
野党選挙大敗でも未曾有の安部不正政治追求ヲ絶対に止めるな！！！

今回衆院選挙結果を見ると政治壊滅な絶望日本実像が失望浮上！今回その背景の,戦後日本

を連綿裏支配する米戦争屋の意図を解明糾弾,敗北野党にもきつい注文が、2017/11/03.

[１]：選挙前は誰もが”モリカケ疑惑”で自民大敗と思っていた！！、
        別 衆院選 予測     年  月   

http://mainichibooks.com/sundaymainichi/society/2017/08/20/post-1677.html

改造内閣 自滅  今        解散   安倍自民 過半数割  大惨敗 

    狂    国民唖然 大義  冒頭解散 逆風

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/213845

臨時国会 始        疑惑        安倍政権

 大義  解散 有権者反発 自民 逆風    日刊     

https://blogs.yahoo.co.jp/akaruria/35474493.html

[２]：比例投票率から見える事＝”自民異常肥大議席！！”、
戦前予測をひっくり返す結果に筆者も仰天、前回同様に不正選挙が浮上、だがネット情報

でこれぞと言う決定的証拠が見えず、時間経過してしまった。

不正 米国 日本 選挙 人類終焉加速    

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J49-Reveal-the-illegal-election.pdf

然るに真正面議論として政治は政策実現結果だけ,！！、党政策を選択する全国区比
例代表制度だけが本物!!!,この視点から今回衆院選挙結果を見ると政治壊滅な絶望的日本
政治制度の実像が浮かび上がる！！！、少数支持で圧倒的議席を占める増幅装置がある。

政党 (全国総計)比例投票％ 175x全国投票％ 比例実議席 総議席 ％ 

自民党 32.28 56 66 284(61！！)
希望 17.36 31 32 50(11)
立憲民主 19.88 35 37 55(12)
公明 12.51 22 21 29(6)
共産 7.90 14 11 12(3)
維新 6.07 11 8 11(2)
社民 1.69 3  

無所属 22(5)
以上合計 97.69 465
その他 2.31 4 175
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第   回衆議院議員総選挙   月   日投票

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC48%E5%9B%9E%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%

99%A2%E8%AD%B0%E5%93%A1%E7%B7%8F%E9%81%B8%E6%8C%99

総務省 第 48回衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査 速報資料 2017/10/24日閲覧 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000513918.pdf

衆院党派別得票数 率 比例代表           

https://www.jiji.com/jc/article?k=2017102400215&g=pol

今回選挙結果 野党 無論 自民   意外 結果 隠  驚  喜 顔 無   事  

安部 敗戦 辞職 最大恐怖     疑惑追及 逃     見  指摘    

    年   月   日 衆院選  自民圧勝  表情 暗 安倍氏     非 親米 立憲民主

党 出現                地獄 嵌    

https://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/MYBLOG/yblog.html?m=lc&p=2

日本  民主主義 根幹   選挙 開票集計 不正 可能   技術 応用      

全 信用     欧州    時間 掛       手作業 戻   

https://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/37019569.html

[３]：米戦争屋(CIA米軍産複合体＝ナチ再生勢力)とその意図する将来日本。
戦後日本  年   未  米占領軍 政治 裏支配 日米合同委員会 官僚行政支配   

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J93-Go-Home-USwarmonger.pdf

 北朝鮮 米国戦争屋 米戦争屋   主犯 日本脅迫 現状最優先政治課題 戦後日本 無法蹂躪

 全面裏支配    世界諸悪根源 米戦争屋 追放 気候崩壊   米戦争屋 隠 演出第三

次大戦 最終決戦作戦   日米地位協定 違法 日米合同委員会 国家反逆罪   

 排除    発言 彼 戦争屋目論見 狂        言 指摘 以下  選挙結果 

最悪       戦争屋本来 全体主義化日本  陰謀 小池    陰 失敗    

    軍産複合体 選挙       崩     予想   次 展開 高島康司

2017年 10月 29日

http://www.mag2.com/p/money/324934

突然 実施   衆議院選挙  米軍産     系                     仕掛

                  目的  基本的     勢力   民進党 解体   自民 

希望 党 保守系二大政党 体制 構築  日本 東            軍事的覇権 確保

  拠点      整備        
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YOU TUBEで今回柄野立憲民主の街頭演説を大群衆が囲む光景を見ると日本人政治感覚は

正常と判断される。だが戦争屋はこういう光景を最大恐怖している。

立憲民主党 枝野代表 演説〜     秋葉原街宣

https://www.youtube.com/watch?v=IPoa6fsMLwA

だが野党＝152,与党＝313の数字は大敗！！に間違いない。
立憲民主党成立は成功だが、この数字では肝心の政策実現結果は出ないのです

 図解 政治 衆院選      衆院 新勢力     年   月 

https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_election-syugiin20171023j-01-w680

[４]：大敗北心理戦効果＝火消し ＶＳ 大敗戦無視で,選挙前の不正糾弾姿勢高揚へ.
⑴で今後どうするかだ！、あの選挙結果での筆者自身心理を観測するに虚脱感浮上、

と言う事は今回の途方も無い結果は、それが米戦争屋の真の心理戦目的だった！

「圧倒的力を見せ付けて敵を武装解除！」はひとつの戦術である<孫子にもあるはず>。

だから継続こそは力なり、ひるまずに安部不正糾弾継続高揚を過去以上にやる！！！

＊厚木自殺志願者多数殺人猟奇事件発生で政治ニュースが完全消滅、詳細は知らないが

警察は常時ネット監視、犯人犯罪は知れてただろう、承知ごとく世界で IS等のテロ連発、

これらは全て米戦争屋背景がある。その究極技術一つががＭＫ(心理操縦)ウルトラと言われ

る、これら事件と既成マスコミの大報道<大衆心理操作>は一対である。

⑵{立民党＋野党}への注文＝世界直面の究極危機に目を向ける！！！

これは政治意見で無いです、科学事実が気候変動悪化進行、地獄 2丁目と言う所が今、

現状趨勢＝実質対処０では、2040年前後では世界は全滅です。今は多少程度だろうが

今後は指数関数的に悪化過激化となる。密かに手遅れと流説は戦争屋大陰謀！！、

⒜己安泰 願      全体 安泰 祈           日蓮聖人 

In out＝自己要求から行動発想する、これは日本的失敗の起源、
Out in＝他者事情から行動発想する,欧米人戦略立案の基礎と以下では指摘が、
https://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot

⒝体制連続的でありながら、米国新興経営者も推進する革命的経済体制方法。

全国民終身最小生活費保障制度 

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J96-BASIC-INCOME.pdf

BIこそが人類を経済奴隷から解放、緊急の気候変動政策での経済体制変革基礎にもなる。

革命的ながら連続的施工可能な将来全国民に希望を与える根幹政策工学。反対派は大増税

と誤批判、基礎給金分の給与減なので不変、筆者論[３]：⑶を検証。今後政党の対応に注視！
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