
広報           2018.423

掲
載
ペ
ー
ジ

福
祉
と
暮
ら
し

健

康

環

境

情

報

ゴ

ミ

ま
ち
の
話
題

ホ
ー
ル
・

イ
ベ
ン
ト

K
コ ウ

o'u m
マ ナ

ana'o
オ

 u
ウ ル

lu w
ヴ ァ レ

ale ～ふと思ったこと

Profile Gavyn Guigui（ギギ・ギャビン）

出身：ハワイ　年齢：24歳
趣味：料理、まちへ出かけること、カラオケ

Don’t care much about politics

　今月号から市内の文化財を紹介します。
　今回は浄瑠璃寺の木造阿弥陀如来坐像です。
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（加茂町西小）
　平安時代中頃、仏法が次第に廃れていくという末
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生を願う浄土信仰が高まり、九体阿
弥陀如来像を安置した阿弥陀堂が多く造立されました。
浄瑠璃寺の阿弥陀如来坐像は往時の姿を伝える現存唯
一として国宝に指定されています。この7月に明治の修
理以来約100年ぶりに阿弥陀如来坐像の修理がおこな
われます。1体または2体ずつ修理に入り、次に9体が揃
うのは5年先です。6月までにぜひ観覧ください。
■問文化財保護課　☎75‐1232

シリーズ「木津川市の文化財を巡る」 第1回

　I often hear Japanese people wishing that their own 
countrymen would pay more attention to and participate 
in politics. Japanese ambivalence towards politics is 
supported by the numbers. According to the Japan 
Times, last year’s election turnout for the House of 
Representatives was the second lowest in post-war 
Japan at 53.69%. Feelings of disenfranchisement between 
young and old voters, can be used as an explanation to 
the country’s lukewarm response to politics. The feeling is 
mutual in Hawaii where politics is not popular.
　Civic engagement in Hawaii is extremely low. While 
726,940 people are registered voters, only 252,725 (34.8%) 
of them voted in the 2016 primary election. But it wasn’t 
just last year. Hawaii has had the lowest voter turnout in 
the country for the past five presidential elections. 
　Why is civic participation so low in Hawaii? A few reasons 
are regularly cited, the most often being the dominant-party 
system that some believe discourages people from voting. 
Democrats have had a firm grip on the state since the 50s, 
with voters favoring the democratic nominee for president 13 
out of the last 15 elections. “We’ve become an uncompetitive 
state,” expressed one University of Hawaii political science 
professor. To put it simply, residents who would vote 
democrat stay home as there is no urgency to vote. On the 
opposite end, voters who would vote republican stay home 
because they know there aren’t enough votes for their 
candidate. The result is a population that undervalues voting 
and thus doesn’t.
　In addition to the primacy of the Democratic Party, 
reasons such as the literal and figurative distance between 
the American continent and Hawaii and the overthrow of 
the Hawaiian Kingdom are attributed to strong and lasting 
voter apathy.
　“No vote, no grumble” is a local pidgin phrase often used 
in Hawaii to encourage civic engagement amongst residents. 
In other words you have no right to complain if you do not 
vote. If your country gives you the right to vote, exercise it by 
voting. Don’t take that right for granted!

　日本人は、もっと政治に注目し、参加することが望ましいと
日本人からよく聞きます。日本人の政治への関心を示した数
値があります。ジャパンタイムズの記事によると、第48回衆議
院議員総選挙の投票率は、戦後二番目に低い53.69％でした。
人々の政治離れが、投票率の低い理由の一つとしてあげられる
でしょう。ハワイでも、政治はあまり話題にされません。
　ハワイの投票率は非常に低いです。2016年のアメリカ予
備選挙がおこなわれた際、登録されている有権者は726,940
人でしたが、その内252,725人（登録有権者の34.8%）しか投
票しませんでした。昨年だけでなく、過去5つの予備選挙にお
けるハワイの投票率は、アメリカで最も低かったです。
　なぜこれほど低いのでしょうか。それには、数多くの理由が
あり、最大の理由は、ハワイの一党優位政党制が考えられます。
一つの主要政党が大半の投票者に支持され、政権を持つ状態が
続いたため、人々の投票する気持ちが失われました。ハワイで
は、アメリカの民主党が1950年代以来政権を持ち続け、過去15
回の大統領選挙で民主党の候補者が13回も選出されました。
ハワイ大学政治学科の教授は「ハワイでの選挙は競争的ではな
くなった」と述べています。民主党の候補者が負ける恐れがな
いため、多くの民主党支持者は投票しません。また、共和党など
の敗退を想定し、その他の党の支持者も投票しません。そのた
め、住民は投票に価値を見い出さなくなってしまいました。
　一党優位政党制の他に、アメリカ本土とハワイ諸島の距
離やハワイ王国の廃止などが政治への無関心の理由として
示されています。
　ハワイでは、投票することを促すために「N

ノ ー

o v
ボ ー ト

ote, n
ノー

o 
g
グ ラ ン ブ ル

rumble」という合言葉がよく使われています。「投票しなけ
れば文句を言う権利がない」という意味です。選挙権がある
国に住んでいたら、投票することでその権利を主張してくだ
さい。選挙権は当然だと思ってはいけません。


