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公務員よ!もっと仕事せよ 

 公務員という人種は、とかく勘違いする者が多い。そもそも仕事は与えられた仕事

以外には無いと考えている。だから市民が役所にクレームを持ってやって来るから、

仕事が発生すると思い込んでいる。とんでもない勘違いである。そもそも公務員は公僕

であることを忘れている。どこの官庁にしても、自分の守備分野で、必ず不測の事態が

起こる。そのとき如何に対処するか、事前に考えて、手を打っておくのが仕事なのである。

それをしないから月給泥棒と呼ばれ、事件が起こってから、ペコペコとテレビカメラの

前で頭を下げることになる。それでも公務員は退職金を貰って、どこかに天下って、なお

かつ年金も貰う。しかも公務員はしかるべき法律で守られているため、なかなかクビに

することはできないらしい。以下に駄目公務員をいくつか列挙しておくこととしよう。 
     ★     ★     ★     ★     ★     ★      

農林.水産省 

 農水省はとかく現状主義であるらしい。というより役人の頭と役人の環境はそのような

機転の効かない構造になっているのかも知れない。勿論考える頭をきちっと所有している者

も多いことは認める。しかしこの逆もまた極めて多い。例えばビニールハウス。これは風

にも雪にも極めて弱い。だから大別すると、耐雪型と耐風型がある。しかし耐雪型

に関して言えば、なぜ縦方向に鉄骨の梁を入れて、束柱を所々に立てて、強化する

タイプを開発して、これを各農家に推奨するような研究はしないのか、さらには鉄骨の

ハウスにしてもこの屋根の頂点に梁を通し、これに穿孔が無数にあいた鉄パイプを用い

れば、ここから水が流れ出るように出来る。冬は雪を溶かし、夏はハウスを冷却すること

も出来る。勿論水源は必要だが水の豊富な農村地帯は多い。水は農の基本だからである。 

 2014年2月関東全域で大雪があり、農業用ハウスが殆どつぶれたが、この復興に際し、

現状よりも頑丈なハウスにしようと思った農家は多かった。いつまた同様の大雪がある

か分からないことを知ったからである。そこで補助金に自己資金をプラスして一回り

頑丈なハウスに改めようと。代行役だった農協に詰め寄ったが、すべて現状どおりと

否定されてしまったという。なぜか分からぬが、要は諸手続きが面倒だからなのだろう。

近々またハウスがつぶれたら、かなり多くの農家は破産する。大半の農家はまだ前回の

補助金数百万円の返済が終わってないからである。更に国会議員の先生方は、水田＝票田

と考えている。それゆえ農協は、田舎では強大な権力を手中に収めている。小泉進次郎氏が

農協は農民のための機関ではないのかと、農協幹部に噛み付いたことがあったが、やがて

先細りになった。これを新聞は、古参の農業議員に諌められた結果だと報じた。もともと

農業地帯には国会議員が多すぎる。もっと議員数と住人の数を全国平等に改めるべきだ。 

農村地帯の国会議員は、少数意見を無視するのかと噛み付く者も多いが、では多数意見

なら無視していいのかと聞きたい。ともかくも農協に対しては逆らうことの出来ない
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票田事情が自民党にはある。はっきり言って農民は貧しい。しかし農協が手にする手数料

は 20％が標準である。農協には農民もそして国会の先生方も逆らうことの出来ない

事情がある。それゆえ、最近では農民は年をとって農業を辞め、子供たちはサラリーマン

になる。畑に這いつくばって50年、暑い夏も寒い冬も働き通しても、せいぜい２人の子供

を育てるだけで精一杯である。食糧の自給率が極めて低い日本は、そのうち食糧の 80％

を輸入に頼らざるを得なくなる。そうなったら農林水産省は『農水庁』にすべきだ。そう

なる日は近い。農水省役人よ、大地にへばりついて、もっと農民の気持ちになって働け!！ 

気象庁  

 現在のように大都市に人口が密集し過ぎると、危機管理がクローズアップされてくる。

前回の地震の帰宅困難は、地震の発生が金曜日という特殊事情もあったが、人口集中は

時として恐怖に変わるということを体験させられた。平日だったら半分ぐらいは会社に

寝泊りしたろう。それはさておき、日本の天気予報は、あまりにも予報官の感情が入り

すぎる。例えば休日の天気を晴れと予報して雨になったりすると、クレーム電話が鳴り

止まないのだそうだ。天候を何よりも気にかける人は多い。観光客も居れば露天商もいる。

たくさん仕入れて売れ残ったらたまらない。このため休日の天気はワンランク落として

予報すると聞いたことがある。だが予報官は一時の感情に流されることなく、観測データ

に従って予報すべきだろう、もし自信がなければ猫にでも聞いてみろ。昔から猫が尻尾を

立てれば晴れ、顔を洗うと雨だという。ついでにツメを研げばクモリ、三毛猫のいわゆる

オスでも飼えばもっと天気は当る。だから昔から航海には三毛猫のオスを船に乗せて

行ったという。猫だけじゃない、牛が立ち上がれば晴れ、横たわればクモリか雨で

音戸が低くなる。ツバメが低く飛べば雨だという。近い将来、那須どうぶつ王国や

群馬サファリパークなど、野生に近い形で飼育している動物園では、独自の動物に

よる天気予報を出すかもしれない。まごまごしていると気象庁の天気予報なんて馬鹿

にされる対照になりかねない。最近の天気は翌日の天気すら当らないし、これでは膨大

な予算を使い人工衛星まで上げても、まったく意味が無い。動物公園の下請け

にでもなった方が、税金もかからなくなってマシかも知れない。 
 一方都会への人口集中のため起こる冷暖房の排ガスも最近の地球温暖化で、ばかには

できない。筆者の家では狭いながらも足の踏み場もないほど椿が植わっている。おかげで

1階はあまりクーラーをいれたことがない。除湿ですんで仕舞い、2階よりは5度ぐらい

温度が低い。植物による冷房効果の大きいことを行政関係者はもっと知るべきだろう。

勿論冬は逆になるが落葉樹なら問題ない。ビルの屋上や壁につたを這わせることが

提案された時代もあったが、これは理想的とは言い難い。アスファルトを減らして、緑化

する方が現実的である。以前地主の家の巨木が落ち葉が多いという近隣住民からの苦情で、

根本から切られてしまった。しかしこのツケがいわば地球温暖化である。ならば住人を

啓蒙する活動をもっと行政が行わなければならない。こうした自然の恩恵を理解して
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いないのも、都会の冷暖房にドップリと浸かっているからである。それ故やれ電力が不足

する、水が足りないだのと、騒ぎ立てている。自然を根本から見直すことを忘れている。

2017 年ツユイリの発表後、関東ではほとんど雨が降らなかった。そして梅雨明けの

発表後、毎日のように雨になって、東京では 8 月の連続降雨日数が新記録を作った。

気象予報官は何を見て仕事をしているのかと疑いたくなる。デスクに向かって過去の

データのみ、見ているのではなかろうか。しばしば昨年のツユイリが昨日だったとか、ツユ

イリの平均日が今日だから明日にもツユイリの発表があるだろうとか、本来の予報の原点

とはおよそ異なっている。これでは予報にはならない。2017年の空梅雨を的中させたのは

アシナガバチだった。入梅が発表された数日後、乾ききった畑の、高さ20ｃｍぐらいの所

に巣を作っていた。これを見た農業経験50年のおばさんは、「今年の梅雨は空梅雨だね」と

言った。その通りになった。そして梅雨明けの発表直後、同じおばさんはアシナガハチが

シュロの木の葉が重なった奥の方に巣を作っているのを見て、この夏が長雨になること

を予想した。この予報も見事に的中した。人間のどんな知恵も大自然のメカニズムには

到底及ばない。科学者はパソコンにへばりつかず、もっと外へ出て大自然の観察に時間を

裂いたら､新たな発見に出会って､これを我々の生活に導入できるかもしれない。この

20年パソコンの普及が、気象庁職員を傲慢にしたような気がしてならない。  
  しかもこの30 年内で70％の確立で起こりそうな『南海トラフ大地震や東海地震の予測

は困難だ』と大金を叩いてそろえた機器でデータを集めた挙句、さっさとサジを投げて

しまった。だったらナマズでも飼って、地震との因果関係の分析でもするべきだろう。

ハイテクコンピュータよりも、余程ましなデータが得られるかも知れない。チンパンジー

や象にも地震を予知する能力があるらしく、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災）の

直前、群馬サファリパークで飼育しているチンパンジーは巣に入るのを拒み巣の外で

いつもとは異なった動きをしていたという。また外国ではお客を前にして曲乗りをして

いた象は“象使い”の命令を無視してさっさと山の方へ行って仕舞い、象使いは顧客から

ブーイングを蒙ったという。動物は人間とは異なった五感を持っている。その上第六感で

自らの種を何万年にもわたって維持し続けてきた。気象庁も地震の予知を機械に頼ること

ばかり考えずに、ナマズやチンパンジーに学ぶべきではないか。ナマズにしろチンパンジー

にしろ、給料もボーナスも、退職金も、天下り先も、おまけに年金も要求しない。 
     ★     ★     ★     ★     ★     ★      

外務省と国土交通省 

 さらにもう一つ日本政府に言いたい。外国人の土地所有を認めることは日本

の 10 倍の人口がある中国人に、すべての国土を分譲する結果になりかねす、早々に

規制をかけるべきであろう。既に湾岸地帯に購入した中国人住人の多いマンションは､

日本人住人との間でさまざまなトラブルが発生している。ゴミの捨て方、修繕積立金や

マンション管理費の問題、とりわけ中国人はいわゆる中国人が世界で最高の人種である
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と考えている『中華思想』が強く、日本人的な考え方とは大いに馴染まない。 
 もう一ついえばもうアメリカの時代は終わり、着々と中国の時代が迫っている。次

に経済危機や、戦争が起これば中国が両方の戦闘国に物資を供給して濡れ手に粟

であることも見えている。だから中国は北朝鮮とアメリカの争いを高見の見物として

いることや、むしろ北朝鮮の背後で糸を操っているのは中国かもしれない。という

ことを考えてみることも忘れてはならないだろう。習近平は自分の本心をけして表情

に出さずに出世してきた男である。トランプがどんなカードを切ろうと、今後 100 年

は中国優位の時代が続く。落ち目のアメリカべったりの外交にはリスクが伴う。

そもそも現トランプ政権は、政権そのものがどこまで持つか誰しもが疑問を抱く所

である。ロシアのプーチン政権にしても同様である。ソ連の平均寿命はきわめて短く、

男性は65.5歳、女性でも76.6歳で、プーチンも2017年10月で65歳になる。従って

ロシアではもっと若い指導者を求めたがる傾向がある。プーチンが水泳をやる姿や、俺

は若いぞとばかりに様々なポーズを見せるのもこのためである。世界の指導者は今や

世代交代の時代を迎えようとしている。2017年フランスの大統領になったエマニュエル･

マクロンは39歳、ウクライナのヴォロディーミル・フロイスマン首相は39歳、ベルギー

のシャルル･ミシェル首相は 41 歳、世界は 30 代の首相が登場してきており、これが世界

の主流になりつつある。ちなみに安部晋三はこの 9 月に 63 歳になり、ドイツのメルケル

首相と同年代である。イギリスのメイ首相は61歳である。日本でも政治化の若返りは、

日本の社会構造の改変には必須条件であろう。因みに不動産破産王のトランプは 70 歳。

日本にも若さで難局を乗り切れる指導者が欲しいものだ。というよりロレツも知恵も

廻りかねるような諸先生には一刻も早くリタイアしてもらいたい。先生方の定年も、

せいぜい 65 歳ぐらいとすべきで、民間の定年と合わせるべきではないか。国会議員

に定年がないことは、税金の無駄遣い以外の何物でもないように思える。 
     ★     ★     ★     ★     ★     ★      

厚生労働省 

 ところで現在高齢者の残薬は年間 475 億円にも達するという。筆者も糖尿病と

心筋梗塞、アトピー性皮膚炎、逆流性食道炎などの持病があるため、毎日 20 錠

近くの薬を服用している。これに風邪や下痢などが加わったら大変である。どの薬が

何の薬か検討も.つかなくなる。しかもこれらは朝、昼、晩と決められた錠数を飲

まなければならない。次第にどれがどれだか分からなくなる。そしてこうした効能不明

の残薬は各家庭を合計すれば恐らく 1,000 億円以上にもなるのだろう。筆者はこうした

薬の無駄も元をただせば役人の怠慢が積もったものと解釈している。薬の錠剤を見ると、

名前すらよく分からないものも少なくないし、その効能となればなおさらである。なぜ

これを薬剤品メーカーの自由裁量に任せているのかと不思議でならない。例えば消化器

系の薬の包装はオレンジ色、呼吸器系の薬は青、皮膚や外傷の薬は黄色、効能や疾患の
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部位に応じて色を決めただけでも飲用する側にとっては頭の整理が出来る。さらに円形も

あれば楕円もあり、裏も表もある。裏側の色もジェネリックは銀色、新薬は金色、複数

の効能のあるものは 2 色なり 3 色の線を入れるとか、さらには錠剤の色そのものを様々

変えることによっても区別はずっとしやすくなるはずである。ちょっと工夫しただけで、

飲み間違えや飲み残しは半減することだろう。更に大き目のタグを上下の余白に付けて、

ここに薬剤名と主な効能などを表示するようにすれば、服用する側の安心感は大いに

増して飲みやすくなる。また薬剤名は各カプセルごとに日本語で表示すべきだろう。

こうした細かい努力があって無駄な残薬は減少し、ひいては医療費の減少にも繋がって

くるしインターネットでも調べやすくなる。厚労省の役人はかつて事務次官が懲役刑を受ける

ほどの汚職の巣窟だった。現状の薬剤種別区分の無秩序を見ていると、相変わらず

個人的な銭儲けに出世に走っている役人ばかりが偉くなっているような気がしてならない。

世の中の無駄をなくすにはそれなりの役所の努力も、それなりの啓蒙活動も必要であり、

役人はいわば選ばれた人種なのだからこの程度の努力は率先して行って、少しでも

国民への負担を減らす努力をしていただきたい。少なくとも国民というものは役人の

ように頭もよくないし、悪知恵も働かない。その分役人さんは知恵を使ってほしい。 
 また長時間時間外問題にしても、どちらかというと、時間外賃金カットの意味合いが強く、

真に健康を理由に時間外を減らそうとしているか、非常に疑問がのこる。少なくとも

筆者が勤務していた広告代理店は、皆仕事が楽しくて深夜まで残業していたし、上限時間を

越えた時間外手当がカットされたことは一度もなかった。しかし他の一流企業を退職して

弊社にアルバイトとして働くようになった女性は、サービス残業が多く疲れ果てた

という女性が多かった。その中には超一流企業にランクされている金融機関が意外に

多かったことを付け加えておこう。これが日本の金融機関のモデルでもあるのだ。 
     ★     ★     ★     ★     ★     ★      

金融庁及び金融監督庁 

 重ねて申し上げるが（05-04）現在のクルマの任意保険制度は役所の指導の元、

早急に変更してもらいたい。そもそも車が普及し始めた頃はせいぜい一家に１台だった。

だから自賠責保険をクルマごとに加入して、家族の誰が運転しても事故になれば保険で

解決を図るということに意味があった。ところが現在では一人1 台になりつつあり、特に

交通の便をクルマに頼るようなところでは、むしろ一人1台が当たり前になっている。.
となると任意保険もクルマ単位で加入するということに意味は無くなり、個人ごとに加入

する方が合理的である。つまり車の任意保健は『クルマ単位』で入れるのではなく

『免許証単位』で入れるようにすべきなのである。免許証を持っていても車をまったく

運転しなければ保険に入る必要はなく、ほとんど運転しない人は自分の判断で加入する

かしないかは決めればよい。それでも事故を起こしたときには自賠責保険で支払い、

不足額があれば後は裁判で争って、その額を決めて支払うようにすることを原則に
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すればいいだろう。そうすれば一人で 2 台のクルマを所有しても 2 台目のクルマは

任意の自動車保険には入らなくてもすむ。大体一人で同時に2台の車は運転出来ないこと

が分かっていながら、２台目の車に保険金額を課すること自体がおかしい。著しく不合理

である。しかも現在では一人で乗用車と軽トラックとか、複数車所有する者も多く、

そのたびに車に保険を入れるとなると、2台目のクルマは当初は無事故割引は適応され

ないから負担はかなり大きい。また旅行先などでレンタカーを借りる場合にも、いち

いち保険に加入しなくてもすむ。しかも軽自動車の保険は最近自賠責保険は値上がり

したとはいえ、それでも任意保険はかなり安く押さえられており、そこには合理的

な根拠はない。最近軽自動車による大きな人身事故が多く発生している事実を鑑みる

とき、もっと保険負担金の平等化をはかるべきだろう。その上でそれぞれの個人が

免許証に付ける保険でカバーすればいいわけである。ユーザーには多くのメリット

が生まれ、これこそ国民ファーストである。他人の車を運転して事故になったときも自

分の免許証の保険を使えばすむわけで、いちいち他人のクルマの保険加入額を確認しない

でもすむことになる。なぜこんな簡単なことが出来ないのだろうか、現在では 2 台目の

車を持つとなると、これには無事故割引は適用外だから経済的負担も多くなり、つい手が

引っ込む。従ってこれは景気の足を引っ張る方へ作用する。政府はとかく税金を欲しがるが、

物事の発想を転換して、合理的に税金を課すことに専心すべきではないだろうか。とかく

新規の課税に関しては業界と交渉ごとを避けたがる。その裏側には業界から献金されて

いる大物の国会議員がいるからなのだろう。日本中がこうした業界団体と政治家が票田

を通じて強固に結合している。そしてその間に官僚群が存在する。過日の加計学園問題

も、グレイゾーンの問題ではない。明らかに真っ黒の問題である。この他の問題にしても

筆者には監督官庁の役人の怠慢が垣間見える。どこぞの業界と役所の癒着、さらには

政治家と個人的な利害関係ではないかと疑わざるを得ないのである。役人だって

クルマも持ってるし、クルマの運転もするだろう。そのくせこんなことに思いも

到らないというのは、どこかに抵抗勢力があるか、馬鹿役人集団なのか、さもなければ

役所自体が、業界の利益追求代表にでもなっていると思われても仕方ないだろう。 
     ★     ★     ★     ★     ★     ★      

警視庁 

 警視庁は日本では最も横暴で身勝手な役所で、おまけにヤクザすれすれの人間も

すくなくない。その現場の性格上やむをえないことは大いに認めるが、通常の一般人

が警視庁関係の役人と接するのは、交通違反のときぐらいだろう。ここでは現場の

制服人間はホワイトカラーの上司に言われるままに仕事をしているのだろうから、

もしここで馬鹿なことをやっているとすれば、上司のホワイトカラーが間抜けだ

ということになるだろう。小生はその昔一時停止違反で捕まったことがある。影に

隠れていてどこからともなく現れて、一時停止をしなかったと難癖をツケルのである。
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では一時停止とは何秒になるのか。道路交通法にはその定義がない。そこでオマワリ

と喧嘩したことになる。しかしこれでは水掛け論になるし、先を急いでいたので、

多寡が 5,000 円の罰金は払ってやろうと思って、「分かった分かった。じゃぁ。

面倒臭いから一時停止違反でいいよ。」というと、書類を書いてこれに署名と判子を

押せという、しかも判子は原則拇印ではだめだという。おかしな話だ。三文判なんて

誰が押したかもわからないのに三文判なら OK。しかも拇印だったら親指ではなく

人差し指で、しかも黒インクで押せというのである。さすがにここからまた喧嘩になった。

日本の慣例では拇印とは右手の親指印なのであって、人差し指ではない。人差し指は警察

が犯罪者を捜索するときにコンピュータに入れて、一発で照合するための手段なので

ある。結局、警察官が本庁に連絡して、拇印で納得した。 

 しかし免許を更新するまでに 1 回でも違反をすると、更新前にお呼び出しが

あり、安全運転の講習を受けなければならない。小生は残念ながらよくこの講習を

受けに鴻巣まで行く。だがいつもこの講習を見ながら警察はばか者集団だと思って

帰ってくる。この講習は警察 OB の要するに天下り先に対する協力でしかない。

見せられる映画は決まって事故の凄惨な現場と、自転車をこうやって巻き込む

から注意が必要だとかなんだとか、これを見れば事故は防げるのかと、いつも思う。

しかもこの講習者の中には 30 年も大型トラックを運転している人もいれば、毎日の

ようにハンドルを握っているタクシーのドライバーもいる。誰だって事故は起こしたく

ない。プロのドライバーならなおのことである。これで事故が起こらなくなるなら、

世話はない。その内容は若葉マークが見るのと大差ないものばかりである。それより

も筆者はこの場でペーパーテストを必ず行うべきだと思う。交通法規の細かい所

も大事なところも、大半の人が忘れている。高速道路を走っていても危険な運転

をする人間、右車線をのんびりとわが道を行くとばかりに走って、後続車に道を譲らない

軽トラック。それぞれ交通法規を忘れている。ここで交通法規をもう一度勉強しなおす

方が、凄惨な事故現場を見るよりどれだけマシか知れないと思う。現在の講習なら

居眠りしていた方が余程マシだろうと、いつも思っている次第である。 

     ★     ★     ★     ★     ★     ★      

経済産業省 

 ここの所日本の超大手電機メーカーが相次いで破綻した。当然のように見えて

仕方ない。30 年前の日本の電化製品は素晴らしかった。いや小生の若気の至り

から見た誤解に過ぎなかったのかも知れないが、はっきり言って現在の日本の電化

製品はよくない。いやよくないと言うよりも我々日本人のライフスタイルが全く反映

されていない商品が多過ぎるということに尽きるのかも知れない。例えばエアコン

にしても寒がりにも暑がりにもどっちにも使えるといって宣伝しているが、そもそも

6 畳一間の暮らしで、そんなことが可能なのだろうかと疑いたくなる。おまけに
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リモコンの使い勝手にしても、文字の大きさが余りにも小さい。すでに日本人の老眼鏡

世代が40％に達している事実に気がついているのだろうか。あと10年もたてば半分

以上が老眼世代になる。このリモコンをデザインしたデザイナーも自分でデザインした

文字が読めないなんていうこともあるのかもしれない。おまけにエアコンには

様々なスイッチ類がついているが、そのレイアウトが、デザイン優先主義なのか

機能的にはかなり使い難い。インダストリアルデザイナーにとって、最も大事な

のは、レイアウトの美しさよりも、使い勝手のよさが最重要であるということ

をあまり気づいていないようだ。あの美しい音色を奏でるヴァイオリンは先に形

があったわけではない、素晴らしい音色を追求していった結果、あのような素晴らしい

形状になったのである。楽器には美しい形状をしたものが多いが、とかくインダストリアル

デザイナー諸兄は、最初にカタチアリキと勘違いしてはいないだろうか。おまけに

やたらと文字が小さいのだからたまったものではない。リモコンで設定を変えるとき

には老眼鏡をかけて、虫眼鏡を出して確認しないと暑さ寒さの調節も出来ない。

これが日本人の社会構造を見ていない電化製品の現状なのである。 

 小生はポンコツのエルグランドにここ15年ぐらい載っている、10年以上経った

ポンコツを50万円ぐらいで仕入れてくるから、もう4代目になる。理由は大してない

のだが、フロントパネルの文字がやたらとデッカイからだ。だがクルマのように

ほんの瞬間しか見ないで判断しなければならない商品は、文字のデッカイことが

安全性にも繋がる。小生より10年近く若い友人とドライブに行ったとき、「こんなに

でかいフロントグリルは必要なのかね?。」とつぶやいたことがあった。小生は

「老眼が進捗するとこれでも大きいとは思えなくなるのさ」と応答した。クルマ

自体の頑丈さも然ることながら、実はこれがエルグランドに載っている理由である。 

 ところで通産省ではこうした交通機器や電化製品の文字の大きさに関して研究

をしているのかね? とフト疑問を感じる。老眼化率が約 40％に達すると告知して

いるのは、他ならない役所である。老眼は 40 代から始る。現在 50 歳以上の人口は

約45％である。となると老眼人口も実際は45％を悠に超えているのではなかろうか。

役人全員がこの数字は頭にタタキ込んでおかなければならない。だが役所が発行

する書類の文字は、これに適合しているといえるものはまずない。筆者は市役所へ

行く度にこの件にクレームを付けている。だが少なくともこの3年間、進化のカケラ

もない。ましてや通産省監督下の事業者に、この数字を頭に入れた上で商品開発を行う

ようにきちっと指示を出している、などということはまずないだろう。だって面倒だもん。

インドでは韓国製の冷蔵庫が最も売れているという件は何度か記した。それは化粧品入れ

が冷蔵庫についているからだという理由についても記した。これに反して日本の工業

製品は日本人の社会構造やライフスタイルまでも見失っているのではないだろうか。

ダイソンの掃除機と日本の掃除機の違いについても記したが、日本人は技術の高さに

驕り、もっと底辺にある肝心カナメな所を、官民ともに見失ってないだろうか。 


