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吉田 一郎＝吉田：
大野 勢太郎＝大野：
ケイザブロー＝ケイ：

ケイ：今週のおとこラジオは選挙をテーマにお送りしています。ここからはおとこラジ
オではお馴染みです。世界唯一の飛び地研究家で大宮の自治・独立を掲げ闘い続けてお
られる吉田一郎さんにお話をうかがって参ります。それではお久しぶりです。ケイザブ
ローですよろしくお願いします。
吉田：よろしくお願いします。
大野：吉田さんこの前のさいたま市長選お疲れ様です。
吉田：どうもありがとうございます。
大野：予想以上票取りました？
吉田：いや、私はもっと倍くらい取れると思ってたんですけどねぇ、いや倍以上に。
大野：そういう手応えはあったんですか？
吉田：そうですね。選挙やってる中でどんどん盛り上がりってありましたね。後半、投
票日に向けて。
大野：大宮以外に浦和でも取ってるんですね。
吉田：そうですね、けっこう浦和や岩槻、与野でもそれなりに、共産党以上は取りまし
たからね。
大野：それだけ問題意識を持ってる方はいるって事なんですよね。
吉田：そうですね、ただそれをどれだけ拡められるか短い選挙期間 わずか2週間でした
からね。それが難しかったというのが､こういう結果になってしまったわけですけども。
大野：前にこのおとこラジオに出演して頂いたのは、年明けの1月でしたっけね。
吉田：確か1月半ばくらいでしたね。
大野：で、わーっと話をしたとき私が、｢だったら吉田さん市長選出ればいいじゃないで
すか｣と言ったもんだから出たって誰かが言ってたんですが、ウソでしょあれは。
吉田：いやホント、だって出馬表明は翌週ですから、22日。翌週ですよ。
大野：じゃ、私が言ったからやったの？
吉田：まぁ、背中を最後にドンと押したってのはあったかもしれないですね、心理的に。
大野：で、仕事失っちゃったわけ？
吉田：あ、いえいえいえ
大野：市議会議員の吉田一郎さんが出たから、そのときは市議会議員辞めなきゃいけな
いわけじゃない？残念ながら市長選では善戦健闘虚しく敗れたわけじゃない。だから、
市議会議員じゃないんでしょ今？
吉田：今、肩書き失業者ですからね。無職ですから。
大野：また無職になったら無職でまた違った自由な空気ってあるんですか？
吉田：そうですね。まぁ、家で何時間寝ててもいいってのはありますけどね。(笑)
大野：そういうことじゃなくて、市議会議員だと色々なところで縛りがあるけれど、一
市民になったからもっと自由に様々なことを市政に注文つけられるとか。
吉田：いや、それはねプレッシャーという意味でかえって大きくなりましたね、市長選
挙に出て。例えばですね、地元は勿論市会議員として北区選出っていうんで、地元の皆
さん、通りがかると｢あっ、吉田さん｣ってのがありましたけど、この前浦和のお蕎麦屋
さんでカツ丼食べてたら、｢吉田さん残念だったね、あんた頑張ってるねぇ｣なんて言わ
れちゃって、いきなり。だからやっぱりね、市長選挙にでると大宮・北区のみならず与
野でも浦和でも岩槻でも。この前岩槻でラーメン食べてたら、餃子付けてくれたりと
か、｢いゃぁ、あんた応援してたんだよ｣とか言ってね。バイパス沿いの某ラーメン屋さ
んですけど。まぁそういった意味でね、うかつにタバコのポイ捨てとかも出来ないなみ
たいなね。(笑)
大野：ケイちゃんも市長選挙について何か聞きたいって言ってたよね。
ケイ：そうですね、市長選挙TV等でもかなりガンと取り上げられてたじゃないですか。
私も拝見していたんですけど、やはりその選挙期間中、闘っていくっていうのは、やっ
ぱ寝る間も惜しんで なんですか？
吉田：そうですね、やっぱり気分的にもハイになっていたのもありますけど、大体睡眠
時間３～４時間でもぜんぜん眠くならない。今だと１２時間寝ててもまだ眠いやっての
ありますけど。失業しちゃうと、えぇ。



ケイ：１日何カ所くらい演説っていうのは（したのですか）？
吉田：そうですね、基本的に私、朝８時から夜８時まで選挙運動できるんですけど、
ずっと車乗りっぱなしで随時スーパーの前とか団地とか駅前とか人がいそうだったら停
まって演説。だから１０何回ですね。その演説以外でも車の中から手を振ったり、手を
振ってもらったらありがとうございますなんて言ったり。まぁ、ずっとやってましたか
らね、一日中。
大野：ケイちゃんは東京都民だもんね。だから都議選ですけど、同じような感じなんで
しょうね皆さん。
吉田：そうですね。ただやっぱり市長選挙だと、120万人相手だとエリアが広いですけど
ね。都議選または市議選だとエリアは狭いですから、そこがちょっと違いますね。自分
が今まで行ったことのないところまで行って｢皆さん達のために頑張ります｣なんてやら
なきゃならないわけですから。
大野：そうか、いろんな選挙があって今度は7月は国政選挙の参議院選挙ですもんね。市
長選それから市議選、いろんな選挙がありますけど、全体的に見てですね、ザックリい
きますが日本の選挙制度のこれは良いところ、或いはここはちょっと悪いところとか、
吉田さん経験者としてはどうですか？
吉田：そうですね。良いところって言えば、自分で思ったのは、選挙ポスターを貼る場
所。あれをちゃんと政府の側で、まぁ、市とか国とかで用意してくれるんですね。とい
うのは、公営掲示板というんですけども、各候補者並べて貼る板あるじゃないですか。
アレ私子どもの頃なかったんですよね。そうするとどこでも貼っていい。
大野：そうでしたっけ？
吉田：そうです昔は。どこでも貼っていいっていうのは勿論、貼らせてくれる家の人が
いいって言わなきゃダメなんですけど。そうすると大きな組織があったり大政党とか、
お金のある人がいっぱい貼れる。お金がなくて組織もない。個人でぽっと出た人には貼
らせてくれる人がいないから貼れない。ポスターもいっぱい刷れないし。今はそういっ
た意味で選挙期間中はこことここだけだよって決められているのである意味平等に出来
ますよね。
大野：あれ勝手に枚数増やしたりしちゃいけないんですよね。
吉田：枚数が決まってるんで、掲示板の数がさいたま市だと1800ヵ所。だから1800枚し
か貼れないわけです。
ケイ：ひとつの掲示板の中で貼る場所があるじゃないですか、遠くから見たら右上とか
左上の目立つ場所が有利だと思うんですが、あの場所ってどうやって選ぶんですか？
吉田：あれはね、朝一番で抽選で選ぶんです。立候補の届け出って言うのは夕方まで
やっていいんで朝一番に来れなかった人はその後になるんですね。だから例えば5人とか
7人とか奇数が出る場合は今仰ってくださいました、右上有利なんですよ。だから私市議
選の時なんかわざと遅れて行く。そしたら他の無所属の人もわざと遅れてきちゃって、
これは先に入った方が不利になるなって、お前先入れみたいな感じになって（牛歩です
か？）そう牛歩で。牛歩作戦！
大野：でもそういうのって、微妙に響くんですか？
吉田：まぁ、市議選場合は何百票、何十票って違うとそれで当落（が決まる）市長選挙
だとさすがにね何万票ですから、あんまり関係ないかも知れませんけど。
大野：神経戦だね、そうなると。ぽっと出じゃわからないね。いわゆるプロフェッショ
ナルの集まりですね選挙ってのは。
吉田：そうですね。それで何票差で当落決まっちゃったらその時のポスター貼る順番の
問題が実は原因だった。はりきって朝一番に行って抽選やったから変な場所になっ
ちゃった、寝坊していけばよかったなんてね。
ケイ：今日は選挙の色々なテクニック放送でね、しゃべられちゃってますけど他の方が
聞いていたり…
吉田：あぁ、やべやべ言わなきゃよかった(笑)
大野：で、良いところは公営の掲示板がある。悪いところって言うのは？
吉田：そうですね、私やっぱり期日前投票って言うのは最近増えているんですけども、
あれはちょっとよくないと思うんですよ
大野：昔は期日前投票でなくてなんて言いましたっけね？
吉田：ええと昔はなんて言いましたっけ。
大野：不在者投票。あれも嫌な言い方でした。
吉田：えぇ、あの色々制限があったんですよね。ホントにその日特別な用事があって投
票日に行けないって人しか事前には出来なかった。最近はなにか適当に、旅行ですとか
書いちゃえば誰でも行けるようになって。
大野：あれダメなんですか?



吉田：っていうか、選挙期間って決まってるわけですね、1週間とか2週間。その間に一
所懸命政策をうったえて、私はこうしたい。今ここがおかしいからこう変えます。とか
うったえて、そういうのを聞いて皆さんに選んで頂くわけじゃないですか。でも、期日
前投票は、選挙始まって翌日から出来ちゃうんですから、そういった政策をまだ言って
もないのに、聞いてもないのに投票されちゃうわけなんですね。
大野：あぁ、これ新人はつらいな。
吉田：新人とか、あと大政党じゃない人は不利ですよね。やっぱり最初から浸透してる
人って、現職とか大政党ですから。だから期日前投票行こう行こうって盛んに宣伝して
ますけどもあれはホント現職有利・大政党有利だなと私は思うんですけどね。やっぱり
最後まできちんと選挙期間、1週間なり2週間なり、その間にいろんな候補者のうったえ
を聞いて頂いた上で、あぁこの人がいいやとかしっかり選んでもらいたい。
大野：なるほど。あ、そういえば都議会議員選挙、期日前投票が前回よりだいぶ少なく
なっているらしい。
ケイ：そうみたいですね。今、吉田さんが言われたように大政党には有利なんじゃない
のなんて話も出てます。全体の投票率が下がると大きな政党の方が固定票を持ってるん
だっていうね、えぇ。
大野：そういうもんですか？
吉田：やっぱりそうですね、絶対、雨が降ろうが槍が降ろうが何党みたいなね、組織の
あるところはそうなりますからね。
ケイ：すいません。新聞の受け売りを今しゃべってました。
吉田：あぁいえいえ、でもその通りなんです。一般的に言って。
大野：素晴らしいツッコミだったと思いますが、ま、色々ありますが、今あまり都議選
のことをしゃべれないからね。まもなく投票なんで、ちょっと除いといて、吉田さんは
いろんな事を経験しているから聞きたいんですけど、無所属議員の存在ってのはどんな
存在なんですか?
吉田：そうですね、組織の縛りがなくて、自分の頭で考えて、おかしいと思ったらおか
しいぞとまたは、こうするべきだったらこうするべきと自由に言えると言うのが無所属
の特色ですよね。
大野：ケイちゃんさ、これ俺らの業界もあるよね、大きな事務所に入っているか、まっ
たく事務所に属さないで仕事を探しているか。ケイちゃんなんか後者だよね。大きな事
務所に入った方が仕事がこぼれてくるよね。そういうものかなぁ。それと似てるんじゃ
ないの？
ケイ：どうですかねぇ。同じかも知れないですねぇ
大野：だって力にならないですものね。
吉田：ただね、何かを実現するというのは勿論議会ですから基本的には多数決です。
で、同じ意見の人が多くて賛成多数で実現っていうのもあるんですけど、それだけじゃ
ないんですよ。あの、ひとりで自由に意見を言えるからおかしいじゃないかってガンガ
ン追求して、執行部って言うか市の方が困っちゃって、わかりました、じゃ、直しま
すっていうのもあるわけなんですね。組織に入っちゃうと、そういったことも言えなく
なっちゃうわけです。だから、実現する方法っていうのは色々あるわけなんです。多数
決で実現するのもあれば、誰も言わなかったことを敢えて言ったから実現したんだって
いうのもあります。
大野：吉田さんは、無所属なんですけど、やっぱり今までそういう議員生活をね、市議
会議員のとき送ってきて、無所属だからこそ言えて実現したものってあるんですか?
吉田：そうですね、かなりいっぱいあると思うんですよ。大きなものから小さなものま
で。
大野：大きなものは？
吉田：大きなものはね、例えば、大宮総合病院っていうところで、小児科のオールナイ
ト診療やってるんですね。あれ私がひとりでやるべきだって、えぇ。
大野：よく動きましたね。市政が。
吉田：っていうのは、昔、宮原メディカルセンターってのが大宮にあったんですけど、
それが、閉鎖して移転しちゃったんです浦和の方に。そこで、オールナイト診療やって
たんですけども、なくなっちゃったんですね。だけど政党の皆さんは、自民党から共産
党までみんな移転に賛成しちゃったから、その問題、突っ込めなかった。私はひとりで
反対してたんで、小児科のオールナイト診療なくなったら子どもが夜中に具合悪くなっ
たらどうするんだ！それで、近くの大宮総合病院に残すことになった。
大野：これ大きかったんじゃないですか？特に医療の問題今もう火急の用件ですもん
ね。



吉田：あとねぇ、学校の給食で放射能検査。大震災のあと、原発の事故のあと。あれを
実現しましたね。去年。
大野：これも無所属だから出来た？
吉田：そうですね、私がひとりで勝手に言ってて。やるべきじゃないかって。大きなと
ころは色々ね、他の市、例えば他の県とかでも、そういうの要求したら他のとこでも一
斉にやらなきゃなんないみたいな感じで、なかなか言い辛かったんですけど、私は組織
関係ないからさいたま市だけの話でやりましょうってことで。
大野：それ、わーって拡がったでしょ。当然ながら、これお母さん達一番敏感になって
た。
吉田：そうですね、あの当時ね。
大野：今あんまし、そういう話が出なくなりましたけど、ホントは継続中なんですよ
ね。
吉田：まだ続けてます、今でもやってます。
大野：面白いですよね。そういういろんな話が出たんで、それから、今日はこの〝公約
を争点に〟と、ラジオをお聞きの貴方からも、鋭い指摘のお便りを頂いておりますん
で、このあとは、吉田一郎さんに積極的にご参加頂いて、リスナーの皆さんから届いた
メッセージ。紹介していこうと思います。

大野：さぁケイちゃん吉田一郎さんにも参加して頂き、皆さんから頂いたお便りですね
〝この公約を争点に〟じゃまずね大宮。お！大宮ですよフランキーマジックのねお便り
ですが、『全立候補者の皆さんに原子力発電所の是非を明確に表明して頂きたい。たっ
た今からでも、全廃するのか、今あるもの以上には拡げずに、やがて、廃止に向かうの
か、福島原発事故以前と変わらない政策なのか、次回の参議院選挙はこの項目を最優先
で選びます。といっても我が小選挙区で落選した候補者が比例で復活したという非常に
残念な現実を前回の衆議院選挙で見せつけられましたので選挙制度をはやく見直しても
らいたいです。』と、こういうことで参議院選の話ですが吉田さん、原発については当
然ながら大きな争点ですよね。
吉田：そうですね、ただ前回、お便りにもありましたけど、去年の末の総選挙でね、原
発全面に掲げた政党とか全然ぱっとしなかったですね。
大野：軒並みダメでしたね。
吉田：そうなると、今度の参議院選挙で、じゃ、ウチは掲げようかっていうのがあんま
り出て来ないかもわからない。やっぱり、有権者の方々、国民の方々の関心、それがど
う行動に結びつくかっていうのが大事だと思いますね。
大野：あと、衆議院選の時にね、落ちても受かっちゃうみたいなね、あの、復活ね、あ
れは誰だって微妙じゃないですか。
吉田：おかしいですあれは。
大野：だってこの人はダメ、落としたい、落とすための選挙ってありますよね。他に入
れてね。
吉田：ありますね当然。
大野：で、これは落としたと思ったら比例で復活しちゃった、なんてあり得るでしょ。
あれは、ダメなんですか?
吉田：だから小選挙区と比例と両方で立候補できるっておかしいんですよね、そもそ
も。
大野：競馬だって今、馬単ですよ。失礼なこと言うと、競馬だって1着2着当てるんです
よ。2着でも1着でもいいやっていうのはホントはあんまり芳しくないんじゃないかって
いうね、みんな馬単、3連単ですよ今や。
吉田：やっぱり私、以前のように中選挙区制で、ひとつの地域で3人とか5人とか選ぶ
と、そういった方が良いと思いますね。小選挙区だけだと、1位になった人 大政党ばっ
かりになっちゃう。だからそれをどうにか埋めるために比例代表。でも、比例ってやっ
ぱり政党ですからね。今言ったように小選挙区で落っこちたのに比例で復活っておかし
な現象が出ちゃう。だったら昔の20年前に戻した方が良いんじゃないかって私は思うん
ですけどねぇ。
大野：今また中選挙区の方が良いんじゃないかって話をする方も増えてきたし、いやそ
んなら後退じゃないか今更なにを言ってるんだって方もいるし、もう少し選挙制度はカ
ンカンガクガクいろんな人の意見が出た方がいいですね。学識経験者だけじゃない、専
門家以外も含めてね。



ケイ：ラジオネームすずきみのるさん。47才春日部にお住まい。『選挙で一番の争点
は、年金問題です。それから原発問題。自分としては稼働できるところは稼働させて、
それで得たお金を放射能問題の研究費に当てて欲しいなと思っています。』
吉田：でも、原発稼働させると、お金得られるんですかね？　単純に思ったんですけ
ど。かえってこういった事故の時、対策費とか、あと廃炉の費用ですね。要するに原子
炉だって将来寿命が来るんですから、その時廃炉するって ま、今回はじめて福島の問題
でその廃炉っていうのがホントの期限より先にやんなきゃなんないですし、それ莫大な
費用がかかるってわかりましたし。
大野：あとは廃炉はしてもそこで燃やしたねゴミが処分できない。これはもう費用以上
の問題になってるわけですから。
吉田：だからそういった建設の時の周りにばらまいた補助金も含めて、それから廃炉。
そういった処分も含めるとコストって言うのはどうなのかな。ちょっと考え直す必要が
あるんじゃないかと私は思うんですね。
大野：どうも原発の話になるといつもどこかで、〝ハイロ決着〟みたいなね感じになっ
てくるんですよね。ハイ、次は年金。
吉田：年金問題ですね。やはりこれ、税金を納めた人が馬鹿を見るっていうのは変えな
きゃいけない。なんとかしなきゃなんないと思いますね。今ホントそうです。年金より
も生活保護の方が倍くらい貰えちゃう。
大野：おかしな話でしょ。
吉田：全部ね､年金納めないで、パァーっと使っちゃって、年取ってから金ないよったら
倍くらい貰えちゃう。これはやっぱり、年金こつこつ納めた人が馬鹿を見る制度になっ
ちゃう。
大野：どっかでこれ破綻しますよ。今の制度だとね。また、なかなか手ェつけらんない
のか、いろんな問題が山積みで、結局誰もなんにも出来ないうちにそのままなんですよ
ね。
吉田：そうですね、消えた年金問題とか一時期ちょっとクローズアップされましたけ
ど、結局あれどうなったんでしょう。
大野：いやもう、全くでしょう。自民党は動いている気配ないですよね。自公がね。
さぁ次。さいたま市浦和区すえながとおるさん。『ただ一点に絞ります。国民を守るた
めに体を張って命を賭けてくれるのか、それともグローバル企業の手先となり我々の生
き血を吸う政治屋に成り下がるのか、これを明らかにして頂きたい。総論賛成 各論反対
今の時代は通用しない。タブー・NGワードはなしで議論して頂きたい。そして有権者の
我々は、人任せ民主主義・無関心が最大の犯罪だと言うことを自覚しなければいけませ
ん。』難しいことを言ってるようだけどホントに明瞭ですね今。
吉田：そうですね、ただ、国民を守るために体張るのかって言われると候補者みんな体
張りますって言っちゃうんじゃないですかね。でも、具体的に何をやるかは言わない
で、スローガンだけでそういうのは掲げちゃいそうですね。グローバル企業のために頑
張りますなんて、堂々とスローガンに掲げる人はいないわけで。(笑)
大野：あと、有権者。今回も、さいたま市長選はかなり投票率が低かったんですけど。
吉田：ただね、投票率上げれば良いってもんでもないと思うんですよ。っていうのは、
政治に関心がない。または、これが問題じゃないかと問題意識もない人が、選挙は行く
もんですって選挙に行くことになると、じゃぁ有名な知っている人に入れようとか大政
党に入れよう。または、かわいい候補者だから入れよう、タレント候補みたいな。そう
いう風に選択されたらかえって私はおかしな方向に行っちゃうんじゃないかと思うんで
す。だから、理想を言えば国民の皆さんが関心を持ってもらって政治に、みんなきちん
と判断してくれれば一番いいんですけども、そうでない場合関心がない、そういった意
識もないのに、行けって言われたから行ったよって人が増えちゃうと僕は一番悪いパ
ターンじゃないかと思う。
ケイ：今電車の中刷りでも女性の立候補者、見た目9割実力1割みたいな見出しが出てま
したけど、だから吉田さんが言われるようにね、全然どこに入れようかなっていう元が
ないと、そこで入れちゃうって言う人が非常に増えてる。見出しに出てましたよ。見出
しに！
吉田：女性もね、イケメンだからなんてね、入れちゃうっていう人も当然逆に女性の側
もいるでしょうし。
大野：そうか、そうすると投票率が、上がればいいもんじゃないだ。
吉田：そうですね、無理矢理上げればいいってもんじゃないと思いますね。
大野：私なんか投票率が上がるように一所懸命放送で呼びかけているんですけど…
吉田：いや、それで関心を深めてもらって、関心を持った人が沢山行く分にはそれは勿
論一番いいことだと思うんですけどね。



ケイ：続いて、はまのつうくん34才『ズバリ、国防です。どういった方法で日本の領土
を守るのか。その為にどのような内容に改憲したいのか。この公約次第では税金だの福
祉だのは小さいことになりかねないでしょう。外敵に対しての国レベルでの防衛ですか
らね。ただ96条の憲法改訂をしなくては9条を改訂出来ないのであれば、9条の改憲はし
なくていいと個人的には思いますけどね。だって、過半数で改憲ですよ。51％と49％で
すよね。こんなんじゃ改憲する敷居が低いと思いますけどね。賛成多数に出来ないな
ら、練り直して改憲すればよろしいと思います。』
大野：あ、これは完全に参議院選挙の話をしているわけですね
吉田：これは正論だと思いますね。だから、9条に関していろんな議論があると、で
まぁ、勿論憲法変えるべきだという主張の人も当然いるわけで、そういう政治勢力も。
ただ、変える敷居を下げちゃおうって言うのをまずやろうって、ちょっとおかしいなっ
て思うんですけどね。
大野：これは、憲法学者がほとんど反対しちゃってる。これすごいですね。改憲の小林
節教授まで｢何考えてるんだお前ら｣っていうんで、もう真っ正面からでしょう。これ96
条の問題がここに出てくるなんて私は10年前、夢にも思わなかったです。
吉田：ええ、だから9条を変えるっていうんで争点にするっていうならまだわかるんです
よ。それに対して賛否両論。だけど、それを変え易くするために96条をどうしようって
それは違うだろ、本末転倒だろと思うんですよね。
大野：また揺り戻しの国だから日本は。流れがまた悪い方向に行っちゃうと、また違っ
たものに変えちゃうみたいな。そうすると、いつも選挙のたびに政権取る党が変わると
ね、そのたびに96条について、またもう一回やりましょうなんて話になってくる可能性
もありますよね。
吉田：だから、やっぱり憲法っていうのは国の根幹の大本ですから、それが一時の流れ
でね、コロコロ変わっちゃうのはよくないと思うんですね。ガソリン値下げだ、高速道
路無料だで、わーっといっちゃったみたいなの日本ありましたからね。
大野：さて、習志野のコリドラス。雇用の問題ですね、『景気はアベノミクスの効果で
上向くかも知れません。TPPに参加表明し国家間の競争力がアップし失業者の数が少なく
なるかも知れません。しかし、私の周りには就職したくても就職できない人が沢山いま
す。大学卒業しても就職するところがない。復職したくても復職先がない。そんな人が
沢山おります。国は地域経済雇用対策緊急交付金という名目の1兆5千億円の金を分配す
るようですが、それよりも中国、東南アジアに盗られてしまった製造業の雇用は果たし
て戻ってくるか、TPPにより関税がかからずに輸入される農産物、工業製品により我が国
の雇用は果たして守られるのでありましょうか。いや、それだけではありません。パー
ト・アルバイト・派遣社員など、非正規労働の問題もあります。こういう人々でさえ安
心して働けるような確約がなければ、日本の未来は明るい未来に満ちているとは言えな
いように自分は思います。』
吉田：そうですね、雇用の問題、大事ですよね。子どもが少ない少子高齢化の問題にし
ても、雇用の問題って僕は原因だと思っているんですよ。終身雇用・年功序列ってある
意味、雇用が安定していたわけですからね。それが一気に崩壊してしまった。そしたら
もう20年後給料がどれだけ貰えるかわからないっていうんじゃ、子供だって作れないわ
けですからね。雇用の問題っていうのは一番しっかりとしていかなければならないと私
はやっぱり思います。
大野：だからね、アベノミクスが果たして2年後くらいに、キチンとなってるのかどう
かってことでしょ。今はけっこう負担強いてるからね。それでもみんながあんまり言わ
ないってのは、どうにかしてくれるんだろう。安倍さんよと。
吉田：最初株上がってね、円安になって、で、景気がついたみたいな感じになりました
からね。実はちょっとバブルで今またスチャチャカチャって出ちゃってますけどね。
大野：だって、毎日500円前後、上がったり下がったりするっていうのは、ちょっと一般
人はついていけないですよ。わかんないですよ政治、そして経済がねぇ。
ハイこの後も吉田一郎さんに後半お話をうかがって参ります。

ケイ：後半戦もよろしくお願いします。
吉田：おねがいします。
ケイ：さぁ吉田さん、さっきは日本の選挙システムのお話などうかがったわけですが、
世界中の国々について大変詳しい吉田さんということで、世界の選挙制度について、
ちょいとうかがいたいんですけど、中にはね我々が驚くような選挙をしている国ってい
うのはあるんですか？



吉田：そうですね、私が以前10何年働いていた香港ですね。あれもちょっと選挙制度変
わってんですよ。香港の議会っていうのは70、議席があるんですけども内半分は、地域
ごとの中選挙区制。この地域の代表3人とか2人とか、まぁそれは日本でもねちょっと前
やってた中選挙区制と同じなんですけど、残り半分の35人は職業別の議席を選ぶんで
す。要するに、お医者さん代表、弁護士代表、サービス業代表…みたいな。でもね、こ
れ1票の格差がものすごいことになっちゃうんですよ。っていうのはお医者さんなんてい
うのは人口700万の香港ですから何千人しかいないわけですね。弁護士にしても。だか
ら、何千人で1人の代表、1議席なんです。サービス業なんて何十万人もいるわけです。
それで1議席。だから、1票の格差が100倍以上になっちゃう。
大野：ほう、これ違憲状態ですね。
吉田：いや、香港の憲法にはそういうの書いてないですから。で、更に専業主婦とか、
失業してる人、学生、引退しているお年寄りは参加できない。職業がないから。
大野：あ、そういう事だ。今の吉田さんだ。
吉田：そうですね。だから、私も参加できないですよ。さすがにねこういうのはおかし
いって声も出てるんですけども、結局もう20年くらい続いてますね、こういった選挙制
度で。
大野：うーん、それでごく普通のよき政治が行われているんですか？
吉田：まぁ、よき政治とはあんまり思えないですけど、やっぱりそうすると、今まで香
港は以前はイギリスの植民地、今は中国の支配下にありますけども、そういったところ
が、有利になるような制度ですね。民主主義っていう意味では問題がある制度ですけど
も。見直そうっていう声はあるんですけど、なかなかうまくまとまんないって感じです
ね。
大野：日本はどちらかというと自分の国に対してね、何か問題があると自虐的になっ
ちゃって日本の選挙制度が悪いなんて語られてしまうんですけど世界各国から比べると
上々なんでしょうね日本の場合は。
吉田：そうですね。まぁまだ取り立てて大きな問題っていうのは、根本的な問題ってい
うのはあまりないですね。
大野：今まぁ、0増5減ですか。なんかそういう事がいわれている状況なんで、でもそん
なに大きな。確かにそれは定数削減しなくちゃいけないですけども、その香港の話と比
べるとね。　まだその他にありますか？
吉田：あとですね、例えばレバノンっていう中東の国がありますけど。ここは地域ごと
に議席を割り振ってるんじゃなくて、宗教ごとに議席を割り振ってるんです。128国会の
議席があるんですけども、半分64がキリスト教徒。半分64がイスラム教徒。更にキリス
ト教の中でもギリシャ正教が何議席、あと、マロン派っていうのが一番多いんですけど
マロン派が何議席アルメニア教会が何議席。で、イスラムの方もシーア派が何議席、ス
ンニ派が何議席…こまかく宗派ごとに分かれてるんですね。
大野：しかし、吉田さんは頭いいですね。
吉田：いえいえいえ。だから、そういう国だと地域としてのまとまりよりも宗教として
のまとまりの方が意味を持ってるっていうんで。でも実際宗教なんて途中で変えちゃう
人もいれば、そういうのも色々あるので、でもそれ見直すってなかなか難しくって宗教
戦争になっちゃう。で、戦前からずっと議席の割り振りが見直しできなかったんです。
それで、70年代に大変な内戦になって、今でもまだごたごたが続いてますけどね。
大野：難しいなぁ、宗教が絡んでくると。まとまるところも最終的にまとまらなくなっ
ちゃう。レバノンはそういう状況なんであります。それ考えると日本の選挙制度はまだ
いいんだなぁ。もうどんどんそういうところと比較して慰めてるだけなんですけども
…。


