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「保守連合」会派

吉田つとむ・連続トップ当選

ネット解禁選挙のスタイル

２月23日執行の町田市議選（定数36名−
41名が立候補）において、
「吉田つとむ」は
２期連続トップ当選し、６期目を迎えまし
た。その得票は7,235票（２位とは1,615票差）
であり、最下位当選者（2,227票）とは3.25倍
の比率でした。選挙の投票状況では、有権者
総数 340,281人、投票者数140,654人であり、
投票率は41.33％であり史上最低でした。

「吉田つとむ」はこれまで間断なく駅頭活
動を続け、丁寧な議会報告のレポートを作
り、定期的に配布をしてきました。しかも、
インターネットによる広報スタイルをいち
早く始め、とりわけユーチューブ動画によ
る情報発信が、
「吉田つとむ発見動画チャン
ネル」の名称で知られていました。
特に、昨年の参議院選挙から解禁された
インターネット解禁に合わせた、選挙運動
と公約・主張の動画による紹介アップが好
評でした。平成26年３月末で、動画の再生が
600万回に達しました。

リニア新幹線・「格式」の政策主張

無党派総結集のスローガン
吉田つとむは、平成21年に自民党を退け
られて以降、どの政党にも属さずに無所属
です。
「良識ある保守主義」のスタンスを取
り、選挙では、政党はもちろん全ての団体や
業界の推薦や支持を一切求めず、著名人や
有力者の支援も受けないスタイルが定着し
ています。個人の支持や声なき声の代弁者
としての役割が浸透しているとの評価を政
治専門家から受けています。
「権威」や「権力」に頼らない「無党派総結
集」のスローガンを打ち出た選挙戦でした。

政策主張の特徴では、前回に続き、2027年
のリニア中央新幹線開通に向けての町田市
の積極参加を掲げました。町田市内でもよ
うやく関心を生み始めました。
都市のあり方では、町田市が「中核都市」
に昇格するよう提唱しています。横浜市・
川崎市に続き相模原市も政令指定都市にな
り、八王子市も中核都市に移行を決めてい
ます。今の町田市のスタンスでは、首都圏内
で都市機能としての「格式」が低くなり、行
政の自治拡大向上が困難な時期となってい
くでしょう。
こうした考え方の基本は、
「吉田つとむ」
が以前から提唱する「納税者主権の政治」と
言う政治理念にあります。一般の人が納め
る間接税が税の基本となってきた時代には、
この思想が国でも地方でも、あらゆる政策
の基本と考えています。

★マルチメディア双方向発信 吉田つとむ発見動画チャンネル
URL http://j-expert.jp/

ユーチューブ http://jp.youtube.com/yoshidaben

編集 〒194-0011 町田市成瀬が丘1-14-12サンホワイトＥ103-13吉田つとむ（市議会議員）
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新会派：保守連合に参画

「保守連合」会派結成に参画 新年度予算と市長の施政方針
「吉田つとむ」は、昨年11月に自民党市議
会議員が統合し、所属する「志政クラブ」が
解散したことで、議会で一人の活動を行っ
てきました。今回の当選議員が確定するや、
新会派の「保守連合」の結成に参画しました。
大西宣也（現職７期）
、新井克尚（現職４
期）、白川哲也（前議員） と吉田つとむ（現
職６期）の４名のユニークな議員ぞろいの
勢力で、行政にも存在感を出して行きます。

議長選に、吉田は堂々と敗れる
町田市議会の改選に伴う正副議長選挙が
行われました。
「吉田つとむ」は２期連続の
トップ当選と言う皆様の支持を受けた立場
として、議長選挙に初めて名乗りを上げま
した。特定の支持はなく、まさに民意を受け
たと考える個人の意思であり、もとより勝
算があるものでは無かったのですが、
「堂々
と敗れる」と言う結果に至りました。議長に
は公明党の上野孝典議員、副議長には保守
連合の大西宣也議員が決まりました。自民
党は、３回連続で議長・副議長職のいずれ
をも確保できないという結果になりました。

市長の施政方針が示されました。その中
で、交通施策にも重点を置くことが明らか
にされています。すなわち、多摩都市モノレ
ールの町田延伸と、京王多摩線の相模原へ
の延伸の実現化に取り組む姿勢です。市長
は鉄道路線の延伸には従前消極的なスタン
スでしたので、前期の後半から前向き方針
に改めたものと理解しています。その中身
の充実度はいかなるものかが今後問題でし
ょう。これらの鉄道延伸要請の運動を先導
してきた市議会との協調を市長は本気で打
ち出すか、様々の角度から具体的に問いか
けていきます。
「吉田つとむ」は、
「リニア中央新幹線」に
関して町田市が相模原市と一体になった取
り組みをすべきと提唱してきました。開通
は2027年のことですが、いよいよ、町田市領
域でも路線開設の関連工事が始まりますが、
これを支持する立場で問題点を論議するも
のですが、町田市長は、このテーマに関して
施政方針で何
も述べていま
せ ん。町 田 市
に駅ができる
わけがないこ
と で、関 心 が
未だ薄いよう
で す が、こ の
方針転換を求
め る こ と が、
「吉 田 つ と む」
の任務でしょ
う。

★マルチメディア双方向発信 吉田つとむ発見動画チャンネル
URL http://j-expert.jp/

ユーチューブ http://jp.youtube.com/yoshidaben
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後援会＆一般活動報告・総合編集

研修生の議会見学傍聴

携帯ＱＲコード
でブログ閲覧

研修生レポート ⑭ 金田有里恵

第30回セミナーの開催案内

永田町に出向き、参議院議員の山東昭子
さんとの面談の機会を設けて頂きました。
吉田議員の夏のインターン生が市議会議員
選挙の際
にウグイ
ス嬢を務
めたとい
う 話 が
きっかけ
で、山 東
議員は声
や話し方
について
言及なさ
いました。
私は先日大学にてアナウンス講座を受講
したばかりでしたので、声や話し方のお話
に非常に興味を持ちました。山東議員のお
話をまとめますと、日本の女性（特にニュー
スキャスターなど）は「可愛らしい」声で話
す傾向にあるのに対し、外国の女性は落ち
着いた、トーンの低い声で話す傾向にある
らしいです。外国の女性のように低く落ち
着いたトーンで話した方が信用を得やすく、
有利になるという理念です。ボイストレー
ニングの大切さもお話してくださり、納得
する点が多々ありました。事実、山東議員の
声は聞き取りやすく、聞き手を引き寄せる
魅力があるように感じました。私も機会を
見つけて練習してみたいと思います。
（研修
は2014年3月で終了）
第33期研修生 金田 有里恵
フェリス女学院大学１年生（記事の時点）

開催日時：2014年5月25日（日）PM1:30 〜
開催場所：町田市民フォーラム 第1学習室
入場料：無料（席は事前の申し込み優先。飲
食はつきません）
＊ただ今、内容を検討中ですが、時節にあっ
たテーマを設定致します。
主催：町田市議会議員 吉田つとむ事務所
電話：042-795-7361 fax：042-795-2726

★吉田つとむの連絡先

クトロヴァッツコンサート・11/24
（クトロヴァッツコンサートさがまち公演）
開催日程：2014.11.24(月・祝日）
開演時間：午後２時30分（14：30）
開催場所：相模女子大グリーンホール
（相模原文化会館）
入 場 料：前売りチケット3,000円
（学生2,500円）
取 扱 い：実行委員会
FAX. 042-795-2726
チケットMove・チケットぴあ

一昨年の町田に続き、今年は相模原で開
催です。町田市の皆さんもぜひお越しくだ
さい。

TEL 042-795-7361 FAX 042-795-2726

◇どうぞ、町田市政や議会に関するご要望や、ご意見をお気軽にお寄せ下さい。
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インターンシップ報告・総合編集

インターン生募集中。
楽しい社会体験プログラム

携帯ＱＲコード
でブログ閲覧

夏季研修生の募集について

研修生レポート ② 渡辺 梨菜

吉田つとむは、大学生を研修生として受
け入れる「議員インターンシップ」を平成10
年（1989年）からスタートし、連綿と続けて
きた数少ない政治家です。この間の体験者
は、その大半が民間企業に就職し、一定数国
家･地 方 公 務 員
になっていま
す。複 数 の 弁 護
士も誕生・活躍
し て お り、小 学
校教師も誕生し
ています。創業・
東証に上場した
起業家もおり、一方で、海外を仕事の場にす
る頼もしい元研修生も出ています。
ちなみに、この間、59名（女子32名、男子
27名）の学生がインターンシップを体験（含
む体験中）していますが、最近では参加者に
毎回のレポートの提出を必須化し、その内
容をネットで公開しているのが特徴です。
夏季（及び、その前後）の研修希望者は下記
のアドレスにお問い合わせください。

市内の小学校で行われた天体観測に参加
しました。この天体観測は理科の授業の延
長ということで、20年以上続いているイベ
ントだそうです。わたしは保護者の方たち
と一緒に450人分の豚汁とおにぎりをつくり
ました。
この日は雲が多く、星が観測できるかど
うか微妙な状況でしたが、校庭に設置され
た望遠鏡からは木星を観測することができ
ました。わたしははじめての天体観測で、望
遠鏡越しではありますが、本物の惑星をみ
ることができてとても感動しました。この
イベントに参加していた小学１年生の３人
組と少しお話をしたのですが、
「星がみえた
よ！」とうれしそうに教えてくれました。
小学校低学年から中学生、保護者などた
くさんの方々がイベントに足を運んでおり、
お腹も満たされながらの天体観測は大成功
したように思われました。

（町田産牛乳をPR、町田みるく工房ピュア）

34期研修生 渡辺 梨菜
フェリス女学院大学

★吉田つとむの連絡先

新３年生

TEL 042-795-7361 FAX 042-795-2726

◇どうぞ、町田市政や議会に関するご要望や、ご意見をお気軽にお寄せ下さい。

