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お年年寄りを「ジジババ」呼ばわり  

	 

	 

動画：http://www.youtube.com/watch?v=-AFKXFWxitk	 

文字起こし引用元：真実を探すブログ	 http://saigaijyouhou.com/blog-entry-1720.html	 

参考：日刊ゲンダイ	 「老人にスリ寄る舛添氏、過去には「アイツら」「ババア」暴言」

http://gendai.net/articles/view/news/147724	 

	 

舛添要一：奴らは、金持ってんですよ！	 

司会者：奴らはかわいそう	 

舛添：1400 兆のうちの半分の 700 兆は、ジジイ・ババアが持ってんだよ！	 

司会者：あいつらがですかぁ？	 

舛添：あいつらが！	 

舛添：つまり所得税で取ったらあんたからしか取らないんだよ。若い人からしか所得税上げたら取れな

いの。消費税上げたらあの年寄りからも取れるんだよ。どっちがいい？	 

司会者：年寄りからお金取るって、酷い話ですよ。	 

舛添：そんなら君らから取るよ。	 

司会者：それ言われたら困りますけど。	 

舛添：困るでしょ。年寄りから取った方が良いでしょ！	 

	 

	 

▼「しんぶん⾚赤旗」2008 年年 5 ⽉月 26 ⽇日付  
   後期⾼高齢者医療療制度度／世代間対⽴立立あおる厚労相  
   ⾇舛添要⼀一厚労相は 25 ⽇日のＮＨＫ「⽇日曜討論論」で、後期⾼高齢者医療療制度度で保険料料を徴収しないと「⼦子ど
もや孫が『なんだ、じいちゃん、ばあちゃん。あんたが⻑⾧長⽣生きするから私の保険料料が増えるんじゃない』
と反乱が起こる」と発⾔言。同制度度は現役世代の負担軽減のためだと強弁しました。  
  

伊⾖豆⼤大島の被災者に逆ギレ  

     



2 
 

出典：ブログ	 おしえて	 くまっしい（被災住民の方が執筆）http://kumasshyi.wordpress.com/	 	 

「何しにきたの？	 舛添さん」（2014 年１月 17 日）	 

	 

（舛添氏がくるという情報を聞き、「伊豆大島に来られるのなら、ぜひ被災者の会の事務局を訪れて下さ

い。」とメールとツイートで知らせたところ、いつまでたってもこない。それで、港で待った。そして）	 

	 

港に舛添さんが来たので、いっしょに行った女性被災者が、『被災者の会からのお知らせ』（会報）を手

渡し、「被災者の会というのを作っていますので、これを読んで下さい。」と訴えました。	 

	 

すると、舛添さんは何を勘違いしたのでしょうか・・・？？？	 

「はい。今、見てきましたから。」	 

とぶっきらぼうに答えたのです。	 

	 

え？？？どういうこと？？？どこかで、『被災者の会からのお知らせ』見てきたの？？？	 

多分、「被災地を見てきた」ということが言いたかったのでしょうが、どうもこちらの話の内容はあんま

り分かっていない様子です。	 

	 

今度は、他の男性被災者が、	 

「なんで、被災者の声を聞きに来てくれないんですか？いったい大島に来てどこをまわってきたんです

か？」	 

と質問すると、	 

「被災地を見てまわってきたし、被災者の声を聞いてきましたよ。」	 

との返答。	 

いったい誰の話を聞いたのでしょうか？？	 

※後から聞いた話では、献花台へ行った時に、その近所の被災者数人とだけ話をしたそうです。	 

	 

そこで、その男性被災者が、	 

「被災者の会にも来ないし、避難住宅にも来なかったじゃないですか？被災者の声を聞いて下さいよ。」	 

とさらに質問すると、	 

「聞きますよ。今、言って下さい。」	 

との言葉が返ってきました。	 

	 

こちら側としては、他の多くの被災者の居る場所へ来て、ひとりでも多くの声を聞いてほしかったので、	 

「そうじゃなくて、避難者が暮らす避難住宅にも来ないで、それで被災者の声を聞いたなんて言えるん

ですか？聞いてないじゃないですか。」	 

と、必死に訴えました。	 

	 

すると、舛添氏は逆上し、	 

「聞いたって言っているでしょう！！失礼でしょうが！！」	 

と、こともあろうに被災者に逆ギレしてきたのです！！	 

一番上（左）の写真がその様子です。	 

	 

いやいや・・・普通は、被災者にお見舞いを言いこそすれ、どんなことがあったって逆ギレすることな

どないと思うのですが、これが、私たちの都知事になろうとする人物なのだろうか・・・と、私も驚い

てしまいました。	 

被災地を見に行くのはまあ当然のこととしても、砂防ダムなんかもしっかり視察してきたらしいので、	 

「被災者をスルーして、この人いったい何しにきたんだろう？？土木工事の視察に来たのか？？」	 

と勘ぐってしまいました。	 

	 

それからしばらく、その被災者と舛添さんとの間に激しい口論が続いたのですが、何があっても次の都

知事候補のお考えを聞かずに帰るわけにはいきません。	 

少し時間を置いてから、私の方からも舛添さんに質問してみました。	 

「伊豆大島についての政策を教えて下さい。」	 

すると舛添さんからの回答は、	 

「防災対策をきちんとやるっていうことです。」	 
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とのこと。	 

	 

ん・・・？？？防災対策・・・で、砂防ダム視察・・・ってことは、やっぱり土木工事、公共事業の話

がメインなのかな？？それはもちろん大切なんだけど・・・そこで続いて、	 

「被災者の生活再建はどうなるんですか？」	 

と質問すると、	 

「それも含めてやるということです。」	 

とのこと。	 

	 

「具体的には何をやるんですか？」	 

と重ねて聞いてみると、	 

「それはこれから具体的に考えます。」	 

とのお答えでした！！！	 

イヤイヤイヤ・・・！！！それ、政策なんにも言っていないに等しいっすよ！！舛添さん！	 

	 

（以下略）	 

	 

	 

年年収 1700 万円資産 3 億円にも関わらず競⾺馬で 800 万円損

したため、重度度の障害を持つ婚外⼦子の扶助減額要求、裁判に  
出典：NEWS ポストセブン	 2013 年 12 月 2 日	 （※週刊ポスト 2013 年 12 月 13 日号）	 

http://www.excite.co.jp/News/society_g/20131202/Postseven_229600.html?_p=1	 

「舛添要一氏「月収 8 万円だから」と婚外子への扶助減額要求」	 

	 

	 舛添要一氏といえば、表の顔は、議員職を辞めた後も頻繁にメディアに登場し、元厚労相という経歴

や母を看取るまでの介護体験を活かして社会福祉問題に鋭く切り込む論客。一方、私生活では“艶福家”

としてよく知られている。現在の夫人は 3 人目の妻で、2 人の愛人が産み認知した子 3 人と実子を合わせ

ると、舛添氏には実に 5 人の子供がいる。	 

	 50 代後半の元愛人 A 子さんが舛添氏の子供を産んだのは 1988 年。舛添氏が認知したのはそれから 2 年

ほど経ってからで、以来、扶助料の支払いだけが唯一の繋がりだった。	 

	 そんな中、昨年 4 月、およそ 22 年ぶりに舛添氏から A 子さんのもとに弁護士名で 1 通の手紙が送られ

てきたという。A 子さんの知人がいう。	 

「内容は『自分の年収が激減している。子供も自立したのだから、月額 22 万円の扶助料を減らしたい』

という通告だったそうです。子供を認知した後は、子供が学校でイジメに遭おうが、病気で入院しよう

が、舛添さんからは電話の 1 本もなかったので、A 子さんらはとても驚いたそうです」	 

	 減額の要請は不誠実ではないかと感じた A 子さんは通告を拒否。すると舛添氏サイドはすぐに調停を

申し立て、昨年 6 月に家庭裁判所で審判が始まったという。	 

「そもそも減額の理由が全然納得できるものではないんです。舛添さんは当時、現役の国会議員で安定

した収入があったはずなのに、それが突然、収入が激減したという。不審に思った A 子さん側の弁護士

が、調停の過程で舛添氏の確定申告などを調べたところ、2011 年に競馬関連で 800 万円の損害を出して

いたことがわかったそうです」（同前）	 

	 A 子さん側はそのことを調停で質した。すると、舛添氏側は、「エリザベス女王杯というものがある通

り、競馬は国際関係の研究・勉強に資するものです」と答え、それにはさすがに調停員も失笑したとい

う。	 

	 そこで本誌も舛添氏の議員時代の所得等報告書を確認してみると、2011 年の収入が約 1900 万円、2012

年が約 1700 万円。たしかに少し減っているが一般庶民の感覚からは羨むばかりの高所得である。	 

	 調停では、前回 11 月 16 日に舛添氏側が提出した証拠資料が、さらなる紛糾の火種になった。自身の

“清貧”ぶりを証明するものとして、舛添氏側は給与明細を提出した。しかし、そこには「現在の収入

は月 10 万円」と記されていたというのだ。	 

	 にわかに信じがたいため、本誌が同資料の内容を確認したところ、たしかに舛添氏の今年 10 月分の収

入は、「舛添政治経済研究所」から支出された基本給 10 万円のみと認められた。	 

手取り額にすると、たった 8 万 3334 円である。 
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「要するに“月収 8 万円だから扶助料を減額して”というのですが、議員を辞めた後も、評論家として相
当な頻度で各メディアに登場しているのは誰でも知ってることでしょう？ A 子さんも『週に何度もテレビ

やラジオに出ているのに……』と絶句していましたよ」（同前） 
 舛添氏を知る関係者によれば、舛添氏には他にも家賃収入が月 30 万円超、年金収入が年 110 万円
あるとされる。これだけで月 10 万円を軽くオーバーしてしまうのだが……。 

 A 子さんらが憤る理由はそれだけではない。調停では、舛添氏が河口湖や湯河原などに別荘を含め
た不動産を複数所有し、その資産価値が 3 億円近くになることも指摘されたという。しかし、舛添氏側
は「妻名義である」ことを理由に取り合わなかったとされる。 

	 

	 

	 

年年越し派遣村に「怠け者」呼ばわり     

抗議されると「あれは⽣生活保護の⺟母⼦子家庭のこと」と“弁明”  

	 

引用元：BLOGOS	 舛添要一氏「日本は低負担高福祉・消費税 15％・ブラック企業応援・臨海地域に原発と

米軍基地建設を」http://blogos.com/article/77888/	 

	 

▼「朝⽇日新聞」2009 年年 8 ⽉月 26 ⽇日付  
   ⾇舛添厚労相、総選挙遊説中の「怠け者」発⾔言を弁明   派遣村などの抗議受け  
  
   ⾇舛添厚⽣生労働相は２５⽇日の閣議後の記者会⾒見見で、総選挙の遊説中に「働く能⼒力力と機会があるのに怠け
ている⼈人に、貴重な税⾦金金を使うつもりはない」という趣旨の発⾔言をしたと追及され、弁明に追われた。
⾇舛添⽒氏は「⾃自⽴立立が⼤大事だということを訴えたかった」と語った。  
  
   演説は 18 ⽇日に神奈奈川県内で⾏行行った。年年末年年始に東京・⽇日⽐比⾕谷で開かれた「年年越し派遣村」に、⾏行行政が
約４千件の求⼈人情報を提供したにもかかわらず、誰も応募しなかったなどと指摘。同じ演説の中で「怠
け者」発⾔言が⾶飛び出した。実際には、初⽇日には申し込みがなかったが、その後 100 ⼈人以上が申し込んだ。  
  
   この発⾔言に対し、派遣村の元実⾏行行委員会の湯浅誠・元村⻑⾧長ら有志は 24 ⽇日、「事実をねじ曲げた発⾔言で、
今なお厳しい雇⽤用情勢の中で⽣生活の再建を⽬目指して努⼒力力している⽅方々への侮辱である」として、⾇舛添⽒氏
に謝罪と発⾔言撤回を求める抗議⽂文を出すなど、波紋が広がっていた。  
  
   ⾇舛添⽒氏は会⾒見見で「怠け者発⾔言は（⺠民主党が復復活を強く主張する）⽣生活保護の⺟母⼦子家庭（への加算）の
中で⾔言ったつもりだ」と反論論しつつ、反発が広がったことには「⼤大変残念念。今後、⾔言い⽅方を注意したい」
と述べた。  
	 

▼「産経新聞」2009 年年 8 ⽉月 26 ⽇日付  
   ⾇舛添⽒氏「怠け者」発⾔言で釈明  
  
◆⾇舛添⽒氏「年年越し派遣村」の失業者は「怠けている連中」  
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   ⾇舛添要⼀一厚⽣生労働相は２５⽇日の記者会⾒見見で、「年年越し派遣村」に参加した失業者を「怠けている連中」
と発⾔言したとして抗議を受けたことについて「今後は⾔言い⽅方を注意する」と釈明、発⾔言の真意を「働く
能⼒力力と機会がありながら働かない『怠け者』に貴重な税⾦金金を１円も払うつもりはない、ということを⾔言
った」と説明した。  
  
↓参考  
⾇舛添要⼀一厚⽣生労働⼤大⾂臣への抗議⽂文（元派遣村実⾏行行委員会有志⼀一同）  
http://ameblo.jp/kokkoippan/entry-‐‑‒10328267073.html 
 
▼「毎⽇日新聞」2009 年年 8 ⽉月 28 ⽇日付  
   ⾇舛添厚労相：「怠け者発⾔言」   市⺠民６団体が抗議  
  
   ⽣生活保護問題や貧困問題に取り組む市⺠民団体や弁護⼠士グループが２７⽇日、⾇舛添要⼀一厚⽣生労働相が２５
⽇日の閣議後会⾒見見で「怠け者発⾔言は⽣生活保護の⺟母⼦子家庭（への⺟母⼦子加算）の中で⾔言ったつもりだ」と発⾔言
したとして、謝罪と発⾔言撤回を求める抗議⽂文を送った。  
  
   抗議⽂文は、しんぐるまざあず・ふぉーらむ（⾚赤⽯石千⾐衣⼦子理理事）など６団体が連名で出した。【東海林林智】  
  
↓参考  
「⽣生活保護の⺟母⼦子家庭は怠け者」   -‐‑‒⾇舛添厚労⼤大⾂臣発⾔言への抗議⽂文、撤回と謝罪を求める  
http://ameblo.jp/kokkoippan/entry-‐‑‒10330156841.html  
  
⾇舛添厚労相また暴暴⾔言   -‐‑‒  派遣村でなく怠け者は⽣生活保護の⺟母⼦子家庭  
http://ameblo.jp/kokkoippan/entry-‐‑‒10329459516.html 
	 

	 	 

  
  
⾇舛添⽒氏は、15 歳以下の⼦子どもがいる⺟母⼦子家庭に⽀支給してき
た⽣生活保護の⺟母⼦子加算を、廃⽌止に追い込んだ張本⼈人  

  

◆⾇舛添⽒氏（派遣やパートの均等待遇は）「まじめにがんばる⼈人の意欲をそぐ」「税⾦金金のむだ使い」「企業は

海外に逃げるか、つぶれるしかない」  

   （⽣生活保護の⺟母⼦子加算の復復活）「そこまで増やしたら⼈人間が腐る」  

  

   「法⼈人税が⾼高すぎる。」「これでは国際競争⼒力力も弱まります。」「法⼈人税を下げろと⾔言うと、⼤大企業優遇

だ、それより貧しい⼈人を優遇せよなどと古典的な時代遅れの⾔言い回しを鳩⼭山内閣はしている。でも、会

社がつぶれたら従業員もその家族も路路頭に迷うんです。⺠民主党は法⼈人税を下げると税収が減ると思って

いるようですが、減税すれば、海外に逃げた企業が戻ってきて、企業の数は増えるし、個々の企業の業

績だって上がりますから、税収はおつりが来ます。」  
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   「⺠民主党は、派遣労働者も正規労働者も、仕事内容が同じなら待遇は同じでないといけないという。

でも、派遣やパートは、基本的には登録しておいて、好きなときに会社に来ればいい。しかし、正規労

働者は⾬雨が降降ろうが雪が降降ろうが働かざるを得ないんです。だから給料料が⾼高い。そこを平等にせよとや

ると、まじめにがんばる⼈人の意欲をそぐし、悪しき政府の介⼊入になって結果平等にするために政府がお

⾦金金を出さざるを得なくなる。税⾦金金が増え、むだ遣いにもなります。派遣に対する考え⽅方もおかしい。そ

もそも、⾦金金融機関が企業に⾦金金を貸さないから、企業は経費削減するしかない。経費の最たるものは⼈人件

費。それで正社員を減らして派遣を増やす。それをだめと⾔言ったら、企業は海外に逃げるか、つぶれる

しかない。だから私は厚労⼤大⾂臣として、派遣の全⾯面禁⽌止はしないで、悪いところを改正するぎりぎりの

詰めをやったんです。今の⻑⾧長妻昭君なんて、そういう緊張感もなく、何も知らないから、勝⼿手なことを

⾔言う。」  

  

   「私の⺟母のように⽣生活保護を受けず、⻭歯を⾷食いしばって働く⼈人の収⼊入は 27 万円なんてとてもいかない。

なのに⺟母⼦子加算を復復活したら 30 万円になります。そこまで増やしたら⼈人間が腐るんです。お⾦金金を遊興費

に使う親もいる。いま、ものすごい速さで⽣生活保護世帯が増えていますよ。」  
  
	 

▼「しんぶん⾚赤旗」2008 年年 1 ⽉月 20 ⽇日付  
   ⾇舛添厚労相「医者増やすとホームレスに」  
  
   ⾇舛添要⼀一厚⽣生労働相は 19 ⽇日、⻑⾧長野県飯⽥田市での国⺠民対話集会で、医師不不⾜足問題について、「医者は 10
年年後にしか育たない。仮に、いま⾜足りない医師をばーんと増やしたら、10 年年たったら余って医者のホー
ムレスが⽣生まれることになる」などと述べました。参加者から出された「地域から産科医がいなくなっ
てしまう」「医師の過酷な勤務をなんとかしてほしい」という要望に答えるなかで、発⾔言したもの。⽇日本
の⼈人⼝口千⼈人当たりの医師数はＯＥＣＤ（経済協⼒力力開発機構）加盟 30 カ国のなかで 27 位という低い⽔水準
にあり、国際的にみて、12 万〜～14 万⼈人も⾜足りないのが現実です。⾇舛添⽒氏の発⾔言は、厚労⾏行行政の責任者
としての資格を疑わせるものです。  
  
	 

「⼥女女は⽣生理理の時はノーマルじゃないから政治家には向かない」  
出典：ＢＩＧＭＡＮ1989 年 10 月号「増殖マドンナ議員は日本をダメにするか！？	 

日刊ゲンダイ「「女ごとき」「男より欠ける」…舛添氏“消せない”女性蔑視発言」	 

http://gendai.net/articles/view/news/147665	 

	 

「僕は本質的に女性は政治に向かないと思う。たとえば、指揮者、作曲家には女はほとんどいない。女

が作曲した曲に大したものがない。なぜか、と考えてみると、実は指揮者は政治家に似ていることに気

づいたわけ。オーケストラを統率する能力は、女性は男性より欠けているわけです。作曲家が少ないの

も、論理構成をして様々なパーツを上手にワンパッケージにまとめる能力がないから。これはシングル・

イシュー・ポリティックス（単一争点政治）とも関係してくる。」	 

	 

「それから、体力の差ということでいえば、政治家は 24 時間、いつ重要な決断を下さなければいけない

かわからない。そのとき、月１回とはいえ、たまたま生理じゃ困るわけです」	 

「女は生理のときはノーマルじゃない。異常です。そんなときに国政の重要な決定、戦争をやるかどう

かなんてことを判断されてはたまらない。」	 

	 

「人殺しがうまいのも実は女の方」	 
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マドンナ議員が増えたのは、「歴史的な例外の時代であって、だから、女ごときが出てこれる」し、「だ

けど、あのオバタリアンは全部“あがった”人ばかりなんでしょう」	 

	 

	 

	 

	 

⾇舛添要⼀一という男の本性（⽚片⼭山さつきインタビュー）  
「仕事で遅くなると「遅く帰ってきやがって!」  逆上して怒怒鳴る。物を投げつ
ける。炊飯器の上蓋が割れていたことも。ナイフをずらっとならべ、刃先を私
につきつけた」    
引用元：週刊新潮、2010 年 5/36・13GW 特大号 

http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n243775?fr=pc_tw_share_n 

（前略） 

弱きに強く、利用できるものは何でも利用する人でした、彼は約束を守らない、 党首となった今、彼の真の姿が

いずれ明らかになるはずです。 

 

総理期待度 No1 と持て囃される舛添要一・参院議員(61)。 4 月 23 日、ついに「新党改革」を立ち上げ、党首(代

表)の座を手に入れた。 だが果たして、本当に将たる器なのか。元妻であり「政敵」となった自民党の 片山さつ

き氏(50)が、彼の本性を今、明かす。 

 これまでも、「舛添さんについて喋ってほしい」という求めはありましたが、 いずれもお断りしてきました。 いろ

いろな経緯があったとはいえ、 彼とは自民党の「同志」でしたから。しかし今回、彼はその自民党に後足 で砂を

かけるように離党していった。自民党は迷惑している。 だから今回は、私の知る彼の真の姿をお話ししても良い

かなと。  彼は新党を作って、一体何をしようというのでしょう。 カネのかかる政治との決別、憲法改正、日米安

保を基軸とした外交・安全保障掲げる政策を眺めてみても、どれも自民党がやろうとしていることと変わりはな

い。 

目新しさは何もありません。 なぜ外に出て、それをやらなければならないのでしょうか。  例えば、新党は遠州

制を導入するとも謳っています。 しかし、彼が自民党で遠州制の議論を先導したとか、 実現に向けて汗をかい

たとか、そんな話は聞いたことがありません。 何を今さら遠州制と言い出すのか、理解に苦しみます。  社民党

の福島瑞穂さんや国民新党の亀井静香さんは、小党といえども党首であり、テレビに映る機会が多い。 結局、

彼も党首になりたかっただけではないでしょうか。 利用できるものは何でも利用する人でしたから。 私との結婚

も、大蔵省の女性キャリアという私の肩書き・立場を利用したかっただけなんだろうなと、 今改めて思います。 

片山氏は、東大法学部卒業後、大蔵省(当時)に入省。 女性初の主計官として注目を集め、05 年、代議士に転

身。 昨年の総選挙で苦杯を嘗めたものの、今夏の参院選で捲土重来を期している。 大蔵官僚時代の 86 年、

東大助教授だった舛添氏と結婚。 後に離婚している。 

両者の夫婦関係はわずか 2 年強で終焉を迎えた。 だが事実上、結婚生活は始まりとほぼ同時に「破綻」 して

いたという。 近藤鉄雄先生(大蔵 OB の元労働相)に紹介されてのお見合い結婚でした。私が 27 歳の時のことで

す。今と違って、 当時は 27 歳にもなれば女性は結婚するものだという風潮があった。 役所は保守的なところで

すから、なおさらです。 そういった時代でしたから、 実は彼の前にも 2 回ほどお見合いの話があったんですが、 

私は結婚しても仕事を続けたかった。当然、帰りが遅くなることもある。 それを知ると「ちょっと考えさせて」と言

われ、二人ともお見合い にまで至らなかった。そんな折に紹介されたのが彼でした。  「自分の同期や教え子に

は官僚がたくさんいて、生活パターンは 熟知している。いくら遅く帰ってきても構わない」  彼はこう言ってくれま

した。 男性の権力が圧倒的に強い時代でしたが、仕事と家庭の両面を支援してくれる人もいるんだな、この人

は「希少価値」があると思った。 仕事を大切にしていた私にとって、彼のこの言葉こそが結婚を決意させた要因

でした。最初はソフトな印象だったんですが.......。 

 

 お見合いの場合、特に恋愛の期間がなくても結婚するものだと当時は思っていました。 それに、相手が一回り

歳上で、一応自分が卒業した大学の助教授、 しかも役所の OB 政治家の紹介ということで、迂閥にも信用してし

まったんですね。 

結婚前にこんなことがありました。ある日、私に何も知らせず、 彼は夕刊紙の記者を連れてきたんです。そして、

彼との結婚話が1面で報じられた。 保守的な役所の世界で生きていたにも拘らず、関係者への挨拶等の段取り
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を、 私はすっ飛ばす形になってしまったわけです。 官僚としての私の立場を全く考えていない。彼は、女性キャ

リアとの婚約という 「ニュース」をやはり利用しようとしたんでしょうね。 

 

ただただ、怖かった 

 

慌しく始まった結婚生活でしたが、「平穏」だったのは最初の数週間だけ。 そして彼は2ヵ月で「約束」を反故にし

ました。  「遅く帰ってきやがって!」 突然、彼は怒り始めたんです。 仕事で遅くなっても終電やタクシーで、日付

が変わる前には帰宅しようと努力していたんですが.......。 いきなりキーッとなって、理由もなく怒鳴る。一方的に

まくし立てて、 私の言うことは一切聞かない。話し合いにすらなりません。 その辺にあるものを、手当たり次第

に投げつける。後の話ですが、 炊飯器の上蓋が割れていたことも。またある時は、サバイバルナイフなどいくつ

ものナイフを私の目の前に ズラーッと並べた。彼は、ナイフの収集が趣昧だったんです。しかも、そのうちの一

つの刃先を私に向けたことまであります。 充分過ぎるほどの威嚇行為でした。今で言『えぱ「DV」ということに `

なるんでしょうか。  彼は身体も大きいし、ワーツと大声で責め立でてくるので怖かった。ただただ、怖かった。着

の身着のまま、タクシーで浦和市 (現さいたま市)にある実家に戻ったこともあります。 

結局、結婚から 3 ヵ月ほどで、弁護士に離婚を相談しました。 すると、弁護士の調査で彼には愛人が、そして彼

女が妊娠中であることも分かった。でも既にその時は、不倫の事実を知っても何も感じませんでした。  とにかく、

一日でも早く別れたい、離れなければそれだけを考えていました。 「出ていけ、出ていけ」とギヤーギヤー騒い

でいる人の横では、 寝ることさえままなりません。今思うと、愛人ができたから、 私を早く追い出してしまいたか

ったんでしょうね。完全に向こうの都合です。 

私から離婚調停を申し立て、正式に離婚が成立したのは結婚の 2 年 3 ヵ月後でした。時間を掛けたのは、世間

体を考えてのことに過ぎません。 実際は、のべ半年も同居していません。  調停にしたのは、籍を抜きたいと言

っても向こうが話し合いに応じなかったことと、離婚の原因は彼にあることを、はっきりとさせておきたかったこと

が理由です。 

10 歳以上も歳下で、しかも社会での女性の地位が今と比べものにならないほど 低かった当時、彼は私にとに

かく「暴力的」でした。  弱きに強い人-。 彼との結婚生活を振り返ると、そんなことが思い出されます。 本当に

申し訳ないんですが、良い記憶はない。恐怖のみ、それ以外何も感じませんでした。まあ、相性が合わなかった。

よく調べずに、結婚した私も軽率だったといえば、それまでですが.....。 勉強と役しか知らない「おぼこ娘」でした

から。 

 

離婚翌年、彼女はゴルフ用品のマルマンの御曹司、片山龍太郎氏と再婚。 今も彼を「龍ちゃん」と呼び、その夫

婦仲はつとに有名である。 そして 05 年、前記の通り代議士に。 一方の舛添氏は、二人の女性に出産させたも

のの入籍せず、後に別の女性と再婚。その間には、婚約不履行で訴訟を起こされてもいる。（後略） 

 

 

	 

週刊文春２００７年～「舛添要一『消せない過去』」	 
「８０年代当時はＤＶという言葉はなかったが、すぐ頭に血が上ってキーッとなる。『今なら問題になる』

と片山さんは言っていましたね。骨折とか病院に駆け込むような話はなかったようですけど。サバイバ

ルナイフを突きつけたという話も有名。彼はナイフ集めが趣味なんです。２０本くらい持っていた。い

じくっているうちに、そんな場面もあったようです」（２人をよく知る関係者）	 

「フランス人と結婚する前にもフランスで日本人女性と結婚式を挙げていたんです。片山さんは知らな

かった。片山さんは結婚するとき、相手に離婚歴があるというので、親戚中に猛反対された。バツ２だ

ったら、絶対、結婚していませんよ。片山さんは『詐欺だよ。知っていたら結婚しなかった』と怒って

いました」（前出の関係者）	 

（舛添をよく知る女性のひとり）	 

「大臣になって、今後、イロイロ出てくると思う。裁判沙汰になっている女性もいますからね。表に出

ないだけで、面白くない思いをしている女性は大勢いる。あの人はいつも無理に無理を重ねている。余

裕がないからトラブルになるんです」	 

	 

	 

こうした、片山さつきさんとの結婚生活について本人は	 

	 

「男にとって女ほど美しいものはなく、何としてでも手に入れたいと思う。…この智略戦	 略がみごとに

効を奏すると、嬉しいはずなのに、幾分の不安を感じる。やがてくる悲劇の予兆を敏感に嗅ぎとってい

るからかも知れない」「新潮 45」エッセイ	 
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「あれほど恋いこがれ	 たものを、今や社会の制度という枠の中にとじ込めようというのである。制度は

次から次へと邪念を呼ぶ」「新潮 45」エッセイ	 

	 

「全情熱を注いで女性を恋する男ほど結婚生活に失望するのも無理はない」「新潮 45」エッセイ	 

	 

	 

【その他】	 
（引用元：噂の眞相 90 年 1 月号特集 1	 タレント文化人舛添要一の危険な人間性を徹底解剖！）	 

『週刊文春』「デーブ・スペクターのＴＯＫＹＯ裁判」	 

	 

「百万人ぐらい殺せる大政治家じゃないとどこの国でもダメだってこと」	 

「僕は宇野さん（注・宗佑＝前首相）に何十人愛人がいてもいいと思う。企業	 から何億円お金もらった

っていいと思う。大事なのは彼がどういう政策を実行するかという点です。へソの下はどんなにダーテ

ィでもいい」	 

「土井たか子みたいに男に恵まれないような女性に限って、男の浮気を批判するんだ。金丸信がいった

ように、男も知らない女が党首になっちゃ、社会党もダメだね。人類の半分を	 知らない奴に政治はでき

ない」	 

「政治家にはものすごいエネルギーが要求されるの。日本国民一億二千万人を救うためなら、軍隊を出

動させることだってある。	 自分の嫁さん以外の女の一人や二人抱くぐらいのエネルギーがないような奴

に日本の政治は任せられないよ」	 

	 

「⺟母の介護が政治家としての原点」は本当か？  

	 

引用元：BLOGOS ウソにまみれた舛添氏の「私が政治家を志した一つの原点」	 

http://blogos.com/article/78597/	 

	 

週刊文春	 

2014 年 1 月 30 日号	 ２６～２７ページ	 

「都知事の資格なし」	 

舛添要一	 親族は母介護のウソを今も許さない	 

	 

舛添氏は 1999 年に『母に襁褓（むつき）をあてるとき－介護	 戦いの日々』を出版します。	 

その内容のについて舛添氏の実の姉が「要一が本で書いている内容は、全部反対の話だと理解しても

らったらいい」と文春の取材に答えています。	 

	 当時舛添氏は文春の取材に対し「長姉夫婦は母を虐待して脅かしていた。姉夫婦があまりにも酷すぎ

ると親戚も近所もみんな言っていましたよ」と応えています。	 
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	 ところが文春が近所や親戚を取材してみるとそんな話は一切出てきませんでした。	 

	 逆に長姉の夫が母をおぶって百段近くある急な階段を登って自宅と病院を行き来する姿が見られてい

たり、長姉が「おばあちゃん、ごはんよ」と呼ぶ声がよく聞かれていたそうです。	 

	 文春記事は、生活保護を受けていた舛添氏の姉の一人に行政から扶養するむね要請があったことを断

る一方で、愛人の子供の養育費の減額を求めて調停を申し立てた事実にも触れています。	 

	 記事の中で文春は舛添氏に再取材を申込みますが、直撃すると「ダメダメ」と取り付く島もなく逃げ

ているそうです。	 


