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おとなになるまでに知っておきたい

日本の仕組み

彌

元阿久根市長竹原信一

ばじめに 4｡「友人関係を続けていれば良かった」

5｡「自分をもっと幸せにしてあげればよ

かった」「あれをしろ！これをするな！」｡おとな

は子どもに指図します｡おとなが言う通り

にすれば､また指図されます｡言いなりに

なれば褒められるかもしれません｡言われ

る通りにしていれば幸せになれるでしょ

うか？

でも､おとなたちは幸せそうではありま

せん｡おとなのほとんどが､あの状態のま

ま人生の最後を迎えるのです｡そして､死

の間際に人生を振り返る｡そのときの後`海

には同じものがとても多いそうです｡以下

は死を間近に控えた人々が多く口にする

後`海です。

ほとんどのおとなは「自分を幸せにす

る方法』を知りません｡『幸せが何か｣さえ

知りません｡快感や､』快楽を追いかけ続け

るのを幸せと思い込んでいたりします。

実を言えば､幸せは､自分で気付く直感の

ようなもので､努力したり獲得するもの

ではありません。「幸せはいつもそこに

あって､気付かれるのをそっと待ってい

るlそういうものです｡ですから本当は、

みんないつも幸せなのです｡幸せだけど

気付いていない。多くは、「自分が不幸側

に居る」と思い込み、「別のところにある

はず」と思い込んだ幸せ探しゲームを

やっているのです。ほんとうの仕組みが

わかっていると、後`悔が少なくて済むの

でお得な人生になります。

人間の体は､この世界で生き残りができ

`F驫露、

1｡「自分自身に忠実に生きれば良かった」

２「あんなに一生懸命働かなくても良

かった」

3。「もっと自分の気持ちを表す勇気を持

てば良かった」
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るように作られています｡感情はそのため

に与えられた反応です｡思考と体のつなぎ

役をします｡好きなものに近づき､危険か

らはすぐに逃げる｡感情は､思考と体の両

方に対するすばやい反応が特徴ですが、

しょっちゅうまちがいます｡幸･不幸は感

`情問題だと考えられていますが､それもま

ちがいです｡痛みや悲しみ､,快楽などは､単

純にからだと思考の作用であり、ほんとう

の幸･不幸とは違うものです。

す｡決して壊すことの出来ない､そこにあ

るもの｡それは常に動いていて､変化しな

がら自立しています｡やがて､皆さんは｢幸

福が生きている｡幸福が自分だ｣とわかる

時がくると思います｡それには､嘘の掃除

が必要です｡自分の心は自分で掃除するし

かありません｡わたしたちは国の嘘を見抜

き､権威を掃除する事で気付きの力をつけ

ることができます。

|$mmmm、
、

これからお話しする事は､調べれば確

認できる事です｡学校では､国のほんとう

の仕組みを教えてはくれません｡知らな

いのです｡おとなたちが知らず､気付か

ず､教えない､でも、人びとをつき動かし

ているこの国のしくみをお話しします。

皆さんの人生が後`海の少ないものになる

事と、『幸せの気付き』が早まる事を期待

して。

知ることで､せつない気持ちになった

ら思い出してください｡｢幸せは気付き、

すべては失うことのできない幸せででき

ている｣。

おかねに代表される快楽を『幸せ｣だと

思い込んでいる人たちが大半なので､世界

や国の仕組みがまちがったものになり、そ

れが環境破壊や戦争など､とても悲`惨な状

況を作っています。

幸せは獲得するものではなく、気付くも

の｡『気付き』は人それぞれの責任であり、

冒険です｡幸せこそが命の真実です｡そこ

のところをまちがえる感,情人間には自分

がありません｡｢生き残りのため｣という感

`情の原理に突き動かされて何でもやって

しまうのです｡その場しのぎの方法で感,情

を守ろうとします｡その時に使う道具が

『主義』や『きまり1『理想』そして『恩｣や

｢義理』です｡これらの道具は､道義的な責

任やこころの冒険を放棄させます｡たいへ

ん便利ですが､勇気や良心に対してはまっ

たく不誠実です。

iI1mmim、

日本の歴史

日本の歴史を確認しましょう。

教科書には､江戸時代､鎖国していた本

当の理由が書かれていません｡430年ほど

前に書かれた､秀吉朝鮮出兵従軍記者の

見聞録をご覧ください。

『キリシタン大名､小名､豪族たちが､火

薬がほしいばかりに女たちを南蛮船に運

び､獣のごとく縛って船内に押し込むゆ

えに､女たちが泣き叫び､わめくさま地獄

のごとしI

この国は、『義理｣などで固めたヌケガ

ラです｡多くの国民は、『義理におびえな

がら、義理にすがりつく」というありさ

ま。もはや自分の真実をあきらめている

かのようです。

ほんとうの幸福は直感であり、気付きで
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天正少年使節団の報告書にもあります。

「行く先々で日本女性がどこまでいっ

ても沢山目につく。ヨーロッパ各地で

５０万という。肌白く、みめよき日本の娘た

ちが秘所まるだしにつながれ、もてあそ

ばれ､奴隷らの国にまで転売されていく

のを正視できない｡鉄の伽をはめられ､同

国人をかかる遠い地に売り払う徒への慣

ﾚﾉも、もともとなれど､白人文明でありな

がら､何故同じ人間を奴隷にいたす｡ポル

トガル人の教会や師父が硝石(火薬の原

料)と交換しインドやアフリカまで売っ

ている」

を使って､幕府側にも倒幕側にも大量の武

器を売って、日本人同士の戦争を仕組みま

した｡これが明治維新です｡西洋人たちは、

渡す武器の量やタイミングを加減する事

で､おかねもうけをしながら､言いなりに

なる日本を作るのに成功しました｡明治政

府はあやつられるまま、キリスト教を解禁

して､仏教を排斥しました。

西洋人に教育された人々が権力につき

ました｡西洋人を嫌った36歳の孝明天皇が

不自然な死に方をしました｡あと継ぎの明

治天皇即位は15歳､いまなら中学3年生で

す｡日本の政治はずっと、｢代理人が国民に

命令する」というやり方です｡国を動かし

ているのは本当は誰なのか？そこが国

民に見えないようにしてあります｡｢疑う

のは天皇陛下に対して失礼ｌ」というのが

代理人の言い分です。

〆霧弱、

世界中で奴隷商売をやっているバテレ

ン(西洋人)とキリスト教の脅威を知った

豊臣秀吉は1587年に｢バテレン追放令」

を､徳川家康は1612年､キリスト教を禁止

し､西洋に対する鎖国を命じました｡それ

から約240年後､アメリカ人ペリーが日本

に黒船でやって来て開国をせまりまし

た｡はじめは､いくつかの藩が戦いました

が､勝てないと知ってからは､進んで彼ら

の手先になりました。

キリスト教宣教師は古くから､植民地

づくりのスパイ役を担ってきました。ひ

かえめに言っても、キリスト教が戦争を

止める力になったことはありません｡4世

紀にはローマ帝国軍に従軍牧師がいまし

た｡今でも米軍にはキリスト教従軍牧師

がいます｡ちなみに最近では、アメリカは

イスラム教徒に対して｢テロリスト」と言

いがかりをつけ､石油を目当てに戦争を

仕掛けたりしています。

日本は西洋人にあやつられて戦争をし

てきました。日露戦争では､多額の借金を

させられたうえ､多くの国民を傷つけ､死

なせてきました。しかし､国民の誰も｢誰が

戦争させたのか？いったいなぜ戦争が起

こるのか？」をわかっていません｡すべて

の戦争は明治維新と同様､おかねもうけの

謀略です｡『代理人が勝手に命令する」とい

う国の仕組みによって､国民には何もわか

らないようになっているので､国民は繰り

返しだまされ､奪い合い､殺し､殺されてき

ました。まったく残念な事ですが､これが

真相です。

'威鋳、

権力の状況

日本の開国に成功した西洋人は､それが

謀略だと気付かせないように､複数の窓口 日本国民は国を疑わず､言いなりに動
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くよう育てられてきました。この国のシ

ステムは犯罪組織と同じですが､それを

自覚できないようにしてあります｡憲法

はあっても機能しないし､裁判所はあっ

ても裁判官が良心に従うことができない

ようになっています｡警察･検察は国家の

犯罪を隠す｡別の犯罪のでっち上げなど

でカモフラージュする。要するに犯罪国

家です｡作業を割り当てられた公務員は

それらを当然のこととしてやっていま

す｡道理がよくわからず、しつけられた通

り何でもやる｡結果的には､国の不正を守

る作業員です。

国民とおなじで､政治家もほとんどだ

まされています｡選挙芸人にすぎません。

この国の政治家は､国のほんとうの仕組

みも、法律もほとんど何もわかっていな

いのです｡知識がなく、自覚が無いので自

分が国から何をされているのか、してい

るのかさえわかっていません｡すこしば

かり程度のよい人は､大臣になったりし

た時に、はじめて国家の現実を知って驚

きます｡そこでうっかり、「国民のために」

などと頑張れば失脚したり殺される。そ

うでない者は国民に対する嘘つき芸人を

続ける。「自分は政治芸人」と割り切って

しまえば､これまでの流れを変えないの

で騒ぎにはならない｡結局､嘘つきに限っ

てマスコミの評判が致命的なものになら

ず､長く地位に留まれるというまったく

情けない状態なのです。

(1mm'､、

日本は国民に対して何でも隠し、こと

ごとく嘘を言う国ですが､アメリカの極

秘文書公開や内部告発者の証言などに

よって本当の仕組みが明らかになってき

ました｡それによると、日本のしくみは次

のような形になっています｡一番上にあ

るのは米軍(条約や密約)｡次に官僚･公務

員の都合､それを支える国家公務員法､そ

して､その他の法律です｡実際のところ、

憲法は､絵に描いた餅､法治国家を偽装す

る飾りです｡司法の正義はまったくの見

せかけです。

戦争

いまの状況を知るには､昭和天皇を知

ることが役立ちます｡研究者がほぼ一致

しているのは､昭和天皇は非常に頭脳明

断で意志も強い､国家戦略に長けた人物

だったということです｡そしてその周辺

には、きわめて優秀で忠誠心に富んだ側

近グループがありました。

鰊

米軍 アメリカと戦った太平洋戦争のとき、

国民は｢天皇陛下の御為(おんため)」と教

えられました。日本が敗戦を確信し､終戦

の申し入れを始めてから、アメリカは二

種類の原子爆弾(ウランタイプとプルト

ニウムタイプ)を落とし、日本人の非戦闘

員30万人以上が亡くなりました。そのと

き日本政府は､原爆機が近づいていると

官僚。公務員の都合

国家公務員法

その他の法律

｢Ei禾颪譲可

全;蕊ＩＢＯ５
1nformationBank

データ・マックス



いう情報を知りながら､迎撃せずに､空襲

警報さえ出さず国民を被爆させたので

す｡二度ともです｡そのうえ､原爆を落と

したアメリカに提供するために､被災者

の救済に優先して､人体への影響調査に

励みました｡調査開始は原爆投下のわず

か２日後､終戦の７日前です｡つまり、日本

政府は原爆を使った人体実験の手伝いを

したのです｡30万の日本人は政府に殺さ

れたも同じです。

米軍の日本支配に協力した多くの日本

人が､歴史を書き変えました｡それは､「日

本は､明治時代から民主主義の国であり、

アメリカなどと戦争した昭和初期だけが

間違った時代だった。これからの日本は

民主主義を強調した天皇中心の明治体制

に戻すだけ」としたのです｡米軍の後ろ盾

を得たことで､代理人である『天皇の官

吏』が力を持ちました｡そして､憲法制定

の翌年(昭和22年)には憲法違反の国家公

務員法を制定ました｡あわせて､積極的に

米軍や､米軍の手下(政府役人）と手をつ

なぐ人たちが政治家や新聞社､テレビ局、

大企業などのトップにつきました。

'四歳露,?、

政府は､原爆被害の調査結果を国民に

隠してアメリカに渡しました。もちろん、

その調査が被爆者の救済に使われる事も

ありませんでした。これはアメリカの公

文書から明らかになったことです｡今も

そうですが､日本政府には､公文書を隠し

たり捨てたりして､歴史を偽造する癖が

あります｡決まりを守りません｡だから、

歴史教科書では真相がわからないように

なっています。また､１０万人以上が死んだ

東京大空襲を指揮したカーチス。ルメイ

将軍には､後に勲一等旭日章の叙勲があ

りました｡恐ろしく、とても悲しいことで

すが、日本政府が国民に対してやってき

た､一連の事実は認めるしかありません。

憲法違反の国家公務員法と米軍

日本国憲法では､「国民に主権があり、

普通選挙で選ばれた者が公務員として国

民全体に奉仕する｡憲法が最高法規｣とし

てあります。ところが､国家公務員法で職

員を公務員にしてしまいました。それか

ら、職員自身の福祉と利益確保を職務目

的にした上､国家公務員法を最高法規に

しました｡公務員が国民から搾取する仕

組みです。

〆;癒刊､

国家公務貫法の条文要約第一条アメリカは最初から勝利を確信してい

ました｡当時､国力に１０倍もの開きがある

ので当然です。日本政府は負けの決まっ

た戦争を始めたのです｡アメリカは4年に

渡る戦争の始まった､その翌年から天皇

を利用して日本国民をあやつる計画を作

りました｡敗戦後､昭和天皇はその計画に

乗りました｡そうするしかなかったので

しょう。天皇の人間宣言も日本国憲法も

原文は英語です。

｡｢国家公務貢たる職買｣が｢職責について

適用すべき各般の根木基準(職貫の福

祉及び利益を保護するだめの適切な措

置を含む｡)を確立｣する。

｡「この法律(国家公務貫法)の規定が､従

前の法律又はこれに基く法今と矛盾し

又はでい蝕する場合には、この法律の

規定が､優先する」

ｏ６ＵＢ鳶iii:愚
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米軍による日本占領は6年半におよび

ました。占領後も公務員が米軍の守り手

になるように条約､密約を決めました｡次

は1957年２月､在日アメリカ大使館から本

国に送られた秘密報告書です。

ません。こんな状態ですから、「おとなに

は正体が無い」と感じる皆さんは多いは

ずです。

日米合同委員会

【在日米軍基地に関する秘密報告書】

日本国内におけるアメリカの軍事行動

のきわだった特徴は、その規模の大きさ

と、アメリカにあたえられた基地に関す

る権利の大きさにある。安保条約のもと

では、日本政府とのいかなる相談もなし

に米軍を使うことができる。数多くのア

メリカの諜報活動機関(略)の要員が､な

んの妨げも受けず日本中で活動してい

る｡米軍の部隊や装備(略)なども､地元と

のいかなる取り決めもなしに、また地元

当局への事前連絡さえなしに、日本への

出入りを自由におこなう権限が与えごれ

ている。

日本を直接的にあやつっているのは米

軍です｡毎月２回、日米合同委員会という

ものが開かれています｡そこでは､米軍が

日本のエリート官僚たちに直接指示をし

ています｡今も、日本を米軍が占領してい

るのです｡官僚は国会がまったくの無能・

無力であるのをよくわかっています｡国

会や裁判所よりも、米軍からの指図の方

が強いのです｡官僚の中でも、日本国民に

対して､特に無慈悲で無責任な人間が米

軍に評価されて官僚トップの事務次官

や､検察庁長官､最高裁判所の長官などに

なります。このような事実を普通の国民

は知りません。

('1'1mm僻、

日本の教育
この状態は敗戦から約70年後の今も、

まったく同じです｡元外交官の天木直人

さんの告白よると、外務省内のマニュア

ルには、日米安保については､「疑念をも

つこと自体､アメリカに対して失礼であ

る」と書かれています。

憲法違反の国家公務員法で､公務員に

よる国民の搾取（さくしゅ）が合法化さ

れ､おまけに､外交官が｢米軍を疑うのは

失礼である」とされていて､米軍の無制限

な自由が許される。このような国は､法治

国家でもなんでもない｡それどころか､国

と呼ぶにあたいしないと言うべきでしょ

う。ほとんどのおとなは歴史の真相も、自

分たちが置かれている状況もわかってい

`､､,隅、

日本の官僚組織全体は東京大学卒の派

閥に握られています｡最近、ようやく、東

大の精神性が非常に危険であるという事

が知られるようになり、本当に優秀な学

生は他の大学や海外に出るようになりま

した。たいへんに有名な東大教授が東大

の状況を教えてくれました。

東京大学の安富歩教授のメールをご紹

介します。

(前略）ここ（東京大学)の人々は､他の大

学に比べて、利己的ということを隠す技

奮瀧HＢｏ７
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術が､飛び抜けて高いのです。どんな状況

においても､直ちに自分に都合が良くて、

しかも他人を納得させる屍理屈を直ちに

ヒネリ出すことが､東大関係者の得意中

の得意です｡彼らの屍理屈を聞かされる

と、こっちがおかしいのだ、と思って､罪

悪感を覚えさせられてしまいます。その

技芸の高さは､ホレボレする程です。こう

いった人々が日本中にエリートとして送

り出され、そういった人々を模範として

社会が運営されるので、とんでもないこ

とになるのだ、と私は考えています。

阿久根市役所の職員の皆様におかれまし

ては、そういう人間を決して尊敬しない

ように、自分たちの模範だと思わないよ

うに、そういう人間が優秀なのだなどと

決して思わないように、とお伝えくださ

い｡みなさまお－人お－人の良心(側隠の

情)にこそ､社会の秩序と住民の幸福が守

られるかどうかが掛かっているのであ

しﾉ、それを大切にしてくださるよう、心か

らお願い申し上げます。

竹原さんのご苦労には頭が下がレノます

が､この闘いは､正面から行くと、石井議

員のように殺されます｡たとえ自治労が

ひどかろうと、マスコミがひどかろうと、

どうぞ､植木等のようにスチャラカと無

責任に戦って下さい｡阿久根市の運命が

日本の運命を決めるといっても過言では

ないと思います。

本当に東大は怖いところです。あまりに

怖いので､添付のようなものを何年か前

に書いてしまいました。

東京大学讃歌
(作｡東京大学安富歩教授）

おお､東京大学上。

魂のアウシュビッツ上。

傷の深さで選び出きれた血まみれの魂を

迎え入れ、

念入りにその傷に塩をすり込み、

何も感じないようにして送り出す。

例扇顯､

特に傷の深い者を選んで、

｢大学院｣という名のガス室に送咽込む。

魂がピクリとも動かなくなったのを確認

すると、

東京大学博士という戒老を寺え、

安田講堂に集め、

ガウンを纏わせて埋葬する。

おお､東京大学よ・

魂の七三一採簾よ・

そこには世界のあらゆるものを、

生きたまま切り刻み、

｢専門｣に分割してみせる、

台次の研究者が巣唆っている。

'1$燕覇！

自らの生み出す言葉が、

真理を今まいように注意深くより分け、

意味不明のたわごとだけを陳列する。

そしてマルクの魂から搾り取った真っ赤

な血を、

ペンキの替わりに用いて､赤門を塗切立

てる。

おお､東京大学よ・

魂のチェルノブイ0〕よ。

そこは知識と霊感を生み出し、

人々に配信する発電所として建設きれた。

添付のようなものとは､次の｢東京大学

讃歌｣のことです。

Ｏ８１Ｂ簿i雲霞
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Ｌかし､各人の頭脳に、

思考の劉稗棒を急速に挿入した結果、

炉心が溶解し、

教射龍を垂れ流す死の石棺と化Ｌだ。

す｡例えば､英語の教科書を毎年変えるの

で､一冊も分からないまま中学､高校､大学

を卒業する｡教科書を無駄づかいする事

は､公務員の退職後の天下り先確保につな

がるし､英語塾や教材業界が儲かるように

なる｡それを経済効果と呼ぶ。

このように､まったく教育的ではない動

機で教育の仕組みが作られています｡すべ

てがこの調子だから皆さんは無意味な勉

強競争に苦しむのです。

そこから生み出きれるのは、

知識ではなく単なる情報であり、

チェルノブイリ(にが上もざ）

の汁で印刷きれるのは、

世の人に劣等感を抱かせるための矛盾し

た言葉。(ＩｍｍＩ、

東大教授のメールは福島原発事故が起

こる約一年前です｡政府は原発事故でも嘘

を言い続けました｡ほんとうに苦しい人び

とを放置して､被災を公務員の利権につな

げています｡いまだに放射能の垂れ流しを

続けていますが､予想された通り、子ども

達に癌の集団発生が確認されても､それを

隠し､原発の再稼動を進めています｡もう、

日本政府がこのような態度をする原因が

わかりますね。

政府には少しも良心がありません｡430

年前､火薬を得るために女たちを奴隷商

人に売り渡した｡70年前は、自分たちだけ

有利に生き延びようと、国民を原爆で焼

き殺す人体実験に加担した。同じ精神`性

が続いているのです。

自らの権威を人間の選別によって確保Ｌ、

学歴コンプレックスという死の灰を撒き

散らす。

そして意沫の通じる言葉を話す世の人々を、

他の虞から軽蔑し、｢アッカンベー｣をし

てみせる。

【東京大学ロゴマーク】

(mwm、

TheUniversityofTbl<yｏ

良心がないのは地位を得た政治家や官

僚組織だけではありません｡次は40年前、

原発のお金に群がったおとなたちの様子

です。

日本の教育成功のシンボルはいまだ

に東京大学です。

この国は自分と仲間の利益のために何

でも言う、何でもやるという人間作りを

やってきました｡思考と良心がつながった

人間に育たないよう､教科や教科書を増や

して､早く覚える競争させ、じっくりと取

り組むことができないようにしてありま

【１９B3年の｢原発講演会｣での高木孝一敦

賀(つるが)市長の講演｡(福井県)】

「そりゃあもうまったくタナボタ式の

街づくりができるんじゃなかろうか、と、

奄謬漬ＨＢＯ９
lnformationBank
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そういうことで私は皆さんに(原発を)お

蔭めしたい｡これは(私は)信念を持つと

る､信念！

……え－、その代わりに1CO年経って片輪

が生まれてくるやら５０年後に生まれた

子どもが全部片輪になるやら、それはわ

か0）ませんよ・わかりませんけど､今の段

階では(原発を)おやりになった方がよい

のではなかろうか…。こいうふうに思っ

ております。どうもありがとうございま

した｡(会場､大拍手)。

さや、さては､町会､隣組､警防団､婦人会

といったような民間の組織がいかに熱

心にかつ自発的にだます側に協力して

いたかを思い出してみればすぐにわ

かることである。たとえば､最も手近な

服装の問題にしても、ゲートルを巻か

なければ門から一歩も出られないような

こっけいなことにしてしまったのは、

政府でも官庁でもなく、むしろ国民自身

だったのである。

私のような病人は、ついに－度もあの

醜い戦闘帽というものを持たずにすんだ

が､たまに外出するとき、普通のあI）合わ

せの帽子をかぶって出ると、たちまち国

賊を見つけたような憎悪の眼を光らせた

のは､だれでもない､親愛なる同胞諸君で

あったことを私は忘れない｡彼らは眉を

逆立てて憤慨(ふんがい)するか､ないし

は､眉を逆立てる演技をして見せること

によって、自分の立場の補強につとめて

いたのであろう。

少なくとも戦争の期間を通じて、だれ

が－番直接に、そして連続的に我々を圧

迫しつづけたか､苦しめつづけたかとい

うことを考えるとき、だれの記憶にも

すぐ鰊(よみがえ）ってくるのは、…

すぐ近所の小商人の顔であり、隣組長や

町会長の顔であ0）、あるいは郊外の百姓

の顔であり、あるいは区役所や郵便局や

交通機関や配給機関などの小役人や雇

員や労働者であり、あるいは学校の先生

であIﾉ…といったように、我々が日常

的な生活を営むうえにおいていやでも

接触しなければならない、あらゆる身近

な人々であった。

……だますものだけでは戦争は起らな

い。だます者とだまされる者とかそるわ

'鰹蕊議１

「(会場､大拍手)」には呆れます｡呆れる

けれども、このような国民が､今も、けっ

して少なくないというのを私も体験して

きました｡ほんとうに､なんということで

しょう。

次は､戦争時代を生きた方の証言です。

戦争の反省も嘘だとわかります。

戦争責任者の問題伊丹万作 '噂蕊蕊、

今度の戦争で皆がみなロを揃えて

だまされていたという。私の知ってい

る範囲ではおれがだましたのだと

いった人間はまだ一人もいない。い

くら何でも、わずか－人や二人の智慧で

－億の人間がだませるわけのものではな

い。だましていた人間の数は､一般に考

えられているよりもはるかに多かったに

ちがいないのである。日本人全体が．夢

中になって互いにだましたりだまされ

たりしていたのだろうと思う。

戦争中の末端行政の現われ方や､新

聞報道の愚劣さや、ラジオのばかばかし

'ＣＩＢ篶譜 InformationＢａｎｋ
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なければ戦争は起らない……という

ことになると､戦争の責任もまた(たとえ

軽重の差はあるにしても）当然両方に

あるものと考えるほかはないのである。

だまされた者の罪は､ただ単にだまされ

たという事実そのものの中にあるのでは

なく、あんなにも造作なくだまされるほ

ど批判力を失い､思考力を失い､信念を

失い､家畜的な盲従に自己の一切をゆ

だねるようになってしまっていた国民

全体の文化的無気力､無自覚､無反省､無

責任などが悪の本体なのである。

このことは､過去の日本が､外国の力な

しには封建制度も鎖国制度も独力で打

破することができなかった事実、個人

の基本的人権さえも自力でつかみ得な

かった事実とまったくその本質を等し

くするものである。そして、このことは

また、同時にあのような専横と圧､』を

支配者にゆるした国民の奴隷根性とも

密接につながるものである。それは少な

くとも個人の尊厳の冒涜(ぼうとく）、す

なわち自我の放棄であり人間性への裏切

りである。また､悪を憤る精神の欠如であ

り、道徳的無感覚である。ひいては国民

大衆､すなわち被支配階級全体に対する

不忠である。我々は、はからずも、いま

政治的には一応解放された。

しかし今まで奴隷状態を存続せしめ

た責任を軍や警察や官僚にのみ負担させ

て、彼らの跳梁(ちょうりょう）を許し

た自分たちの罪を真剣に反省しなかっ

たならば、日本の国民というものは永

久に救われるときはないであろう。「だま

されていた」という一語の持つ便利な効

果におぼれて、一切の責任から解放さ

れた気でいる多くの人々の安易きわま

る態度を見るとき、私は日本国民の将

来に対して暗濾たる不安を感ぜざるを得

ない。

「だまされていた｣と言って平気でい

られる国民なら、おそらく今後も何度で

もだまされるだろう。いや､現在でもす

でに別のうそによってだまされ始めて

いるにちがいないのである。

鰊 心の闇の正体

アメリカ政府は日本を占領するに当た

り、ルース･ベネディクトという女性の文

化人類学者に日本人の分析をさせまし

た｡その内容は｢菊と刀』というタイトル

で出版され、日本人分析の名著として知

られています｡彼女は日本人特有のここ

ろの闇を解き明かしました。

以下､要約して抜粋します。

日本人兵は捕虜だけではなく、彼らの

同胞に対しても虐待の罪を犯した。負傷

兵については､捕虜であるアメリカ兵の

方が日本兵よりもましな手当てを受け

た。日本兵の名誉とは死にいたるまで戦

う事｡降伏せずに自決する事｡万一､傷つ

き、気を失い捕虜になった場合でも､彼は

｢日本へ帰ったら顔をあげて歩けない」

あるものは殺してくれと頼んだ｡「けれど

も、もしあなたがたの習慣がそれを許さ

ないというのならば､私は模範的な捕虜

になりましょう」と言うのであった｡長い

間､極端な国家主義者であった彼らは､弾

薬集積所の位置を教え、日本軍の兵力配

備を綿密に説明し、わが軍の宣伝文を書

き、わが軍の爆撃機に同乗して軍事目的

《’'1mm、
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日本人は猛烈な努力と、無気力の間を

大きく気分が揺れ動く。何事によらずあ

なたまかせの態度を取る事が安全な道で

あると考える。日本人の目標は世間の評

価である。そのため､その場の事情にあわ

せて態度を一変させる。態度変更を道徳

問題とは考えない。日本人から見れば､自

分の属している世界で尊敬されれば､そ

れでもう十分な報いである。彼らは人間

堕落の教えを説かない｡「人情｣は非難し

てはならない｡強さは義理に服従する事

で示されると考える。ただ定められた錠

(おきて)を遂行することに矛盾葛藤を感

じない。

に誘導した。

日本人にとって｢各人が自分にふさわ

しい位置を占める」ということの意味は

身分制度に従うのを意味する。それはま

ず､家庭の中で習得される｡価値観が体験

によって作り上げられ、その倫理体系と

礼式の中に形式化されている。特権の境

界を踏み越えるのはけしからいこととさ

れている｡国政においては｢国民の世論」

のための位置は与えられていない｡国家

は､アメリカで感じられているような､や

むをえない害悪ではなく、日本人から見

れば､国家は至高善に近いものである。

｢すべてのものをあるべき場所に置く」と

いうのが､日本のモットーである。日本人

の｢恩｣は返済しきることのできない債

務､｢徳｣は積極的に報恩行為に身を捧げ

ること。アメリカ人の自尊心は自分の事

は自分で処理するという態度によるが、

日本では恩を受けたと考える人に恩返し

をするということに依存している。

'9:爾繭，

日本では名に対する｢義理の捷｣を徳行

と考える。それが､いじめの習慣をはなは

だしいものにしていると同時に、次の拷

問者を作るのにつながっている。

親は子どもの無作法は責めるが､子供

がＴ自分に対する正しさ」のために立ち上

がる勇気を欠いた事は責めない｡罪の大

きさよ”も恥の重大さに重きを置いてい

る。日本人特有の問題は､碇(おきて）を

守って行動しさえすれば認められるとい

う安心感をたよ；）として生活するように

育てられてきたということである。

〆憲認１，、！

世間体や立場に対する「義理」は日本

では非常にきびしい｡知らなくても知っ

たふりをせねばならない｡知らないのを

認めるわけにはゆかない。人間と仕事の

極端な同一視が見られる。行為もしくは

能力に対する批判は、自動的に人間その

ものに対する批判となるので、日本人は

自己防衛に汲々（きゅうきゅう）とする。

本来の仕事に専念するかわりに、注意を

相手との関係に向ける。日本人は、「人を

汚辱(おしょく）するのは他人の言動で

はなく、当人から出てくるものだけであ

る」、というあたりまえの倫理を持って

いない。

一度､アメリカに住んで､固苦しくない

行動の規則を受け入れた日本人には、日

本で送った窮屈な生活を再びくり返すな

どということはとうてい考えられない。

箱庭の盆栽仕立ての松は芸術品だった

が､ひとたびじかに大地に移し植えられ

た松はけっしてかえすことはできない。

あの庭園の装飾にはなれないと感じる。
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彼らは二度と日本社会の要求に応ずる事

はできない。

1±若い世代の自殺がたいへん多いのです

が､その原因も世間体です｡悲`惨を繰り返

さないためにも、箱庭の恩や義理とは決

別しなければいけません。

自分への正しさでつながる世界

すべての原因は単純に因習です。アメ

リカの固苦し＜ない行動の規則を受け入

れだけで､すっかり意識が開かれてしま

う例を見ればわかるように、これは心の

病です｡たいした痛みを感じることなく

治療できます｡まず､自分についての見方

を変えましょう。持ち物や立場､職業は

けっして本人そのものではありません。

やがては､すべての財産､借金､名誉､地位

など何も持たずにみんな死ぬ｡そして忘

れ去られる。それがわたし達です。

わたし達は､国家のとてつもない卑`怯

と嘘､無能を確認しました｡国家の不正を

見ないようにしてきたのは国民です。自

分の評判に対する恐怖心で目隠しをして

きました。この恐怖のタネは家庭や集団

での､からかい､いじめによって植えつけ

られ、『恩』や､繊細すぎるこころ遣いの

『義理』によって育てられます｡常に他人

の希望を感じるよう気遣いする。これを

日本では､和､秩序､団結､ルール､マナー、

美､徳､お行儀などと呼んでいます｡そこ

にあるのは､周囲の気づかいに抱かれた

人が､理`性や正義感を停止させ、「死んだ

気に』なって、とにかく頑張るのが良い事

という、とんでもない常識です。

岬

世間体におびえるという心の病を1台

し、「自分に対する正しさ』のために立ち

上がる勇気を持ちましょう。どのみち､人

生はほんのひとときです｡世界の人びと

は、日本人が持ち物や世間体からの自立

を遂げ､ほんとうの友人になってくれる

のを待ち望んでいます。

「死んだ気｣の人間がやる事はまったく

の無責任です｡そこを指摘しないのが『人

`情』ですから､政府のあらゆる組織には不

正が蔓延しています｡不正を拒否すれば

『体面の破壊者』あるいは『裏切り者川恥

さらし｣の烙印を押されてしまいます｡こ

うして､ほとんどの日本人は、『自分に対

する正しさ」のために立ち上がる勇気を

くじかれています。

(''m,、

【参考Ⅱ図書】■■’JLJ■

『日本はなぜ､｢基地｣と｢原発｣を止められないの
‘ｉ・

か』(矢部宏治･箸）．
ｗ～円！；

『絶望の裁判j所』(瀬木比呂志■9箸）．

『国難の■正体｣(馬渕睦｢夫｡箸)1J■

『歪曲捜査』(飛松五男J､.(箸〉■■

『天皇のロザリオ』(鬼塚英昭5箸）

『二十世紀のフアウストJ(鬼塚英昭｡箸）

なんとなきけない事でしょう。わたし

達は､恩や義理でつながれた世間体にお

びえ､集団の不正を感じないように習慣

づけられ､国家の嘘に加担しています。こ

れでは破滅するしかありません。日本で

鴬濱ＩＢ’３
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敗！官僚。

趣一一一『

勘違いが支える日本

`蕊蕊､､

元阿久根市長竹原信一

×

兵庫県警元警部補飛松五男

政治･行政｡社会などあらゆる面で日本がおかしくなっている｡前阿久根市長の竹原信

一氏と､兵庫県警元警部補で警察組織の腐敗と闘い事件捜査･犯人逮捕に命を賭けて

きた飛松五男氏が対談し､日本社会の現状と官僚｡警察組織の腐敗をテーマに語レノ

合った｡２人は阿久根市出身の同郷｡市長､警察官それぞれの立場で､あらゆる抵抗に立

ち向かって､｢住民のために仕事をする｣組織への変革を追求したケンカ魂が共鳴した。
〆驫騒へ

仕事をする警察官がいるから

裏金がつくれる
竹原「全体の奉仕者」という言葉が

空々しい､白々しいんです。

飛松「住民に奉仕することが無うなっ

とる｣｡これを力説したい｡警察の使命は地

域住民を守ることだし､警察は犯人を捕ま

えてナンポや。

飛松僕は好かれてはいませんが､仕事

は全国一だった｡仕事をする警察官がいて

こそ､警察は裏金がつくれる｡犯人逮捕で

実績を上げな､捜査協力費や捜査報奨費と

いう裏金をつくる原資がこない｡この警察

の裏金なんか､警察には｢全体の奉仕者｣が

ホンマ欠如しているんです。

神戸女児殺害事件の初動ミス

飛松神戸女児死体遺棄事件で､警察

'４冊蓋iii鬘鬮
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が「捜索した」という時

に、遺体の発見現場を一

切捜索していません｡300

人体制で捜索したという

のは嘘､裏金のための嘘

なんです。

竹原え－１市民の不

幸を利用して泥棒するの

が警察の仕事？

飛松捜査費を裏金す

るためのパフォーマンス。

最後にランドセルを置い

たところをまっすぐ１０

メートルくらい降りたら

川｡警察官はその川に１回

も降りていない｡｢川を捜

索した」というテレビに

映っとったのは別のとこ

ろ､大丸公園｡最後の目撃

情報とされた公園ですけ

ど、この情報は危ういで

す｡警察はその下の新湊川

にマスコミを集めて２，３０

人で川さらえパフォーマ

ンスをしたんです。

竹原それで300人分り

する。

飛松最初から人員を上

(mmm1、

liijj縁｣(JiiIilllii

飛松五男（とびまつ.いつお）
兵庫県警元警部補｡1944年､鹿児島県阿久根市生まれ｡64年､兵庫県警巡査拝

命｡65年､飾磨署警ら係を皮切りに､県警本部刑事課捜査第一課､姫路署刑事２

課暴力団係などを歴任｡2005年定年退職｡現在､飛松実践犯罪捜査研究所を主

宰｡ボランティアで､被害者の依頼を受けて､事件の真相を調べている｡捜査する

ジャーナリストとして活躍中｡著書｢歪曲捜査｣｢なぜ警察官の犯罪がなくならな

いのか｣｢飛松五男の熱血事件簿｣ほか
(i11mmm、

それで300人分の捜査費請求を と、いろんな局に抗議していますよ｡記者

クラブ制度があるから､役所発表が一番重

要になっとる。飛松最初から人員を上げられんから、

160人体制､そして250人体制と､徐々に上

げていくから､知能犯なんですよ。

竹原警察が知能犯､犯罪組織ですね。

飛松そして悪いのはマスコミ。マスコ

ミは警察が捜索をやっていないのを見て、

知っているんです｡僕はテレビ番組のレ

ポーターに怒りましたよ。「お前､嘘つく

な｡警察が来ていないのを見ているやろ

が｡ここに来ていませんと言え｡嘘つくな」

捜査指揮がなっとらん

飛松神戸の事件では､僕は現場に行っ

たその日に､｢最悪の状態になっている｡山

かどこかに遺体をほかしている､犯行は近

くの者や｣と､そこまで断言した｡ところが

テレビは一切､僕のコメントは出さない。

出さないどころか､警察によいしょして

奮瀧H＄１５
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言った人の方がテレビに出まくってまし

た｡僕はこの4,5年､全国の未解決事件を

回っているんですよ｡未解決になった原因

は､当時の警察の捜査もそうだけど､警察

ＯＢのコメントによって捜査が歪曲されて

検挙に至っていない。

竹原コメントによって捜査が歪曲き

れる？

飛松そうです｡それは､警察官も自信

がないんです｡僕の言葉に対してもすぐに

乗ってしまう、これが警察組織の現実なん

です｡この事件の場合､遺体を発見した警

察官､この人が素晴らしいです｡この人が

おらんかつたらいまだに何も発見してい

ないですよ。

竹原全体として､集団でノロノロ動い

ているだけですか？

飛松個人の捜査能力はあるんです｡優

れた警察官もおるんです｡いわゆる組織の

捜査能力､指揮官がアホやから､そういう

違う方向にいく。

神戸女児事件で､言うとかないかんもう

1つは､この事件の､最初の捜査ミスをした

のが生活安全です｡記者会見した黒河内豊

は､生安部長になっているけど､家出人の

受け付けなんかしたことない奴がテレビ

でコメント言うんだから､出すテレビ局も

テレビ局や｡こいつだったら絶対にアカン

と思った｡僕は一緒に仕事をしたから､わ

かってます。

竹原まったく仕事ができない？

飛松仕事ができないどころか､スピー

ド取締で､警部なのに何もできないから、

停止係させた｡違反車両を停止させるけ

ど､後続車両が追突する事故を起こさすん

だから。

竹原どうにもならないですね。

飛松そんなんが上司なんです｡この人

は総務部長になる、ノンキャワアのトップ

になるんです｡僕が神戸西警察署の交通課

におったとき、当時､神戸西で不祥事が多

くて､そのためにこいつが警務課から警部

になり交通課長で来た｡秋の交通安全運動

で､神社に交通安全祈願するじゃないです

か､その時に、白バイの制服隊員に酒を飲

ませたんです｡お神酒やからと｡僕は｢なめ

とんかい｣と怒った｡そいつが今､警務課や

監察監を経て､生安部長､仕事をしないし、

知らないんだから､交通違反1件も捕まえ

たことないし､盗人なんか1人も捕まえた

ことはない。

竹原‘惨`瘡たる状態ですね。

'`繍蔬､

国松元警察庁長官と歪曲捜査

竹原『歪曲捜査｣には､国松(孝次元警

察庁)長官が出ていますが､警察のトップ

が腐敗していますね。

飛松読めばわかるように､国松長官は

兵庫県警本部長をやったんだが､たつの誘

拐事件のとき､警察が｢事件に強い警察｣を

演出するために､国松が当時本部長､岡田

薫刑事部長(後に県警本部長)が､公務員で

いう｢全体の奉仕者｣ではなしに､ただ自分

たちの名誉のために事件を歪曲した｡自分

らが組織捜査によって捕まえたと発表し

た｡それで､自分らは功労を受けとるんや

から｡岡田はあっちこつちで警察幹部を集

めて自分が組織捜査で解決したと吹聴し

ている。

竹原飛松さんがひとりで､暴力団事務

所に乗り込んで刀を突きつけられながら、

犯人を捕まえ､赤ちゃんを救出したのをヌ

ケヌケと自分の手柄にした。

',編w､，
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飛松いろんな事件をやったが､真っ直

ぐなことを言うたら干される｡僕自身も運

転免許課の講習係に左遷させられた。

る､人命を救出し､盗まれた物を被害者に

返す｡組織のために働くんじやなしに､被

害者の側に立って､犯人を捕まえる｡被害

者と遺族の無念を晴らすんやというのが

当たり前やった｡そういう先輩の姿から学

んだんです｡だから､１００万人検挙しても､１

件でも誤認逮捕したら､ハラ切って死ぬ、

例えではなく、ホンマに死ぬ覚`悟やった。

竹原それは､鬼気迫りますね。

飛松僕は､切腹用の刀も用意して､い

つでも腹を切れるぞと｡それが刑事魂や。

結婚してから毎年正月に､僕は家族あての

遺書と､所属長に退職願いを書いて､いつ

でも死ねるようにしとったんです｡そのく

らいの気持ちでせな､仕事は､とくに警察

の仕事は駄目だと思うんです｡厳しい刑事

は裏金なんかないんです｡そやから上にも

上がれない｡きっちり仕事をしている人の

割合が昔は多かった｡｢俺は署長にならん

でも刑事になっていればいい」と｡市民の

みなさんも､刑事として評価してくれた。

住民の人が｢あの家は刑事さんや｣と､家族

も含めて､巡査であっても刑事だからみん

なの評価は高かった。

弱気をくじき､強気にへつらう

飛松警察官というのは､実際の常識を

知らない｡住民に目を向けていない｡それ

に､いろんな会社関係､外郭団体行っても、

1つも話ができないんです｡そういう人が

署長になるんです。《'mMimヘ

警察官が犯罪の現場を怖がる

飛松そういう常識を知らない警察官

が､一般人に対してはすごくえらそうにし

ていますよ。そやから僕にしてみたら､一

般人には優し〈せい､悪い奴には厳し〈せ

いと｡僕は常に言うとるんですよ､警察官

はみんないろいろ言うけど､実際に現場に

行ったら怖いんですよ｡僕ももちろん怖い

ときありますよ｡でも､警察官やから､その

怖さを乗り越えてやらなアカンときがあ

るんですよ｡姫路のバラバラ事件で､最初

に高柳の家に行った高井利男警部補ら2名

の警察官が何もせんで帰ったのは､怖かっ

たんですよ｡卑怯者です。

竹原怖いんですか｡そんな腰抜けな

んですか。

飛松そんな腰抜けなんです｡警察官

というのは､弱きをくじき、強きにへつら

う奴。

(`Mmm、

暴力団との癒着､｢集金１集金！」

飛松暴力団との癒着は日常茶飯事や。

署長なんか､庭の庭木なんか暴力団からも

ろうています。

竹原暴力団からですか？

飛松きれいな庭木を暴力団からもろ

うてますよ｡署長が自宅に正月３日にはみ

んな警察職員を集めると､そこに暴力団が

おったりした｡僕も行つとって見たから

ね｡僕が姫路署の刑事2課暴力係(現在の暴

力対策係)におったとき､担当の係の者は

誤認逮捕したら､ハラ切る覚悟

飛松これが今の警察官の姿なんです。

僕が刑事になった当時は､命懸けで仕事す

鴬i彗IＢ１７
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',索露、

鰹二礁射

ほとんど全員暴力団と癒着があった｡暴力

団の事務所で､僕の目の前で金をもらうん

ですから。

竹原暴力団の事務所で？

飛松僕が仕事で暴力団の事務所に

行ってるじゃないですか､そこに､「集金、

集金｣と来て､組の頭から１回5万円もらっ

ていく。頭が｢また来やがった､あいつは」

と言うとりました。

竹原どっちがヤクザかわからない。

警察がみかじめ料を取りに来る。

飛松それが実態なんですよ｡兵庫県の

ことは､癒着していた警察官の名前を知っ

とるやないですか､名前を出したいくら

い､その名前はわかるんです｡これは日本

全国一緒。

竹原警察はむしろ悪事を守る側に

なっている感じですよね。

飛松悪事をフォローしている。そし

て､惹起している｡悪事の芽を育てておる。

僕は仕事で､暴力団の事務所には行っとっ

たし､協力者もおったけど､直接もろうた

ことは１回もない｡協力者でも罪を犯せば

きっちり逮捕する。けじめをつけとった。

実際､兄弟でも交通違反の切符切ったから

ね｡それが本当の警察官です。 'H烹頴、

社会保険不正請求の片棒

飛松神戸市内に､警察の人事を左右す

る病院があったんです｡この病院には､総

務部長も来たりして麻雀なんかしていた。

この病院に､警察官の保険証､共済組合の

健康保険証を50人くらい預けておく。それ

で､ケガや病気で病院にかかったようにし

て､保険金を不正請求しとった｡黒河内豊

はこれの番頭です。だから、警察内での

キャリアにもどんどん認められて、どんど

ん上に行った。

竹原完全な犯罪者ですよね。

'８１冊喜iii麿繍
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飛松犯罪者ですよ｡僕は社会保険事務

所に何回も報告した｡こういうことしてい

るから､警察官の保険証を全部調べてくれ

と｡社会保険事務所は全然動かない｡警察

官は絶対に悪い事をしたらアカンですよ。

でも､そういう人らがトントン上に上がっ

ていく。

握った何かを離したくない。

警察学校がカルト集団化

飛松警察法第2条に警察官の責務とい

うのがあるんですよ。｢全体の奉仕者と国

民の正義を貫き､犯罪を取り締まる」と､警

察学校は毎日､責務を読むんですよ｡毎朝、

毎晩読んで､叩き込むんです｡だけど､まあ

出て1年くらいかね､心に残っているのは。

実際､試験問題で出しても書かれへん｡宗

教的にというとあれやけど､ナムアミダブ

ツといっしょやから。

竹原でも警察学校の上の人は､「それ

が現実ではない」とわかっているんで

しょう。

飛松教える人はよう〈わかっていま

すよ。わかっているからこそ､警察学校自

身がカルト集団みたいになっとるんです

よ｡それに従わん者は絶対にアウトなんや

から｡従わん者から辞めていくんだから。

竹原信者を利用するための宗教組織

ですね。

飛松そうそう、そういうようなことで

すよ。オウム真理教の信者は､松本智津夫

がそこまで考えているのを知らんでやっ

たのと同じで､｢既製品の警察官｣を作るた

めに､枠をはめる。そこからはみ出したも

のは辞めさす。自ら辞める人が多いです

よ｡僕らのときで､150人くらい入って､最

後に卒業したのは１００人程度ですよ｡警察

学校でいじめをやる｡僕自身も、警察学校

で顔をポコポコにやられました。

１１０番電話に出ず
トイレで無線聞く

‘'1mmuu、

飛松事件発生を受けるのも、事件が

あって､その110番通報あったら､電話に

出ないで、まずトイレに入る。大に座る。

無線持っているから､「どこそこで何何が

あった｣「どこそこ交番のだれが現着(現

場到着)」という無線を聞いてから現場に

行く。受け持ちの交番ですよ｡逮捕するや

つとか検挙するやつは､いつちよ絡みで

行くんです｡それが現実です｡それをやる

のが一番多いのが､２世警察官。不思議

でならないのは､どうして､そういう奴が

出世し､天下りまでできるのか。

竹原いやいや､悪事を働くと出世で

きるというのがこの国のルールですよ。

そして守り合う。それが､国の仕組みとい

うか､正体なんです。

日本は最初から｡｢国民全体の幸せのた

めに」とかいうのは、国の仕組みとして

あったためしがない｡そのなかで､国民は

良心に従って勘違いして、「全体の奉仕

者｣と思い込んできたわけなんですよ。本

質は支配ですよ。この構造というのは､お

そらく世界中の状況だと思います。国に

よっては、カースト制度とか身分制度と

かあったりするが､名前が違うだけで、

やっていることはいっしょです｡人間は、

紗

原発温排水止まりブランド魚戻る

飛松市長とは､奇しくも同じ阿久根で、
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たという裏付けなんです｡これを、

みんなに知ってほしい。

竹原再稼働したら漁業は壊滅

しますね。

箱モノ拒んだ竹原前市長Ｆ
磯

辮
い
蕊
鐡
が
：
丁

蕊

飛松阿久根というのは､すご

くええ街なんですよ。市長の功績

もあるけど､ホンマええ街です｡鶴

の飛来地で､潟があって､僕らのと

きは､教科書にも載っていた｡ナベ

ヅルやタンチョウヅルが降りよっ

ていた｡今､阿久根市役所のあった

ところにね。

竹原市のマークもツルです。

飛松肥薩オレンジ鉄道になっ

て､「つばめ」もＪＲ新幹線に行って

しまったが､それでよかった｡｢オレ

､〆驫蕊、

ところで原発､言わへんの？市長は阿久根

市の北で､僕は阿久根市の南なんです。

竹原原発から20キロ以内ですね｡見

えるところですよね。

飛松僕は､田舎に帰ったら､必ず潜っ

てタコやサザエを獲るようなことしおっ

たんです｡海流が北に向いている｡市長の

ところは日本三大急流と言われるくらい、

流れも速い｡川内の上が阿久根だから､阿

久根が一番被害を受けるんです。

竹原原発は､１日に1,000万トンの海

水が超高温のパイプの中を通るんです。

だから、プランクトンが死にますよ。

飛松プランクトンが死ぬから藻が生

えない。

竹原ここ３年くらい原発が止まって

いるから復活している。

飛松それなんです｡原発の影響だっ

ンジ鉄道に乗りたい」という、観光地に

なった｡竹原市長(当時｡以下同じ)が､箱モ

ノつくるとかごっつい無理していないか

ら、自給自足で街を守っていただいたか

ら､阿久根はよかったんです｡ほんまにも

う少し市長が､悪い事をしようとしてゼネ

コン呼んで､箱モノをつくっとったらアウ

トやった。

竹原だんだんアウトになりつつあり

ます｡こんな風に言われるんですよ｡「もう

少しうまくやれば､市長を続けられたの

に｣。うまくやればというのは､「妥協して

無駄遣いに加担すれば」という話なんで

す｡職員を採用したり、そういったものを

喜ばせるように金を使って､士建屋も養っ

てやればよかったのに、と。これは背任行

為じゃないか。自分の評価を上げるため

に､市長を続けるために物事をやったら、

ﾉﾘ露託
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背任行為だと私は思っています｡それはで

きないよ､それで続けられないなら仕方な

いじゃないの。自分のために､市長を続け

るためにやっちゃいかんわけです。

飛松市長の場合は､個を犠牲にした。

そういう市長が出なあかんということで

す｡どこから言われても耐えて仕事をする

人が少ない｡首長でも､警察の幹部でも所

属長は､孤独にならないかんですよ。迎合

したら駄目なんです｡竹原市長の場合は、

職員に迎合しない｡僕らも、ブログしてい

る阿久根市長ということで､｢飛さん､阿久

根やろ」って｡僕はブログできないんです

よ、それなのに､｢ＩＴの申し子｣みたいに言

われたんです。

竹原誤解ですね(笑い)。

飛松誤解でもいいじゃないですか｡そ

う言われて､うれしかったんですよ｡今で

も竹原市長が続いておったらよかったん

です。ところが､どこのマスコミも市長の

悪いことばかり。人間としての報道がな

かった｡竹原市長に初めて取材して､初対

面のときに､市長みずから傘をさしてくれ

た｡他人のことを考えている｡忘れもしま

せん。

竹原私は忘れました。

飛松普段考えていることがすっと出

るんです｡市長の場合は、自然体なんで

す｡そこらあたりを理解してほしい。

市長に聞いて国家公務員法のことが初め

てわかった｡まさにそのとおり。けど､今の

世の中で改革をやらなんだらね､どうしま

すか｡急に公務員法改正というても､全面改

正は､公務員が既得権として自分の身を守

ろうとするから､できんでしょうから。

竹原公務員というのは国民のための

ものじゃないということが､法律として決

まっているんですよね｡まず､この事実を

知らないといけない。

飛松僕も市長に会うまでこれよく読

んでいなかった、ほんまにこれやとなっ

て、目から鱗です｡僕らみたいに警察の腐

敗とかいろいろ言うた人間でさえ､知らな

いんです｡これ､本当なんです｡公務員法と

いうのは､すっと通り過ぎて､心地いい風

のままでいる｡公僕と名乗っているんだか

ら､税金で俸給をいただいているんだか

ら､この法律を自ら変えるべきですね。

竹原正体を見透かされない限り、自

分で変えようという動きにはならないで

すよ。

私がもともと､議員をすることになった

のは市役所や議会に対する’憤りで､その戦

いでした｡たとえば､政務調査費問題がテ

レビに出たのは､7年前の2007年７月、この

件は阿久根が最初だと思います｡市議会議

員が作ったニセ領収書の件など､議員の背

任がテレビに出るようにしたのは私です。

みなさんが当たり前のこととして受け入

れてきたこと、１つ１つが犯罪で､私はそれ

に対する戦いをやった｡だからぶつかる。

それまでは､議員や役人にだまされたり、

結託して利権を貧る者の声が大きくて､役

所や議会､マスコミの不正や堕落を指摘し

たり、抵抗する人間がほとんどいなかった

から『竹原が騒動の犯人』としやすかった。

でも、本当の犯人は公務員法､国家公務

員法に悪意が仕組まれているんです。

飛松本当に国家公務員法､僕自身が

すごい発見でした。ありがとうございま

した。

竹原私こそ､今日はありがとうござ

いました。

（了）
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国家公務員法は日本病の源

元阿久根市長竹原信一
'E7F7毒、

阿久根市民として､市政の問題点を指摘するビラまきから活動を始め､市議､市長とし

て､政治･行政･社会の｢歪み｣と向かい合ってきた前阿久根市長｡竹原信一氏｡在野の士

となった今でも｢歪み｣の根本原因への探究を続けており､そして今､日本国家の仕組み

へと目が向けられている｡竹原氏が新たに指摘している憲法と国家公務員法の矛盾｡そ

れは､一般に｢公務員｣と言われている人々が､実のところ､憲法が定める｢公務員｣では

ないというものだ。

竹原信一氏(以下､竹原）公務員が自分

たちを公務員ではないことを知りません。

政治家もわかっていない､国民はもっとわ

かっていない｡自分たちはどのような国家

の設計図で動いているのかを誰も知らな

い｡みなさんは憲法で動いていると思うわ

けですよ｡学校で教わるから｡でも､憲法を

否定する国家公務員法の存在に気づいて

いません｡実際のこの国の設計図は国家公

務員法なんです｡憲法は飾り物として離れ

たところにある｢理想｣｡いつも解釈で変え

なければならないのは､それで動いていな

いからです。

国家公務員法を第1条から変だと思った

のは､憲法では｢公務員は選挙で選ばれた

人｣となっているのに、どういうことなの

かと。普通の役人が入る余地はないんで

す｡｢公務員を選定し､及びこれを罷免する

ことは､国民固有の権利である」(憲法15条

１項)､｢公務員の選挙については､成年者に

よる普通選挙を保障する」(同条3項)｡そし

て､｢公務員は全体の奉仕者｣(同条2項)と

なっているわけですが､どこに役人が入る

余地があるのでしょうか｡役人について

は､憲法73条に｢官吏」と定義してありま

す｡役人は｢官吏｣､公務員というのはどう

もこれは､新しい憲法での新しい概念なん

ですよね｡国民主権という世界での新しい

概念として､国民の代表が全体の奉仕者と

して､実際の権力を振るう。だからこそ､危

険だからいつでもクビにできる権利を国

民が握っている。

－選挙で選ばれる政治家が｢公務員」

にあたりますね。

〆侭顯、
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日本国憲法第15条

１公務賞を選定し､及びこれを罷免する

ことは､国民固有の権利である。

２すべて公務賞は､全体の奉仕者であっ

て､一部の奉仕者ではない。

Ｓ公務賃の選挙については､成年春によ

る普通選挙を保障する。

４すべて選挙における投票の執密は､こ

れを侵してはならない｡選挙人は､そ

の選択に関Ｌ公的にも私的にも責任

を間はれない。

…
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竹原そういうことです｡憲法の前文に

書いてあります｡国民は正当に選ばれた代

表を通じて行動すると｡それを受けての憲

法15条なんです。

昔は､天皇陛下を飾り物にして実権を

握ってたのは役人でした｡そして天皇陛下

がいなくなれば､自分たちの権力を､国民

なんかが選んだ代表に任せられるかと考

え､｢公務員｣という概念を取りにいったわ

けです｡それが国家公務員法という形に

なっています｡いきなり第１条に､「国家公

務員たる職員について」と書いてありま

す。なんで国家公務員が職員になるのか

と、ここからおかしいわけです。

それと証拠としてわかっているのは､第

1条の2項です｡｢この法律は､もっぱら日本

国憲法第七十三条にいう官吏に関する事

務を掌理する基準を定めるものである」と

書いてあります｡第15条にある｢公務員｣に

関する事務を掌理するとしなきゃいけな

いところではないですか。

－選挙で選ばれたわけではないの

で､そうすると間違いになりますね。

－国家公務員法2項に｢公務員」とい

う言葉を使わなかったのは､憲法が定め

た｢公務員｣ではないことをわかっていた

ことになりますね。

竹原それをやると露骨ですからごま

かしている｡2つも嘘がはまっているわけ

です｡しかも､国家公務員法は｢事務を掌理

する基準｣を定めるとある｡基準なんです

よ、これ｡法ではないんです､実質的に｡基

準ということは､状況によって裁量ができ

るという話ですよね｡だから実質的には守

らなくてもいいというところがあるわけ

です｡それから､3項に､｢何人も､故意に､こ

の法律又はこの法律に基づく命令に違反

し､又は違反を企て若しくは共謀してはな

らない」とあります｡つまり、法律でざえな

《'１mmＭ１、
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憲法１５条は､公務員の選定および罷免す

ることは国民固有の権利としていますが、

国家公務員法は3条で人事院の設置を定

め､これをできないようにしています｡｢公

務員｣の名前を使っておきながら､憲法が

およばないようにしてあります｡これがこ

の国の形です｡それを気づいていないわけ

です｡実際には､役人たちも自覚はないけ

れども､実質的に役人全体の利益を確保す

る方にしか動けないようになっています。

国民のために働こうという人間は､困り者

なので排除しようとしたり、出世をきせな

かったり、影響力を減じていく方向性があ

らゆる組織であるでしよ。しかも、裁判所

まで結託するわけですから｡あらゆること

がここから派生していることがわかりま

す｡たとえば､家庭裁判所では､裁判官が１

人で年1,100件くらいを担当する。とても

まともな裁判なんてできませんよね｡つま

り、ただの事務をする小役人状態です。も

し､裁判官がじっくり１つ１つの裁判に取り

組んだら､国家公務員法の問題までたどり

着いてしまうわけですよね｡それをさせな

いようにしています｡おまけに､裁判官の

人事についても法務省が握っていて､国に

たてつくような裁判官は続けさせない。

「強制労働所の囚人のようだ」と元裁判

官の瀬木比呂志さんは仰っています｡まと

もな分を持っていれば､人の人生を破壊し

ていくと精神が壊れていき、人格障害にも

陥ります｡だから､戸塚ヨットスクールに

は裁判官の子どもたちが複数名いた、と。

国民の暮らしの状況も似たようなもんで

す｡なるべく、役人集団の覚えめでたくし

て得するように､そして､他の人を踏み台

にすることが人生の目的､それをばれない

ようにする｡そういう精神社会にこの国は
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いのに､基準に基づく命令､役人が｢この法

に基づいて」と言ったら、これが法になる

わけです｡もともと基準であったものが法

にされる｡役人の気分で法になってしま

う。これは何と言ったらいいか､「恐怖政

治｣ですね｡｢恐怖政治｣を可能にする法律

なんです｡そして｢共謀罪｣が元々、国家公

務員法に予定されているのです。

４項には､「この法律のある規定が､効力を

失い､又はその適用が無効とされても、この

法律の他の規定又は他の関係における適用

は､その影響を受けることがない｣｡秩序も

へったくれもないわけですよ｡一旦言った

ものは通せよ、という話です｡そして5項に、

｢この法律の規定が､従前の法律又はこれに

基く法令と矛盾し又はてい触する場合に

は､この法律の規定が､優先する」とありま

す｡すなわち､最上位法でございます､とい

うことです｡つまり、これは職員による全体

主義を強制する法律なんです。

鐸蕊F、
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なっているわけです｡すべてのことがそこ

(国家公務員法)から派生して作られてい

るから｡公務員が自分たちの集団のために

泥棒をするのは当たり前なんです｡合法で

すから。

この国にはシステムがあるんです｡明治

時代からあると聞いています｡そういうこ

とがよくありますよね｡たとえば､中川昭

一大臣の酔っ払い会見を仕組んだといわ

れ､中川氏の隣にいた財務官僚･篠原尚之

氏はＩＭＦの副専務理事になりました。ま

た､会見で一緒にいた白川方明日銀総裁

(当時)は､国際決済銀行の副議長になりま

した。この仕組みは､国を超えているので

す｡とてつもない陰謀というか､隠しよう

もない陰謀ですね｡露骨に出ていますか

ら。あらゆる物事が､私たちの暮らし､教

育､医療､福祉､すべてがそこから派生して

います。

－出産医療では､厚生労働省が推奨す

るやり方が､実は､医者不足を解消するた

めの簡略化されたもので､乳幼児に危険な

負担をかけていると指摘する産科の開業

医の方もいらっしゃいます。その方は､直

接､厚労省にやり方を変えるよう直談判も

しました。

竹原国民を生かす気はないわけです。

ひたすら役人集団の利益に回るように加担

すれば､その事業は上手くいくんです｡だか

ら､何かを変えたいのであれば､役人と取り

引きするしかないんです｡そして､国民は全

体的に貧しくなる｡その手伝いをすると､み

なさんの事業はうまくいきます｡すごいで

しよ｡結局､役人たちの福祉を担わせられる

わけです｡役人が国民に強制する福祉とは、

実際には､金をもっていない人たちが金を

持っている人たちのお世話をすることを意

味します｡役人が金を持っていても国民は

金を持っていてはいけない｡相対的に国民

の所得を減らし､常に､国民が国にすがりつ

いていないといけない状態にする｡賢い人

は､役人に利益を回すやり方で利権を得る。

｢官吏｣(役人)を■｢公務員｣とした国家公務

員法に、日本社己会ｶﾄﾞ抱える様々な問題の
工二!=

根源上(国を動十か'すシステム)1があると指摘
Ｕ日Ｌｎ．L１，Ⅱi,11鰯:》ＨｉｉｍｆＪＪＪ:け15/■■lドハハ
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鰊

竹原国家公務員法がつくられてから

68年間､一度も隠したわけでもないこの法

律の真意を読み取ることができなかった

ということです｡でも､実は自民党の憲法

改正案には､憲法の方を、この公務員法に

合わせるという法案があります｡だから、

この国を動かしている後ろの官僚の世界

には闇が広がっていて､彼らは着々とやっ

てきているというわけです｡また､そうい

う人間でなければ､官僚の世界では出世し

ないんですね。

悪事を国民に対して働く、そして､そう

した人間は､見かけ上､下がるように見せ

ながら､事務次官になり､勲章をもらって、

その後の天下りもしっかりしたものにな

る｡それは事実です｡それは戦後に始まっ

たことではありません｡太平洋戦の時に、

日本軍が宣戦布告なしに攻撃したことに

なっている｡そのおかげで､「日本は卑I怯な

国だ」ということにされましたが､その時

に宣戦布告を出していたのに届けないと

いうへマをやった外交官たちは､ちゃんと

事務次官になりました｡勲章も受けて出世

している。
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それが天下りですね｡いろんな問題を個別

に叩いてもダメなんです｡ど真ん中を最初

からやらないと。

この条文をつくった側の人間をそのポ

ジションに置く人事システムが存在しま

す｡誰がそうしているのかは私にはわから

ないけれども､確実にあります｡悪人が悪

人を出世させる仕組みが｡一方､政治家は

割合見えますよね｡後ろにいる役人集団に

とっては政治家なんていうのは誰でもい

いんです｡使い捨てで､「こいつがダメだか

ら悪くなったんだ｣と思わせる｡政治家は、

役人に対して利益を回す道具あるいは盾

です｡誰がやってもダメなのは､その政治

家のせいではなく、その後ろにあるものな

んです｡本当は誰がやっても良くならない

とダメなんですが､ことごとく国民のため

にならないようつぶし､排除してしまう。

大手メディアは特にそうですね｡どうでも

いい個人的なものを叩いて､自主的なこと

はさせないようにする｡そして､鰯される

人間がそのポジションに居続けると。｢鰯

され芸人｣ですね｡それが政治家の実際の

姿です。

のです。

－困った市民が相談を持ちかけて

も、受け付けない役人が優秀ということ

でしょうか。

竹原あるいは､それをテコにして、さ

らに利権につなげるとか｡ちょっとしたこ

とを大々的に報道させて､そのために金を

注ぎ込んで､自分のところに金を回す､天

下りする。それが事実ですよね｡医療もそ

んな感じです｡歳をとれば､がんになるの

は珍しくないと思いますが､大々的にして

大病院をつくり、薬を注ぎ込んで上前をは

ねていくというのがシステムであって､余

計なことをしなければ､こんなにがんで死

んでいないと思います｡すべての問題が餌

食にされています｡実際には､問題さえつ

くっているわけですけど｡何でもいいんで

す｡思いついた人間が､その組織のなかで

出世していきます｡自分たちは玄関掃除を

したり、税金の請求をしたり、ただその作

業を一生懸命やっているだけ｡そのことを

もって｢全体の奉仕者」とはおかしいで

しよ｡給料をもらうためにやっていること

を｢公僕｣とか言っちゃいけない。

－国家公務員法は､実のところ、どの

ようなねらいでできたのでしょうか。

竹原この法ができたのは､ＧＨＱが統治

していた7年間の最初の2年のうちにでき

ています｡だから、これは米軍もわかって

いてやらせていると思います｡ＧＨＱが去っ

ても､米軍に代わって植民地を統治する存

在を置いたわけです｡大英帝国が植民地を

つくる時の手口に似ています｡自分たちで

直接統治するのではなく、そこの人間たち

を分離させて､自分たちに従う者を上に置

きます｡従属の競争をさせるわけです。

－憲法15条とのズレとは何でしょうか。

〆冨霧､２

〆録H1、
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竹原私が以前､道理を通そうとした時

に、とてつもない騒動になり、総務省､裁判

所まで噛み付いてきたわけです｡なぜ､道

理が通らないのかという実感だけが蓄積

されて､ずっと答えを探していました｡つ

いに見つけた答えが国家公務員法だった
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竹原憲法は､いわば

投網みたいなもので､一

応は､全体を憲法のなか

に入れないといけませ

ん｡網のなかでのやり取

りをやらせないといけ

ない｡そのためには公正

なものでないといけま

せん｡建前です｡でも､そ

れをひっくり返すもの

もなかに入れておく。そ

れを吸い上げるウイル

スも入れておきます。

－そのウイルスが

国家公務員法を最上位

法にする5項ということ

ですね｡気づかれても崩

せないように。それは

皀多=￣

l1lll鱸iiil識iｌ

@mm、
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員窪公鐸艤織議口鐵屋鋤搾鱸とし
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て役人錘■W義i1i屡議墨□■霧;譲ﾃﾞﾑ鱸在を指摘
する櫛億蕊感遷趣向ようにしてその問題
を解消して'いくべきと考えている⑱が。

ＧＨＱ統治下という特別な状況が生んだも

のでしょうか。

竹原実は､戦前からなんですよ｡今､私

たちが認識している｢政府｣とは､明治維新

の時に初めて作ったわけですよね｡それま

では各藩が国ですから｡明治維新は､西洋

が武器で金儲けをしながら、日本を植民地

化したものです｡明治から「日本｣は､最初

から偲偶(かいらい)国家なんです｡ここで

は政治体制だけのことを考えて言ってい

ます｡太平洋戦争に負けた後は、よりいっ

そう強まっています｡国民は憲法に沿って

国民主権になったと思っていますが､実際

には､そうならないようになっている。そ

ういう形の植民地なんです｡だから、アメ

リカ国債を勝手にどんどん買ったりする

わけです｡それをする人間が出世する。人

事には外からの力が入りやすいですから、

多数決で決めるわけではありませんし。

(,ｍｍＩｌ、

－本当の｢公僕｣と言える志のある方

も少なくはないと思います。

竹原そういった方たちが､かえって

カモフラージュになってしまうこともあ

ります｡本人が国民のためと思っていよ

うがいまいが関係ありません｡たとえば、

飛行機をつくるにあたり、必要な部品を

つくる人たちがいますが､その完成した

姿をわかっている人はいません。マン

ハッタン計画(原子爆弾製造)では､皆､何

を作っているかわかりませんでした｡罪

のない人たちを何十万人も殺す武器にな

篭瀧1冊２７
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るとは誰も思っていない｡一所懸命､平和

のため､家族のためにがんばっていた｡そ

のことが､最悪の結果を生む手伝いをす

ることになっていた｡真面目な役人が一

所懸命にやるから、かえって悪くなって

しまう。これはマンハッタン計画と同じ

なんです。

－政治家のなかにも官吏出身がい

て、これを崩すのも大変なことと思いま

すが。

竹原崩すというか､相手を固まりと

して見るのではなく、ただの考え違いで

すから。知識と感』情がねじれている状態

なんですね｡行動から感情が生まれ､感'盾

から行動が生まれているのに､頭のほう

は｢全体の奉仕者」という風に思ってい

る。このねじれを直すだけでいいのです。

それは頭のほうで｢公務員は国民に対す

る搾取者であるという事実｣を知ること

です｡そして､その上と下が揃ってから、

正す道が見つかると思います｡ねじれた

ままだと無理なんです。

－まず、この事実を知ることが大切

なんですね。

竹原知ることで､裁判官も「１年に

1,100件もやっていたら、まともな仕事が

できない」と言い始めることができます。

まず､がんばることが社会のためにならな

いということを理解すべきです｡がんばっ

て社会のためになると思っていたことが、

社会を破壊するためになっている。この枠

組みで働いている以上｡気づくことで､一

つひとつが､社会のためなのかどうかを自

覚的に判断することができるようになり

ます｡それが生きがいにつながります｡民

間で働く人も目の前の金のためではなく

て、このことが社会のためになるとわかれ

ば､喜びになるではないですか｡事実を知

ることで､そういう社会が展開していくは

ずだと､私は思っています。

「崩す｣とか｢戦う」ではなく、壊されてき

たものを壊れないように持っていくとい

う話なんです｡自分で壊していることを発

見し､そうではないやり方があることに気

づく。壊しているものが何かを見つめれ

ば､壊さなくていい方向がわかります｡国

民も国から金をもらわないとやっていけ

ないと思わなくなり、金を持ってくる政治

家に投票しなくなります｡役人と結託して

箱物をつくり、自分たちを疲弊させてしま

う人を選ばなくなります｡これ(憲法と国

家公務員法の矛盾への気付き）は途轍(と

てつ）もなく、大きな影響を与える可能性

があると思います。

【聞き手:データ｡マックス山下康大】

'姦蕊､、

国家公務責法【実際の原文】

第一条①この法律は､国家公務賃た

る職寳について適用すべ書各殻の根本基

準(職買の福祉及び利益を保護するため

の適切な措置を含む｡）を確立し､職賞が

その職務の遂行に当り、最大の能率を発

揮し得るように､民主的な方法で､選択童

れ､且つ､譜尊重るべき二とを定め､以て

国民に対し､公務の民主的且つ能率的な

運営を保障することを目的とする。

,Hq1憲試

【意沫］

この法律では､職賞を公務賞と呼ぶ｡職務

は職貫の福祉と利益の確立。このために

集団的方法が選ばれ､かつ､指導されぞべ

きと定める｡ぞれにより、国民に対する搾

取が集団的かつ能率的におこなわ訓るの

を保障する。


