
街頭演説で、しっかりと説明がついていた話題ランキング

説明量1位の話題 2位 3位 4位 5位

自民党1 1枚目の投票用紙に、

鉛筆持ったら、ミハラ

ジュンコと書いて

手ぶらでできる期日前

投票

三原じゅん子さんへの

投票、宜しくお願いを

致します

生活の不安、不満、政

権与党に来るのが当然

かかったお金、400万

＊です

自民党2 投票日に向けてオオウ

チリカさんにお力添え

いただきますよう

エネルギーと食料品に

特化した対策、これは

効果が出てる

山形県の為に働きたい

という一心です

アジアの中で、厳しい

安全保障環境の中にあ

ります

オオウチリカさん、是

非皆様方に押し上げて

いただきたい

公明党1 今年度の予算の予備

費、これをすぐに使っ

て物価対策をやる

現場の皆さんからの期

待を訴えたことを結果

でお戻しをする

防衛力シンニ＊必要な

ものを公明党は強めて

いきたい

カナガワ選挙区で立候

補した、ミウラノブヒ

ロ＊を、勝たせていた

だきたい

その仕事をなんとして

もやらせていただきた

い

公明党2 ミウラノブヒロに託し

ていただきますよう、

何卒よろしくお願い申

し上げます

ミウラノブヒロ、どう

か、どうか、国会に

送って

3つの課題に挑戦をし

てまいりたい

公明党そして神奈川選

挙区のミウラノブヒロ

よろしくお願い申し上

げます

その仕事を何としても

やらせていただきたい

立憲民主党1 ヨシノマサヒデさんを

国会に送り込まなけれ

ばならない

ヨシノ＊のために、皆

様のご尽力頂きますよ

うに、心からお願い

、私達の価値観をぜひ

とも国会で追及をさせ

ていただきたい

一緒に声を上げて、ヨ

シノマサヒデ、広げて

いこう

伸ばしていく、このこ

とを是非ともここから

スタートさせて

立憲民主党2 生活が第一の立憲民主

党を、大きく大きく伸

ばしていきたい

ぜひとも改めて、ミズ

ノモトコ、お力をいた

だきたい

しっかりと物価を下げ

る提案をミズノマトコ

にやらせてください

その責任も含めて私に

担わせてください

この物価高を放置して

いるに等しいと皆さん

思いませんか

立憲民主党3 タナブマサヨを再び国

政へ＊送り出していた

だけないでしょうか

しっかりと賑やかにこ

の選挙戦戦い抜きたい

みなさんの力をお与え

いただきますことを心

から、心からお願いを

申し上げ

命を守らねばならない

と、その思いを強くし

ている

連合青森としても応援

をしていきたい

立憲民主党4 応援に駆けつけていた

だきました、日本労働

組合総連合会ヨシノト

モコ会長

できる事があるのに、

岸田さんはやっていま

せん

皆様の声をどうか国政

に届けさせてください

シラカワアユミさんの

当選を一緒になって勝

ち取っていただきたい

一緒に頑張りましょ

う、力を貸してくださ

い

日本維新の会1 丁寧に政策を説明でき

るか

改革をぜひ大阪のみな

らず全国でやれます

領収書なしで、認めて

くれる会社はありませ

ん

改革で生み出した財源

で、今、えー、そうい

うサービス

日本維新の会は、消費

税は5パーセントで大

丈夫だと

日本維新の会2 役所の仕事のやり方を

見直してきた

教育の無償化、私、エ

ビサワユキにやらせて

えびさわ由紀が、東京

選挙区から立候補する

海老沢さんを東京選挙

区から国会に送り出し

負担は増えてるじゃな

いですか



もらいたい て

日本維新の会3 タカギカオリ候補、み

なさんの貴重な1票、

お願い

7月、8月、9月の上下

水道料金は、基本料金

減免です

維新の会にしかできま

せん

改革が必要だという、

そういう声を国に届け

る

大阪では皆さんに支え

ていただいて、この改

革

日本維新の会4 1枚目の投票用紙、東

京の選挙区はエビサワ

ユキ

必ず実現をさせますの

で、どうか日本イシン

の会エビサワユキにお

力をください

自民党と真正面からや

り合える、そういう野

党の役割を我々にやら

せて

よくご理解いただい

て、1票のご支援をよ

ろしくお願いいたしま

す

2枚目の参議院選挙、

イシイミツコ、頑張っ

て走り抜けてまいりま

す

日本維新の会5 ニシカワさんと私のパ

ワーをぜひ栃木全域に

広げて

もたれ合いじゃなく

て、新しい勢力を作っ

て

日本維新の会、全国に

羽ばたけると、これ

も、オオクボユミ

日本を変えるために

は、この栃木県から

皆さんどうぞ、お力を

貸してください

国民民主党1 みなさんのお力と一

票、託していただきま

すことをお願い申し上

げ

人づくりこそ、国づく

り、これを、此度の選

挙戦、一生懸命、訴え

ていきたい

此度の選挙戦、どう

か、みなさんのお力を

お授けください

犬山で生まれ育ったイ

トウタカエを、愛知県

中にお披露目いただく

給料を上げる、国を守

る

日本共産党1 優しく強い経済、ご一

緒に作っていこうでは

ございませんか

どうかよろしくお願い

いたします、勝たせて

ください

兵庫選挙区はコムラ

ジュンさん、コムラ

ジュンさんにご投票お

願いします

是非、足を止めて、お

聞きくださいますよ

う、お願いいたします

平和を守るために、頑

張り抜くことを、ここ

で表明

日本共産党2 優しく強い経済への

チェンジを図ろうでは

ありませんか

選挙区ではタカミチカ

＊押し上げるために頑

張って参りましょう

タカミチカさんの勝利

のために、どうかお力

添えを宜しくお願い致

します

皆さんどうぞ、大きな

ご支援を、広げてくだ

さい

国交は共産党の頑張り

どころ

日本共産党3 暮らしと命を守るため

に頑張っていく決意

ウメムラサエコどうぞ

＊あげてください

賃金が上がる、優しく

強い経済を皆さんとご

一緒に進めて

日本共産党、がんばれ

の思いをこめて、募金

カンパに、ご協力を

共産党、伸ばしていた

だいて、最低賃金、

1500円実行させよう

日本共産党4 それは宮城選挙区にお

いてはオバタキミコさ

んです

日本共産党を大躍進さ

せていただきまして、

減税を実行

引き続き、私イワブチ

トモに、どうか、国会

でやらせてください

9条を生かして、東ア

ジアに平和をつくる外

交戦略

岩渕友さん、国会に送

り出してまいりましょ

う

れいわ新選組1 一番弱い立場の人たち

から、この国の政治で

救いたい

教育現場に対してしっ

かりと、これは、シ

シュツ＊をしていく

100兆円通貨発行する

ことは可能です

一枚目の投票用紙は、

オクダフミオでござい

ます

小学校から大学院ま

で、たった5兆円です

よ、無償にできる

社民党1 私たち社民党が作りた

い社会

自民党は今、敵基地攻

撃能力保有を持てと

言っています

武力で平和は作れませ

ん

みんなの生活、ちっと

も上手くいってない

賃金上げなければ食べ

ていけない



社民党2 こんな社会をですね、

皆さん方と一緒に変え

ていきたい

借金をも背負って社会

に出る、こんなあり方

は根本的に変えて

戦争はしないし、戦争

はさせない

参議院選挙、全力でで

すね、頑張ってまいり

ますので、皆さん共に

頑張っていきましょう

老後を迎えたら、いっ

たいどんな日本になる

んか

社民党3 女性たちが抱えている

課題、これを国会の中

で議論

教育、福祉、ジギョウ

ニ＊使えばいい

大阪にはたくさんの人

たちが住んでいます

社会民主党が今のこの

社会には必要

私たちは外交で平和を

築いていく

社民党4 食べられるだけの賃金

を子供を養えるだけの

賃金を

戦争をしないと決めた

憲法9条を変えさせな

い

この状況を変えたい 皆が生きられるそんな

社会にしていこう

人の支援、生活への支

援、未来への支援にこ

そ、使われるべき

社民党5 3年間消費税0、大企業

の内部留保488兆円に

課税をする

未来への支援、ジンセ

イ＊への支援、生活へ

の支援にこそ使うべき

憲法9条を変えさせな

い、なんとしても戦争

を止めたい

社民党と書いてもら

う、そんな選挙に挑戦

子供や孫の世代、コウ

＊した状況を変えたい

NHK党1 嘘の正義より、真実の

悪だ

悪党でしか裁けないや

り方でちゃんと悪党裁

きましょう

今度の選挙、2パーセ

ント、＊票をクダサイ

変えたいなと思うよう

な、政治家になろう

根底にあるのは皆様の

自由をお守りする

NHK党2 NHKの受信料、こんな

ん払ったらあきません

100人に1人が投票所

に足を運んでいただけ

れば

1枚めの投票用紙は東

京都民は、マスダミキ

＊、2枚めの投票シ＊

には、ガーシーと書い

て

情報を受け取ることが

できなかった、国民の

皆さんが被害者

NHKに受信料を払うの

やめましょう

ファーストの会1 給料と賃金をしっかり

と上げていく経済を必

ず実現

どうか後押しを賜りま

すことをお願いを申し

上げたいと思います

どうぞアラキチハル、

支えてあげていただき

たい

ファーストの会、アラ

キチハル街頭演説会を

開催させていただきま

す

アラキチハルさんに、

国政においてのゲンド

ウシ＊になってもらい

たい

幸福実現党1 借金を減らしてこの日

本の金利をあげられる

ようにする

防衛予算は、少なくと

もGDPの二＊パーセン

ト、10兆円は必要

皆さまの生活、人生、

命をお守りする

全国各地で今ばらまき

を止めて、増税をやめ

る

電気料金を値下げする

＊のために私は今、原

発を再稼働

幸福実現党2 この3つの国を分断す

べきだ

ウクライナの戦争を世

界大戦に広げてはなら

ない

無駄遣いを私たちはや

めなくてはいけない

必ず増税の圧力がやっ

て参ります

経済の王道、ここに立

ち戻るべき

幸福実現党3 遅いです 日本は香港にのように

してはなりません

しっかりと変えるべき 日本をしっかり守りた

いならば、＊への投票

をお願いします

ないです

幸福実現党4 国難を乗り越えるため

には、精神的な支柱が

必要

健全財政が大事である

と考えております

日本の防衛産業を立ち

上げて、自分の国を自

分で

経済の危機からこの日

本を救う

幸福実現党は、まずこ

の日本に、精神の支柱

を



ごぼうの党1 私たちを国会に送り込

んでください

政党とも戦わない、こ

ういう政党があっても

いい

フェスティバル、お祭

りにしようよ

あとは議論すればいい

し、話し合えばいいの

です

子ども、学生、若者に

焦点を当てた政治

参政党1 皆さんの＊を合わせて

ほしい

是非ね、情報を選んで

参政党に耳を傾けてく

ださい

皆さんの携帯電話を

使って地上戦をやって

ください

潰されることも分かっ

て覚悟をして

ケーキ屋さんとかパン

屋さんのためだけにこ

の発言を抑えろってい

うのは僕いえない

参政党2 5人連続いい人に出会

う仕組みっていうの

は、まず拠点を作って

スイタの皆さんは今回

こそ、カミヤソウヘイ

と書いてください

参政党の政策、教育と

食と健康、国守り

5議席、ね、取りたい

んです

伝える仕事がしたい

なっていうことで、僕

は政治家の道を選びま

した

参政党3 九州の人たちがまとま

るとね、ほんとに強い

力発揮

専業主婦であっても私

はね、預けられるよう

なシステムが欲しい

日本の国力が落ちて若

者がどんどん自殺する

当時から市長を目指す

ということを仰って

大人の背中を堂々と見

せれる、そんな政治を

みんなで一緒に

新党くにもり1 是非皆さん、応援して

ください

政府の赤字はみんなの

黒字

政府がやれることから

やるんです

この10年、20年、30

年で、貧困化をしたわ

けです

アンドウヒロシは受け

止めて、この国をよく

していく

新党くにもり2 中国のものになってし

まっている

これから、皆さん応援

してください

皆さんの力があれば守

れる

ホンマナナとタニグチ

タカヒロ、どうかよろ

しくお願いいたします

和歌山県民の希望、私

たちに託して頂きたい

新党くにもり3 政治を取り戻す、その

ために立ち上がったの

が私たち、くにもり

と、私アズサマリ

新党くにもり、わたく

し、アズサマリ、立ち

上がりました

条件を活かせずに、国

民を貧困化させていっ

て

通貨発行権をしっかり

活用すればいい

中国リケン＊や、中国

ビジネス、儲け話で私

たちの子供の未来、奪

わないんで欲しい

日本第一党1 徹底的に皆さんの生活

を守る

ぜひ皆さんね、応援よ

ろしくお願いします

天皇陛下の継承は父兄

を堅持いたします

東京都選挙区はスガワ

ラミユキ、そして、え

え、比例代表はニッポ

ンダイイチ党と書いて

我々日本第一党と共

に、もう一度この日本

を立て直そう

日本第一党2 比例は日本第一党、日

本一とお書きください

ムラカズヒロ＊、よろ

しくお願いいたします

日本代表はこの消費税

を廃止しようと訴えて

おります

皆さんの力が必要なん

です

われわれと共に声をあ

げようじゃありません

か

日本第一党3 ミユキ、ご支援願いま

す

何よりも尊い命を守ら

なければならない

自衛隊という職業を、

魅力ある職業にする

なんとしても阻止しな

ければいけない

われわれとともに、こ

の日本もう一度立て直

しましょう


