記者団に語った。
指導要領の解説書に基づくケースだ。
松井氏は、「被爆国だから、核保 有
清水書院の現代社会では北方領土に関
し、日ソ共同宣言以降も「進展しておら するのは、やめておいた方がいい」とし
ず、大きな課題となっている」と記述し た上で、「アメリカの軍事力で守られて
た部分を「両国の首脳会談などで折衝し いるのがなくなった時に、どうするか。
続けているが進展はみられない」と修正 何とかなるでは済まない」と指摘。 「ト
ランプ氏が大統領になることも視野に
した。
竹島については「領有権問題がある」 入れつつ、安保法制について議論を重ね
と記述した部分も「政府は韓国が不法占 て、変えていかなければならない」と強
拠しているとして、領有権を国際司法裁 調した。
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活動資金ご協力のお願い

いる。でなければ撤退するとも。それも を迎える。自立を大いに議論しなければ
結構、自衛隊の大増強しかないが果たし ならない。防衛に資力を投じられないな
て増税に国民が耐えきれるかだが。防衛 らば核武装も選択肢。大阪維新の見解は
をないがしろにして無責任な集団的自衛 正しい。所有するなら もっともっと小
民進党 よ 憲法はどうするの
憲法 はどうするのだ
民進党よ
はどうするの だ りあるものである。
昭和２２年５月３日、日本国憲法とし 権放棄を主張する政党ができた。そんな 型化しなくては。ジェノサイドの批判が
本気でこたえよ
本気でこたえよ 2016.03.30
て出来上がった統治法が施行されると、 甘えの構造の中で日本の国益がどれだけ 出ないようにピンポイント攻撃がなせ
今でこそ日本国憲法がマッカーサーの 責務もこれまで、日本人の本心ここにあ おかされ取りかえしできないとにきてい るまで精度を挙げねば所有すべきでな
指令の下、ホイットニー准将ら２１名の りと熱海錦ヶ浦海岸から投身自殺を遂げ るか。彼らはわかっているのであろうか。 い。トランプの 核所有容認発言を待つ
民政局員により作られ、人類史上初の非 た知性がみえる。清水澄博士、元枢密院 今夏は日本の命運を決する国政選挙の時 までもなくなすべき時が来たようだ。
軍備の国家の成立実験がなされたことを 議長である。金沢ご出身。
【ご支援等の口座】
先生は宮内省及び東宮御学問所御用掛
多くの人が知っている。
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
当時 強力な日本軍の反撃に恐怖を抱 となり、大正天皇、昭和天皇に憲法学を
き、死をもいとわず国に報いようとする 進講された方。行政裁判所長官、枢密院
まずは、平素より私どもの活動に力強い
○
カンパ金の主な使途
軍と日本人を地上から殲滅したいとアメ 顧問官・副議長を経て、敗戦後最後の枢 ご支援を賜り心から御礼申し上げます。
下記サポート団体の、
リカが考えたのは無理からぬこと。占領 密 院議長に任ぜられた方。博士をしのび 『Ｍ情報』は、後記のサポートしている団
・活動の資料等の発送費・道路、公園
故郷の人々は石川護国神社に立派な碑を 体にご縁のあった人の名簿を管理し、『Ｍ
統治 のために基本法を置き被統治民を
使用申請料・交通費、通信費・資料、
コントロールするのはどこの国もなすこ 建てお祭りくださっています。その思い 情報活動報告』を現在のところ毎月全国約
ビラ等の制作費・備品購入費等
とである。強き日本を２度と作り出さな は開戦６０年の１２月８日の早朝その清 ５千（目標１万）部発送しております。
○Ｍ情報がサポートしている主な団体
いためには日本人の団結の中核の教育勅 水 博士の碑の前で割腹自決をされた金
このレポートにもありますように、私ど
・NPO 法人百人の会 ・救う会大阪
語を隠 し、皇室をキリスト教に、靖国神 沢大学学生杉田智大兄など多くの国思う もは子供達に誇りある国を残すため、日々
・米国に原爆投下謝罪を求める会
社を撤去させ日本人に原罪意識を持たせ、 青年に伝わって今日の安保法制成立や改
命がけで戦っています。
ところが問題は活
・憲法一条の会
階級闘争史観を埋め込む。こうした狙い 憲運動の高まりをもたらしている。
動資金。今まで以上にがんばります。何卒
シールズなどの名で、総理の名を呼び 資金のご協力を伏してお願い申し上げま
を持ってアメリカは占領統治に入った。
・英霊を被告にして委員会
しかしアメリカもあまりに露骨な手段 捨てにしてポーズをとるだけの学生とは
・竹島を奪還する会・関西
す。
はさすがに取れない。統治は文明の名の 人間の質と思いが全く異なっている。
・靖国神社に眠る御霊に感謝する会
※ この、Ｍ情報機関紙は新聞の形態をと
もとになさねばならない。国際法の規定、 九条信仰者、お題目平和主義者がいかに
っていますが、
「活動の報告書」です。 ・大阪の公教育を考える会、他
ハーグ陸戦法規の明らかな否定・逸脱は 演説をなそうが、日本に迫るチャイナ韓
特に「購読料」は設定していません。 ◇ 前記口座、または同封の郵便振替に
日本の反撃をもたらしかねない。占領統 国北朝鮮の反日攻撃には何のツッパリに
カンパをよろしくお願いいたします。
てご協力ください。
治中もその国の基本法に大幅な改編をし もならない。平和を口にしておけば平和
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
てはならないとうたって ある以上、占領 が達成できるという幻想は現実の国際政
原稿・同封資料の
同封資料の募集について
募集について
原稿・
統治法といえども明治憲法の改正限界を 治では何の役にも立たない。
越えることはできない。松本蒸治に統治 「悪さをするなら、やっつけるぞ」でな
掲載ご希望の論文、情報等ございまし
ています。重さ制限は５０ｇです。まだ
案を作らせたが米国の意図とはあまりに く「悪さをするなら議論するぞ・９条を
たらどんどん表記事務所までお送りく
余裕がございますので、資料等の同封が
異なっておりこれを拒 絶。ついにマッカ 見せつけるぞ」ではテポドンひとつ阻止 ださい。また、弊紙は郵メールで発送し
可能です。ご相談ください。
ーサー３原則をもとに自ら草案を提示、 できず、拉致国家になんらの影響も与え
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
しかも作者をごまかし日本製と偽装して ないことに気づいてほしいものだが。
諸情報のメール配信
諸情報のメール
のメール配信について
配信について
米国いらないと本気でいうのなら、そ
日本国民に提示したのが現憲法の素案で
あった。国会での審議 を前にして必死に の証拠を見せてほしいものだ。国民の平 『Ｍ情報』では、日々、全国各地の仲間
ですが、試しに一度受信してみませんか。
日本語翻訳に携わる日本人高官にアトミ 和的生存権が必ず確保できるというなら から、または情報収集の専門家から情報
ご不要でしたら即停止いたします。要領
ックボーンが落ちないようにと脅した様 具体的に示してから発言すべきであろう。
は次のアドレスに「メール希望」と空メ
が送られてきます。それをメールで転送
子が書き残されているがこれに従事させ 日本の思いやり予算どころでなく駐留費
ールを（発信名義「NPO 法人百人の会」）
。
します。内容はどこよりも詳しく多種多
すべてを負担せよとトランプ氏は語って 様。「量が多過ぎとお叱りを受けるの
られた者たちの悔しさ は推し量って余
h100prs@oregano.ocn.ne.jp

