ここがヘンだよ民主党の教育政策

大阪上六たかつガーデン

平 成 二 十 二年 二 月 二 十 八 日 （ 日 ）

東京都都議会議員 土屋敬之
日時
会場
私はもともと自民党の出身で、学生時代は大学正
常化のために革マルと戦っておりました。塩川正十
郎先生の秘書を経、民主党の代議士だった友人の第
一秘書兼地元事務局長を勤め、鳩山邦夫代議士の勧
めで都議会議員に立候補しました。しかし民主党と
いうのは、入ってびっくりの労働組合支配。国旗も
国家斉唱もない。ある先輩に「日教組と文科省が日
本の教育をおかしくしてるんじゃないですか」と訴
えると、「そんなこと言ってると幹事長になれない
よ」という返事。
『政治家が言葉を失ったら国は滅び
る』という格言がありますが、今の政治家は信念が
あっても言わない。「私は日本、東京を良くするため、
日教組を解体するため政治家になった。党利党略よ
り都益国益を優先します」と答えました。
紛争で有名な所沢高校で、実は教職員組合が裏で
子供達を洗脳していたという実体を産経新聞に書き
ました。すると党の政調会がけしからんと文句を言
ってきた。平成９年に当選してから党を辞めるまで
回ぐらいは「除名だ！」と言われました。
99
公務員制度改革の時も対立をしました。組合活動
をしながら給料をもらえる、いわゆる『ながら条例』
。
また退職の 、
2 日
3 前に昇進し、退職金が 人
1 当た
り 50
万円ぐらいアップする『名誉昇給』。その他、
上野動物園に努めている人に支給される『危険手
当』。「動物園にはライオンとかトラがいます」とい
うのが理由です。動物園に猛獣がいるのは当たり前
でしょう。
そういうのを一掃すると、年間１０２３億円ほど
節約できました。すると自治労系の議員を介して、
次の選挙をどうするんだと上から言ってきた。私は
石原都知事と同じ天の邪鬼なんで、褒められると弱
いですけど敵対的な奴には強い。
「落とせるんなら落
してみろ」と言い返してやりました。
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から、結婚したら彼氏の名前になりたいなと自然と
願う訳です。いわゆる熟年離婚の頃だけは例外とし
て、全ての世代で大反対でした。国民は、夫婦別姓
にしたとしてもいい事は何もないと思っている訳
です。
あと婚外子と実子との相続の件。旦那が外で産ま
せた子供に本妻の子供と同じように相続権を与え
ようというものです。もしこの様な措置が取られれ
そうは言いながら、民主党は可能性があると思って ば、おそらく婚姻率が下がって日本中が渡辺淳一の
いました。「政権交代は政策論争で」という、いわゆ 世界になってしまう。女性からすると苦労して子供
るマニフェスト選挙です。しかしそれも出すたびに を育てても、よそに出来た子供と権利が同等なら愛
段々薄くなってきて、内容は“いいこと”しか書いて 人でいた方が楽じゃないですか。実際、フィンラン
ない。前回などは「高速道路無料化」と大きく書いた ドでは婚姻率があっという間に 50%
未満に下がっ
下に、秘かに小さい活字で「消費税は 15%
に上げま てしまった。この様に『外国人参政権』は白日の元
す」と付け足してある。保険屋じゃないんだからもっ に国の形を変え、『夫婦別姓』と『婚外子の相続の
と正直に書けよと言ったんですけどね。
平等』では家庭の秩序を変えることになる。それは
ところがある日、
「民主党政策集／インデックス２ 日本という伝統的な国柄を変えることです。民主党
０００」というのが目に入りました。これは殆んど誰 が政権交代のための選挙だと位置づけて戦ってい
も持ってなかったし、ホームページに載っているとい るのなら、こういう重大な決定はマニフェストに正
うのも知られてなかった。これをパラパラと見ている 直に書いておくべきじゃないですか。それが政権交
と、
『夫婦別姓』
、
『外国人参政権』、
『国立追悼施設』
、 代を目指す政党の責任ある態度でしょう。それがマ
『人権擁護法案』
、
『戸籍撤廃』だとかがズラズラ並ん ンションを買う時にいいことばかり説明されて、い
でる。これらは国体の変革に繋がる政策ですよ。特に ざ買ってみたら違う、というのと同じ状態になって
家庭の崩壊などは共産主義思想に始まっているわけ るんです。
です。家族を解体して、国営の保育園で洗脳教育をし
それでピンときました。マニフェストだけ 見る
ちゃう。日教組が現場でやってますよね？ 日の丸の と、反対する人はあまりいないんですよ。陳腐です
赤は血の色で、日の丸の白は骨の色だとか教えてるで けど一見いいことが書いてあるから。ヒトラーが、
しょう？
「大きな選挙になればなるほどスローガンは単純
例えば『夫婦別姓』は過去に革命ロシアがやってい 化しなければいけない」と言ってます。それと同じ
ます。先程も言いましたが共産党思想というのは家族 ことを小沢ヒトラーはやったんです。私が調べたと
の解体がベースで、これを推進するためにやった施策 ころによると、３００ある選挙区の民主党の候補者
です。ロシア人というのはボルシチを食べながら団欒 の中で一人として『外国人参政権』や『夫婦別姓』
するという家庭的な面があります。その家庭を崩壊さ について選挙公報や演説で触れた人はいない。党の
せると、強姦が増えるなど青少年の非行が蔓延したん 幹部が街頭演説をしていましたが『生活が第一』と
です。それで流石のレーニンもスターリンも３年でや 『政権交代』、そして自民党が悪いとかしか言わな
めました。『外国人参政権』にしても、やっているの い。そうやって刷り込んで、皆知らないうちに『民
は
など同じ文化圏の国同士が殆んどです。オース 主党』って書いてしまうよう仕向けたんです。
EU
トラリアでは外国人参政権の影響で、公明党がやるよ
マスコミの報道もおかしかった。例えば小沢、鳩
うな票移動で、移民に反対する知事が落選してしまっ 山氏の金銭疑惑。小沢のタンス預金４億円にしたっ
たという弊害も出ています。韓国や中国もやっていま て、国会議員の普通の収入からしたらとおかしい思
すが、かの国には外国人が少ないんだから話になりま うのが当たり前なんです。鳩山など、お母様から１，
せん。
『夫婦別姓』にしても、韓国や中国は歴史的に ５００万円？ 純粋なお金なら個人口座に入って
やっているだけで日本には日本の歴史があるんです。 くるはずが、政治資金の口座に入っている。個人献
「戸籍は廃止して個人登録制にする」などとアホな議 金は１５０万までと決まっていますから、どんな馬
員が言っていますが、戸籍制度は、日本に律令制度が 鹿な秘書でも報告しますよ。仮に純粋な献金だとし
確立されてからずっとその制度できてるんです。
ても「違反ですよ」と忠告するのが筆頭秘書の役目。
読売新聞が女子高生にアンケートを取りましたら それを「知らなかった」で済ますとは。何億という
夫婦別姓には 100%
反対なんです。子供達は純粋だ 金ですから、普通だったら贈与税を取られて、脱税
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行為で実刑判決ですよ。それが鳩山の場合は上申
書、小沢にしても調書で終わりじゃないですか。検
察ファッショだと言いながら検察の配慮で永らえ
たんですよ。それに比べれば赤城さんや自殺された
松岡さんなど、マスコミの報道というのは非常に不
公平でした。
天皇陛下の問題については、あのバカな小沢は
大学院まで行って司法試験の勉強をしてたのに、天
皇の国事行為に謁見が含まれると言ったんですよ。
つまり高校の公民の試験さえ出来ていないってこ
とです。「内閣の助言と承認のもとにおいて」とい
う条件を、内閣が決めたから陛下がその通りにやら
なきゃいけないと解釈するのは、私は憲法学界の会
員ですが聞いたことがない。さらに菅直人という弁
護士試験を８度落ちた人間が、三権分立というのは
憲法に書いていないという珍論を展開している。こ
ういう人達が民主党を形成しているという恐ろし
さ。自分の解釈でこの国の法律はどうにでもなるん
だという彼らの驕り高ぶりを、国民はもっと知らな
きゃならないんです。数々の不敬な発言もそうです
が、ダラダラとした閣議で、お体がお悪い陛下を夜
の 9
時過ぎまで平気で待たせる。御公務ですから
上がってきた書類にご署名しないといけないんで
す。事務次官会議がないからこうなる。やっぱりこ
ういう政権は一日も早く打倒しなければけません。
私が都議選を闘っている最中に、山梨県で日教組
の大会がありました。その席で小沢環境大臣が言っ
たのは「民主党が政権を取ると、日教組の皆さんに
政治家が金を出します。そしてその使い道について
は文句を言いません」。また輿石氏は「教育に政治
的中立性は必要ない」と言いました。政治家が出す
金は国民の血税です。偏向教育が問題だとされてい

る日教組に金を出し、「使い道には 文句を言いませ
ん」とは。民主党は国民を完全にバカにしています。
自民党の政調会だって『インデックス２０００』を
持ってるはずですから、いつ気が付いて突っ込んで
くるかと思ってましたが、この前の衆議院選挙のと
きでも一言も言わなかった。革命が起きているとい
うのに、中央政界の自民党議員には全く危機感がな
いんです。それで一晩考えて、誰もやらないなら自
分がやろうと決心しました。そのままいれば都議会
の議長になれたんですが、日本人として、都議会議
長よりも日本の国の方が大切でした。周囲からも「徹
底的に戦え」と激励されました。そしてその決意を
『 WiLL
』に書いたんです。あれで民主党の実体が随
分世の中に出てきて、多少の影響があったと思いま
す。でも残念なことに民主党の保守派はポストが欲
しくて全部だめでした。
日本が良い国だと言って更迭されたのが田母神さ
ん。日教組は癌だと本当のことを言って更迭された
のは中山さん。本当のことを国民の皆さんに言うの
は当たり前だと言って除名されたのが私です。
自民党に行きたいという気持ちもあるんです。で
も国会議員の中に、筋が通っている人というのが本
当に少ない。自民党本来のしっかりとした政策を持
って、共産主義者を排し、日本の伝統文化を守って
いくという人が。今、自民党の議員に「道徳教育が
なぜ必要か？」と聞いても、ほとんど答えられない
でしょう。
私の世代には道徳の授業があり、軍隊経験のある
教師がいて、往復ビンタもあった。だからそれなり
の躾もできて、授業中騒ぐなんてあり得なかった。
人間には『自分を写す鏡』となる宗教的な教育が必
要です。純粋日教組育ちの教師による純粋教育が行
われて、子供たちはどうなったか。小学校の 3
割が
学級崩壊。集団検診も騒いでいてできない。漢字が
読めない。高校生になっても九九ができない。外国
からきた人が、
「日本のホームレスは日経新聞を読ん
でいる」とびっくりしていますけどあと 20
〜 30
年
したら字が読めないホームレスが出てきますよ。
格差が悪いもののように言われますが、格差は必
要です。自由民主主義社会というのは、努力をする
か、勉強するか、どちらかなんです。福祉の名の下
に、正直者がバカを見るような社会をどんどん押し
進めていったら、働く人がいなくなってしまいます。
不運 な人はもち ろん救って あげなけれ ばいけま せ
ん。それを”権利”にしてしまったのがいけないん
です。義務教育中の子供の医療費をタダにするなら、
「医療費というのは実は国民の皆さんが収めた税金
で、君たちの健康を守るために拠出されるんだよ」。
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という教育が必要なんです
派遣村の失業者にしても、東京都が５００人分の住
宅付きの仕事を用意しました。しかし「明日死んじゃ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
う」って言ってるくせに応募は２５８人。決まったの ■国旗、国歌 閣僚は敬意を持って対応すべき
はたった２８人です。同じ派遣村で１人２万円ずつ配
2010.4.28サーチナ
国旗・国歌法案採択時に反対していた菅直人氏ら
ったら、１１１人がそのまま逃亡。石原都知事が怒っ
氏
て、警察を使って全員の行き先をつきとめてお金を返
8 が鳩山内閣に入閣していることから、国旗・国
させました。正直に税金を納めている人間のお金を、 歌に対する政府の見解を尋ねた自民党・谷公一衆議
ただ怠惰に生活を送っている奴にあげるというのは 院議員の質問に、鳩山由紀夫総理は「閣僚の国旗へ
の一礼や国歌の斉唱については、閣議決定や閣僚間
おかしいんです。
子供たちの教育だってしょうでしょう。
“引きこも の申合せ等は行っていないが、我が国で、日の丸が
り”とか名前をつけて市民権を与えてしまったり。私 国旗、君が代が国歌として定着していることは、多
の時代なんて 60
人学級ですよ。それでも、秩序があ くの国民に認められているところであり、当然のこ
って、いじめだって程度があったんです。外国の子供 とながら、閣僚夫々（それぞれ）が敬意を持って対
達を見てください。恵まれない国の子供達でも、イン 応すべきものと考えている」と答えた。
また、天皇陛下御在位 20
年記念式典には「内閣
タビューすると「国のために技術者になる」
、
「お母さ
んのためにお医者さんになる」って、みんな目が輝い 総理大臣を始め、海外出張中であった直嶋経済産業
大臣を除くすべての閣僚が出席しており、出席した
てる。日本の子供たちの目が輝いてますか？
大東亜戦争のポツダム宣言受諾の最後の条件は『国 閣僚で国歌を斉唱しなかった者はいなかった」と出
体の維持』だったんです。『国体を守るため』に東条 席閣僚の全員が国歌斉唱したことを報告した。
これは、谷議員が「菅直人財務大臣、原口一博総
英機は一言の弁明もせずに死刑になっていった。それ
だけ重いことなんです。従軍慰安婦、強制連行問題に 務大臣、千葉景子法務大臣、赤松広隆農林水産大臣、
してもそうです。単なる徴用令じゃないですか。慰安 前原誠司国土交通大臣、小沢鋭仁環境大臣、福島瑞
所なんてソビエト軍やアメリカ軍にもあったんです。 穂内閣府特命大臣及び枝野幸男内閣府特命大臣の
名
アメリカが日本に進駐してきて一番最初に命令した
8 が国旗・国歌法案採決時に反対をしていること
のが、羽田沖に慰安所を作れ、です。韓国政府なんて などから、鳩山内閣の閣僚が国旗・国歌に関し敬意
１９６０年代にキーセン観光をやって、売春を「外貨 を持って対応されるかどうかについて、非常に懸念
を稼ぐための英雄的行為」と賞賛したんですよ。我が している」として、「閣僚が国旗に一礼し、国歌を
国は兵隊よりも高いお金を売春婦に払っていた。中に 斉唱することは当然の義務であると考えるが見解
は女衒に騙されて親に売られた人もいたかも知れな を問う」と質問していたもの。
いけど。強制連行だって国民徴用令のことですから、
うちの母だって出てました。炭坑で環境が悪かった？ ■浅田真央選手が君が代を歌う
戦後の三井三池炭坑なんてもっと悪かったですよ。今
March 30, 2010
YouTube - TORINO
先日、イタリア・トリノで行われたフィギアスケ
の価値観で当時を裁いても意味ないんです。そういう
おかしなことをどんどん広めようとしてるのが日教 ート世界選手権で、浅田真央選手が金メダル。素晴
組でしょ？ その日教組と、自治労という寄生虫が日 らしい演技を皆さんご覧になられたでしょう。
フジテレビが録画でフリーの様子を放送し てい
本を悪くしている二大労働組合だと思います。それに
ましたが、表彰式での国旗掲揚、日の丸演奏が省略
支えられているのが民主党という政党なんです。
これで民主党の正体がわかった訳ですから、なる されていました。日本の放送局は、いつから君が
べく多くの人にこの実体を話してください。民主党の 代・日の丸を放送しなくなったのでしょうか？
ちなみに YouTube
には外国の放送局が放送し
実体を知れば、それがいいという人はほとんどいない
た表彰式の映像がアップされていますが、真央ちゃ
はずです。
とにかく偽装マニフェストで国民を騙したのは不 んが君が代を歌っている晴れ姿が写っています。さ
当選挙ですし、私の除名も不当ですので裁判を始めま らに、日の丸を背負ってのウイニングランも写って
す。ぜひご支援をお願いします。向こうが賊軍で、我々 いました。
日本の子供達がこの映像を見れば、日の丸・君が
は官軍です。天皇陛下だってそう思ってらっしゃると
思います。天皇陛下をお守りする意味でも頑張ってい 代に対する認識を新たにすると思いますが、いかが
きたいと思いますので皆さん一緒に頑張りましょう。 でしょうか？
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かねてより検討してまいりました、弊会のＮＰＯ
法人（特定非営利活動法人）化がどうにか立ち上げ
ることができるに至りました。先ずもって各位のご
尽力に感謝いたします。
経緯は、本年２月２８日、東京から土屋敬之東京都
議にもご参加いただき、大阪たかつガーデンで行れ
た第 ６３回定期 理事会で新Ｎ ＰＯ法人の 定款等 の
最終チェックを行いました。そしてそのまま引き続
き設立総会を行い名称を『特定非営利活動法人教育
再生地方議員百人と市民の会（通称『ＮＰＯ法人百
人の会』）とすること等最終確認いたしました。
そして３月１０日、大阪府庁に設立申請に行って
きました。現在、定款等の縦覧中です。このままい
きますと、５月中旬に縦覧が終わり、７月中旬には
認可が下り、そのまま登記の運びとなる予定です。
詳細は随時お知らせいたしますが、とりあえず現
在決まっていることだけお知らせいたします。
○ 役員選任
とりあえず次のメンバーで役員を申請いたしまし
た。登記までに頭初の理事等選任を行います。
・理事長 辻淳子大阪市義
・副理事長 和田有一朗兵庫県議 前川栄子
・専務理事 増木直美
・理事
土屋敬之東京都議 木下吉信大阪市義
北川悟司前豊中市議 森脇保仁兵庫県議
・監査
樋口理香子
・事務局長 増木重夫
○ 社員会員受付
設立申請と平行し、会員各位に、議決権を持つ「社
員会員」の申し込み受け付けます。
※ 申し込みなき人は「一般会員」として議決権は
ありません。
○ 任意団体『百人の会』解散総会
７月下旬～８月 参議員選挙の予定をにらみつつ開
催。会費等の財産処分の決議。
○ 『ＮＰＯ法人百人の会』発会式を『百人の会』
解散総会に引き続き行い、会費等の財産を受け継ぐ。
○ 東京集会
９～１０月、東京にて集会開催
○ 設立趣旨書
趣旨
この法人は、「現代社会における数々の矛盾の背景
に厳然と横たわる教育の荒廃を直視し、未来を担う
日本の『子供達』のために、地方議会を教育改革
の場としてとらえ、なかんづく健全な学校教育の
再生をめざす。」ために設立する。

