
『2019.11.24rkyoutube-安倍政権の屋台骨は粉飾支持率と不正選挙』

https://youtu.be/Xq46gQ7jlNQ

こんにちわ。リチャードコシミズです。2019 年 11 月 24 日。まだ朝 8時前くらいですが、

10 分か 15 分くらいの短い youtube 講演というのをやろうと思います。

今日のテーマは『安倍政権の屋台骨は粉飾支持率と不正選挙』

史上最長の政権が維持されている根底に何があるか…?!というと不正がある。

本来はとっくに居なくなっている政治家であると考えます。

ではこの粉飾支持率と不正選挙というものがどうやって安倍政権を支えてきたか?を

歴史をさかのぼって解説しようと思います。

国民生活を破壊してきた安倍晋三がなぜ支持され、総理をやっているのか？

これは怪奇現象であり日本の 7不思議ですね。

理由は簡単!!

日本の関節支配に便利な安倍晋三を総理に据え、日本から略奪すると裏社会が決めたから…なのです。

つまり、安倍さんは傀儡であって黒幕さんがいらっしゃると。

黒幕さんに都合のよい総理大臣が安倍晋三さんであるということ。

“アベノミクス 6 年間の粉飾決算”

結局アベノミクスは失敗で、何をやったのか良く判らない。

安倍政権としては統計を出してきて色々と成功した・うまくいった、

インフレターゲット 2%だのと言っていましたが、あれも何処かに吹っ飛んでしまった…

詐欺じゃないですか?あれだけ騒いでおいて、いつの間にか?結論を有耶無耶にしてしまった。

アベノミクスの 6年間で結局何があったかというと、ワーキングプアが史上最高に増えた。

1年を通じて働いても賃金が 200 万円以下の人が 1130 万人以上居る…

ワーキングプアだと生活できないですよね?

いっぽう大企業の役員報酬は 1.8 倍に増えている。

大企業の役員さんにしてみれば「アベノミクスは大成功である・喜ばしい」と言うことになるのですが、

役員さん達だけが喜んでも何の意味も無いのであって、国民が富まなければ国家は富まない。

“安倍政権下で非正規労働者が激増している”

非正規率 37.5%と過去最高になっている、ということです。

「雇用が増えている」等というのですが、雇用の増えている部分の大半は非正規労働、

つまり 3分の一の給料で働かされている人たち、ということなのですがコレは何なんですか?

日本の中に低開発国・三頭国家が在る様な状況になってしまっている。

“安倍政権の 4年間で賃金は 50万円消えた”

2016 年には年間平均収入は 392 万円まで落ちている…

それで何故安倍政権が支持されるのですか?…これだけ給料が減っていて、何が嬉しいの?



“大企業の内部留保と実質賃金”

内部留保はどんどん増えていって 2016 年には 328 兆円に達したのですが

いっぽう実質賃金は 1997 年の 453 万円から 2016 年の 392 万円まで減少しているということ。

会社は儲かって社員は給料が安くなるというこの傾向って、凄くかっこ悪いことなんですよね。

「企業は業績良い、でもそこで働いている社員は皆ボロボロですよ」と…

スーツも買えずに何年も同じのを着ている様な。これは本末転倒。

僕は企業というのは基本的に社員のためにあると思っています。

社員の福祉のために存在するのが企業であろうと。社員を大事にしないのは良い企業ではない。

そうでなければ会社が 100 年・ 200 年と続く様な業績を維持することはできません…!!

世界で最も古い企業 10 社の内 9社は日本の企業なんですね。

そういう 300 年も 400 年も続いている企業がたくさんある。

社員を大事にしない企業は決して 100 年以上の社歴を誇ることはできないと思います。

“データで見る安倍政権の実績”

労働分配率とは[会社があげた利益の内どのくらいを労働者に分配するか]という比率で

民主党政権以前は 60%くらいあったものが今の安倍政権になってからは 50%と一番低い。

ということはやはり 1割位収入が減っているということですね。

“日本企業によるタックスヘイブンへの投資額”

安倍政権になってからどんどん増えており、2015 年には 76 兆円を超えている。

要するに隠し金・脱税といったものが横行しているということ。

(企業の)利益がどんどん海外に持って行かれてしまって労働者には全く還元されない。

“35 年間で最低の家庭消費支出にした安倍政権”

どのくらい家庭でお金を使うか?ということですが、これがガクガクとどんどん下がっている。

皆お金を使いたくてもお金が無い。お金が無いから買いたくても買えないということ。

それから過労死等も増えている…

“したたり落ちてこないアベノミクス”

この様にアベノミクスとは本来[大企業・その従業員に分配され、それが下へ滴り落ちていき

中小企業や非正規雇用の職員も恩恵を受ける、低所得者層・高齢者・一人親家庭なども利益を得る…]

という話だったのだが、そんなことは全く起きていない。

結局、富裕層・大企業の役員だけじゃないですか?…良い思いをしているのは。

“実質賃金の推移”

小泉政権からずっと(下降傾向で)安倍政権になって後過去 10 年で最低になっている。

[アベノミクスが成功した!!]という安倍政権の自慢の内容というのは、

良く聴いてみると全くインチキであって、



[就業者数が増えた]というのは非正規が増えたということであり、正規雇用は逆に減っている。

[有効求人倍率が増えた]というのは、就職者が減っているから倍率も上がるということ。

[賃上げ]だけみれば確かにそうなのかもしれないが、実質賃金は下がっている。

中小企業の倒産はどんどん増えている…

[旅行者が増えている]というが外国人ばかりで、日本人は旅行する余裕も全くなくなっている。

ということで、安倍政権の使っている統計にはかなりのインチキが含まれている。

“安倍政権支持率の推移”

それでいて、何故か?安倍政権の支持率はそんなに落ちていなくて、今現在も 50%に近い数字がある。

何でこんなことがありうるのか?と。

「日本人は自虐趣味なのか?安倍さんに虐められて喜んで、それで安倍さんを支持しているの?

変態じゃないか!!…」となってしまうのですが、

実際街頭に出て、安倍さんの支持率を調べてみるとこうなる訳ですね。[安倍政権支持率の街頭アンケート]

支持するというのは殆ど居ません。この統計で言うと支持率は 5%位なのでしょう。

それから此方…「貴方は安部内閣を支持しますか?」と「支持しない」との比率、

10：1(支持しない：支持する)以下ですよね、やはり 5%くらい。

そしてコレは「安倍政権に何時まで続いて欲しいか?」という有権者 1,000 人に緊急アンケート。

ここでは 1位：「直ぐに終わって欲しい」が 320 票…これが現実なんです。

“粉飾支持率”

共同通信の統計では 60%、ところがフェイスブックでは 5%。

こういうのを見ていると、安倍さんの本当の支持率は５％くらいだと思うんですね。

“日本メディアが談合して粉飾支持率を垂れ流している理由”

要するに上から言われているからです…「大体こういう数字で出せ」と。

それを出しているのは誰か?というと、いわゆるジャパンハンドラーズという人達であると思われます。

ジャパンハンドラーズから

「おい読売・共同通信・ NHK…ちょっと来い。安倍政権の支持率は 3ポイントアップしたことにしろ!!」

大体 3ポイントで良いから…3社ともあまり同じではマズいから少し差を付けろ」

「おい産経!!お前のところは読売プラス５％位の支持率で出しておけ…

お前のところはキチガイの安倍支持者が多いので、余り違和感がないからな」

「おい朝日!!お前のところはチョッと下げとけ」

この様な感じでマイケル・グリーンバーグに言われたとおりの数字が上手に采配されて報道される、

といったことが行われている。

これはどういうことか?…それはね、要するに当たり前なんですよ!!

日本という国は戦争に負けたんです。1945 年に…



私の考え違いでなければ戦争に負けて以降、アメリカに支配されてきたわけですね。

今現在もその形には大きな変化は起きていない。

つまり日本は戦後、[チャールズ・ウィロビー他写真]

この背の高いオジさん、当時の GHQ 占領軍第 2部の少将チャールズ・ウィロビーという方が

実は日本の支配者だったんですね…彼がさまざまな報酬を提示していた。

日本の吉田茂首相がそれにお伺いを立て、「ウィロビー様の仰るとおりに致します」という様に

戦後日本は運営されてきた。

ではそのチャールズ・ウィロビーというのは一体何者か?というと、この人は意外と叩き上げなんです。

兵隊から叩き上げて少将にまでなった人で、上司は誰か?というとダグラス・マッカーサー総司令官。

マッカーサーの副官でありながら実力はマッカーサーより上にあったと。

そしてこのウィロビーさんに指示を与えていたのは実はマッカーサーではなく…

マッカーサーはパイプ咥えているばかりであって…ＮＹのデービッド・ロックフェラーである。

つまり戦後の日本経営はウィロビーを経由しＮＹからロックフェラーが遠隔操作していたと。

その時に日本の報道といったものも造られたということです。

『GHQ 知られざる諜報戦』(書籍)ということで、ウィロビーさんが戦後日本を作りました。

ただし、日本に対する支配というのは、実は戦争が始まる前から行われておりまして

そもそも共同通信や電通といったメディアを作ったのもアメリカだった訳ですね。

[1933 年昭和 8年に駐日アメリカ大使館で撮られた写真]

前列からロイ・ハワードＵＰ社長、岩永レンゴウ専務。この人たちが同盟通信の初代社長になっている。

ジョセフ・グルーアメリカ大使、満永電通社長、ケント・クーパーＡＰ総支配人、マイルズ・ボーンＵＰ

東京支局長、グレーン・バグＡＰ東京支局長、上田電通常務(後に電通社長)、古野レンゴウ総支配人。

ということで、(日本メディアは)アメリカのメディアとは昭和の一ケタ時代からつるんでいた訳です。

この当時から岸信介などの官僚はアメリカに出入りしていましたし、

その時点から既に日本の報道はこういった人、即ちユダヤ系の人達の配下に置かれていたということ。

“日本メディアが米メディア同様に DeepState の完全支配下にあるから”

粉飾支持率を合同して発表できるのはこういう訳です。

アメリカでは粉飾支持率・不正選挙は至極当然、当たり前、トランプ氏以前は全て不正に当選しています。

オバマもクリントンもＧＷブッシュも皆同じです。

選挙をやる前から誰が大統領になるか?決まっていたということです。

“日米合同粉飾支持率”

今、安倍さんの支持率が５０％あるとかないとか言っていますが…

ヒラリー・クリントンというアメリカの大統領候補だったひと、

彼女は非常に高い支持率があるという話でしたので、本来ならばヒラリーが当選しないとオカシイのです。

ところが落選した。

それは何故か?というと、高い支持率というのが実は粉飾の偽モノだったということです。

ヒラリーさんの本当の支持率は８％しかなかった。

余りにも大きな差がありすぎ、トランプさんが勝ちすぎたので、仕方なくトランプさんを当選させたと。

だからトランプさんの当選というのは大番狂わせでも何でもない、当たり前だったんです。



つまり、ヒラリー・クリントンが不正選挙ができなかったからトランプさんが当選した

ということなんですね。

そしてこれ(不正選挙の阻止)はアメリカで起きたことなので、日本でも実行できる。

何時までも不正選挙ばかりやってる場合じゃないよ!!ということです。

“日本では 2012 年以降不正国政選挙が定着。安倍晋三以外、総理にはなれない”

では日本の不正選挙が何時始まったか?というと、本格的には 2012 年の衆議院選挙。

この時以来不正国政選挙が定着し、[安倍晋三以外は総理になれない]という体制が出来上がったと思われ

ます。

安倍さんじゃないと困る事情があるんですね。

安倍さんは裏社会にとってとても都合の良い、何でも言うことを聴く奴隷だった訳です。

従って、奴隷以外総理にすると色々軋轢があってうまくいかない。

日本から搾取し,資産をもぎ盗るといったことをやるには安倍さんしかいないと。

“創価学会員が不正選挙・偽票書きに協力しなければ自民は大敗する”

要するに安倍政権存続の基本には、自公連立により公明が自民に補完的に加わっている、

というのが大きなポイントです。

つまり、実際の不正の仕事というのは専ら創価学界員を動員してやっていると。

インチキ票をいっぱい書いたりするのも創価学会婦人部の女性達…

だって、自分で言ってるんだから…!!(内部告発)

実際婦人部の方から僕のところに告白があり「偽票を書いていました・書かされていました」と。

何件もご報告がありますよ、だから本当にやってるの!!彼らは。

“2012 年 12 月 16 日不正選挙”『未来の党は勝っていた!!』(著書)

その背後にアメリカが…と書いてありますね。

これはどういうことか?というと、2012 年衆議院選挙には未来の党が 100 議席以上の候補を立てた。

ところが選挙が終わってみると、当選したのはほんの 9人位だけで後は全部キレイに落選したと。

その分の議席は維新・みんなの党といったところに流れてしまった…

選挙前は「未来の党が大勝利するだろう!!」という話があったのだけれど、

蓋を開けてみたらボロボロに負け、良く知らない変な政党が大量得票…ということがありました。

この選挙結果について(何故か?)”全く誰も違和感を表明しない・オカシイ!!とはいわなかった”のです。

結局そのまま流れてしまい…当時未来の党幹部であった小沢一郎さんも一言も言わずに終わってしまった。

あっ!!これはオカシイ!?…と僕は思った。

その時点で未来の党の人たちも含めて-勿論全員じゃない、幹部だけですよ-、不正選挙を仕組んだな!!と。

つまり、まともな国会議員をきれいに排除するためにやった、インチキ選挙であると考えます。

“安倍晋三の不正選挙”

[安倍一味は国政選挙で期日前投票を水増しし、自公偽票を投入して不正に勝ってきた。

マスゴミは粉飾支持率で安倍に加担。]



不正選挙のやり方も色々と変わってきていると思います。

以前と違って最近は非常に顕著・判りやすいやり方をやっている。

それは何かというと期日前投票ということなんですね。

最近、期日前投票の数がどんどん増えている。

投票率が下がっても期日前投票だけは 2倍・ 3倍…になってきている、というのですが

それ自体が疑わしい。

期日前投票とは何か?というと選挙日より随分前に投票が始まる。

①投票箱を何処かにしまっておいて

②開票日に開票所へもって行き

③蓋をあけてどわーっと流して当日票と一緒に混ぜて開票する。

ということになっているのですが、

この(期日前)投票箱というのは夜な夜な誰かが忍び込んで中身を変えても判りゃしないんです、

誰も管理していない。しかもそれを管理しているのは選挙管理委員会であって、全部創価学会。

要するに悪者が管理しているということで、

投票箱の中身をいじろうと思ったら幾らでもできる…それをやっています!!間違いなくやっています。

“安倍一味の不正選挙手口は期日前投票の改竄・すり替え・水増し”

安倍一味の不正選挙の手口をまとめてみました。

●創価学会員が偽票を書いている

●投票箱を夜間に開錠して票を入れ替え

●選管職員に創価信者。全国で不正を主導

●コピー票・印刷表も投入

今は手書きの偽票なんて作らない。もうね、コピー!!それから印刷。

印刷であると判るのは、筆圧が掛からないから紙が凹んでいない。

紙の上に薄っすらとインクが載っているだけ…だから顕微鏡等でみると判っちゃう。

その辺のことも我々は随分追及しました。

“メディアは偽世論調査で安倍政権支持率回復を偽装する。米国１％のために”

どす黒いのを造ってみました[安倍晋三粉飾支持率]

安倍さんのやっていることを如実に示す様な一枚であると思います。

“ムサシの投票改竄装置：お客様の声”

[「ムサシさんに総理にして貰いました」内閣総理大臣安倍晋三さん]

ムサシという会社が作っている計票機。どうもこれが色々とインチキをやっていて、

そこで票数を改竄しているものと思われます。しかもその会社を持っている人間が良く判らない…

一説には岸信介さん・安倍晋三さんが大株主である、という話もあります。

そこで実際の株主を調べてみると、完全なペーパーカンパニーというのか?

良く判らない変な会社が筆頭株主であったり…本当にインチキです。



“不正選挙で成立した安倍政権の立法は全て無効である”

今までやった色んな(法案)…安保法など、全部違法です!!

不正選挙で(票を詐取した政権が)決めたことは全部無効でなくてはならない。

“内閣支持率、桜を見る会で内閣支持急落!!”

ところがこの半月ほど、例の“桜を見る会”問題によって急に支持率が落ちてきた。

かの読売新聞ですら 6ポイントも急落する等、今まで粉飾支持率を保ってきたのが急に落ちだしている。

これは安倍さんの権力に大きな変化が起きているからではないか?

…つまり裏社会が安倍さんの後見人を止めてしまったのではないか?と思われる訳ですね。

これから何があるか?判らない。

“不正選挙裁判!!”

実はリチャードコシミズ独立党は不正選挙裁判というものを日本国中で展開しています。

札幌高裁・仙台高裁・東京高裁・大阪高裁・福岡高裁等々…不正選挙を糾弾する行政訴訟を起こし、

今まであちらこちらで裁判をやってきました。

その裁判をやってきたという事実をマスコミは完全に無視して全く報道しようとしない。

つまり、不正選挙裁判が行われているという事実を国民に知られては困るということです。

従って我々はそれを逆手に取ろうと、裁判の模様を撮影しネットに(映像を)あげたり音声をあげたりした。

本来この様なことは由々しき問題であり、大スキャンダルとして毎日 TV ニュースを騒がせる(筈)…様なこ

とを我々はやった訳です。

ところが全然ニュースにならない。

ニュースになったら国民が知ってしまうから、上からの命令で封印したんですね。

「不正選挙裁判については一切報道するな!!」と言う指示がマイケル・グリーンバーグ辺りから出ている

と考えます。

次回はこの不正選挙裁判についても語りたいと思います。

ご清聴、ありがとうございました。


