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１．良法編
【前段】
ご通行中の皆様私たちはマスコミが報道しない自民
党安倍総裁が行ってきた実績周知と近い未来に総理大
臣就任の暁に行って欲しい政策を皆様に伝えるために
集まった有志の団体です！
どこの団体にも組織にも属しません。
過去そして今、マスコミによって安倍総裁へのマイ
ナスな印象付けがされています。
しかし意外かもしれませんが、実際の姿はまるで逆
なことを皆さんご存知でしょうか。
民主党によってボロボロとされた日本を立て直す最
適任者は安倍総裁です。
現在、自民党は安倍内閣の基本姿勢を作成中であろ
うと予想され、その公表を少しでも早めてもらいたく
思います。
そしてこれまでの安倍総裁の実績と失敗だった事へ
の対策案を広めていくことが並行して必要です。
今！私たちはその実績を皆様に周知いたします！！
ぜひ耳を傾けてくだされば幸いです。
実績周知のシュプレヒコール行きまーす！！
【コール】
1.ガス給湯器やシュレッダーなど（☆）生活機器事
故に対する情報開示で消費者の安心を安倍元総理は
（☆）高めました（高めましたー）
2.北方領土付近の漁業者への資金貸し付けを柔軟に
出来るようにし（☆）日本の食文化保全（☆）及び領
有権主張に安倍元総理は（☆）役立ちました（役立ち
ましたー）
3.消費者金融のグレーゾーン完全廃止で（☆）悪徳
サラ金や闇禁業者等を安倍元総理は（☆）追いやりま
した（追いやりましたー）
4.防衛庁から防衛省への昇格を行い（☆）国防自立
の基礎を安倍元総理は（☆）作りました（作りまし
たー）
5.教育基本法を制定し（☆）本来あるべき公共心や
（☆）愛国精神を育くむ基礎を（☆）安倍元総理は作
りました（作りましたー）
6.有機農業を推進し（☆）日本の食卓により安全な
食料提供を安倍元総理は（☆）可能としました（可能
としましたー）
7.放射線を拡散させ（☆）人命に危険を生じる行為
に対しての罰則化を安倍元総理は（☆）実現しました
（実現しましたー）
8.金融機関や不動産業において本人確認を義務化し
（☆）麻薬組織やテロ等でのマネーロンダリングを安
倍元総理は（☆）防止しました（防止しましたー）
9.一般会計と特別会計の統廃合を行い安倍元総理は
（☆）無駄を省きました（無駄を省きましたー）
10.今まであまり公に発表していなかった特別会計
の情報開示を安倍元総理は（☆）義務化しました（義
務化しましたー）
11.海洋の調査開発や輸送安全性確保（☆）そして
尖閣や竹島を含む離島の保全義務を課した海洋基本法
を安倍元総理は（☆）制定しました（制定しまし
たー）
12.戦後わずか７日間で作られてしまった穴だらけ
の日本国憲法改正を行うための（☆）国民投票法を安
倍元総理は（☆）定めました（定めましたー）
13.国勢調査を含む（☆）各公的統計データの情報
開示をおこなう法律を安倍元総理は（☆）制定しまし
た（制定しましたー）
14.飲酒運転の危険運転致死傷罪の適用範囲を拡大
及び厳罰化により（☆）飲酒運転を安倍元総理は
（☆）激減させました（激減させましたー）
15.法改正により家庭内暴力の立ち入り調査を安倍
元総理は（☆）可能としました（可能としましたー）
16.地震発時対策のため防災体制の整備や（☆）自衛
隊との連携を安倍元総理は（☆）義務付しました（義
務付けしましたー）
17.犯罪被害者の権利保護として（☆）裁判上での
質問や意見陳述（☆）そして公判記録の閲覧・謄写を
安倍元総理は（☆）可能にしました（可能にしまし
たー）
18.拉致問題解決のため（☆）北朝鮮関連機関や金
融機関に対する圧力や制裁を可能にし安倍元総理は
（☆）そして強制捜査を可能としました（可能としま
したー）
【締め】
元総理時代は病気による短い期間となってしまいま
したが（☆）総合的に安倍内閣は日本の国益に適った
政策を（☆）本当に良く可決してくれたと思います。
みなさん（☆）メディアの世論工作に左右されない
情報は（☆）インターネットや自民党ホームページに
たくさんあります。
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安倍総裁で経済成長を取り戻し（☆）そして自主資 促進してください（促進してくださーい）
源や自主エネルギーの開発など含め（☆）夢のある日 ８．[悪法解説]
本を（☆）作っていきましょう！（作っていきましょ
公職選挙法改正により（☆）税金でまかなわれる
う！）
選挙のビラの公費無料の数量を緩和してしまいました。
[改善要望]
２．悪法編
選挙ちらしの数量は安倍総裁、緩和しないでくだ
【前段】
さい（緩和しないでくださーい）
ご通行中の皆様私たちはマスコミが報道しない自民 ９．[悪法解説]
党安倍総裁が行ってきた実績周知と近い未来に総理大
富裕層に対し（☆）恩恵のある株式や（☆）不動
臣就任の暁に行って欲しい政策を皆様に伝えるために 産売買の税金優遇政策が行われてしまいました。
集まった有志の団体です！
[改善要望]
どこの団体にも組織にも属しません。
富裕層への税金対策もしっかりと（☆）安倍総裁、
過去そして今、マスコミによって安倍総裁へのマイ 行ってください（行ってくださーい）
ナスな印象付けがされています。
１０．[悪法解説]
しかし意外かもしれませんが、実際の姿はまるで逆
国家において重要な不動産登記情報を民営化し
なことを皆さんご存知でしょうか。
（☆）外国への情報漏えい及び改ざんの危険性が増し
民主党によってボロボロとされた日本を立て直す最 てしまいました。
適任者は安倍総裁です。
[改善要望]
現在、自民党は安倍内閣の基本姿勢を作成中であろ
国家において重要な（☆）不動産登記情報の
うと予想され、その公表を少しでも早めてもらいたく データセンターを（☆）安倍総裁、国外に移設しない
思います。
でくださーい（しないでくださーい）
そしてこれまでの安倍総裁の実績と失敗だった事へ 【締め】
の対策案を広めていくことが並行して必要です。
元総理時代は病気による短い期間となってしまいま
今！私たちはその実績を皆様に周知いたします！！ したが（☆）総合的に安倍内閣は日本の国益に適った
ぜひ耳を傾けてくだされば幸いです。
政策を（☆）本当に良く可決してくれたと思います。
悪法の解説及び改善要望のシュプレヒコール行き
みなさん（☆）メディアの世論工作に左右されない
まーす！！
情報は（☆）インターネットや自民党ホームページに
【コール】
たくさんあります。
１．[悪法解説]
安倍総裁で経済成長を取り戻し（☆）そして自主資
市町村合併や（☆）経済圏の広域化を進める特別 源や自主エネルギーの開発など含め（☆）夢のある日
区域の制定を作って過疎化を促進させ（☆）今議論さ 本を（☆）作っていきましょう！（作っていきましょ
れている日本に必要の無い道州制の基礎を作ってしま う！）
いました。
[改善要望]
３．お願いしたい政策編（その１）
日本にそぐわない道州制の基礎を（☆）安倍総裁、
【前段】
撤廃してください（撤廃してくださーい）
ご通行中の皆様私たちはマスコミが報道しない自民
２．[悪法解説]
党安倍総裁が行ってきた実績周知と近い未来に総理大
外国人観光客の観光立国推進基本法を可決させ 臣就任の暁に行って欲しい政策を皆様に伝えるために
（☆）多くの犯罪温床となっている中国人・韓国人の 集まった有志の団体です！
密入国者の増加で治安を悪化させてしまいました。
どこの団体にも組織にも属しません。
[改善要望]
過去そして今、マスコミによって安倍総裁へのマイ
観光立国推進基本法と言う名のもとに（☆）治安 ナスな印象付けがされています。
悪化を招く不法滞在者の対策を（☆）安倍総裁、行っ しかし意外かもしれませんが、実際の姿はまるで逆
てください（行ってくださーい）
なことを皆さんご存知でしょうか。
３．[悪法解説]
民主党によってボロボロとされた日本を立て直す最
談合の本来の意味は（☆）技術や人員の調整を行 適任者は安倍総裁です。
う仕組みを意味します。
現在、自民党は安倍内閣の基本姿勢を作成中であろ
しかし官民癒着の意味で混同され（☆）公共事業 うと予想され、その公表を少しでも早めてもらいたく
の過当競争化で質より量が求められ（☆）土木関連会 思います。
社の倒産が早まってしまいました。
そしてこれまでの安倍総裁の実績と失敗だった事へ
[改善要望]
の対策案を広めていくことが並行して必要です。
命を守る公共事業の過当競争化を是正し（☆）土 今！私たちはその実績を皆様に周知いたします！！
木関連業界の衰退を（☆）安倍総裁、防いでください ぜひ耳を傾けてくだされば幸いです。
（防いでくださーい）
安倍総理実現時にお願いしたい政策のコールいき
４．[悪法解説]
まーす！！
主要構成員が外国人である（☆）日本法人や団体 【コール】
からの政治資金寄附を許す改正をした結果（☆）内政 １．日銀法を改正し（☆）デフレの最大原因である
干渉を許し（☆）政党への圧力とつながる悪法を制定 （☆）日銀総裁の罷免権を内閣に（☆）戻してくださ
してしまいました。
い（戻してくださーい）
[改善要望]
２．景気目標は（☆）日銀や財務省や主計局が決め
外資企業からの政治献金による（☆）内政干渉を るのではなく（☆）政治が主導してください（政治が
できないよう法体系を（☆）安倍総裁、戻してくださ 主導してくださーい）
い（戻してくださーい）
３．財務省の権限が強すぎるので（☆）徴税権と予
５．[悪法解説]
算・決算会計権だけでも（☆）分離してください（分
構造改革特別区域法でライフライン整備の民営化 離してくださーい）
や地方の過疎拡大、そして外国人の雇用と人材育成及 ４．税の軽減措置を全面的に見直して（☆）無駄な
び外国人観光客を装った労働者で日本経済の衰退や治 天下りと各無駄な法律を（☆）統廃合してください
安悪化が懸念されることとなりました。
（統廃合してくださーい）
[改善要望]
５．本当に儲かっている法人に対して（☆）法人税
構造改革特別区域法を（☆）安倍総裁、延期して をしっかりと（☆）課税してください（課税してくだ
ください（延期してくださーい）
さーい）
６．[悪法解説]
６．手取り１億円以上の所得者に対する所得税を
株式会社日本政策金融公庫や株式会社商工中央金 （☆）５０％から７０％に（☆）引き上げてください
庫など（☆）税金を扱う金融機関に（☆）自由経済を （引き上げてくださーい）
持ち込む法律が成立してしまいました。
７．政治家や高級官僚の独立行政法人や（☆）各種
[改善要望]
機関の掛け持ち禁止法を（☆）制定してください（制
外資ファンドにのっとられるのを防ぐため（☆） 定してくださーい）
これらの機関を安倍総裁、再度国有化してください
８．公務員に対する国内外問わずの賄賂を（☆）厳
（してくださーい）
罰化してください（厳罰化してくださーい）
７．[悪法解説]
９．消費税法改正通り（☆）デフレ状態で消費税は
青少年、女性、障害者、高齢者の雇用と称して （☆）増税しないでください（増税しないでくださー
（☆）どさくさに紛れて外国人の雇用を促進してしま い）
いました。
１０．実は公平ではない消費税の撤廃を（☆）検討
[改善要望]
してください（検討してくださーい）
外国人雇用の促進よりも日本人の雇用を安倍総裁、 １１．集団的自衛権を高めるために防衛予算を
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GDP １％から 2.5%に（☆）引き上げてください
（引き上げてくださーい）
１２．国防の要である日本の最南西の与那国島に
（☆）島民が望む１０００人規模の自衛隊駐屯地を
（☆）作ってください（作ってくださーい）
１３．非常事態時の国家緊急事態体制を（☆）確立
してください（確立してくださーい）
１４．反日政策の中国や韓国との関係よりも（☆）
経済や防衛のため他の東南アジア諸国との関係構築を
（☆）優先してください（優先してくださーい）
１５．米軍に頼らなくても大丈夫な国防力を保持す
るために（☆）自衛軍を（☆）保持しましょー（保持
しましょー）
１６．外国人等の不動産所有権の権利を（☆）国の
方針によって（☆）所有権を強制的に買い取る事がで
きる等（☆）限定的にしてください（限定的にしてく
ださーい！）
１７．水資源や国防を保持するため（☆）不動産所
有を国が強制的に（☆）買い取りできるようにしてく
ださい（買い取りできるようにしてくださーい）
１８．宇宙開発を推進するため（☆）宇宙基本法を
（☆）制定してください（制定してくださーい）
１９．外国人による不正な土地所有を防ぐため
（☆）国からの賃借の運用をとる地上権を（☆）設立
してください（設立してくださーい）
２０．供託金の低額化（☆）国会議員報酬の大幅増
額（☆）そして全ての政治献金を（☆）禁止してくだ
さい（禁止してくださーい）
２１．外国人とパイプのある各種法人への天下りを
（☆）制限してくださーい（制限してくださーい）
２２．現役官僚の各種法人への役員就任と（☆）副
業兼任規制及び罰則規定を（☆）強化してください
（強化してくださーい）
２３．女系皇室典範を（☆）阻止してください（阻
止してくださーい）
２４．「従軍」慰安婦捏造（☆）南京「虐殺」捏造
を世界に公開し（☆）代わりに通州事件を世界に公開
してください（公開してくださーい）
２５．河野談話や村山談話を（☆）日本国として
（☆）完全否定してください（完全否定してくださー
い）
【締め】
元総理時代は病気による短い期間となってしまいま
したが（☆）総合的に安倍内閣は日本の国益に適った
政策を（☆）本当に良く可決してくれたと思います。
みなさん（☆）メディアの世論工作に左右されない
情報は（☆）インターネットや自民党ホームページに
たくさんあります。
安倍総裁で経済成長を取り戻し（☆）そして自主資
源や自主エネルギーの開発など含め（☆）夢のある日
本を（☆）作っていきましょう！（作っていきましょ
う！）
４．お願いしたい政策編（その２）
【前段】
ご通行中の皆様私たちはマスコミが報道しない自民
党安倍総裁が行ってきた実績周知と近い未来に総理大
臣就任の暁に行って欲しい政策を皆様に伝えるために
集まった有志の団体です！
どこの団体にも組織にも属しません。
過去そして今、マスコミによって安倍総裁へのマイ
ナスな印象付けがされています。
しかし意外かもしれませんが、実際の姿はまるで逆
なことを皆さんご存知でしょうか。
民主党によってボロボロとされた日本を立て直す最
適任者は安倍総裁です。
現在、自民党は安倍内閣の基本姿勢を作成中であろ
うと予想され、その公表を少しでも早めてもらいたく
思います。
そしてこれまでの安倍総裁の実績と失敗だった事へ
の対策案を広めていくことが並行して必要です。
今！私たちはその実績を皆様に周知いたします！！
ぜひ耳を傾けてくだされば幸いです。
安倍総理実現時にお願いしたい政策のコールいき
まーす！！
【コール】
１．外国人参政権法案（☆）人権委員会設置法案
（☆）自治基本条例を防ぐために（☆）法律で全ての
選挙や議会における外国人関与を（☆）禁止してくだ
さい（禁止してくださーい）
２．パチンコについては（☆）換金制度を無くして
（☆）ゲームセンター化を（☆）お願いします（お願
いしまーす）
３．戦後から（☆）日本の行政や教育を衰退させた
日教組や（☆）自治労に（☆）国家忠誠と国籍条項を
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（☆）付与してください（付与してくださーい）
４．官邸や国家一種公務員（☆）教職員等の公務員
（☆）一定の資格者に対して国籍条項を（☆）付与し
てください（付与してくださーい）
５．あらゆる機関や官庁に入り込んで（☆）外国人
スパイ行為を犯罪とするスパイ防止法を（☆）制定し
てください（制定してくださーい）
６．帰化基準を満たす在日外国人については（☆）
日本に国家忠誠を誓う帰化（☆）または祖国への国籍
選択をさせてください（させてくださーい）
７．在日外国人の国籍取得時は（☆）日本語の基準
を明確にし（☆）さらに特別な国家反逆罪を（☆）付
与してください（付与してくださーい）
８．外国人による犯罪を抑制するために（☆）外国
人に対する入国の審査を（☆）厳しくしてください
（厳しくしてくださーい）
９．警察の予算捻出はムダな取り締まりによるもの
ではなく（☆）国家予算から捻出し（☆）本当の犯罪
防止に尽力できるよう（☆）予算化してください（予
算化してくださーい）
１０．官僚や政治家（☆）経済人の営利目的による
売国行為に対し（☆）スパイ防止法の制定を（☆）急
いでください（急いでくださーい）
１１．正規雇用社員の推進を加速させ（☆）派遣社
員を減らし雇用の安定化を（☆）図ってください
（図ってくださーい）
１２．新自由主義の最大の汚点である（☆）行き過
ぎた派遣業の是正を行うため（☆）労働者派遣法を改
正し（☆）派遣業務を１５年前の水準に（☆）戻して
ください（戻してくださーい）
１３．震災復興をしっかりと行い（☆）地元の人間
が自分たちの力で復興できる土台を作るため（☆）瓦
礫の撤去及び二重ローンの取り組みを早急に（☆）お
願いします（お願いしまーす）
１４．やらなければならなかった（☆）２０年の溜
まり溜まったインフラ整備や補修を（☆）デフレの今
こそ GPD 成長５％維持できる分量の（☆）公共事業
を（☆）急いでください（急いでくださーい）
１５．若者にとって（☆）魅力が無くなってしまっ
た農林水産業の（☆）推進及び保護を（☆）お願いし
ます（お願いしまーす）
１６．世界的問題になっている（☆）食糧及び水資
源の国内成長を促すため（☆）農林水産業の推進及び
保護を（☆）お願いします（お願いしまーす）
１７．これから高い確率で起こるであろう（☆）大
地震や津波・噴火等に備えた（☆）インフラ整備によ
る防災を（☆）お願いします（お願いしまーす）
１８．国土強靭化推進法案を是非（☆）実行してく
ださい（実行してくださーい）
１９．自由に発行できる（☆）建設国債発行で自国
の土建企業に仕事を与え（☆）自国企業を（☆）強化
してください（強化してくださーい）
２０．子供の基礎学力向上と同時に（☆）道徳授業
を（☆）義務化してください（義務化してくださー
い）
２１．放射線に対し（☆）人間には自己回復能力が
ある事を（☆）発表してください（発表してくださー
い）
２２．老朽化した危険な原発を建て直して（☆）安
全な原発を一時的に建設し（☆）徐々に原発を無くせ
る体制を確立しながら（☆）実現的な代替エネルギー
開発も（☆）行ってください（行ってくださーい）
２３．新エネルギーや海底資源等の研究を（☆）促
進してください（促進してくださーい）
２４．大韓民国民潭や朝鮮総連等の調査を（☆）強
化してください（強化してくださーい）
２５．自民党は公明党との連携を（☆）破棄してく
ださい（破棄してください）
【締め】
元総理時代は病気による短い期間となってしまいま
したが（☆）総合的に安倍内閣は日本の国益に適った
政策を（☆）本当に良く可決してくれたと思います。
みなさん（☆）メディアの世論工作に左右されない
情報は（☆）インターネットや自民党ホームページに
たくさんあります。
安倍総裁で経済成長を取り戻し（☆）そして自主資
源や自主エネルギーの開発など含め（☆）夢のある日
本を（☆）作っていきましょう！（作っていきましょ
う！）

集まった有志の団体です！
どこの団体にも組織にも属しません。
過去そして今、マスコミによって安倍総裁へのマイ
ナスな印象付けがされています。
しかし意外かもしれませんが、実際の姿はまるで逆
なことを皆さんご存知でしょうか。
民主党によってボロボロとされた日本を立て直す最
適任者は安倍総裁です。
現在、自民党は安倍内閣の基本姿勢を作成中であろ
うと予想され、その公表を少しでも早めてもらいたく
思います。
そしてこれまでの安倍総裁の実績と失敗だった事へ
の対策案を広めていくことが並行して必要です。
今！私たちはその実績を皆様に周知いたします！！
ぜひ耳を傾けてくだされば幸いです。
安倍総理実現時にお願いしたい政策のコールいき
まーす！！
【コール】
１．貿易黒字のバランスを加味した各種 ODA 等を
（☆）もう一度 ODA の在り方から（☆）見直してく
ださい（見直してくださーい）
２．生活保護についてしっかりと国籍条項を設け
（☆）日本国籍を持つものだけに（☆）支給してくだ
さい（支給してくださーい）
３．反日国家相手に（☆）日本企業が犠牲となる日
中韓投資協定を（☆）否決してください（否決してく
ださーい）
４．破産寸前の韓国の国外債購入を（☆）やめてく
ださい（やめてくださーい）
５．維新の会との連携は（☆）政策の一致以外では
（☆）行わないでください（行わないでくださーい）
６．放送法を改定し（☆）外国人持ち株比率上限を
２０％から５％に（☆）改定してください（改定して
くださーい）
７．NHK の偏向放送を正すため（☆）NHK 運営
委員の選定を慎重に（☆）行ってください（行ってく
ださーい）
８．道州制は地方自治体の独立可能性があるので
（☆）できれば撤回を（☆）考慮してください（考慮
してくださーい）
９．道州制をすすめるなら（☆）地方主権の委譲を
せず（☆）国家主権の原則を必ず（☆）保持してくだ
さい（保持してくださーい）
１０．特別会計と一般会計の統一化を（☆）お願い
します（お願いしまーす）
１１．大型タンカーが入港可能な港を（☆）仙台に
建設を（☆）お願いします（お願いしまーす）
１２．宗教法人の貧富の差を縮めるため（☆）宗教
特権の見直しを（☆）お願いします（お願いしまー
す）
１３．戦後政治体制からの脱却を（☆）頑張ってく
ださい（頑張ってくださーい）
１４．NPO 法人の外国や利権団体との癒着を改善
するため（☆）一度基準を設けて統廃合及び廃止を
（☆）行ってください（行ってくださーい）
１５．靖国神社参拝等に対する（☆）外国からの内
政干渉に（☆）動じないでください（動じないでくだ
さーい）
１６．既存地上波１２チャンネルを再編成して１０
０チャンネルに増やし（☆）オークション制の電波利
用料を（☆）制定してください（制定してくださー
い）
１７．既存地上波チャンネルを撤廃し（☆）新たな
電波利用料を制定し（☆）政策等を偏向放送を極力廃
したニュースだけの番組を（☆）作ってください
（作ってくださーい）
１８．TPP 及び日中韓 FTA の参加を（☆）拒否し
てください（拒否してくださーい）
１９．自由貿易だけでなく（☆）保護貿易にも目を
向けてバランスを（☆）とってください（とってくだ
さーい）
【締め】
元総理時代は病気による短い期間となってしまいま
したが（☆）
総合的に安倍内閣は日本の国益に適った政策を
（☆）本当に良く可決してくれたと思います。
みなさん（☆）メディアの世論工作に左右されない
情報は（☆）インターネットや自民党ホームページに
たくさんあります。
安倍総裁で経済成長を取り戻し（☆）そして自主資
５．お願いしたい政策編（その３）
源や自主エネルギーの開発など含め（☆）夢のある日
【前段】
本を（☆）作っていきましょう！（作っていきましょ
ご通行中の皆様私たちはマスコミが報道しない自民 う！）
党安倍総裁が行ってきた実績周知と近い未来に総理大
臣就任の暁に行って欲しい政策を皆様に伝えるために 「自民党への政権交代時は、より良い法案を期待します！」

HP にも同じ内容を掲載しておりますよんヽ( ´▽｀)ﾉ

