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国内ビジコン優勝者との構成類似度 プレゼン内容の構成バランス

81%

聴衆に印象を残せた話題ランキング

【あなたのプレゼンの情報量】
1 一番弱い立場の人たちから、この

国の政治で救いたい

◎ 適切な情報量
2 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 あなた側の話量は144分が適切と判定されました

3 100兆円通貨発行することは可能
です

聴衆にとって理解しやすい話量で話されています

4 一枚目の投票用紙は、オクダフミオで
ございます

5 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

6 消費税をやめたとしても社会保障にはほとん
ど影響ない

7 オクダフミヨ、れいわ新選組から福岡選挙区
立候補

8 大事にされている、そう思える社会を、国を
作って

9 私たちに先頭に立たせてください

10 どうかあなたの力を貸していただきたい
一般的に聞きやすい

と言われる
300文字/分換算

COG-PRESENは、AI技術で営業プレゼンを解析し、その特徴とより改善できる点を検出するものです。過去に分析した30,000人のコミュニケーションデータと、国内の
ビジネスコンテストのファイナリスト・優勝者のプレゼンを分析し、その傾向と比較できるようにしました。各項目で検出されている内容について、自分の過去レポート
や他の方のレポートを横に置いて、今回のプレゼンとの違いを理解し、より効果的な営業プレゼンについて考える機会にしてください。
「一般的な人が聞こえた」レベルに文字起こしされていますので、雑音の多い環境や、はっきりとした発音でない場合は＊＊＊で示されています。その場合でもこのAI分
析は、固有名詞ではなく内容の構成を分析しているため、分析結果に大きな影響はありません。



プレゼン中のトークのクセを確かめよう

【CHECK1】自信が無さそうに聞こえる表現をしていないか？
-

ここでは、プレゼンのクセとして、あなたがしゃべった「フィラー」を検出しています。
一般的に「フィラー」の多いプレゼンは、自信がなさそうに聞こえます。
1回のプレゼンで20回以上出ている語句は、あなたの「クセ」である可能性が高いため、意識して抑えましょう。

【CHECK2】指示語がどのくらい使われているか？
ここでは、あなたがしゃべった「指示語・こそあど言葉」を検出しています。
短時間で伝えるピッチや、オンラインでのプレゼンなどにおいて指示語を多用すると、
聴衆の理解と合致していない可能性が高まります。
1回のプレゼンで20回以上出ている語句は、あなたの「クセ」である可能性が高いため、意識して抑えましょう。



当事者意識を引き出す「問いかけ」を確認しよう

【CHECK3】聞き手に問いかけ・呼びかける表現があるか？
ここでは、自分からの「問いかけ」について
5W1Hを尋ねるようなOPEN質問と、単純にYes/Noを問うCLOSED質問に分けて回数を検出しています。
また、一つの問いが長文でなされているか、短い分でなされているかも特徴が出ます。
「話順」で示されている数字は、CHECK12の話順と同じものです。前後の流れを確認してみましょう。

問いかけ文の長さ（平均）

26.1語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
2 CLOSED 皆さんも、その想いは一緒じゃないですか？

3 CLOSED あかさた行の、たちつつ、あ、か行のかきくく、作りたいデス＊で、合ってますか？

8 CLOSED 皆さん、景気いいですか？

9 CLOSED 先進国にそんな国ある？

9 OPEN じゃあどうしてそんなに、賃金が下がり続けて成長しない25年間なのか？

11 OPEN
私たちが、令和新選組が、消費税廃止ということを口に出した時に、皆さんが、まず最初に心配
なさることってなんでしょうか？

13 OPEN そのお金はどこに行きますか？

13 OPEN 売り上げを落とした企業や事業者はどうしますか？

16 CLOSED そんなに上がるってびっくりしました？

17 CLOSED お母さんが、博多のお母さんが国会議員になりたいって、皆様、おかしなことだと思いますか？

18 CLOSED 普通の市民感覚を持った国会議員、いなさ過ぎでしょ、永田町には？

18 CLOSED あの人たちは、元々お金持ちでしょ？

18 CLOSED そんな方たちに、何故私たちの暮らしの底上げ、できますか？

20 CLOSED 皆様、政治って一体、なんね、何なのかは考えたことございますか？

28 OPEN 100兆円あったら何がしたい？

32 CLOSED 子供がこんなに我慢してるという事は、大人はもっと我慢してるでしょ？

32 OPEN 私たちは何のために生まれてきたんですか？

32 CLOSED 消費税だって、これ人権侵害なんじゃないんですか？

34 OPEN どうしてブラック校則ってものが増えるんでしょうか？

41 CLOSED
えー、私は福岡県に住む78歳の者ですけれども、まあ政治をこれまで見てきまして、もう終わり
ですこれは、10秒過ぎてます、すいません、もうだから、あのすぐ質問にいってください、お願
いします、いかがでしょう、どなたか、どなたかご発言いただけますか？

42 OPEN
そのメイドインジャパンを買うということにそれも当てはまりますか、またそれに関してどう思
いますか？

44 CLOSED
自分たちの国で食べ物を十分につくれない、だから今物価高、これ海外から入ってくる食べ物の
ほとんどをこれどんどん高くなっちゃってますよね？



45 CLOSED ね、そう思いません？

46 OPEN さあ、いかがでしょうか、他に？

46 OPEN
他にいらっしゃいますか、お話したい方、ありがとうございます、どうでしょう、いかがでしょ
うか？

46 OPEN なぜ自民党は通貨発行しないんですか？

47 CLOSED 皆さんの手元届いてる？

48 CLOSED 皆さん、自民党の憲法改正草案見た事ありますか、2012年に作られたものですけれども？

49 OPEN さあ、いかがでしょうか？

49 CLOSED じゃあ、そちらの白いベースボールキャップと、そ、ええと、他いらっしゃいますか？

49 CLOSED あ、今ですか？

49 CLOSED えー、今の既得権益をぶっ壊せますか？

50 OPEN 南海トラフってどれぐらいの大きさですか？

50 CLOSED ＊あると思う？

55 CLOSED
あー焦った、焦った、すいません、さあ続いてえーっとはい、ちょっと待ってください、ピスタ
チオ色の人手挙げてなかった？

55 CLOSED え、先に？

55 OPEN 先にってどういうことですか？

55 CLOSED これは本当でしょうか？

63 CLOSED すいません、ありがとうございます、え、他に手挙げてた方は全員当たりましたか？

63 OPEN え、もうそろそろ終わらなきゃいけない、もう3人だけ来ましょうか、いかがでしょうか？

64 OPEN ええっと、敵国条項っていうものがあるんですけど、日本の国防についてどう思われてますか？

67 CLOSED 僕たちの対馬もヤマモトタロウさんに着いていけば、助けてもらえますか？

67 CLOSED
弱い国でしょそんなの、国の中で、一つの都市だけが、力を持ってますって、こんな、弱い話が
ある？

71 OPEN ペットショップの＊販売、動物愛護について、どのようにお考えですか？

78 CLOSED 大丈夫なんすか？

79 CLOSED この後、高速でいけますか？

82 OPEN オクダさん、これ場所はどこになりますか？

93 CLOSED で、合ってますか？

96 OPEN
皆さんから絞りとった消費税は社会保障の一部にしか使われておらず、その税収の73パーセント
は金持ちに減税、大企業に減税、どうしてテレビ新聞でそんなこと言わないのかって？

99 CLOSED で、合ってますか？

104 CLOSED アカサタ行のタチツツ、ア、タ行の、カキクク、作りたいです、で、合ってますか？

106 CLOSED 資本家の犬、財務省の犬、でも総理、飼い主を間違えたらダメでしょ？

108 CLOSED テレビ、新聞、今、私が言っているようなこと、あまり言いませんよね？

108 OPEN どうしてでしょうか？

112 CLOSED この場所で大丈夫ですか？

112 CLOSED ケーブルがいく？

112 CLOSED ＊、これいく？

112 CLOSED これいける？

112 CLOSED じゃ、マイク、じゃ、む、1個向こういきます？

112 CLOSED ここでいい？

112 CLOSED いいですか？

112 CLOSED 車ってどけてもらえるんですか？

112 CLOSED 車ってどけてもらえますか？

112 CLOSED ＊どけたほうがいいの？

112 CLOSED どかす？

112 CLOSED もう言っていいんすか？



112 CLOSED 大丈夫ですか？

112 CLOSED やっていい？

113 OPEN ＊せん、勝利するためのかぎというのはどういうところにあるというふうに、その、分析されて
ますでしょうか？

115 OPEN
この炎天下の中ですね、ま、100人以上の人が行列を作ったわけなんですけども、あのー今福岡
での支持の広がり、あと特にれいわのどういう政策が有権者に浸透して支持を集め始めていると
感じますでしょうか？

118 OPEN 他いかがでしょうか？

118 OPEN 他いかがでしょうか？

122 OPEN プロの政治家にこれまでの、政治をまかし続けて一体国がどうなった？

124 CLOSED 国会議員時代、週のうち4回はカレーそばを食べられていたというカレーそばジャンキーなヤマモ
ト代表ですが、ここ福岡に来た時もカレーそば屋さんを探すのでしょうか？

124 CLOSED せっかくなので豚骨ラーメンを食べたりはしますでしょうか？

126 CLOSED かりでしょ、国会の中、居眠りだらけのおっさんら、一体皆さんのために何やってくれた？

129 CLOSED 私は本当に、ただの母親でしたが、でも、だからなんですか？

130 CLOSED その番犬が今何やってますか？

130 OPEN これ、誰の犬ですか？

130 CLOSED その先の未来には、ぺんぺん草でも生えるんですか？

131 CLOSED 2020年度、国は壊れましたか？

131 CLOSED 2021年度、国は壊れましたか？



プレゼンの情報構成と、説明の過不足を確かめよう

【CHECK4】プレゼンの説明構成を確認
-

ここでは、プレゼン内で出された話題について、
論理的な情報を補足・掘下げて話し合われた割合がどのくらいあるかを示しています。

主にどのような話題が話され、しっかり説明できていない話題は何か確かめましょう。
（説明の少ない話題に　挨拶などが列挙されている場合は気にする必要がありません）
自分の過去のプレゼンや、他の人のプレゼンと比較してすると、あなたのクセ・傾向がわかります。
どの話題にどう説明したかは、次ページのCHECK4で確認できます。

しっかり説明がある　　
話題数　　 34トピック

もう少し、理由や根拠の掘下げが必要そうです

話題の数　40件
話順 説明の少ない話題　6件 話順 説明のある話題　34件

7
オクダフミヨをどうか皆さんに、国会に送ってい
ただきたい

2
大事にされている、そう思える社会を、国を作っ
て

48
皆さんを縛るような形で作り上げちゃったのが自
民党の憲法改正草案

5 やらせて下さい、令和の鬼退治

77
アニマルウェルフェア、これもしっかりやってい
きたい

10 令和新選組が、まずやりたいことは消費税の廃止

78 一枚目の投票用紙は、オクダフミオでございます 15 消費税を、これを廃止したならば当然景気は回復

83
ワンコインだったら応援できるよ、そういう方い
らっしゃいましたら、お願いいたします

19
一番弱い立場の人たちから、この国の政治で救い
たい

124 必ず福岡に来たら豚骨ラーメンなんです 22
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

25 足りていないところにお金を入れられる
28 100兆円あったら何がしたい

31
ブラック校則を、毎日100件以上いる子供たちの
ためにも廃止にしたい

36
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

38
日本政府がメイドインジャパンを買いまくるとい
うことをやらなければいけない



44 自分たちの国で食べ物を十分につくれない

47
届いてないってことは、お得意様に多くが流れて
る

50 エネルギーの転換を図るしかない
54 落とし所を見つけていくのが、本来は政治

56
消費税をやめたとしても社会保障にはほとんど影
響ない

58
日本国内に移民というものは積極的に入れるべき
ではありません

66
徹底した専守防衛と徹底した平和外交以外道が無
い

68
政府が保証するかたちで、最低賃金、1500円ま
で上げて

71 この国において、命の価値が、著しく低い
75 生体販売は禁止しなきゃいけない
79 スリーショット写真を撮って頂きたい
84 封筒、どうか必ずお持ち帰りいただきたい
92 れいわとお書きください
96 どうか消費税廃止をやらせていただきたい
99 国民が主人公となる政権を作る

102
オクダフミヨ、れいわ新選組から福岡選挙区立候
補

105 私たちに先頭に立たせてください
112 どうかあなたの力を貸していただきたい
116 消費税は廃止にしなきゃならない

120
福岡県で、まずは議席獲得っていうところを目指
して

122 オクダフミヨっていう人間を、国会議員にしたい
130 100兆円通貨発行することは可能です
132 まるで鬼です



【CHECK5】各話題の説明量・内容
-

ここでは、プレゼン内で出された話題について、論理的な情報を補足・掘下げて話し合われた箇所を抽出しています。
ただし、掘下げの掘下げ・掘下げの理由付けなど、ストレートではない話題は、
聴衆にも伝わりにくくなる複雑な話題構成のため省略されています。
ここでは、話題に対して　直接補完した話題が何なのかの列挙がされています。
何の話題をしっかり説明できていたかを振り返りましょう。
話順で示されている数字は、CHECK5の話順と同じものです。前後の流れを確認してみましょう。

何らかの掘下げをした話題数　　 34話題

話順 話題種 トピックサマリー
プレゼン内容

（参考として各話題の冒頭のみ掲載）

2 説明のある話題
大事にされている、そう思える社会を、
国を作って

話者A：国民が主人公となる政権を作るために、れい
わ新選組が存在するんだ。  話者A：この国の子供達
が、そして、誰もが自分は大事にされている、そう思
える社会を、国を作っていこうではありませんか。  
話者...

↓

1→ 具体的説明 それを止めるために政治あるんでしょ

話者A：【無音03:26まで】。 コロナ来る前からみん
な苦しんでましたよ。 だって、25年の不況が続く国
に、コロナが来たんだもん。 これをこのまま、消費税
減税も行わずに、政治が進んじゃえば、間違いなく大
きな不況がやってくる。 そうすれば苦しむ人は広が
る。 それを止めるために政治あるんでしょ。 財務省
なんかのために頑張るんじゃない。 上流国民のために
頑張るんじゃない。 僕があなたであり、あなたが僕
で...

3→ 具体的説明
経済を支えていく、そのための政策を掲
げている

話者A：あかさた行の、たちつつ、あ、か行のかきく
く、作りたいデス＊で、合ってますか？ 誰にでも居場
所のある社会を作りたいです。  話者A：しっかりと生
活を支えていく、経済を支えていく、そのための政策
を掲げているのは、れいわ新選組です。  話者A：東電
が、福島事故の反省を踏まえてっちゅうなら、原発や
めろ＊。  話者A：日本中の皆さんの小さい声をすくい
上げて、その想い、大きな声で国会に届けたいと思っ
て...

- -

5 説明のある話題 やらせて下さい、令和の鬼退治

私達、れいわ新選組は、消費税、廃止を訴えていま
す。 参議院に対して、私達がケイリョウ＊シュミレー
ションで試算をしてもらったところ、1人あたりの平
均年収は、消費税を廃止した10年後には58万円、上
がると...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

6→ 具体的説明
あなたや皆さんの力を集めて、この国を
変えていける

話者A：消費税は、社会保障の一部にしか使われてお
らず、その税収の73パーセントは、金持ちに減税、大
企業に減税、どうしてテレビ、新聞でそんなこと言わ
ないのかって？ 飴玉もらってるものたちが、その飴玉
についての裏側を話せるはずないんですよ。 死ぬ寸前
まで働かなきゃ生きていけないような社会、やめたい
んですよ。 10代から30代まで、死ぬ原因の一位が自
殺、そんな国、もうやめにしたいんですよ。 そういっ
た社...

- -

7
説明の少ない話

題
オクダフミヨをどうか皆さんに、国会に
送っていただきたい

皆さんご存知の通り、参議院議員選挙、始まっており
ます。 毎日が投票日です。 どうか期日前投票など
で、あなたの投票、よろしくお願いいたします。 ここ
福岡県では、一枚目の投票用紙、どうか、オクダフミ
ヨ、一...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

10 説明のある話題
令和新選組が、まずやりたいことは消費
税の廃止

一方で、一握りの者たちは、毎年、右肩上がりです。 
一部の資本家、大企業、ここ9年直近、毎年、最高
益。 一部の者だけ大儲け、他の者たちは貧しくなるよ
うな政治をつくっちゃったんですね。 政治でつくった
こと...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓



9→ 具体的説明 全体的に貧しくなっちゃってる

先進国にそんな国ある？ 存在しない。  じゃあどうし
てそんなに、賃金が下がり続けて成長しない25年間な
のか？ 政治が間抜けすぎるっていうことなんですね。 
政治が行っている経済制裁、経済政策が、間違い続け
ている。 それのみならず、労働環境の破壊もやりま
くってる。 これで、国が豊かになるはずはございませ
ん。 どれぐらい賃金下がっているか、簡単に話をしま
す。 厚生労働省の調べ、所得の中央値、高い所得か
ら...

11→ 具体的説明
廃止したところで、皆さんへの社会保障
への影響は、ほぼありません

私たちが、令和新選組が、消費税廃止ということを口
に出した時に、皆さんが、まず最初に心配なさるこ
とってなんでしょうか？ 社会保障、社会保障がどうな
るんだっていう心配、恐らく多くの方々が考えられた
と思います。 心配しないでください。 消費税を廃止
したところで、皆さんへの社会保障への影響は、ほぼ
ありません。 その理由を説明します。 今、今でさ
え、消費税収のうち、社会保障に使われているのは、
ほんの一部でし...

- -

15 説明のある話題
消費税を、これを廃止したならば当然景
気は回復

やらせていただきたい、この参議院選挙で。 鬼退治、
令和の鬼退治、どうかその先頭に、令和新撰組に立た
せてください。 消費税を、これを廃止したならば当然
景気は回復です。 ごめんなさいね、日本の景気、爆上
が...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

14→ 具体的説明
消費税を減税しないというのは、もう既
に政治ではない

国内を空洞化させ、一人一人の物を買う力、購買力ま
で奪っていきながら、この減税を、消費税の減税さえ
も今、25年の不況、そこにコロナがやってきて、戦争
の影響で物価上昇。 今、この局面でも、消費税を減税
しないというのは、もう既に政治ではない、国ではな
い。 この人達は鬼、鬼と呼ぶしかないというような状
況なんですね。...

16→ 具体的説明
日本の持つポテンシャルを最大限回復さ
せていく

参議院の調査室による、資産計量シュミレーション。 
その中身を見てみると、消費税をやめた5年後、消費
税をやめた5年後には、一人当たりの平均年収は30万
円上がる。 消費税をやめた10年後には、一人当たり
の平均年収は58万円上がります。 そんなに上がるっ
てびっくりしました？ 当然なんですよ、消費に対する
ブレーキによって所得も落とし込んで、投資さえもさ
れない国になってしまった。 いわば、お金が循環する
とい...

- -

19 説明のある話題
一番弱い立場の人たちから、この国の政
治で救いたい

話者A：オクダフミヨは、オクダフミヨは、この福岡
県から、本気で、命がけで、市民政治を掴み取りたい
んです。 当たり前にこの国に暮らす全ての国民が、し
かも最も弱い、立場の弱い子供達や、ハンディの持っ
た、か...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

18 → 具体的説明
普通の市民感覚を持った国会議員、いな
さ過ぎでしょ、永田町には

私も3月までは普通の、3児の、育ち盛りの子供を育て
ている母親で、50人の子供を教えるピアノ教師をし
とったんですよ。 だから、皆と同じ一市民なんです。 
普通の市民感覚を持った国会議員、いなさ過ぎで
しょ、永田町には？ あの人たちは、元々お金持ちで
しょ？ なんなら世襲議員で、元々お父さんとかおじい
ちゃんが国会議員だったり、総理大臣だったりしてる
んですよ。 そんな方たちに、何故私たちの暮らしの底
上げ、でき...

20→ 具体的説明 政治は暮らしですよ

皆様、政治って一体、なんね、何なのかは考えたこと
ございますか？ 政治は暮らしですよ。 暮らしは政治
です。 みんなの、みんなのためにあるんです。 一部
のお金持ち、今だけ、金だけ、自分だけの既得権益、
金まみれのおっさん国会議員に、私はこのまま、ほっ
たらかして、子供を残して死ぬわけにはいかないんで
す。  話者A：そうだ。  話者A：だから、腹くくっ
て、こうやって慣れないタスキをかけて、マイクを
持っ。...

- -

22 説明のある話題
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

オクダフミヨはこの鬼退治のメンバーになって、そし
て、子供たちが、格差のない、教育の格差のない国に
変えるために教育費を無償にしたい。 1つ話していい
ですか。 オクダフミヨは50人の子供のピアノを教え
てい...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓



21→ 具体的説明
オクダフミヨは教育カ＊を教育費を無償
にしたい

話者A：で、普通のお母さんが国会議員になりたいっ
て、叫んでるんです。 皆さん、オクダフミヨの話を聞
いてください。 オクダフミヨは皆さんなんです。 お
んなじ一市民なんです。 オクダフミヨは子供を大切に
する社会というスローガンを挙げています。 当たり前
でしょ。 でも、こんな当たり前のスローガンを掲げな
きゃいけないぐらい、ぶっ壊れちゃってるんですよ。 
オクダフミヨは教育カ＊を教育費を無償にしたい。 そ
し...

23 → 具体的説明
わくわくした、愛のあるカラフルな政治
をみんなとつくっていける

さらには、アメリカ、先日、えー、20万人もの方の奨
学金、ちゃらにしてます。 できるんですよ、この国も
独自の円の通貨発行権あるでしょ、お金刷れるんで
す。 8，000億円の奨学金の、え、学生さん、ただに
してるんです、ちゃらにしてるんです。 れいわ新選組
にそれをさせてください。 れいわ新選組にしかできな
いです。 れいわ新選組の支持母体は、大きなケイダイ
＊、経団連や電力労連、そういった大きな資本家ござ
いま...

- -

25 説明のある話題 足りていないところにお金を入れられる

先ほどオクダフミヨの方から話があった、通貨発行
権、自国の通貨、円があります。 イギリスにはポンド
があって、アメリカにはドルがある、当たり前ですよ
ね。 自国の通貨を持つ、そういう国は社会にお金が足
りてい...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

24→ 具体的説明 税金の取り方変えなきゃいけない

話者A：有難うございました。 れいわ新撰組のここ、
福岡から立候補しております、オクダフミヨ、オクダ
フミヨでございます。 どうか福岡県にお住いの皆さ
ん、一枚目の投票用紙にはオクダフミヨとどうかお書
き下さい。 そして、二枚目の投票用紙、オクダフミヨ
くらい真っすぐ、いや、それ以上かもしれない、ヤマ
モトタロウよりもややこしい、空気は読めるが読まな
いという緊張感を作り出す、そんなメンバーを一人で
も増やしてい...

26→ 具体的説明
800兆円のお金はみんなから税金で搾り
取る話じゃない

話者A：らなきゃ、さらに不況が深まりますから。 こ
のコロナ禍、アメリカ、コロナで不安定になることを
恐れて、800兆円、800兆円ものお金を出すことに決
めた。 この800兆円のお金はみんなから税金で搾り取
る話じゃないですよ。 自国通貨を発行する、そして3
度の現金給付、様々な救済策、そして未来のインフラ
投資にもお金を出すと決めた。...

- -

28 説明のある話題 100兆円あったら何がしたい

100兆円あったら何がしたい？ 消費税やめたい26兆
円、オクダフミヨが言ってた大学院まで、これは教育
費無償にしたい、5兆円でできる。 そして国がやって
いるサラ金、奨学金、大学生の2人に1人が借りて
て、...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

27→ 具体的説明
さらに100兆円を出して今必要なことに
様々お金を出して

結果どうなったか、コロナ前よりも景気爆上がり。 一
方日本は25年の不況、そこに加えてコロナ、そして戦
争の物価高でも消費税すら下げない。 国には通貨発行
権がある。 お金が足りていないときには増やして、そ
れを必要なところに入れていかなきゃだめなんです。 
そうしなければ不況は深まる。 これまで日本の中で行
われてきたことは当然通貨は増やされた。 そして政治
家に近いところだけお金がまわされた。 皆さんの元
に...

29→ 具体的説明
今こそ大胆にお金を出さなきゃだめなと
き

高齢化問題、少子化問題これ何とかしななきゃだめな
んでしょ。 そこを解決するためにはまずやるべきこと
は、その人たち働く人、人々の処遇を改善すること。 
全産業平均100万円以上給料低くて、現場の良心だけ
で支えさせるってあまりにもないんじゃないですか。 
全産業平均並みに上げるならば、1人当たり10万円の
給料アップ。 これで年間いくらか、介護士、保育士で
3.7兆円、今私がざっくり言ったものでも50兆円程
度...

- -

31 説明のある話題
ブラック校則を、毎日100件以上いる子
供たちのためにも廃止にしたい

このタケナカヘイゾウのパソナにより正規雇用が非正
規になり、学校の先生も非正規だらけなんです。 そし
てその非正規で潰された、心を潰された先生たちも疲
弊してるんです。 オクダフミヨはこのブラック校則
を、毎...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓



30→ 具体的説明 全国一律でブラック校則を廃止にしたい

ここ福岡にお住まいの皆さんには、1枚目の投票用
紙、オクダフミヨ、オクダフミヨとお書き頂きたい。 
そして2枚目の投票用紙、どうかひらがな3文字でれい
わ、れいわとお書きください。 よろしくお願いしま
す。 それではオクダフミヨにもう一言皆さんにメッ
セージを。  話者A：皆さんこんにちは、福岡選挙区よ
り出馬しております。 オクダフミヨ、オクダフミヨで
ございます。 私は今、TikTokでバズっております。 
...

32→ 具体的説明 幸せになるために政治があるんでしょ

子供がこんなに我慢してるという事は、大人はもっと
我慢してるでしょ？ 私たちは何のために生まれてきた
んですか？ 幸せになるために生まれてきたんでしょ。 
政治は私たちのためにあるんです。 幸せになるために
政治があるんでしょ。 人権侵害を、このブラック校
則っていうのは、人権侵害を毎日毎日子供に浴びせ続
けてるんです。 でも何度も言っているように、消費税
廃止にしたいこのレイワシンセングミですが。 消費税
だっ...

34→ 具体的説明
オクダフミヨはブラック校則を全国一律
で必ず廃止にいたします

手作りの愛のある政治。 みんなとしっかりと、あの、
話し合って、対話を重ねて政治っていうのは作ってい
きたい。 みんなのために政治はありますから。 オク
ダフミヨはブラック校則を全国一律で必ず廃止にいた
します。 オクダフミヨでした。  話者A：ありがとう
ございます。 レイワシンセングミでここ福岡から立候
補している、オクダフミヨ、オクダフミヨでございま
す。  どうか1枚目の投票用紙にはオクダフミヨとお書
き...

- -

36 説明のある話題
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

今やらなきゃいけないことは何か。 教育現場に対して
しっかりと、これは、シシュツ＊をしていくというこ
と。 徹底的にやっていかなければならない。 当然、
そういう方向に進めば、ブラック校則というものも、
これ...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

35→ 具体的説明
国が教育に対してしっかりとシシュツ
＊、お金を出さなければ

話者A：＊からなんですね。 当然です。 1人の先生が
抱える生徒の数が多い。 普段から業務で溢れかえって
いる。 まさに教師の職場自体がブラック化してしまっ
ているからこそ、生徒達をコントロールするために
は、厳しめのルールを作らなければならない。 これ、
悪循環なんです。 ブラック校則を無くそうと思えば、
国が教育に対してしっかりとシシュツ＊、お金を出さ
なければならない。 OECD、先進国グループとも呼ば
れ...

- -

38 説明のある話題
日本政府がメイドインジャパンを買いま
くるということをやらなければいけない

私たちは、消費税廃止のほか、もちろん、教育への改
革ももちろんのこと、徹底的に日本の景気の底上げを
するため、良質な雇用を生み出すためには、まずは政
府、日本政府がメイドインジャパンを買いまくるとい
うことを...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

37 → 具体的説明 日本の景気上げたいんですよ

で、結局何がしたいかってことですけど、日本の景気
上げたいんですよ。 景気上げないことには、みんなの
生活レベル上がらない。 もう、人間の尊厳守れないぐ
らいの暮らししてる人たち、いっぱいいるんですね。 
で、苦しい人がいるのはわかるけど、私は大丈夫で終
わらせられない。 どうしてか。 社会は1つの船だか
ら。 GDP見ればわかるでしょ。 みんなの所得を合わ
せたものが、GDP。 つまり、所得を減らしたり、所
得...

39→ 具体的説明 良質な雇用が生まれますよ

それが回っていけば、何が生まれるか。 良質な雇用が
生まれますよ。 高い賃金、安定した雇用。 これまで
の数十年とは逆回転させる必要があるっていうこと。 
もうこれは、すでに、アメリカでやられていること。 
アメリカ、バイデン政権、1年間で、66兆円。 アメリ
カ国産のものを買いまくるってことを始めてますよ。 
外に出ていくんじゃない。 国内に戻していくんだ。 
そして、強化していくんだ。 それこそが国防だって...

- -

44 説明のある話題
自分たちの国で食べ物を十分につくれな
い

自分たちの国で食べ物を十分につくれない、だから今
物価高、これ海外から入ってくる食べ物のほとんどを
これどんどん高くなっちゃってますよね？ 給食の問題
じゃないんですよ、給食っていうのは一番、えー、最
終的な...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓



43→ 具体的説明
この国で一番薄いのが食料の安全保障な
んです

えっと、給食の地産地消っていうのは特別な話じゃな
いです。 えっと、その政治団体が特別なことを言って
るわけじゃない、多くの政党がそういう主張をしてま
す。 で、当然この国には、え、安全保障って考えれば
様々あります。  皆さんの生活安全保障、その他にも
外交の安全保障、エネルギーの安全保障、この国で一
番薄いのが食料の安全保障なんです。...

45 → 具体的説明
全量買い上げを目指していきながら日本
の持久力を高め

何よりも一番生産者になるのが生活が安定して、子育
てがしやすいという環境なるならば、労働力の移転も
生まれてきます。 そういうような流れをつくっていか
なければならない、アメリカやってますよ、どんどん
買い上げてる、そして買い上げてった部分を何に使っ
ているか、余った部分は今言ったような低所得者に
配ってる。 アメリカ様の言う通りしかできない、いわ
ば、植民地的な立場が日本です。 言うことばっかり聞
いてるんじゃ...

- -

47 説明のある話題
届いてないってことは、お得意様に多く
が流れてる

一方で、じゃあ自民党がそれやりゃあいいじゃない
のっていうご指摘だと思うんですね、ご質問された方
は。 もうやってるんですよ、2020年度には120兆円
近いお金、これ国債発行されてます。 皆さんの手元届
い...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

46→ 具体的説明
1年間の予算100兆円に加えて、もうプ
ラス100兆円通貨発行

さあ、いかがでしょうか、他に？ じゃあ、そちらで、
ちょうど中間地点ぐらいに居るあなた、キャップか
ぶって。 前の方来てください、急ぎめに。 急ぎめに
前の方来てください。 他にいらっしゃいますか、お話
したい方、ありがとうございます、どうでしょう、い
かがでしょうか？ じゃあ、そちらのハットかぶってる
人、前に来てください、すいません、どうぞ。  話者
A：なぜ自民党は通貨発行しないんですか？  話者A：
あ、...

- -

48
説明の少ない話

題
皆さんを縛るような形で作り上げちゃっ
たのが自民党の憲法改正草案

さあ、続いての方どうぞ。  話者A：えー、憲法改正草
案についてお伺いしたいです。  話者A：ありがとうご
ざいます。 皆さん、自民党の憲法改正草案見た事あり
ますか、2012年に作られたものですけれども？...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

50 説明のある話題 エネルギーの転換を図るしかない

たとえばですけど、原発はやめなきゃいけないんで
す。 どうしてか、30年、8割の確率で大きな地震が
やってくる。 皆さんのお近くであるならば南海トラ
フ。 南海トラフってどれぐらいの大きさですか？ 阪
神大震...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

49→ 具体的説明 公正な移行なんですよ

さあ、いかがでしょうか？ じゃあ、そちらの白いベー
スボールキャップと、そ、ええと、他いらっしゃいま
すか？ じゃあ、そちらの、今、えー、オオシマさんの
チラシ持たれてる方、前来てください、前へ。 で、そ
のピスタチオ色の方も、あなたです、最前列。  話者
A：あ、今ですか？  話者A：真ん中の方来て、違いま
すよ、白いベースボールキャップ。  話者A：あ、あ
あ。  話者A：ありがとうございます。 10秒でお...

- -

54 説明のある話題
落とし所を見つけていくのが、本来は政
治

じゃないと夏の暑いときにプロパーガンダ原発回した
いからって、計画停電無理やりされても困るでしょ。 
2，000ポイントもらって、月80円ぐらいの割引受け
たって何の意味もないでしょ。 そうじゃない。 
ちゃ...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

53→ 具体的説明 国の電力の軸となるのは、当然火力

貯めた金は次に投資しろ、国も応援するぞ、このほう
が話進むでしょ。 私はそう思ってるんです。 もちろ
ん自然エネルギーに移行するまでの間には、これは、
この国の電力の軸となるのは、当然火力です。 一発で
自然エネルギーにいけるわけじゃない。 だから、この
火力、火力に対して否定的な方々も現実を見つめな
きゃいけない。 けれども、世界との約束の2030年、
火力全廃2050年、えー、100パーセント自然エネって
い...

- -

56 説明のある話題
消費税をやめたとしても社会保障にはほ
とんど影響ない

あのー説明されるときには、こうつけ、えー、あのー
何だろな、説明する時にお年寄りの方こう、えーっと
例えばですけど、先輩方に説明する時には消費税をや
めたとしても社会保障にはほとんど影響ないと、こう
お伝えく...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓



55→ 具体的説明
モテギさんは、消費税を減らすとえー社
会保障費が3割カットされると言い

話者A：ごめんなさい、もうね暑さでやられちゃう。 
そんな有名人立ってなかった、でもここにもいます
よ、イトシマ＊の有名人、オクダフミヨさんです。 来
てるわー、脳直撃ですからね暑さ、すいません。 オク
ダフミヨでございます、オクダタミオって書かないで
よオクダフミヨですよ、すいません、失礼致しまし
た。 あー焦った、焦った、すいません、さあ続いて
えーっとはい、ちょっと待ってください、ピスタチオ
色の人手挙げて...

- -

58 説明のある話題
日本国内に移民というものは積極的に入
れるべきではありません

えっと、日本国内に移民というものは積極的に入れる
べきではありません、はっきり言います。 で、事実上
移民、1年以上、よその国で暮らし続けてる人たちは
国際的な定義から言うと移民になります。 日本は移民
じゃ...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

57

→ 具体的説明
入国管理局や技能実習生など日本におけ
る移民問題について考えをお伺い

さ、いかがでしょうか。 えっとー全員にわたったか
な、いま当てた人、あ、ピスタチオの方か、ごめんな
さいね、ピスタチオの方とか言っちゃって。  話者A：
はい、えっと、にゅうきょく、入国管理局や技能実習
生など日本における移民問題について考えをお伺いし
たいです。  話者A：有難うございます。...

59

→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

外国からの労働者を受け入れられる、
えー立場ではない

何よりも海外から呼ばれてきた労働者はその扱いとい
うものが酷いということで有名です。 7割以上の、
えー事業所においてこれは法令違反が見つかっている
という状態。 要は日本人であっても労働環境の中にこ
れは人権というものがないがしろにされている状態が
結構多いのに、そこに対して外国の方々を守れるよう
なえー状況じゃないですね。 はっきり言っちゃえば日
本にはそのような外国からの労働者を受け入れられ
る、えー立場で...

- -

66

説明のある話題
徹底した専守防衛と徹底した平和外交以
外道が無い

2019年にもロシアのラブロフ外相から、この敵国条
項を引用した形で、記者会見でケンセイ＊されていま
す。 最近では、中国側から岸防衛大臣が話した時に、
どっかの国が火遊びが過ぎた場合には、間違いなく叩
くと...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

64

→ 具体的説明
敗戦国に対して、足かせをはめるという
様な状態

話者A：ええっと、敵国条項っていうものがあるんで
すけど、日本の国防についてどう思われてますか？  
話者A：ありがとうございます。 敵国条項というもの
があります。 これは国連の憲法、ある意味で、え、国
連憲章、中に敵国条項ってものが含まれてるっていう
事なんですね。 え、つまりは戦争に負けた国々、これ
は直接条文には書かれてませんけど、外務省に聞く
と、7カ国ぐらい、日本もそう、日本もそう、そして
ドイツもそ...

65

→ 具体的説明
国防ってものをどうするかってことを考
えなきゃいけない

内容は何かっていうと、え、敗戦国側が不穏な動きを
した時には、これは、え、安保理の許可なしに叩け
るって事になるんです。 不穏な動きって何かって言っ
たら、例えば日本が重武装したりとか、そういうこと
ですね。 で、重武装するって、例えばどういうことで
すかってつったら、敵基地先制攻撃能力、これまさに
重武装ですよ、先制攻撃ができる能力だから。 評判が
悪いから、看板だけ付け替えます、反撃能力ととし
たって、意味何...

- -

68

説明のある話題
政府が保証するかたちで、最低賃金、
1500円まで上げて

例えば、ガソリン税は、ゼロにする、まずは、離島か
ら消費税、ゼロにしていくっていうことで、いいと思
うんですよ。 まず、最初にやれよって、あたり前のこ
とでしょう。 そして、なによりも、やらなきゃいけな
いの...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

67

→ 具体的説明
地方に対する交付金は、倍増していくぐ
らいでいい

続いての方どうぞ。  話者A：朝一番の飛行で、対馬か
ら来ました、＊です。 僕たちの対馬もヤマモトタロウ
さんに着いていけば、助けてもらえますか？ もうぎり
ぎりです。  話者A：本当にね、これも、あの、とんで
もない、日韓関係がね、日本の政治の発言とか。  話
者A：＊雰囲気悪くなって、お客さん、来なくなった
じゃないですか。 それだけじゃなくて、今、コロナで
しょ、で、はっきり言っちゃうと、コロナによっ
て、...

69

→ 具体的説明 補填する額は、5兆円から6兆円で済む

全国一律、ツシマで働いても、シマネで働いても、ア
オモリで働いても、トウキョウで働いても、最低賃
金、1500円、上乗せ分は、国が持ちますっていうか
たちを、私はやるべきだと考えています。 それを、や
るのに、中小企業、零細企業に補填する額は、5兆円
から6兆円で済むんですよ。 それ、やってみ、したら
トウキョウから、人、どんどん、減っていきます
よ。...



- -

71

説明のある話題
この国において、命の価値が、著しく低
い

では、続いての方どうぞ。 令和新選組代表、ヤマノト
タロウ＊と、フクオカ＊から立候補している、ええ、
オクダフミヨ＊、オクダフミヨ＊でございます。  話
者A：個人で、保護猫活動のボランティアをしている
もの...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

72

→ 具体的説明 最も弱い立場の命を、どう扱っているか

けれども、私が昔ね、芸能の仕事をやっているとき
に、海外に取材に行ったんですよ。 あの、LAの警
察、アメリカの警察、LAPD、そこに、部署があるっ
つって、何かっていったら、アニマルポリス、よう
は、虐待受けている動物だったりとか、扱いが酷い動
物を救いに行って、その家のものを逮捕したりとか、
いろいろ、する係なんですね。 で、そこの、オフィ
サー＊が言っていたことで、すごく覚えているのが、
その国の中において...

- -

75

説明のある話題 生体販売は禁止しなきゃいけない

あの、や、政治でやれることがある。 それは何かつっ
たら、生体販売は禁止しなきゃいけない。 命に責任を
持って飼えないという社会であるならば、その間は、
この間は、命の売り買いというものは、極端に制限さ
れる...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

73

→ 具体的説明 殺処分してる現場見たい

話者A：この国は、あまりにも命に対しての価値低す
ぎるでしょ。 やらなきゃいけないことは何か。 一目
惚れみたいな形で、簡単に買えちゃって、もうおっき
くなってきたし、なんかめんどくさいから捨てようみ
たいなことだったりとか、そういうことで、命がどん
どん捨てられてしまうっていうことに対して、殺処
分。 私、その番組の最後にね、覚えてるんですよ。 
福岡だったんです。 取材してる途中に、殺処分してる
現場見たいっ...

76

→ 具体的説明
これを提案していけるような、私たち、
え、やっていきたい

一方で、このことに関しては、民業に対する圧迫とい
う部分も含まれるので、そこをどう解決していくかっ
ていう課題もあると思います。 けれども、フランスで
は、実際に生体販売禁止というものが法律化されたっ
てこともあるので、そこに関してもしっかりと深めて
いって、これを提案していけるような、私たち、え、
やっていきたいと思ってます。...

- -

77

説明の少ない話
題

アニマルウェルフェア、これもしっかり
やっていきたい

もう1個、あと、私たちが、食肉として命頂いてる
じゃないですか。 こういう動物たちも酷い飼われ方し
てるんですね。 もう死ぬことわかってる。 人間の食
べ物として捧げられなきゃいけない命が、生まれた時
から死...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

78

説明の少ない話
題

一枚目の投票用紙は、オクダフミオでご
ざいます

さ、というわけで、え、長きに渡ってマイクを握らし
て頂きました。 令和新撰組代表ヤマモトタロウと、そ
して、この福岡からの、え、候補者でございます、オ
クダフミオでございます。 名前間違えないで下さい
よ、皆...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

79

説明のある話題 スリーショット写真を撮って頂きたい

この後、高速でいけますか？ 高速。 この後なんです
けれども、超高速でヤマモトタロウとオクダフミオの
間に挟まって頂いて、記念写真を、え、ツー、スリー
ショット写真を撮って頂きたいんです。 で、私たちの
写真...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

80

→ 具体的説明
コメントする際には、ヤマモトタロウ
や、令和新撰組に関して、忖度しないで

で、撮って頂いた写真は、どうか、SNSなどにあげて
頂きますと、私たち喜びます。 で、コメントして頂き
たいんです。 で、お願いがあります。 コメントする
際には、ヤマモトタロウや、令和新撰組に関して、忖
度しないで下さい。 あなたの感じたままでいい。 
ディスりたければ、ディスって頂いて結構。 笑って頂
きたければ、笑って頂いて結構。...

82

→ 具体的説明
こちらのボランティアセンターの方に足
を、ええ、運んでいただきたい

え、ボランティアセンター福岡にございます。 是非、
九州にお住まいの皆さん、ええ、お時間いただけまし
たら、こちらのボランティアセンターの方に足を、え
え、運んでいただきたいと思います。  オクダさん、
これ場所はどこになりますか？  話者A：西区の、あの
西区にあります、シュゼンジという駅から、ええ、徒
歩10分程度のところにあります、オクダフミオ事務所
がございますので、202国道沿いです。 目の前があの
ピ...



86

→ 具体的説明 2ショット写真の方撮ってまいりますか

さあ、それでは2ショット写真の方撮ってまいります
か。 ありがとうございます。 赤い棒を持ったものが
現れました。 その赤い棒を持っている人の、ええ、先
に立っていただいた方から順番に写真を撮ってまいり
ます。 オクダさんこのタイミングで、皆さんに。 社
会は変えていけます、当然です。 そのためのルール、
そのためのツール。...

- -

83

説明の少ない話
題

ワンコインだったら応援できるよ、そう
いう方いらっしゃいましたら、お願いい
たします

そしてお願いがあります。 皆さんの中でワンコインで
応援してやるよ、そういう方いらっしゃいましたら、
是非お願いいたします。  選挙には莫大なお金がかか
ります。 オクダフミオ、1人立候補するのに入場料の
み...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

84

説明のある話題
封筒、どうか必ずお持ち帰りいただきた
い

今、こちら私が手元に持っております封筒、どうか必
ずお持ち帰りいただきたいんです。 この封筒がオクダ
フミオ、国会に送れるか送れないかの、ええ、分かれ
目と言えるぐらい強力なツールでございます。 この封
筒の...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

85

→ 具体的説明
封筒に戻していただき、この封筒ごとポ
スト投函をして

で、もう1つこのはがき書いていただいたものをその
ままポスト投函されますと無効になります。 非常に
ルールが厳しいんです。 必ず書いていただいたもの、
書き損じたもの、書けなかったもの合わせまして、封
筒に戻していただき、この封筒ごとポスト投函をして
いただくというルールになります。 どうかよろしくお
願いいたします。 ありがとうございます。...

- -

92

説明のある話題 れいわとお書きください

どうかその先頭にさらに、減税からの廃止に持ってい
けるように、私たちの議席を増やしてください。 どう
かお力を貸してください。 れいわ新選組と申します。 
福岡にお住まいのあなたには、1枚目の投票用紙。 
オ...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

89

→ 具体的説明
オクダフミヨに、お、れいわ新選組に、
託していただきたい

今ええ、2人に1人以上が投票に行っていませんが、こ
の方達が、自分の幸せのためと、そして、大事な家族
のため、大切なお子さんのため、大切な姪っ子、甥っ
子さんのため、だ、自分の幸せだ、だけじゃなく、み
んなのために、笑って暮らせる、大切なその一票を、
オクダフミヨに、お、れいわ新選組に、託していただ
きたい。 福岡県から、みんなで笑って暮らせる市民政
治を、オクダフミヨを、先頭に立たせていただき、み
んなで市民政...

- -

96

説明のある話題
どうか消費税廃止をやらせていただきた
い

皆さんから絞りとった消費税は社会保障の一部にしか
使われておらず、その税収の73パーセントは金持ちに
減税、大企業に減税、どうしてテレビ新聞でそんなこ
と言わないのかって？ 飴玉もらってる者たちが、その
飴玉...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

94

→ 具体的説明
私たちれいわ新選組は消費税廃止を訴え
ています

多様性はパワーだ。  話者A：既存の政党ではもう、こ
の国は変えられない。 ラストチャンスですよ、これも
う、近づいてるよ、それが。 大胆にやらせてほしい。 
そのチャンスを私たちにください。 私たちに先頭に立
たせてください。 私たちれいわ新選組は消費税廃止を
訴えています。...

- -

99

説明のある話題 国民が主人公となる政権を作る

話者A：今の悪逆非道な政権を倒して、国民が主人公
となる政権を作るために、れいわ新選組が存在するん
だ。  話者A：この国の子供達が、そして誰もが、自分
は大事にされている。 そう思える社会を、国を、作っ
て...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

98

→ 具体的説明 僕はあなたであり、あなたが僕である

話者A：世界、見てみてください。 景気が悪い時に、
消費税的なものを増税する国、ございません。 このま
まじゃ景気が悪くなるよね、ていう状況の時には、軒
並み減税してるんです。 世界50カ国以上。 だまされ
ちゃいけない。 テレビ、新聞。 今私が言ってるよう
なこと、あまり言いませんよね。 どうしてでしょう
か。 答え簡単。 飴玉もらってるから。 夢見れる社会
にしよ。 希望持てる社会にしよ。 それを作れるの
は...



100

→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

既存の政党では、もうこの国は変えられ
ない

多様性はパワーだ。  話者A：既存の政党では、もうこ
の国は変えられない。 ラストチャンスですよ、これも
う。 近づいてるよ、それが。 大胆にやらせてほし
い。 そのチャンスを、私達にください。 私達に先頭
に立たせてください。  話者A：【無音03:42まで】。 
＊＊＊カナ＊。  話者A：ナルホド＊。 はい、どう
ぞ。  話者A：はい、どうぞ。...

- -

102

説明のある話題
オクダフミヨ、れいわ新選組から福岡選
挙区立候補

れいわ新撰組、オクダフミヨ、福岡選挙区はオクダフ
ミヨ、れいわ新選組ヤマモトタロウ代表が先ほどま
で、＊活動で皆さんの声をお伺いし、演説をさせてい
ただきました。 れいわ新選組ヤマモトタロウ代表、東
京から駆...

←この話題へのニーズ・
　根拠を引き出すか、
　仮説提示してみましょう

↓

101

→ 具体的説明
ヤマモトタロウ代表と一緒に、現在3
ショット写真撮影会を行っております

話者A：ご通行中の皆さん、こんにちは、やまと、ヤ
マモト代表れいわ新撰組から駆けつけて、今、オクダ
フミヨ福岡選挙区のオクダフミヨと一緒に3ショット
写真、そしてメイシワタシ＊を行なっております。 お
隣では、＊も行っております。 是非皆さん、ご通行中
の皆さん、列に並んで頂き、皆さんの、と一緒に写真
の撮影をお願いいたします。 オクダフミヨ、福岡選挙
区、福岡選挙区から立候補しております。 ヤマモトタ
ロウ代表...

- -

105
説明の少ない話

題 私たちに先頭に立たせてください

多様性はパワーだ。  話者A：既存の政党では、もうこ
の国は変えられない。 ラストチャンスですよ、これも
う、近づいてるよ、それが。 大胆にやらせてほしい、
そのチャンスを私たちにください。 私たちに先頭に...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

112
説明の少ない話

題 どうかあなたの力を貸していただきたい

どうかあなたの力を貸していただきたい。 1枚目の投
票用紙は、山本太郎。 2枚目の投票用紙は、比例は、
れいわ。 ひらがな3文字でれいわとお書きください。 
よろしくお願いします。 ありがとうございます。 ...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

116

説明の少ない話
題 消費税は廃止にしなきゃならない

はい、そのためには私たちの最も訴えるべきこととい
うのは、この物価高に対していかに国が対処していく
か、そこには大体上がった物価を下げるためには消費
税減税ってことが一般的なんですけど、実は減税だけ
じゃ足り...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -
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「一般的な人が聞こえた」レベルに文字起こしされていますので、雑音の多い環境や、はっきりとした発音でない場合は＊＊＊で示
されています。その場合でもこのAI分析は、固有名詞ではなく内容の構成を分析しているため、分析結果に大きな影響はありませ
ん。 -

話順 トピックサマリー 実際に話された内容 分類タイプ チェックポイント

1
それを止めるため
に政治あるんで
しょ

【自分】【無音03:26まで】。 コロナ来る前からみんな苦し
んでましたよ。 だって、25年の不況が続く国に、コロナが
来たんだもん。 これをこのまま、消費税減税も行わずに、政
治が進んじゃえば、間違いなく大きな不況がやってくる。 そ
うすれば苦しむ人は広がる。 それを止めるために政治あるん
でしょ。 財務省なんかのために頑張るんじゃない。 上流国
民のために頑張るんじゃない。 僕があなたであり、あなたが
僕であるってほんとに思ってますよ。 今の悪逆非道な政権を
倒して。

[2]「大事にされ
ている、そう思
える社会を、国
を作って」につ
いての具体的説

明

2
大事にされてい
る、そう思える社
会を、国を作って

【自分】国民が主人公となる政権を作るために、れいわ新選
組が存在するんだ。  
【自分】この国の子供達が、そして、誰もが自分は大事にさ
れている、そう思える社会を、国を作っていこうではありま
せんか。  
【自分】そんな中途半端な野党じゃ、この国、変えられな
い。 本当の野党を作るために、私は、れいわ新選組、山本太
郎代表の元に来た。  皆さんも、その想いは一緒じゃないで
すか？ この参議院選挙に、全てがかかっています。 ここが
正念場だからこそ、山本代表は自らバッジ＊を外して、この
勝負に挑んでるんです。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

3
経済を支えてい
く、そのための政
策を掲げている

【自分】あかさた行の、たちつつ、あ、か行のかきくく、作
りたいデス＊で、合ってますか？ 誰にでも居場所のある社会
を作りたいです。  
【自分】しっかりと生活を支えていく、経済を支えていく、
そのための政策を掲げているのは、れいわ新選組です。  
【自分】東電が、福島事故の反省を踏まえてっちゅうなら、
原発やめろ＊。  
【自分】日本中の皆さんの小さい声をすくい上げて、その想
い、大きな声で国会に届けたいと思ってます。

[2]「大事にされ
ている、そう思
える社会を、国
を作って」につ
いての具体的説

明

4 私達、先頭に立た
せて下さい

【自分】多様性はパワーだ。  
【自分】既存の政党では、もう、この国は変えられない。 ラ
ストチャンスですよ、これ、もう、近づいてるよ、それが。 
大胆にやらせて欲しい。 そのチャンスを私達に下さい。 私
達、先頭に立たせて下さい。 【無音3:17まで】。

[3]「経済を支え
ていく、そのた
めの政策を掲げ
ている」につい
ての具体的説明

5
やらせて下さい、
令和の鬼退治

私達、れいわ新選組は、消費税、廃止を訴えています。 参議
院に対して、私達がケイリョウ＊シュミレーションで試算を
してもらったところ、1人あたりの平均年収は、消費税を廃
止した10年後には58万円、上がるという結果が出た。  
【自分】消費税廃止、毎日が10パーセントオフ、25年間の経
済不況にコロナまで加わり、戦争で物価上昇。 ここに政府
は、消費税減税さえしない。 これは、まるで鬼です、鬼。 
やらせて下さい、令和の鬼退治。  
【自分】厚生労働書の調べ。 生活が苦しいという人達は、全
世帯の54.4パーセント。 皆さんから絞り取った。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



6
あなたや皆さんの
力を集めて、この
国を変えていける

【自分】消費税は、社会保障の一部にしか使われておらず、
その税収の73パーセントは、金持ちに減税、大企業に減税、
どうしてテレビ、新聞でそんなこと言わないのかって？ 飴玉
もらってるものたちが、その飴玉についての裏側を話せるは
ずないんですよ。 死ぬ寸前まで働かなきゃ生きていけないよ
うな社会、やめたいんですよ。 10代から30代まで、死ぬ原
因の一位が自殺、そんな国、もうやめにしたいんですよ。 そ
ういった社会を、政治で作ってきた。 ならばそれを変えられ
るのも政治です。 あなたや皆さんの力を集めて、この国を変
えていけることができる。 それが、選挙じゃないですか。 
数が少なくてもやれることがある、かけら。 あ、あ、音声ト
ラブルがあったために、開始が遅くなってしまいました。 申
し訳ございません。 ええ、ただいまマイクを握っている私
は、れいわ新選組、れいわ新選組代表の、ヤマモトタロウと
申します。 よろしくお願いいたします。

[5]「やらせて下
さい、令和の鬼
退治」について
の具体的説明

7

オクダフミヨをど
うか皆さんに、国
会に送っていただ
きたい

皆さんご存知の通り、参議院議員選挙、始まっております。 
毎日が投票日です。 どうか期日前投票などで、あなたの投
票、よろしくお願いいたします。 ここ福岡県では、一枚目の
投票用紙、どうか、オクダフミヨ、一枚目の投票用紙、福岡
県にお住まいの皆さんには、オクダフミヨ、そして2枚目の
投票用紙、比例では、全国どこからでも、れいわ、ひらがな
3文字、れいわとお書きください。 よろしくお願いします。 
皆さんとの距離があるので、マスクを外させていただきまし
た。 改めまして、こんにちは、れいわ新選組代表、ヤマモト
タロウと申します。 ヤマモトタロウ自身、今回の選挙、ええ
立候補しております。 東京です。 東京も超激戦。 その選挙
区を横に置いてでも、福岡にやって来なければならない理由
があります。 それは何かというと、オクダフミヨ。 私たち
の候補者、オクダフミヨをどうか皆さんに、国会に送ってい
ただきたい。 そのお願いのためにやって参りました。 どう
ぞよろしくお願いします。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

8

25年間成長しない
国が日本で、25年
間賃金が下がり続
けている

皆さん、景気いいですか？ 日本国内、景気悪いんですね。 
これ、どれぐらい景気悪いかっていうと、25年以上続いてま
す。 景気が25年以上悪い国、先進国で、日本以外にあった
ら、教えてくださいよ。 アベ総理に、私昔、聞いたことがあ
るんです。 国会の質問で。 アベ総理のその時の答え、ござ
いません。 ございませんだったんです。 すいません、モニ
ター使えません。 つまりは何か、総理大臣さえ認める、日本
の景気は25年以上悪い。 つまりは25年間成長しない国が日
本で、25年間賃金が下がり続けている国が日本です。

[9]「全体的に貧
しくなっちゃっ
てる」について
の具体的説明

9
全体的に貧しく
なっちゃってる

先進国にそんな国ある？ 存在しない。  じゃあどうしてそん
なに、賃金が下がり続けて成長しない25年間なのか？ 政治
が間抜けすぎるっていうことなんですね。 政治が行っている
経済制裁、経済政策が、間違い続けている。 それのみなら
ず、労働環境の破壊もやりまくってる。 これで、国が豊かに
なるはずはございません。 どれぐらい賃金下がっているか、
簡単に話をします。 厚生労働省の調べ、所得の中央値、高い
所得から、低い所得まで、全部並べた、真ん中の値、この25
年間で、所得の中央値が、108万円。 108万円に低下してし
まってます。 つまりは。  
【自分】全体的に貧しくなっちゃってるんですね。

[10]「令和新選
組が、まずやり
たいことは消費
税の廃止」につ
いての具体的説

明

10
令和新選組が、ま
ずやりたいことは
消費税の廃止

一方で、一握りの者たちは、毎年、右肩上がりです。 一部の
資本家、大企業、ここ9年直近、毎年、最高益。 一部の者だ
け大儲け、他の者たちは貧しくなるような政治をつくっ
ちゃったんですね。 政治でつくったことは政治で変えられ
る、当たり前の話です。 私たち、令和新選組が、まずやりた
いことは消費税の廃止です。 消費税廃止、随分、無茶苦茶な
ことを言い出したな、そう思われた方にこそ、聞いて頂きた
いと思います。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



11

廃止したところ
で、皆さんへの社
会保障への影響
は、ほぼありませ
ん

私たちが、令和新選組が、消費税廃止ということを口に出し
た時に、皆さんが、まず最初に心配なさることってなんで
しょうか？ 社会保障、社会保障がどうなるんだっていう心
配、恐らく多くの方々が考えられたと思います。 心配しない
でください。 消費税を廃止したところで、皆さんへの社会保
障への影響は、ほぼありません。 その理由を説明します。 
今、今でさえ、消費税収のうち、社会保障に使われているの
は、ほんの一部でしかないんです。 消費税自体が、皆さんの
社会保障のために集められている税金ではないんです。 じゃ
あ、なんのために集めてるか、ものすごくシンプル。 金持ち
に減税、大企業に減税、そのために消費税を必要としてい
る、それが理由なんですね。

[10]「令和新選
組が、まずやり
たいことは消費
税の廃止」につ
いての具体的説

明

12

コロナ化において
も、世界の50カ国
以上で、消費税は
減税されている

消費税が始まったのが89年、議論がスタートしたのは86年。 
経団連の要望書からスタートしてる。 俺たちの税金を下げ
ろ、その穴埋めとして、間接税、消費税を導入するという方
向に傾いていったんです。 直間比率の是正、もともと社会保
障のために必要だなんて立て付けになっていない。 一部の者
たちにとって、得をさせるために、政治は組織票、選挙の時
にまとめられた票と選挙の時にまとまったお金をもらうとい
うことで政策を金で売り続けました。 世界広しといえども、
景気が悪い国で消費税を増税する国は日本だけです。 景気が
悪くなりそう、もしくは景気が悪いといった状況の時には、
消費税は世界中で減税されるもんなんです。 この、コロナ化
においても、世界の50カ国以上で、消費税は減税されてい
る。 どうして景気が悪い時に、消費税は減税しなきゃいけな
いのか。 皆さん、ご存知の通り、消費税っていうのは、お買
い物する度に取られる罰金です。 取引がある度に取られる罰
金です。 消費税があるというだけで物が売れづらくなる、つ
まりは消費が減る。 消費が減れば、当然、所得も減ります。 
あなたが1万円のお金を持って、JR博多シティなどでお買い
物をしてくれるとする。

[13]「生み出し
たのは、この国
の衰退」につい
ての客観根拠・

データ

13 生み出したのは、
この国の衰退

そのお金はどこに行きますか？ あなさが、あなたがなにかを
買ってくれたお店。 そのお店の従業員の給料に一部流れ、あ
なたが買った商品、製品、それをつくった先にもお金が流れ
ますよね。 あなたの消費は、誰かの所得。 当たり前の循環
を、消費税を上げることによって、もね、物が売れなくなっ
て、それによって所得も落ちていって、その25年のスパイラ
ルから日本は出れていない状態。  
【自分】じゃあ物が売れなくなるということは、事業者や企
業は売上を落としてしまいます。 売り上げを落とした企業や
事業者はどうしますか？ 賃金を減らす、人によっては解雇さ
れる、さらに一人一人が使えるお金が、社会に回るお金が
減っていくんです。 世界には、景気が悪い時に消費税を上げ
る国は存在しない。 でもこの日本だけは特別で、1997年に5
パーセントに消費税を増税したのち、翌年から25年間の不
況、その不況の中のでも、その不況の中でも、コンスタント
に消費税を上げてきた。 当然消費は減って、所得は減る。 
社会にお金が回らず、物が売れなくなる、物が売れなくなれ
ば、企業は海外に出ていく。 生み出したのは、この国の衰
退。 それに加えて、国内の製造業、そういったものを海外に
移転させるような形になってしまった。

[14]「消費税を
減税しないとい
うのは、もう既
に政治ではな

い」についての
具体的説明

14

消費税を減税しな
いというのは、も
う既に政治ではな
い

国内を空洞化させ、一人一人の物を買う力、購買力まで奪っ
ていきながら、この減税を、消費税の減税さえも今、25年の
不況、そこにコロナがやってきて、戦争の影響で物価上昇。 
今、この局面でも、消費税を減税しないというのは、もう既
に政治ではない、国ではない。 この人達は鬼、鬼と呼ぶしか
ないというような状況なんですね。

[15]「消費税
を、これを廃止
したならば当然
景気は回復」に
ついての具体的

説明

15
消費税を、これを
廃止したならば当
然景気は回復

やらせていただきたい、この参議院選挙で。 鬼退治、令和の
鬼退治、どうかその先頭に、令和新撰組に立たせてくださ
い。 消費税を、これを廃止したならば当然景気は回復です。 
ごめんなさいね、日本の景気、爆上がりになっちゃうんです
よ。 毎日が10パーセントオフ、それだけじゃない、賃金も
上がります。 ヤマモトが勝手に言ってるわけじゃない、賃金
がいかに上がるか、そのお話をしてまいります。 一人あたり
の平均年収が、消費税をやめれば上がるという、その事実関
係を示したのはヤマモトタロウではありません、参議院で
す。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



16
日本の持つポテン
シャルを最大限回
復させていく

参議院の調査室による、資産計量シュミレーション。 その中
身を見てみると、消費税をやめた5年後、消費税をやめた5年
後には、一人当たりの平均年収は30万円上がる。 消費税を
やめた10年後には、一人当たりの平均年収は58万円上がりま
す。 そんなに上がるってびっくりしました？ 当然なんです
よ、消費に対するブレーキによって所得も落とし込んで、投
資さえもされない国になってしまった。 いわば、お金が循環
するという、元々の所にダムを建設してきたのがこれまでの
政府。 このダムを撤去し、社会にちゃんとお金を循環させれ
ば、景気は上がっていく。 当然、あなたの平均所得も上がっ
ていく、当然のことなんですね。 日本、このまま衰退させて
終わらせるわけにはいかない。 ジャパンアズナンバーワン、
日本は世界のトップを走っていた。 そこから30年、組織票
と献金で政策をお金で売る、魂を売る、そういう政治家が
バッポ＊するような形になってしまって、この国は貧困化し
てしまった。 そして一部の富裕層、そのような格差が拡大し
た。 今こそ、この日本の持つポテンシャルを最大限回復させ
ていくた。

[15]「消費税
を、これを廃止
したならば当然
景気は回復」に
ついての具体的

説明

17

1枚目の投票用
紙、オクダフミ
ヨ、オクダフミヨ
と書いて

【自分】＊に、ものづくり日本、これを再興するためにも、
最低限の条件として、消費税は廃止、消費税は廃止。 どうか
私たちをその先頭に立たせてください。 れいわ新選組、代表
の山本太郎です。 ここ、福岡には、私達れいわ新選組の候補
者が立っています。 どうか知っていただきたい。 1枚目の投
票用紙は、この人の名前を書いていただきたいんです。 空気
は読める、だが読まない。 そういう人を国会に送り込まなけ
れば、今のたるみ切った国会に緊張感なんて生まれません。 
素人が出て来て、一体何をやるつもりだ、そう言われる方に
お聞きしたい。 政治のプロと呼ばれる者たちに丸投げをした
結果、この国は30年間の転落を止められていません。 既存
の政党に期待することなんてない。 新しい枠組みを作り、そ
して、国会の中のリズム、仲良しクラブをぶち壊すような、
気合の入った人間が必要です。 福岡県にお住まいの皆さん、
1枚目の投票用紙、オクダフミヨ、オクダフミヨと書いてい
ただきたいんです。 それでは、登場してもらいます。 私達
れいわ新選組、ここ、福岡県から立候補している、オクダフ
ミヨ。 オクダフミヨです。 本人の訴えを聞いていただきま
す。  
【自分】皆さん、こんにちは。 私は、この度参議院議員に立
候補しました。 参議院議員の国会議員になりたいお母さん、
オクダフミヨでございます。 お母さんが、博多のお母さんが
国会議員になりたいって、皆様、おかしなことだと思います
か？ 私、オクダフミヨは、ちっともおかしなことだと思いま
せん。 むしろ、普通のお母さんが、そして、博多の怒ってい
るお母さんが、ガチンコで永田町に、寝ぼけた国会議員に噛
み付きたいんですよ。 なんのためか。 みんなと笑って暮ら
したいんです。 今の政治は腐ってますよね、皆さん。

[18]「普通の市
民感覚を持った
国会議員、いな
さ過ぎでしょ、
永田町には」に
ついての具体的

説明

18

普通の市民感覚を
持った国会議員、
いなさ過ぎで
しょ、永田町には

私も3月までは普通の、3児の、育ち盛りの子供を育てている
母親で、50人の子供を教えるピアノ教師をしとったんです
よ。 だから、皆と同じ一市民なんです。 普通の市民感覚を
持った国会議員、いなさ過ぎでしょ、永田町には？ あの人た
ちは、元々お金持ちでしょ？ なんなら世襲議員で、元々お父
さんとかおじいちゃんが国会議員だったり、総理大臣だった
りしてるんですよ。 そんな方たちに、何故私たちの暮らしの
底上げ、できますか？ カップラーメンが600円とか言ってる
人たちが、私たちの、こす、暮らしの底上げはできません。  
【自分】そうだ。

[19]「一番弱い
立場の人たちか
ら、この国の政
治で救いたい」
についての具体

的説明

19
一番弱い立場の人
たちから、この国
の政治で救いたい

【自分】オクダフミヨは、オクダフミヨは、この福岡県か
ら、本気で、命がけで、市民政治を掴み取りたいんです。 当
たり前にこの国に暮らす全ての国民が、しかも最も弱い、立
場の弱い子供達や、ハンディの持った、か、助けてって言っ
ても、あの、手を差し伸べない、こういう意地悪な、いい加
減な国会をぶっ潰して、そして、そういう、一番弱い立場の
人たちから、この国の政治で救いたいんです。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



20 政治は暮らしです
よ

皆様、政治って一体、なんね、何なのかは考えたことござい
ますか？ 政治は暮らしですよ。 暮らしは政治です。 みんな
の、みんなのためにあるんです。 一部のお金持ち、今だけ、
金だけ、自分だけの既得権益、金まみれのおっさん国会議員
に、私はこのまま、ほったらかして、子供を残して死ぬわけ
にはいかないんです。  
【自分】そうだ。  
【自分】だから、腹くくって、こうやって慣れないタスキを
かけて、マイクを持っ。

[19]「一番弱い
立場の人たちか
ら、この国の政
治で救いたい」
についての具体

的説明

21
オクダフミヨは教
育カ＊を教育費を
無償にしたい

【自分】で、普通のお母さんが国会議員になりたいって、叫
んでるんです。 皆さん、オクダフミヨの話を聞いてくださ
い。 オクダフミヨは皆さんなんです。 おんなじ一市民なん
です。 オクダフミヨは子供を大切にする社会というスローガ
ンを挙げています。 当たり前でしょ。 でも、こんな当たり
前のスローガンを掲げなきゃいけないぐらい、ぶっ壊れ
ちゃってるんですよ。 オクダフミヨは教育カ＊を教育費を無
償にしたい。 そして奨学金も、ちゃらにしたいんです。 教
育費は無償にしなきゃいけない。 こんな大不況を25年以上
も続かせて、そしてコロナもきて、戦争もきて物価も上がっ
てるのに、なぜ減税をしないんですか。 ほんとに鬼です。

[22]「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」についての

具体的説明

22

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

オクダフミヨはこの鬼退治のメンバーになって、そして、子
供たちが、格差のない、教育の格差のない国に変えるために
教育費を無償にしたい。 1つ話していいですか。 オクダフミ
ヨは50人の子供のピアノを教えていて、このコロナ禍で、売
り上げ上がっちゃったんですよ。 このコロナ禍でですよ。 
本来なら喜ばなきゃいけない話なのに、私は苦しくてしょう
がなかった。 なぜか。  このコロナで、そして始まりかけた
戦争で、所得を、所得が下げられ、リストラにあい、そし
て、退職に追い込まれたご家族がたくさん、ピアノの生徒さ
んのご家族に増えました。 そして、ピアノのレッスン代払え
ないっていって、泣きながら子供が辞めてくんですよ。 フミ
ヨさん、うちは貧乏になってしまったけん、月謝が払えんの
やって、って。 やけん、またうちがお金持ちになったらピア
ノ習いにくるけんって言って、泣きながら、泣いて辞めて
いった子供の顔が忘れられない。 その代わりにこのコロナで
も、戦争が来て物価が上がってもお金が、お金がたくさんお
うちにある富裕層の方々がたくさん、オクダフミヨのレッス
ンに通ってこられたんです。 それでオクダフミヨのピアノ教
室は、売り上げが上がっちゃったんです。 お金持ちのお子さ
んも才能が溢れてる。 でも所得が低くなって貧乏になってし
まった、そのご家庭のお子さんも、めちゃくちゃ才能溢れて
るんですよ。 こんな一番立場の弱い子供たちにしわ寄せが
いってるんです。 だからオクダフミヨは教育費を無償にした
い。 たった5兆円で、小学校から大学院まで、たった5兆円
ですよ、無償にできるんですよ。 先日、この自公政権はコロ
ナ予備費で、11兆円もの、あの、私たちの税金何に使ったか
分かんないって。 11兆円つまびらかにしない、そんないい
加減なダテ＊デタラメなことをやってるんです。 だから、れ
いわ新選組に政権を取らせてください。 私たちは、ちゃんと
このまっとうな皆さまからお預かりした税金や、そして、国
債で積極財政でお金を刷って、しっかりこの国がみんなが
笑って暮らせる、一番立場の弱い子供たちやハンデのある方
たちから、しっかりと救済するお約束をする、そして、こ
の、教育費はちゃらにすぐできる。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



23

わくわくした、愛
のあるカラフルな
政治をみんなとつ
くっていける

さらには、アメリカ、先日、えー、20万人もの方の奨学金、
ちゃらにしてます。 できるんですよ、この国も独自の円の通
貨発行権あるでしょ、お金刷れるんです。 8，000億円の奨
学金の、え、学生さん、ただにしてるんです、ちゃらにして
るんです。 れいわ新選組にそれをさせてください。 れいわ
新選組にしかできないです。 れいわ新選組の支持母体は、大
きなケイダイ＊、経団連や電力労連、そういった大きな資本
家ございません。 全て皆さんとおんなじボランティアの市民
の方たちが支えてるんです。 非常にまっとうでクリアなんで
す。  だからオクダフミヨは、このれいわ新選組なら、わく
わくした、愛のあるカラフルな政治をみんなとつくっていけ
ると確信して、今日もこうやっておしゃべりさせていただい
ております。 れいわ新選組のオクダフミヨとこの福岡県か
ら、みんなが笑って暮らせる、愛でいっぱいのわくわくする
政治を一緒に作ってまいりましょう。 その先頭に立たせてく
ださい。 こっ。  
【自分】国会に行って噛みついて参ります。 オクダフミヨ、
オクダフミヨ、何卒皆様の大切な一票をお託し下さい。 ご清
聴有難うございました。

[22]「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」についての

具体的説明

24 税金の取り方変え
なきゃいけない

【自分】有難うございました。 れいわ新撰組のここ、福岡か
ら立候補しております、オクダフミヨ、オクダフミヨでござ
います。 どうか福岡県にお住いの皆さん、一枚目の投票用紙
にはオクダフミヨとどうかお書き下さい。 そして、二枚目の
投票用紙、オクダフミヨくらい真っすぐ、いや、それ以上か
もしれない、ヤマモトタロウよりもややこしい、空気は読め
るが読まないという緊張感を作り出す、そんなメンバーを一
人でも増やしていただくために、一枚目、福岡の方はオクダ
フミヨ、二枚目は比例、ひらがな三文字でれいわ、れいわと
お書きください、よろしくお願い致します。 有難うございま
す。 れいわ新選組代表のヤマモトタロウと申します。 い
ま、オクダフミヨの方からも訴えがございました。 経済だっ
たら自民党しかないだろう、現状維持だったら自民党だ、ご
めんなさい、全部間違いです。 25年間不況なんです。 先進
国で唯一です。 25年間成長せず、賃金だだ下がり、それの
どこが、じ、経済だったら自民党なんですか。 現状維持なん
て一度もされたことがない。 子どもの7人に1人が貧困。 コ
ロナが来る前、令和元年厚生労働省の調べでは生活が苦しい
という世帯54.4パーセント、母子世帯では86パーセント、何
が現状維持なんですか。 何が経済だったら自民党なんです
か。 経済音痴が自民党の間違いじゃないですか。 子ども食
堂、子ども食堂の取り組み、全国で活発化しています。 子ど
も食堂に関わってる方々には本当に頭が下がる。 その一方で
どうして民間に頼りきった状況になってるんですか。 子ども
の貧困をなくそうと思えば、政府が手を打てばこれは1年で
解決できる話じゃないですか。 当たり前のことでしょう、子
ども家庭庁うんぬんじゃないんですよ。 数十年にわたってこ
の国の政治のトップに立ち続けてきた自民党がどうして子ど
もの貧困さえも解決できず、それを加速するようなことに
なっちゃってるんですか。 おかしいですよね、あまりにもお
かしな政治。 先ほど言いました、消費税の問題。 消費税、
1989年から2016年までの間を見てみると、消費税収、これ
増え続けています。 一方で法人税収は下がり続けている。 
そりゃそうです、消費税が上がるたびに法人税や金持ちへの
所得税は下がり続けてますから、穴埋めなんですね。 1989
年、そして2016年の間を見てみたら消費税と法人税二つに特
化して言えることがあります。 消費税収の約73パーセント
が法人税減税の穴埋めに使われていたと言える、こんなふざ
けたことやってるからこの国が地盤沈下しちゃうんですよ
ね。 税金の取り方変えなきゃいけない、そして税収、この国
の財源は税収だけそう思い込まされてるでしょ、違います
よ。

[25]「足りてい
ないところにお
金を入れられ

る」についての
具体的説明

25
足りていないとこ
ろにお金を入れら
れる

先ほどオクダフミヨの方から話があった、通貨発行権、自国
の通貨、円があります。 イギリスにはポンドがあって、アメ
リカにはドルがある、当たり前ですよね。 自国の通貨を持
つ、そういう国は社会にお金が足りていないときにはお金を
増やせる、そして足りていないところにお金を入れられる、
当たり前なんです。 当たり前、経済政策の基本のき、それを
や。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



26

800兆円のお金は
みんなから税金で
搾り取る話じゃな
い

【自分】らなきゃ、さらに不況が深まりますから。 このコロ
ナ禍、アメリカ、コロナで不安定になることを恐れて、800
兆円、800兆円ものお金を出すことに決めた。 この800兆円
のお金はみんなから税金で搾り取る話じゃないですよ。 自国
通貨を発行する、そして3度の現金給付、様々な救済策、そ
して未来のインフラ投資にもお金を出すと決めた。

[25]「足りてい
ないところにお
金を入れられ

る」についての
具体的説明

27

さらに100兆円を
出して今必要なこ
とに様々お金を出
して

結果どうなったか、コロナ前よりも景気爆上がり。 一方日本
は25年の不況、そこに加えてコロナ、そして戦争の物価高で
も消費税すら下げない。 国には通貨発行権がある。 お金が
足りていないときには増やして、それを必要なところに入れ
ていかなきゃだめなんです。 そうしなければ不況は深まる。 
これまで日本の中で行われてきたことは当然通貨は増やされ
た。 そして政治家に近いところだけお金がまわされた。 皆
さんの元には届いていない。 だから景気回復さえしないんで
す。 1年間でどれぐらいのお金を増やせますか。 保守的に安
定的に考えて見積もっても、1年間の予算100兆円、これに加
えてもうプラス100兆円。 これを数年続けることは日本で可
能です。 つまりは何か、今よりさらに100兆円を出して今必
要なことに様々お金を出していけるということです。

[28]「100兆円
あったら何がし
たい」について
の具体的説明

28
100兆円あったら
何がしたい

100兆円あったら何がしたい？ 消費税やめたい26兆円、オク
ダフミヨが言ってた大学院まで、これは教育費無償にした
い、5兆円でできる。 そして国がやっているサラ金、奨学
金、大学生の2人に1人が借りてて、そこに利息までとる。 
利息を取る理由は380億円年間で懐に入れるため。 こんな若
者を金融商品化して、被害者を多く生み出した、550万人
も。 それを一気にチャラにする奨学金徳政令、ここにかかる
費用9兆円。 子ども手当増やさなきゃだめなんじゃないです
か、少子化ですもんね。 所得制限なし、倍にする3万円、か
かる費用年間4.5兆円、やればいいのに。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

29
今こそ大胆にお金
を出さなきゃだめ
なとき

高齢化問題、少子化問題これ何とかしななきゃだめなんで
しょ。 そこを解決するためにはまずやるべきことは、その人
たち働く人、人々の処遇を改善すること。 全産業平均100万
円以上給料低くて、現場の良心だけで支えさせるってあまり
にもないんじゃないですか。 全産業平均並みに上げるなら
ば、1人当たり10万円の給料アップ。 これで年間いくらか、
介護士、保育士で3.7兆円、今私がざっくり言ったものでも
50兆円程度ですよ。 25年の不況そこに加えてコロナ、そし
て戦争の物価高、ここに対してもう一度日本の国を立て直し
ていくためには、今こそ大胆にお金を出さなきゃだめなとき
なんです。 心配しなくていい。 国には通貨発行権がある。 1
年の予算に加えて、もう100兆円の通貨発行で、本格的にこ
の国をジャパンアズナンバーワンの時代に戻していく。 しっ
かりとこの国の力を高めていく必要があると私たちは考えて
います。

[28]「100兆円
あったら何がし
たい」について
の具体的説明



30
全国一律でブラッ
ク校則を廃止にし
たい

ここ福岡にお住まいの皆さんには、1枚目の投票用紙、オク
ダフミヨ、オクダフミヨとお書き頂きたい。 そして2枚目の
投票用紙、どうかひらがな3文字でれいわ、れいわとお書き
ください。 よろしくお願いします。 それではオクダフミヨ
にもう一言皆さんにメッセージを。  
【自分】皆さんこんにちは、福岡選挙区より出馬しておりま
す。 オクダフミヨ、オクダフミヨでございます。 私は今、
TikTokでバズっております。 まもなく1500万回再生、総再
生回数が1500万回再生で結構バズってるんです。 そのおか
げさまで、え、色んな所に今福岡県中回っておりますが、遊
説したりスポット凱旋のたびに、たくさんの10代20代の方が
フミヨと、あの、呼び捨てで気軽になんかキュンですをやっ
てくださんるるんですね。 で、え、それはいいとして、これ
をお伝えしたいんです。 オクダフミヨは国会議員になった
ら、全国一律でブラック校則を廃止にしたいんです。 このブ
ラック校則を廃止にするために国会議員になりたいのかそこ
の母ちゃんはっていう風に詰め寄られるお方、あの、とんで
もないです。 ブラック校則とは、この日本の闇なんです。 
毎日、実はオクダフミヨの元にダイレクトメッセージが100
件以上、毎日ですよ、毎日来てるんです、この2週間くら
い。 フミヨさん助けてって。 親にも相談できない、学校の
先生もブラック労働で疲弊して、心を潰され、た、様々な暴
言を子供たちに浴びせ。 そして、前髪が流れたら校則違反、
耳にかけたら校則違反、ツーブロック校則違反、さ、下着は
白、白以外校則違反。 もうそんな毎日毎日、そういう上から
お上に逆らうなというブラック校則で疲弊して、そして先生
たちも今雇用がぶっ壊されてますから。

[31]「ブラック
校則を、毎日

100件以上いる
子供たちのため
にも廃止にした
い」についての

具体的説明

31

ブラック校則を、
毎日100件以上い
る子供たちのため
にも廃止にしたい

このタケナカヘイゾウのパソナにより正規雇用が非正規にな
り、学校の先生も非正規だらけなんです。 そしてその非正規
で潰された、心を潰された先生たちも疲弊してるんです。 オ
クダフミヨはこのブラック校則を、毎日100件以上いる子供
たちのためにも廃止にしたいんです。 子供たちは我慢してい
るんです。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

32
幸せになるために
政治があるんで
しょ

子供がこんなに我慢してるという事は、大人はもっと我慢し
てるでしょ？ 私たちは何のために生まれてきたんですか？ 
幸せになるために生まれてきたんでしょ。 政治は私たちのた
めにあるんです。 幸せになるために政治があるんでしょ。 
人権侵害を、このブラック校則っていうのは、人権侵害を毎
日毎日子供に浴びせ続けてるんです。 でも何度も言っている
ように、消費税廃止にしたいこのレイワシンセングミです
が。 消費税だって、これ人権侵害なんじゃないんですか？ 
合理的に説明できないでしょ。 理不尽過ぎるでしょ。

[31]「ブラック
校則を、毎日

100件以上いる
子供たちのため
にも廃止にした
い」についての

具体的説明

33 政治は子供たちの
ためにこそある

私たち、この日本に暮らす、に、日本人は、理不尽に溢れか
えってるんです。 子供たちもこのブラック校則で、自由、解
放されたいんです。 オクダフミヨは、このまず子供たちをの
人権を踏みにじっているブラック校則を廃止にして、子供た
ちの権利、子どもたちの人権を守られれば、大人たちの人権
も必ず守られます。 子供たちが大切にされれ、される社会
は、必ず大人も大切にされる社会になります。  私たちは人
間なんだから、どこの子供も可愛がって子孫繁栄していきま
しょうよ。 政治は子供たちのためにこそあるとオクダフミヨ
は考えます。 みんなで子供たちを、この社会親、社会親のよ
うな愛のあるそういう社会にオクダフミヨはこの福岡県から
みんなと作っていきたいんです。

[32]「幸せにな
るために政治が
あるんでしょ」
についての具体

的説明

34

オクダフミヨはブ
ラック校則を全国
一律で必ず廃止に
いたします

手作りの愛のある政治。 みんなとしっかりと、あの、話し
合って、対話を重ねて政治っていうのは作っていきたい。 み
んなのために政治はありますから。 オクダフミヨはブラック
校則を全国一律で必ず廃止にいたします。 オクダフミヨでし
た。  
【自分】ありがとうございます。 レイワシンセングミでここ
福岡から立候補している、オクダフミヨ、オクダフミヨでご
ざいます。  どうか1枚目の投票用紙にはオクダフミヨとお書
きいただきたいんです。 今、オクダフミヨのほうから、ブ
ラック校則を無くすというような話がありました。 どうして
ブラック校則ってものが増えるんでしょうか？ これ、教育現
場が逼迫しちゃ。

[31]「ブラック
校則を、毎日

100件以上いる
子供たちのため
にも廃止にした
い」についての

具体的説明



35

国が教育に対して
しっかりとシシュ
ツ＊、お金を出さ
なければ

【自分】＊からなんですね。 当然です。 1人の先生が抱える
生徒の数が多い。 普段から業務で溢れかえっている。 まさ
に教師の職場自体がブラック化してしまっているからこそ、
生徒達をコントロールするためには、厳しめのルールを作ら
なければならない。 これ、悪循環なんです。 ブラック校則
を無くそうと思えば、国が教育に対してしっかりとシシュツ
＊、お金を出さなければならない。 OECD、先進国グループ
とも呼ばれるような中で、日本は、最も教育に金をかけな
い、ドケチ国家のナンバーワンなんですね。 大学見たらわか
るでしょ。 大学院見たらわかるでしょ。 教育受けるため
に、卒業するまでに500万ぐらいの借金、1000万の借金、ザ
ラじゃないですか。 社会人になる前に、マイナス、大幅にマ
イナススタートさせて、1人生きるだけで精一杯ってことを
させるような国なんですよ。 当然、それ以外の教育、当然、
中学校や、高校っていうところに対しても、これは、ドケチ
のシシュツ＊しかしていない。 先生が、先生になりたいって
いう人さえもどんどん減ってってしまってます。

[36]「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」につい
ての具体的説明

36

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

今やらなきゃいけないことは何か。 教育現場に対してしっか
りと、これは、シシュツ＊をしていくということ。 徹底的に
やっていかなければならない。 当然、そういう方向に進め
ば、ブラック校則というものも、これは、どんどん姿を消し
ていくことになる。 どうかその先頭に、教育の改革、そこに
対して、しっかりとお金を出していくという先頭に、オクダ
フミオを立たせて頂きたいと思います。 非常に短い時間の中
で、私たちの訴えというものを、ほんの一部しか皆さんに届
いていないと思います。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

37 日本の景気上げた
いんですよ

で、結局何がしたいかってことですけど、日本の景気上げた
いんですよ。 景気上げないことには、みんなの生活レベル上
がらない。 もう、人間の尊厳守れないぐらいの暮らししてる
人たち、いっぱいいるんですね。 で、苦しい人がいるのはわ
かるけど、私は大丈夫で終わらせられない。 どうしてか。 
社会は1つの船だから。 GDP見ればわかるでしょ。 みんなの
所得を合わせたものが、GDP。 つまり、所得を減らしたり、
所得を失ったり、小さな事業所でも倒れれば、社会に回るお
金はさらに減る。 社会全体が貧しくなっていく。 そのパイ
＊を奪い合うような社会が、もう何十年も続いてるんです。 
だからこそ、今、足元からちゃんとやり直さなきゃいけな
い。

[38]「日本政府
がメイドイン

ジャパンを買い
まくるというこ
とをやらなけれ
ばいけない」に
ついての具体的

説明

38

日本政府がメイド
インジャパンを買
いまくるというこ
とをやらなければ
いけない

私たちは、消費税廃止のほか、もちろん、教育への改革もも
ちろんのこと、徹底的に日本の景気の底上げをするため、良
質な雇用を生み出すためには、まずは政府、日本政府がメイ
ドインジャパンを買いまくるということをやらなければいけ
ないという政策をうちあげています。  日本国内で、日本に
お住まいの皆さんが作られた製品、コンテンツサービス、
片っ端から政府調達という形で買っていく。 それによって、
作られる製品の幅、サービスの幅も広がっていきます。 それ
のみならず、日本国内の生産拠点も強化され、海外に流出し
たものも、国内に回帰していく。 これ、今、円安だからチャ
ンスなんですよ。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

39
良質な雇用が生ま
れますよ

それが回っていけば、何が生まれるか。 良質な雇用が生まれ
ますよ。 高い賃金、安定した雇用。 これまでの数十年とは
逆回転させる必要があるっていうこと。 もうこれは、すで
に、アメリカでやられていること。 アメリカ、バイデン政
権、1年間で、66兆円。 アメリカ国産のものを買いまくるっ
てことを始めてますよ。 外に出ていくんじゃない。 国内に
戻していくんだ。 そして、強化していくんだ。 それこそが
国防だっていう話なんですよ。 国を守ると言いながら、一部
の資本家に魂を捧げるようなことをして、この国を切り売り
してきた。 その数十年が積み重なれば、国は衰退。

[38]「日本政府
がメイドイン

ジャパンを買い
まくるというこ
とをやらなけれ
ばいけない」に
ついての具体的

説明

40
れいわ新選組にそ
の先頭に立たせて
いただきたい

【自分】今の日本です、それをぎゃくたく、それを逆回転さ
せる必要がある、どうかれいわ新選組にその先頭に立たせて
いただきたいと思います。  一枚目の投票用紙、ここ福岡で
は、オクダフミオ、オクダフミオ。 二枚目の投票用紙、比例
では全国どこからでも、れいわ、れいわ、とお書き下さい、
お願いいたします。 さあここからなんですけれども、私たち
のこの短いやり取りでは内容があまり分からなかった方もい
らっしゃるかもしれません。 それ以外のテーマでも結構で
す、皆さんにマイクを回したいと思います。

[39]「良質な雇
用が生まれます
よ」についての

具体的説明



41
通りすがりの皆さ
んにマイクを握っ
ていただきたたい

えー、通りすがりの皆さんにマイクを握っていただきたたい
んです。 ただし、一人でも多くの方にマイクが回るように、
短くご質問いただきたい、例えば、10秒、10秒で。 消費税
やめるって言ってるけど財源どうすんですか、これ6秒です
ね。 憲法についてどう考えてますか、5秒です。 このような
かたちで＊に言っていただければと思います。  えー、私は
福岡県に住む78歳の者ですけれども、まあ政治をこれまで見
てきまして、もう終わりですこれは、10秒過ぎてます、すい
ません、もうだから、あのすぐ質問にいってください、お願
いします、いかがでしょう、どなたか、どなたかご発言いた
だけますか？ じゃあ、そちらの若い方、そのまま手を上げと
いて下さい、マイクを、質問者なるべく前の方に、あ、ユウ
セン＊でいってる。

[42]「福岡でつ
くっている農家
さんたちのもの
を買う」につい
ての具体的説明

42
福岡でつくってい
る農家さんたちの
ものを買う

【自分】えっと、私は高校2年生なので、そんな深い質問は
できないんですけども。 えっと、参政党、政治に参加すると
書いて参政党が掲げていることがあって、それがえっと、学
校給食を、えー、その地域の、例えば、福岡県だったら福岡
の素材、えー、一次産業を活発、活発化するということで、
その福岡でつくっている農家さんたちのものを買う、という
ことを言ってるんですが。 そのメイドインジャパンを買うと
いうことにそれも当てはまりますか、またそれに関してどう
思いますか？  
【自分】ありがとうございます。

[43]「この国で
一番薄いのが食
料の安全保障な
んです」につい
ての具体的説明

43
この国で一番薄い
のが食料の安全保
障なんです

えっと、給食の地産地消っていうのは特別な話じゃないで
す。 えっと、その政治団体が特別なことを言ってるわけじゃ
ない、多くの政党がそういう主張をしてます。 で、当然この
国には、え、安全保障って考えれば様々あります。  皆さん
の生活安全保障、その他にも外交の安全保障、エネルギーの
安全保障、この国で一番薄いのが食料の安全保障なんです。

[44]「自分たち
の国で食べ物を
十分につくれな
い」についての

具体的説明

44
自分たちの国で食
べ物を十分につく
れない

自分たちの国で食べ物を十分につくれない、だから今物価
高、これ海外から入ってくる食べ物のほとんどをこれどんど
ん高くなっちゃってますよね？ 給食の問題じゃないんです
よ、給食っていうのは一番、えー、最終的な手前にあること
の話、そうじゃない、まず考えなきゃいけないことは、徹底
的に国内で食べ物を生産していく、そのためには農業をやり
たいです、生産者になりたいですっていう人たちの数を増や
さなきゃだめなんです。 そのためには何が必要か、生産者に
なれば一番生活が安定するという職業にしていかなきゃだめ
なんです。 つまりは何か、作ったものを全部国が買います
よ、そういう姿勢が必要ってこと。 当然それを、過剰に作物
が余っちゃった場合には、しく、収入が少ない人たちに対し
てその食料を配布すればいいだけのこと。 そして不作のと
き、つくれていないときには、その実際の耕作面積に対し
て、できたものとしてお金をちゃんと払っていく、徹底的に
買い上げていくってことを国内でやってかなきゃならないっ
ていうことですね、はい、私たちが考えているのは、そうい
う政策です。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

45

全量買い上げを目
指していきながら
日本の持久力を高
め

何よりも一番生産者になるのが生活が安定して、子育てがし
やすいという環境なるならば、労働力の移転も生まれてきま
す。 そういうような流れをつくっていかなければならない、
アメリカやってますよ、どんどん買い上げてる、そして買い
上げてった部分を何に使っているか、余った部分は今言った
ような低所得者に配ってる。 アメリカ様の言う通りしかでき
ない、いわば、植民地的な立場が日本です。 言うことばっか
り聞いてるんじゃなくて、いいことは真似しなきゃ。  
【自分】ね、そう思いません？ 私たちれいわ新選組は農家に
対する全量買い上げを目指していきながら日本の持久力を高
めていくという事を考えています。

[44]「自分たち
の国で食べ物を
十分につくれな
い」についての

具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。



46

1年間の予算100
兆円に加えて、も
うプラス100兆円
通貨発行

さあ、いかがでしょうか、他に？ じゃあ、そちらで、ちょう
ど中間地点ぐらいに居るあなた、キャップかぶって。 前の方
来てください、急ぎめに。 急ぎめに前の方来てください。 
他にいらっしゃいますか、お話したい方、ありがとうござい
ます、どうでしょう、いかがでしょうか？ じゃあ、そちらの
ハットかぶってる人、前に来てください、すいません、どう
ぞ。  
【自分】なぜ自民党は通貨発行しないんですか？  
【自分】あ、ごめんなさいね。 自民党がどうして通貨発行し
ないんですかってことだけど、やってるんですよ、やってま
す。 先ほど私言いました、1年間の予算100兆円に加えて、
もうプラス100兆円通貨発行をする。 これは保守的に安定的
に数年にわたってこの国でできることだって言いました。

[47]「届いてな
いってことは、
お得意様に多く
が流れてる」に
ついての具体的

説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

47
届いてないってこ
とは、お得意様に
多くが流れてる

一方で、じゃあ自民党がそれやりゃあいいじゃないのってい
うご指摘だと思うんですね、ご質問された方は。 もうやって
るんですよ、2020年度には120兆円近いお金、これ国債発行
されてます。 皆さんの手元届いてる？ 届いてないってこと
は、お得意様に多くが流れてると考えてください、そういう
ことです。 はい、つまり何か、皆さんのこと眼中にないって
こと、いい加減にしろでしょ、そんなの。 皆さんがこの国の
オーナーなのに、眼中に入れろよって。 入れられないから
30年衰退してるんですね、だからもう入れ替えるしかない、
鬼退治するしかない、そういう話でございます、ありがとう
ございます。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

48

皆さんを縛るよう
な形で作り上げ
ちゃったのが自民
党の憲法改正草案

さあ、続いての方どうぞ。  
【自分】えー、憲法改正草案についてお伺いしたいです。  
【自分】ありがとうございます。 皆さん、自民党の憲法改正
草案見た事ありますか、2012年に作られたものですけれど
も？ あの、控えめに言ってもゴミです、ゴミ。 憲法って決
まりがあるんです、何かっていうと権力者が守らなきゃいけ
ないものなんです。 どうしてかっていうと、権力が暴走すれ
ばこれは皆さんに対して大迷惑をかける、ひつ、可能性があ
るから。 権力が、あいつらを捉えろと言ったら捉えられる。 
あいつらを黙らせろと言ったら黙らせられる。 人の口を封じ
たり殺すことさえできる、そんな事をやりまくったのが戦前
戦中でしょ。 この権力に対して鎖をつけるのが憲法の存在で
す。 憲法ってイデオロギーじゃない、この国の最高法規、
ルールの王様。 その憲法を、逆に皆さんを縛るような形で作
り上げちゃったのが自民党の憲法改正草案です。 中身は最
悪、はっきり言ってゴミ。 嘘だと思うなら中身見てみてくだ
さい。 憲法の意味が分からずにその内容を作ったか、もしく
は分かった上で皆さんを逆に縛ってやろうってことで作った
かのどちらかです、以上です。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

49 公正な移行なんで
すよ

さあ、いかがでしょうか？ じゃあ、そちらの白いベースボー
ルキャップと、そ、ええと、他いらっしゃいますか？ じゃ
あ、そちらの、今、えー、オオシマさんのチラシ持たれてる
方、前来てください、前へ。 で、そのピスタチオ色の方も、
あなたです、最前列。  
【自分】あ、今ですか？  
【自分】真ん中の方来て、違いますよ、白いベースボール
キャップ。  
【自分】あ、ああ。  
【自分】ありがとうございます。 10秒でお願いします。  
【自分】えー、今の既得権益をぶっ壊せますか？  
【自分】あのね、ぶっ壊すっつったらビビっちゃうんです
よ、相手だって。 だって自分が儲けられるものを壊しに行
くっつったら守りたいと思うでしょ。 作用に対して反作用っ
ていうのがデカくなっちゃうんですよ。 だから交換なんです
よ。 公正な移行なんですよ。

[50]「エネル
ギーの転換を図
るしかない」に
ついての具体的

説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。



50 エネルギーの転換
を図るしかない

たとえばですけど、原発はやめなきゃいけないんです。 どう
してか、30年、8割の確率で大きな地震がやってくる。 皆さ
んのお近くであるならば南海トラフ。 南海トラフってどれぐ
らいの大きさですか？ 阪神大震災の17倍。 東北の震災の10
倍。 20年間に及ぶ経済的損失1410兆円。 これに耐えられる
原発。  
【自分】＊あると思う？ あるわけないんです。 つまりは、
南海トラフがやってきたときには、1カ所の原発事故で済ま
ないと思う。 複数箇所で原発が、これは壊れてしまうという
前提に立たなきゃいけないってこと。 それだけの大地震と両
輪で格差以外にも対応できるかっつったら、そんなこと無
理。 それを考えたならば、これはエネルギーの転換を図るし
かない。 この国でどうして原発がやめられなかったかっつっ
たら、当然さまざまな既得権益が絡んできたからですよ。 電
機メーカー、電力会社、大手銀行、大手建設会社。 さまざま
な既得権益、ここから、利益を得られるのに、俺たちの利益
を取り上げるなってことで、40年の寿命をプラス20年に伸ば
せたりとか、好きなことやってきたわけですね。 ここに対し
て、新しい金儲けをしようと、私はもちかけていくのが一番
早い話だろうと思ってます。 取り上げようと思っちゃ駄目。  
交換なんですよ。 だってその人たちは、努力をしてきたん
だ。 政治を動かして、組織票を使って、企業献金を使って、
落ちた議員は就職の斡旋までして、自分たちでお金儲けの道
具を作ってきた。 それを考えるんだったら、それをぶんど
るって言ったら話し合いはうまくいかない。 動いてくれる
か、こっちで儲けてくれ。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

51
どんどん投資して
いきながら、育て
なきゃ駄目

その内容は何か。 新エネルギーですよ。 IEAの発表では、1
年間で500兆円規模、年間ですよ、500兆円規模のお金が
2030年ピークに50年まで続くんです。 こんなおいしいマー
ケットないでしょう。 今のままだったら、中国とヨーロッパ
から買わされるだけなんです。  私たちは買わせていただく
立場。 駄目なんです、それじゃ。 私たちの技術、ここにど
んどん投資していきながら、育てなきゃ駄目。 カイニ＊、売
りにいくんですよ。 このビッグビジネス取りに行こうぜっ
て。

[52]「成長して
いれば、企業は
借金してでも投
資」についての

具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

52
成長していれば、
企業は借金してで
も投資

そこに対して国が大々的に金入れてくから、おたくも、積も
り積もった内部留保、どんどん投資していこうよと。 こうい
う関係性にならなきゃ、話は前に進まない。 私はそう思って
ます。 内部留保に課税しろ、そういう話もあります。 はっ
きり言って、これは間違ってる。 政治を動かしてきたのは、
彼ら。 そして内部留保は、貯めたくて貯め続けてきたわけ
じゃない。 半分の理由ね。 国があまりにも不況すぎて投資
しても意味がないから、お金を出してこれなかったんです
よ。 国がちゃんと成長していれば、企業は借金してでも投資
するんですよ。 そこに対してメスをいれて、そこをぶんど
れっていうのは、パイの奪い合いに他ならない。 そんなこと
やっちゃいけない。

[53]「国の電力
の軸となるの

は、当然火力」
についての具体

的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

53 国の電力の軸とな
るのは、当然火力

貯めた金は次に投資しろ、国も応援するぞ、このほうが話進
むでしょ。 私はそう思ってるんです。 もちろん自然エネル
ギーに移行するまでの間には、これは、この国の電力の軸と
なるのは、当然火力です。 一発で自然エネルギーにいけるわ
けじゃない。 だから、この火力、火力に対して否定的な方々
も現実を見つめなきゃいけない。 けれども、世界との約束の
2030年、火力全廃2050年、えー、100パーセント自然エ
ネっていう、この世界との約束のゴールはずらさない範囲
で、火力も十分にこれは活用していく。

[54]「落とし所
を見つけていく
のが、本来は政
治」についての

具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

54
落とし所を見つけ
ていくのが、本来
は政治

じゃないと夏の暑いときにプロパーガンダ原発回したいか
らって、計画停電無理やりされても困るでしょ。 2，000ポ
イントもらって、月80円ぐらいの割引受けたって何の意味も
ないでしょ。 そうじゃない。 ちゃんとやってくから、お前
の利益担保できるように国も大胆にやってくからって。 そう
いう落とし所を見つけていくのが、本来は政治でしょ。 でも
しがみつこうとしているのが、他の党。 いい加減にしてく
れ、そういう話です。 ありがとうございます。  れいわ新選
組代表、山本太郎。 隣に立っているのが、私たち、ここ福岡
からの候補者でございます。 奥田民生、奥田。 奥田たみ、
奥田民生さん出てない。 広島の人やし。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



55

モテギさんは、消
費税を減らすと
えー社会保障費が
3割カットされる
と言い

【自分】ごめんなさい、もうね暑さでやられちゃう。 そんな
有名人立ってなかった、でもここにもいますよ、イトシマ＊
の有名人、オクダフミヨさんです。 来てるわー、脳直撃です
からね暑さ、すいません。 オクダフミヨでございます、オク
ダタミオって書かないでよオクダフミヨですよ、すいませ
ん、失礼致しました。 あー焦った、焦った、すいません、さ
あ続いてえーっとはい、ちょっと待ってください、ピスタチ
オ色の人手挙げてなかった？ え、先に？ 先にってどういう
ことですか？ え、あ、そういうことか、びっくりした。 ど
うぞ。  
【自分】はい、あのーお年寄りは消費税を廃止したり減額す
ると、えー年金が減ると思っているので、消費税の廃止に消
極的です。 モテギさんは、消費税を減らすとえー社会保障費
が3割カットされると言いました。 これは本当でしょうか？  
【自分】うそです、関係ないです、ご心配なく。

[56]「消費税を
やめたとしても
社会保障にはほ
とんど影響な

い」についての
具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

56

消費税をやめたと
しても社会保障に
はほとんど影響な
い

あのー説明されるときには、こうつけ、えー、あのー何だろ
な、説明する時にお年寄りの方こう、えーっと例えばですけ
ど、先輩方に説明する時には消費税をやめたとしても社会保
障にはほとんど影響ないと、こうお伝えください。 勿論基礎
年金という部分において、国負担分は多少この消費増税分を
使ってるところがあります。 けれどもそれは別にそれは通貨
発行すればいいだけわけなんです、何の影響もない。 それだ
けじゃなくて消費税を無くすってことは全体的に景気が良く
なるから、景気が良くなるってことは税収も増えるんです
よ。 全く何の問題もない。 逆に言えば消費税が無ければ社
会保障がどうにかなってしまうってこと自体がうそであるっ
ていう話をしてください。 その多くは金持ちに減税、えー大
企業に減税、穴埋めとして使われてるんだよ、勿論一部は使
われてるけどねっていうのは事実なんですね。 だから一部に
関しては別で補填すればいい、それだけの話です。 有難うご
ざいます。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

57

入国管理局や技能
実習生など日本に
おける移民問題に
ついて考えをお伺
い

さ、いかがでしょうか。 えっとー全員にわたったかな、いま
当てた人、あ、ピスタチオの方か、ごめんなさいね、ピスタ
チオの方とか言っちゃって。  
【自分】はい、えっと、にゅうきょく、入国管理局や技能実
習生など日本における移民問題について考えをお伺いしたい
です。  
【自分】有難うございます。

[58]「日本国内
に移民というも
のは積極的に入
れるべきではあ
りません」につ
いての具体的説

明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

58

日本国内に移民と
いうものは積極的
に入れるべきでは
ありません

えっと、日本国内に移民というものは積極的に入れるべきで
はありません、はっきり言います。 で、事実上移民、1年以
上、よその国で暮らし続けてる人たちは国際的な定義から言
うと移民になります。 日本は移民じゃない、これは労働者と
して来てるだけだという体にたってるんですね。 労働者とし
て来てるということも含めて事実上は1年以上いるんだった
ら本当は様々な権利を付与しなければいけなくなるんです。 
でも今の日本でそれができるかって言ったら私は難しいと思
う。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

59

外国からの労働者
を受け入れられ
る、えー立場では
ない

何よりも海外から呼ばれてきた労働者はその扱いというもの
が酷いということで有名です。 7割以上の、えー事業所にお
いてこれは法令違反が見つかっているという状態。 要は日本
人であっても労働環境の中にこれは人権というものがないが
しろにされている状態が結構多いのに、そこに対して外国の
方々を守れるようなえー状況じゃないですね。 はっきり言っ
ちゃえば日本にはそのような外国からの労働者を受け入れら
れる、えー立場ではない、その資格がない、私はそう思って
ます。

[58]「日本国内
に移民というも
のは積極的に入
れるべきではあ
りません」につ
いての理由・

ニーズ

60
まずはしっかりと
国内の雇用

そして、そういう外国人の方々も含めて例えば入管の施設で
すね、ある意味でもう10年近く閉じ込められてる方もいらっ
しゃるんです。 で、難民申請したとしても、これは却下され
まくり、で、却下される理由は知らされません。 だから一体
何を改めればこれは受け付けられるのかってことも、全く分
からないってことです。 一つの施設の中に数年も閉じ込めら
れればメンタルやられますよ。 それで自分自身で命絶つ人も
いる。 そんな地獄みたいな状況は先進国とは呼べないってこ
とですね。 まずはしっかりと国内の雇用、人手不足ではなく
賃金不足ということにおいてこの雇用。

[59]「外国から
の労働者を受け
入れられる、

えー立場ではな
い」についての

具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。



61
足りない労働力に
関しては、当然こ
こは日本人と同等

【自分】環境がどうなっていくことをはっきりさせなきゃい
けない。 そして足りない労働力に関しては、当然ここは日本
人と同等。 パトカー通ります、道あけてください、すいませ
ん。 日本人と同等、もしくはそれ以上という、今、口ではそ
う言ってますけど、実際はそういう扱いされてるとこ本当に
あるかどうかっての疑わしいですね。 そういうところ、しっ
かり守れるようになってからの話だと思います。

[59]「外国から
の労働者を受け
入れられる、

えー立場ではな
い」についての

具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

62
奴隷的な扱いをや
めろということ
は、毎年警告

えー、国連からもアメリカからも、えー、奴隷的な扱いをや
めろということは、毎年警告がなされてるのが日本です。 ま
ずは一旦立ち止まる、困る、だって、それじゃ困るじゃない
かって言うけど、奴隷がいなくちゃ困るぜって、どんな発想
だよってことですね、いつの時代の話だと。 まずはそこから
なんだろうと、受け入れ体制ができていない、それでいて、
日本に対して、反感を持つような人をたくさん生み出して、
それを地元、自分の国に帰って行ったあと、これ日本に対す
る評判どうですかつったら、これはっきり言って、これ安全
保障面から考えても、最悪のやり方だと思いますね、そうい
うとこだと思います。

[59]「外国から
の労働者を受け
入れられる、

えー立場ではな
い」についての

具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

63 もう3人だけ来ま
しょうか

すいません、ありがとうございます、え、他に手挙げてた方
は全員当たりましたか？ え、もうそろそろ終わらなきゃいけ
ない、もう3人だけ来ましょうか、いかがでしょうか？ ええ
と、そちらの、はい、ロックっぽい人、あなたですね、は
い、あなたです、もっと前に来て。 え、他、じゃ、そちらの
目を見開いた人、前に来て下さい、前に。 で、そちらのあな
た、はい、10秒です、10秒で質問してください、お願いしま
す。

[64]「敗戦国に
対して、足かせ
をはめるという
様な状態」につ
いての具体的説

明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

64
敗戦国に対して、
足かせをはめると
いう様な状態

【自分】ええっと、敵国条項っていうものがあるんですけ
ど、日本の国防についてどう思われてますか？  
【自分】ありがとうございます。 敵国条項というものがあり
ます。 これは国連の憲法、ある意味で、え、国連憲章、中に
敵国条項ってものが含まれてるっていう事なんですね。 え、
つまりは戦争に負けた国々、これは直接条文には書かれてま
せんけど、外務省に聞くと、7カ国ぐらい、日本もそう、日
本もそう、そしてドイツもそう、ルーマニアもそう、そうい
うような国々ですね。 敗戦国に対して、足かせをはめるとい
う様な状態になってます。

[66]「徹底した
専守防衛と徹底
した平和外交以
外道が無い」に
ついての具体的

説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

65

国防ってものをど
うするかってこと
を考えなきゃいけ
ない

内容は何かっていうと、え、敗戦国側が不穏な動きをした時
には、これは、え、安保理の許可なしに叩けるって事になる
んです。 不穏な動きって何かって言ったら、例えば日本が重
武装したりとか、そういうことですね。 で、重武装するっ
て、例えばどういうことですかってつったら、敵基地先制攻
撃能力、これまさに重武装ですよ、先制攻撃ができる能力だ
から。 評判が悪いから、看板だけ付け替えます、反撃能力と
としたって、意味何もないんですよこれ。 海外から見たら、
ファーストストライクする能力を、も、持とうとしてるよ日
本はってことは報道で言われてるわけですね、何の意味もな
い。 だから何かつったら、世界から足かせをはめられてるっ
てことを、しっかりと見つめなきゃいけない。 そこから国
防ってものをどうするかってことを考えなきゃいけないって
いうのが、日本の立場。 イキった中学生みたいなことを言っ
てても、それは実現可能ではありません。 で、これが死文化
してるとかっていう間抜けな人います、大間違いです。

[66]「徹底した
専守防衛と徹底
した平和外交以
外道が無い」に
ついての具体的

説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

66
徹底した専守防衛
と徹底した平和外
交以外道が無い

2019年にもロシアのラブロフ外相から、この敵国条項を引用
した形で、記者会見でケンセイ＊されています。 最近では、
中国側から岸防衛大臣が話した時に、どっかの国が火遊びが
過ぎた場合には、間違いなく叩くということを言われていま
す。 つまりは何か、アジアの目の前、私たちの目の前の
国々、常任理事かこ、常任理事国の2カ国は、この敵国条項
というものは、死文化はされてないという考え方だとするな
らば、これは日本は本当に気をつけてやらなきゃいけない。 
徹底した専守防衛と徹底した平和外交以外道が無いという話
です、ありがとうございます。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



67
地方に対する交付
金は、倍増してい
くぐらいでいい

続いての方どうぞ。  
【自分】朝一番の飛行で、対馬から来ました、＊です。 僕た
ちの対馬もヤマモトタロウさんに着いていけば、助けてもら
えますか？ もうぎりぎりです。  
【自分】本当にね、これも、あの、とんでもない、日韓関係
がね、日本の政治の発言とか。  
【自分】＊雰囲気悪くなって、お客さん、来なくなったじゃ
ないですか。 それだけじゃなくて、今、コロナでしょ、で、
はっきり言っちゃうと、コロナによって、インバウンドが、
どうのこうのっていうけれど、たかだか5兆円の世界です
よ、インバウンドって。 どうして、海外から日本に来んの
かっていったら、びっくりするぐらい、もの安いからで
しょ。 日本が貧しくなったから、海外からきて、大満足して
帰っていってもらえる、もちろん、日本の、もともとの魅力
もありますけれども、そういうところって、表と裏なわけで
よ。 やらなきゃいけないことは、何か。 当然、東京、一極
集中とか、三大都市圏だけ、これ、栄えていっても、しょう
がないんですよ。 弱い国でしょそんなの、国の中で、一つの
都市だけが、力を持ってますって、こんな、弱い話がある？ 
日本列島で、いろんな都市が力を持っている、経済的にも強
いっていう、状況を作っていかなきゃいけない。 当たり前の
ことじゃないですか。 逆に言えば、これは、地方に対する交
付金は、倍増していくぐらいでいいんですよ。 ちゃんと、お
金回るようにしなきゃいけない。 そして、離島に対しても、
これは、すごく大切にしなきゃいない。 国境離島とか言いな
がら、結局、この、消費税上がっている状態で、また、物価
高になったとしても、助けてもらえないわけじゃないです
か。 ありえない。

[68]「政府が保
証するかたち

で、最低賃金、
1500円まで上げ
て」についての

具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

68

政府が保証するか
たちで、最低賃
金、1500円まで
上げて

例えば、ガソリン税は、ゼロにする、まずは、離島から消費
税、ゼロにしていくっていうことで、いいと思うんですよ。 
まず、最初にやれよって、あたり前のことでしょう。 そし
て、なによりも、やらなきゃいけないのは、日本全体の、力
を上げていくためには、本当の意味での、これは、地方再生
が、おこなわれていけば、いく、あ、いかなくてはならない
と。 つまりは、なにか、政府が保証するかたちで、最低賃
金、1500円まで上げていく。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

69
補填する額は、5
兆円から6兆円で
済む

全国一律、ツシマで働いても、シマネで働いても、アオモリ
で働いても、トウキョウで働いても、最低賃金、1500円、上
乗せ分は、国が持ちますっていうかたちを、私はやるべきだ
と考えています。 それを、やるのに、中小企業、零細企業に
補填する額は、5兆円から6兆円で済むんですよ。 それ、
やってみ、したらトウキョウから、人、どんどん、減ってい
きますよ。

[68]「政府が保
証するかたち

で、最低賃金、
1500円まで上げ
て」についての

具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

70

手に入るお金が変
われば、使われる
お金の額も変わっ
て

どうして、満員電車乗らなければいけない、高い、家賃払う
必要ある、自分の地元に帰るとか、これまで行ってきたとこ
ろで、お気に入りの場所があるとか、そういう所に、人がど
んどん、広がっていくっていうことで、そこの、経済圏も強
くなる、そもそも、手に入るお金が変われば、使われるお金
の額も変わっていく。 更に強化されていくんですよ。 これ
まで、衰退してきた、見殺しにしてきた、放ったらかしにし
てきたってところに、どんどん、力を送っていく必要があ
る、それこそが、本当の国防ですよ。 それこそが、本当の、
安全保障、そう考えています、ありがとうございます。

[64]「敗戦国に
対して、足かせ
をはめるという
様な状態」につ
いての具体的説

明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

71
この国において、
命の価値が、著し
く低い

では、続いての方どうぞ。 令和新選組代表、ヤマノトタロウ
＊と、フクオカ＊から立候補している、ええ、オクダフミヨ
＊、オクダフミヨ＊でございます。  
【自分】個人で、保護猫活動のボランティアをしているもの
です。 動物のおかれている環境はひどいです。 ペット
ショップの＊販売、動物愛護について、どのようにお考えで
すか？  
【自分】もうね、猫ちゃん守りたい、わんちゃんも守りた
い、でね、あの、その、犬猫の話をしているときに、吐き捨
てていった人がいるんですよ。 何だお前ら、人間よりも、犬
畜生かよ、みたいなこと言って、通り過ぎていったんですけ
れど、違うんですよ、違う、違う、この国において、命の価
値が、著しく低いんですよ、著しく低い、人間の価値も低
い、はっきりいって。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



72
最も弱い立場の命
を、どう扱ってい
るか

けれども、私が昔ね、芸能の仕事をやっているときに、海外
に取材に行ったんですよ。 あの、LAの警察、アメリカの警
察、LAPD、そこに、部署があるっつって、何かっていった
ら、アニマルポリス、ようは、虐待受けている動物だったり
とか、扱いが酷い動物を救いに行って、その家のものを逮捕
したりとか、いろいろ、する係なんですね。 で、そこの、オ
フィサー＊が言っていたことで、すごく覚えているのが、そ
の国の中において、最も弱い立場の命を、どう扱っているか
によって、その国の成熟度がわかる。

[71]「この国に
おいて、命の価
値が、著しく低
い」についての

具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

73 殺処分してる現場
見たい

【自分】この国は、あまりにも命に対しての価値低すぎるで
しょ。 やらなきゃいけないことは何か。 一目惚れみたいな
形で、簡単に買えちゃって、もうおっきくなってきたし、な
んかめんどくさいから捨てようみたいなことだったりとか、
そういうことで、命がどんどん捨てられてしまうっていうこ
とに対して、殺処分。 私、その番組の最後にね、覚えてるん
ですよ。 福岡だったんです。 取材してる途中に、殺処分し
てる現場見たいって私、思っちゃったんですよ。 どんな形で
死んでいくのかって、殺されていくのかっていうのを見たい
つって、連れてってもらったのが、福岡の、当時ね、もう10
年ぐらい前。 保健所だったんですよね。 動物愛護センター
みたいなところ。 ほんとに切なかった。

[75]「生体販売
は禁止しなきゃ
いけない」につ
いての具体的説

明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

74 ほんとに、ぐる、
苦しかった

順番にね、1週間か、3日か、4日か忘れました。 とにかく、
その、ガス室的なとこに、おき、＊、送り込まれる手前が、
その次の子たち。 で、その前に置かれてるところが、その、
え、もう1日猶予がある子。 1日前、2日前、3日前みたいな
形で処理されてて、で、鉄の壁があって、ぐうっと押し出さ
れていくんですよ。 1日ごと、1日ごと。 でね、一番小さな
命たちは、訳わかってないんですよ。 赤ちゃんたちは。 赤
ちゃんたちは訳わかってない、人間が入ってきたら、よろ、
こと喜んでね、もうすごく、あの、構って欲しそうな感じに
なるんだけど。  大体もう、子猫、子犬以外は、わかってん
ですよ。 もう、自分がどういう運命にあうか。 もう、空気
でわかってんですよ。 ほんとに、ぐる、苦しかった。 それ
見てね。

[73]「殺処分し
てる現場見た

い」についての
理由・ニーズ

75
生体販売は禁止し
なきゃいけない

あの、や、政治でやれることがある。 それは何かつったら、
生体販売は禁止しなきゃいけない。 命に責任を持って飼えな
いという社会であるならば、その間は、この間は、命の売り
買いというものは、極端に制限されるべきだと思います。 ブ
リーダーであったりとか、譲渡会であったりとか、そういう
形からしか手に入れられないような形を進めていく必要があ
ると思います。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

76

これを提案してい
けるような、私た
ち、え、やってい
きたい

一方で、このことに関しては、民業に対する圧迫という部分
も含まれるので、そこをどう解決していくかっていう課題も
あると思います。 けれども、フランスでは、実際に生体販売
禁止というものが法律化されたってこともあるので、そこに
関してもしっかりと深めていって、これを提案していけるよ
うな、私たち、え、やっていきたいと思ってます。

[75]「生体販売
は禁止しなきゃ
いけない」につ
いての具体的説

明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

77

アニマルウェル
フェア、これも
しっかりやってい
きたい

もう1個、あと、私たちが、食肉として命頂いてるじゃない
ですか。 こういう動物たちも酷い飼われ方してるんですね。 
もう死ぬことわかってる。 人間の食べ物として捧げられな
きゃいけない命が、生まれた時から死ぬまでの間、地獄みた
いな環境で過ごさなきゃいけないなんて、ありえないで
しょ。 アニマルウェルフェア、これもしっかりやっていきた
い。 これは、ヨーロッパと良い関係性を結ぶためには、こう
いったこと、当たり前のようにヨーロッパではされてる。 世
界的な基準に持っていくべきですよね。 私たち、それを目指
してます。 ありがとうございます。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

78
一枚目の投票用紙
は、オクダフミオ
でございます

さ、というわけで、え、長きに渡ってマイクを握らして頂き
ました。 令和新撰組代表ヤマモトタロウと、そして、この福
岡からの、え、候補者でございます、オクダフミオでござい
ます。 名前間違えないで下さいよ、皆さん。 一枚目の投票
用紙は、オクダフミオでございます。 よろしくお願い致しま
す。 大丈夫なんすか？ なんか、レイワティービーの人。 大
丈夫ですか、わかりました。 さ、それではですね、皆さん。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



79
スリーショット写
真を撮って頂きた
い

この後、高速でいけますか？ 高速。 この後なんですけれど
も、超高速でヤマモトタロウとオクダフミオの間に挟まって
頂いて、記念写真を、え、ツー、スリーショット写真を撮っ
て頂きたいんです。 で、私たちの写真撮ったって、誰も得を
しないってことは、私たちが一番よくわかっておりますの
で。 え、そういう、え、ツッコミは今のところ必要としてお
りません。 え、罰ゲームとして、どうか、写真を撮って帰っ
て頂きたいと思っております。 え、張り切って撮って下さ
い。 お願いします。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

80

コメントする際に
は、ヤマモトタロ
ウや、令和新撰組
に関して、忖度し
ないで

で、撮って頂いた写真は、どうか、SNSなどにあげて頂きま
すと、私たち喜びます。 で、コメントして頂きたいんです。 
で、お願いがあります。 コメントする際には、ヤマモトタロ
ウや、令和新撰組に関して、忖度しないで下さい。 あなたの
感じたままでいい。 ディスりたければ、ディスって頂いて結
構。 笑って頂きたければ、笑って頂いて結構。

[79]「スリー
ショット写真を
撮って頂きた

い」についての
具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

81
社会が変わってい
く速度少し早めて
いただく

政治的コミュニケーションがネットの中。  
【自分】＊盛んになるということが重要だと思ってます。 社
会の中にいて、政治のことを喋っちゃだめだよねみたいな空
気、これが変わっていかないことには、社会は変えようあり
ません。 なので、あなたが投稿したりすることによって、そ
の社会が変わっていく速度少し早めていただくということが
目的です。  このあと3ショット写真の現場、どこでやるかっ
てことお伝えしたいと思います。 ええ、そしてインフォメー
ションさせてください。 ありがとうございます。

[80]「コメント
する際には、ヤ
マモトタロウ

や、令和新撰組
に関して、忖度
しないで」につ
いての理由・

ニーズ

82

こちらのボラン
ティアセンターの
方に足を、ええ、
運んでいただきた
い

え、ボランティアセンター福岡にございます。 是非、九州に
お住まいの皆さん、ええ、お時間いただけましたら、こちら
のボランティアセンターの方に足を、ええ、運んでいただき
たいと思います。  オクダさん、これ場所はどこになります
か？  
【自分】西区の、あの西区にあります、シュゼンジという駅
から、ええ、徒歩10分程度のところにあります、オクダフミ
オ事務所がございますので、202国道沿いです。 目の前があ
のピザ屋さんです。 是非、あの皆様、ええと、1時間でも30
分でも構いませんので、足をお運びくださいませ。 あの何卒
お力をかしてください、よろしくお願いいたします。  
【自分】ありがとうございます。 ええと、オクダフミオの
ホームページ、もしくはれいわ新選組のホームページからオ
クダのホームページに飛んでいただくことも可能だと思いま
す。 そちらの方でも詳しい場所の方ご案内をさしあげており
ます、よろしくお願いいたします。

[79]「スリー
ショット写真を
撮って頂きた

い」についての
具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

83

ワンコインだった
ら応援できるよ、
そういう方いらっ
しゃいましたら、
お願いいたします

そしてお願いがあります。 皆さんの中でワンコインで応援し
てやるよ、そういう方いらっしゃいましたら、是非お願いい
たします。  選挙には莫大なお金がかかります。 オクダフミ
オ、1人立候補するのに入場料のみで300万円。 ヤマモトが
東京から立候補、もう300万円。 これ2枚目の投票用紙、比
例になると1人当たり入場料600万円です。 今回私達のこの
参議院選挙への挑戦、入場料だけで7000万円クラスです。 
他にも様々費用がかかります、数億円単位。 大きな、ええ、
政党と肩を並べて戦っていくためにも、是非、ええ、ワンコ
インだったら応援できるよ、そういう方いらっしゃいました
ら、お願いいたします。 お金の話をしましたが、お金が全て
ではございませんので、どうか無理はしないでください。 皆
さんにお願いがあります。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

84
封筒、どうか必ず
お持ち帰りいただ
きたい

今、こちら私が手元に持っております封筒、どうか必ずお持
ち帰りいただきたいんです。 この封筒がオクダフミオ、国会
に送れるか送れないかの、ええ、分かれ目と言えるぐらい強
力なツールでございます。 この封筒の中にははがきが入って
おります。 このはがきと封筒、これは公職選挙法、選挙の
ルールで許されたツールです。 どの、こう、どの政党も使っ
ているものです。 はがき、裏をめくると住所名前が空欄に
なっています。 どうか、あなたのお友達、ご親戚などご紹介
いただけないでしょうか。 あなたの1票を横に拡げていく、
2票、3票、4票と大きな政党に抗っていくためには、この草
の根のツール私達にとって非常に大きな力となります。 どう
か、どうか、お力をおかしください。 1枚でも多くのはが
き、1枚でも多くの封筒が集まりますことが、ええ、私達れ
いわ新選組、国会に緊張感を与える勢力の拡大につながって
いきますので、よろしくお願いいたします。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



85

封筒に戻していた
だき、この封筒ご
とポスト投函をし
て

で、もう1つこのはがき書いていただいたものをそのままポ
スト投函されますと無効になります。 非常にルールが厳しい
んです。 必ず書いていただいたもの、書き損じたもの、書け
なかったもの合わせまして、封筒に戻していただき、この封
筒ごとポスト投函をしていただくというルールになります。 
どうかよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。

[84]「封筒、ど
うか必ずお持ち
帰りいただきた
い」についての

具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

86
2ショット写真の
方撮ってまいりま
すか

さあ、それでは2ショット写真の方撮ってまいりますか。 あ
りがとうございます。 赤い棒を持ったものが現れました。 
その赤い棒を持っている人の、ええ、先に立っていただいた
方から順番に写真を撮ってまいります。 オクダさんこのタイ
ミングで、皆さんに。 社会は変えていけます、当然です。 
そのためのルール、そのためのツール。

[79]「スリー
ショット写真を
撮って頂きた

い」についての
具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

87
どうかあなたのお
力を貸してくださ
い

【自分】が、選挙です。 でも現在は、50パーセントの人た
ちが投票を諦めてしまっている。 これによって勝負決まっ
ちゃうんですね。 組織票をまとめる、企業献金で応援する、
そういうような資本家側が力を持ってしまう。 この25年
間、国が衰退し続けてきたのは、一部のものに対して利益が
流れすぎたということ。 これを是正していくためにも、50
パーセントの人たちと力を合わせていきながら、この国を変
えていきたい。 10代から30代まで、自殺、これが死因の1位
です。 つまりは、子供から大人まで死にたくなる社会が、
今。 こんな地獄はやめたい。 このような地獄を作ったもの
が政治であるならば、その逆を作れるのも政治。 どうかあな
たのお力を貸してください。 オクダさんからもどうぞ。

[88]「れいわ新
選組のオクダフ
ミヨ、オクダフ
ミヨと申しま

す」についての
具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

88

れいわ新選組のオ
クダフミヨ、オク
ダフミヨと申しま
す

【自分】改めまして福岡選挙区から立候補しております。 れ
いわ新選組のオクダフミヨ、オクダフミヨと申します。 私
も、ええ20代の頃、選挙はめんどくさいと、行ってなかった
時があるんです。 そのツケが、オクダフミヨだけでなく、子
供たちにまで回っています。 福岡県は、選挙の投票率、本当
に悪いんです。 2人に1人以上が、選挙に行っとらんのです
よ。 選挙権のない子供たちのことを考えていただきたい。 
この選挙権というのは、将来子供達が、笑って暮らせる、そ
ういう社会に繋がる大切な一票なんです。

[89]「オクダフ
ミヨに、お、れ
いわ新選組に、
託していただき
たい」について
の具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

89

オクダフミヨに、
お、れいわ新選組
に、託していただ
きたい

今ええ、2人に1人以上が投票に行っていませんが、この方達
が、自分の幸せのためと、そして、大事な家族のため、大切
なお子さんのため、大切な姪っ子、甥っ子さんのため、だ、
自分の幸せだ、だけじゃなく、みんなのために、笑って暮ら
せる、大切なその一票を、オクダフミヨに、お、れいわ新選
組に、託していただきたい。 福岡県から、みんなで笑って暮
らせる市民政治を、オクダフミヨを、先頭に立たせていただ
き、みんなで市民政治掴み取ってまいりましょう。 よろしく
お願いいたします。  
【自分】ありがとうございます。

[92]「れいわと
お書きくださ

い」についての
具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

90 この力集めて変え
てやりましょう

政治は変えられる、当たり前の話です。 もうダメだと思った
ら、その時点でダメ、当然のことですね。 50パーセントの
人たちが、諦めているという状況。 この力集めて変えてやり
ましょう。

[89]「オクダフ
ミヨに、お、れ
いわ新選組に、
託していただき
たい」について
の具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

91
影響は及ぼせるん
です

面白い社会にしましょう。 景気良くしていきましょう。 
ちょっと待って、れいわ新選組って、国会議員5人しかいな
いのに、消費税廃止なんて、無理なんじゃないの。 そう思わ
れてる方、違いますよ。 2019年、ヤマモトタロウ1人で旗揚
げした時には、私たちの1丁目1番地として、消費税廃止を掲
げた、永田町、国会の中は、笑いで包まれました。 馬鹿なん
じゃないの、消費税。 今更みんな気にしないよ、そういう態
度でした。 でも今見てみて。 自民党と公明党以外は、全て
の政党が、政策として、消費税減税を謳っていますよ。 小さ
くてもやれることはある、突破できるものがある。 影響は及
ぼせるんです。

[90]「この力集
めて変えてやり
ましょう」につ
いての具体的説

明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。



92 れいわとお書きく
ださい

どうかその先頭にさらに、減税からの廃止に持っていけるよ
うに、私たちの議席を増やしてください。 どうかお力を貸し
てください。 れいわ新選組と申します。 福岡にお住まいの
あなたには、1枚目の投票用紙。 オクダフミヨ、オクダフミ
ヨ。 2枚目、比例、比例の投票用紙には、全国どこからで
も、ひらがな3文字、れいわ、れいわとお書きください。 あ
りがとうございました。 さあ、それでは、これからヤマモト
タロウとオクダフミヨの間に挟まれて、写真を撮っていくと
いう罰ゲーム、始めて参りたいと思います。 ありがとうござ
いました。  あ、あ、ええお子様連れの方、小さなお子様連
れの方、そしてお年を召した方、そして障がいを持たれた方
などを、優先的に撮って参ります。 どうか列の一番、ええ先
頭の方までお越しください。 よろしくお願いいたします。 
ええ、2ショットを撮り終えたのちに、ええ、メディアの
方々に対して、囲み取材、囲み取材をやって参りますので、
メディアの方は、い。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

93
誰にでも居場所の
ある社会をつくり
たい

【自分】今しばらくお待ちください。 ソンナニシャベッテナ
イ＊。 ボクノホウガガチッ＊。 コロナ来る前からみんな苦
しんでましたよ。 だって25年の不況が続く国に、コロナが
来たんだもん。 これをこのまま、消費税減税も行わずに政治
が進んじゃえば、間違いなく大きな不況がやってくる。 そう
すれば苦しむ人は広がる。 それを止めるために政治あるんで
しょ。  
【自分】財務省なんかんために頑張るんじゃない。 上流国民
のために頑張るんじゃない。 僕はあなたであり、あなたが僕
でありってほんとに思ってますよ。  
【自分】今のアクヤク＊非道な政権を倒して、国民が主人公
となる政権をつくるために、れいわ新選組が存在するんだ。  
【自分】この国の子供たちが、そして誰もが、自分は大事に
されている、そう思える社会を国を、つくっていこうではあ
りませんか。  
【自分】そんな中途半端な野党じゃこの国変えられない。 ほ
んとの野党をつくるために、私はれいわ新選組山本太郎代表
のもとに来た。 皆さんもその思いは一緒じゃないですか。 
この参議院選挙に全てがかかっています。 ここが正念場。 
だからこそ、山本代表は自らバッジを外してこの勝負に挑ん
でるんです。  
【自分】あーかーさー、た行のたちつつ、あー、か行のかき
くく、つくりたいです。 で、合ってますか？ 誰にでも居場
所のある社会をつくりたいです。  
【自分】しっかりと生活を支えていく、経済を支えていく、
そのための政策を掲げているのはれいわ新選組です。  
【自分】東電が福島事故の反省を踏まえてっちゅうなら、原
発やめろってコトデス＊。  
【自分】日本中の皆さんの小さい声をすくい上げて、その思
い、大きな声で国会に届けたいと思ってます。

[94]「私たちれ
いわ新選組は消
費税廃止を訴え
ています」につ
いての具体的説

明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

94
私たちれいわ新選
組は消費税廃止を
訴えています

多様性はパワーだ。  
【自分】既存の政党ではもう、この国は変えられない。 ラス
トチャンスですよ、これもう、近づいてるよ、それが。 大胆
にやらせてほしい。 そのチャンスを私たちにください。 私
たちに先頭に立たせてください。 私たちれいわ新選組は消費
税廃止を訴えています。

[96]「どうか消
費税廃止をやら
せていただきた
い」についての

具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

95
生活が苦しいとい
う人たちは全世界
の54.4パーセント

参議院に対して、私たちが＊シミュレーションで試算をして
もらったところ、1人当たりの平均年収は消費税を廃止した
10年後には、58万円上がるという結果が出た。 消費税廃
止、毎日が10パーセントオフ、25年間の経済不況にコロナま
で加わり、戦争で物価上昇。 ここに政府は消費税減税さえし
ない。 これはまるで鬼です。 鬼。  やらせてください、令和
の鬼退治。 厚生労働省の調べ、生活が苦しいという人たちは
全世界の54.4パーセント。

[94]「私たちれ
いわ新選組は消
費税廃止を訴え
ています」につ
いての客観根拠

・データ



96
どうか消費税廃止
をやらせていただ
きたい

皆さんから絞りとった消費税は社会保障の一部にしか使われ
ておらず、その税収の73パーセントは金持ちに減税、大企業
に減税、どうしてテレビ新聞でそんなこと言わないのかっ
て？ 飴玉もらってる者たちが、その飴玉についての裏側を話
せるはずないんですよ。 死ぬ寸前まで働かなきゃ生きていけ
ないような社会やめたいんですよ。 10代から30代まで、死
ぬ原因の1位が自殺、そんな国もうやめにしたいんですよ。 
そういった社会を、政治でつくってきた。 ならば、それを変
えられるのも政治です。 あなたや皆さんの力を集めて、この
国を変えていけることができる。 それが選挙じゃないです
か。 数が少なくてもやれることがある。 かけられる圧力あ
る。 ここまで前に進めてきた自負があります。 どうか消費
税廃止をやらせていただきたい。 どうか、あなたのお力を貸
してください。  
【自分】あなたの票がほしい。 この東京選挙区から、立候補
です。 山本太郎と申します。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

97 自民党全体が犬で
ある

やはりあの、国会という場所ですよ。 権威ある場所で、岸田
総理に対して、資本家の犬ということをね、財務省の犬と
言ったことに関しては、私はこれね、お詫び申し上げないと
いけないと思ってますよ。  
【自分】先ほど総理を鬼と、呼ばせていただきましたが、も
うひとつ名前をさし上げます。 資本家の犬、財務省の犬。 
でも総理、飼い主を間違えたら駄目でしょう。 総理の本来の
飼い主は、国民じゃないと駄目じゃないですか。 確かに、言
い過ぎた感はある。  
【自分】これはね、いや、これはね、言い過ぎじゃなくて、
あの、もっと言わなきゃいけなかったってことですね。  
【自分】あ、そ、そっちですか。  
【自分】だから、岸田総理だけに責任を負わしちゃ駄目なん
ですよ。 これまで資本家の犬、財務省の犬として、役割を果
たしてきたのは、岸田総理のみならず、自民党全体なんです
よね。 だから、自民党全体が犬であるってことを、伝えな
きゃ駄目だってことです。 そういった意味で、岸田総理に
は、本当に心からお詫び申し上げます。  
【自分】申し訳ございませんでした。

[98]「僕はあな
たであり、あな
たが僕である」
についての具体

的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

98
僕はあなたであ
り、あなたが僕で
ある

【自分】世界、見てみてください。 景気が悪い時に、消費税的なもの
を増税する国、ございません。 このままじゃ景気が悪くなるよね、て
いう状況の時には、軒並み減税してるんです。 世界50カ国以上。 だ
まされちゃいけない。 テレビ、新聞。 今私が言ってるようなこと、
あまり言いませんよね。 どうしてでしょうか。 答え簡単。 飴玉も
らってるから。 夢見れる社会にしよ。 希望持てる社会にしよ。 それ
を作れるのは、政治だけですよ。 一緒に作りたい。 力合わしていき
ましょう。 コロナ来る前から、皆苦しんでましたよ。 だって25年の
不況が続く国に、コロナが来たんだもん。 これをこのまま、消費税減
税も行わずに、政治が進んじゃえば、間違いなく大きな不況がやって
くる。 そうすれば苦しむ人は広がる。 それを止めるために、政治あ
るんでしょ。  
【自分】財務省なんかン＊ために頑張るんじゃない。 上流国民のため
に頑張るんじゃない。 僕はあなたであり、あなたが僕であるって、本
当に思ってますよ。

[99]「国民が主
人公となる政権
を作る」につい
ての具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

99
国民が主人公とな
る政権を作る

【自分】今の悪逆非道な政権を倒して、国民が主人公となる政権を作
るために、れいわ新選組が存在するんだ。  
【自分】この国の子供達が、そして誰もが、自分は大事にされてい
る。 そう思える社会を、国を、作っていこうではありませんか。  
【自分】そんな中途半端な野党じゃ、この国変えられない。 本当の野
党を作るために、私は、れいわ新選組、山本太郎代表の元に来た。 皆
さんも、その思いは一緒じゃないですか。  
【自分】この参議院選挙に、全てがかかっています。 ここが正念場。 
だからこそ、山本代表は、自らバッジを外して、この勝負に挑んでる
んです。  
【自分】あかさた行の、たちつつ、か、か行のかきくく、作りたい、
です。 で、合ってますか？  
【自分】誰にでも、居場所のある社会を作りたいです。  
【自分】しっかりと生活を支えていく、経済を支えていく。 そのため
の政策を掲げているのは、れいわ新選組です。  
【自分】トウデンが、福島事故の反省を踏まえて、ていうなら、原発
止めろ＊。  
【自分】日本中の皆さんの小さい声をすくい上げて、その思い、大き
な声で国会に届けたいと思ってます。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



100
既存の政党では、
もうこの国は変え
られない

多様性はパワーだ。  
【自分】既存の政党では、もうこの国は変えられない。 ラストチャン
スですよ、これもう。 近づいてるよ、それが。 大胆にやらせてほし
い。 そのチャンスを、私達にください。 私達に先頭に立たせてくだ
さい。  
【自分】【無音03:42まで】。 ＊＊＊カナ＊。  
【自分】ナルホド＊。 はい、どうぞ。  
【自分】はい、どうぞ。

[99]「国民が主
人公となる政権
を作る」につい
ての理由・ニー

ズ

101

ヤマモトタロウ代
表と一緒に、現在
3ショット写真撮
影会を行っており
ます

【自分】ご通行中の皆さん、こんにちは、やまと、ヤマモト代表れい
わ新撰組から駆けつけて、今、オクダフミヨ福岡選挙区のオクダフミ
ヨと一緒に3ショット写真、そしてメイシワタシ＊を行なっておりま
す。 お隣では、＊も行っております。 是非皆さん、ご通行中の皆さ
ん、列に並んで頂き、皆さんの、と一緒に写真の撮影をお願いいたし
ます。 オクダフミヨ、福岡選挙区、福岡選挙区から立候補しておりま
す。 ヤマモトタロウ代表と一緒に3ショット写真一緒に撮ってみませ
んか。 博多駅前をお借りしまして、ただいまから、ただいままで演説
会が行われてました。 福岡選挙区、オクダフミヨ、オクダフミヨは皆
さんの声を届けたいと立候補を決意いたしました。 ヤマモトタロウ代
表と一緒に、現在3ショット写真撮影会を行っております。 お隣では
＊のテワタシ＊を行なっておりますので、是非お手元に、オクダフミ
ヨの＊、お手元に取って頂き、お隣では＊も募集しておりますので、
是非皆さんよろしくお願いいたします。

[102]「オクダ
フミヨ、れいわ
新選組から福岡
選挙区立候補」
についての具体

的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

102
オクダフミヨ、れ
いわ新選組から福
岡選挙区立候補

れいわ新撰組、オクダフミヨ、福岡選挙区はオクダフミヨ、れいわ新
選組ヤマモトタロウ代表が先ほどまで、＊活動で皆さんの声をお伺い
し、演説をさせていただきました。 れいわ新選組ヤマモトタロウ代
表、東京から駆けつけて、今皆さんと一緒に、オクダフミヨ、福岡選
挙区、オクダフミヨと一緒に写真サツエイ＊を行っております。 今、
博多駅のところで、＊皆さん、是非、ご通行中の皆さん、3ショット
写真、＊皆さんとナランデ＊写真撮影をよろしくお願いいたします。 
博多駅の皆さん、こんにちは、福岡選挙区から立候補しています、オ
クダフミヨ、そしてれいわ新選組ヤマモトタロウ代表が、皆さんと一
緒に写真撮影会を行っております。 是非皆さんのSNSで、一緒に発信
をお願いいたします。 ＊＊＊のこと、そして＊＊＊のこと、＊＊＊を
一緒にSNSと、オクダフミヨ、ヤマモトタロウ、そして＊を付けて、
発信してみてください。 ＊、ご通行中の皆さん、オクダフミヨ、れい
わ新選組から福岡選挙区立候補しております。 皆さんの＊＊＊を、こ
の選挙で＊＊＊けてください。 選挙は、皆さんの＊＊＊です、オクダ
フミヨ、れいわ新撰組から、福岡選挙区＊＊＊おります。 ヤマモトタ
ロウ代表が駆けつけて、先ほどまで＊が行われていました。 皆さん、
是非写真撮影を＊ください。 なかなか無いチャンスです、是非この機
会をお見逃しなく、＊ください。 れいわ新選組オクダフミヨ。  
【自分】ヤマモトタロウダイヒョウガ＊＊＊＊。 【無音04:00ま
で】。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

103

苦しむ人が広が
る、それを止める
ために政治あるん
でしょ

【自分】【無音3:30まで】。 コロナ来る前からみんな苦しんでまし
たよ。 だって25年の不況が続く国にコロナが来たんだもん。 これを
このまま消費税減税も行わずに政治が進んじゃえば間違いなく大きな
不況がやってくる。 そうすれば苦しむ人が広がる、それを止めるため
に政治あるんでしょ。  
【自分】財務省なんかのために頑張るんじゃない、上流国民のために
頑張るんじゃない、僕はあなたであり、あなたが僕であるって本当に
思ってますよ。

[105]「私たち
に先頭に立たせ
てください」に
ついての具体的

説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

104
この参議院選挙
に、全てがかかっ
ています

【自分】今の悪役非道な。  
【自分】政権を倒して、国民が主人公となる、政権を作るために、れ
いわ新選組が存在するんだ。  
【自分】この国の子どもたちが、そして誰もが、自分は大事にされて
いる、そう思える社会を、国を、作っていこうではありませんか。  
【自分】そんな中途半端な野党じゃ、この国変えられない。 本当の野
党を作るために、私はれいわ新選組、ヤマモトタロウ代表のもとに来
た。 皆さんもその思いは一緒じゃないですか？  
【自分】この参議院選挙に、全てがかかっています。 ここが正念場。 
だからこそ、ヤマモト代表は、自らバッジを外して、この勝負に挑ん
でるんです。  
【自分】アカサタ行のタチツツ、ア、タ行の、カキクク、作りたいで
す、で、合ってますか？ 誰にでも居場所のある社会を作りたいです。  
【自分】しっかりと生活を支えていく、経済を支えていく、そのため
の政策を掲げているのは、れいわ新選組です。  
【自分】トウデンは、福島事故の反省を踏まえてっていうなら、原発
やめろって＊。  
【自分】日本中の皆さんの小さき声を掬い上げて、その思い、大きな
声で国会に届けたいと思ってます。

[105]「私たち
に先頭に立たせ
てください」に
ついての理由・

ニーズ

105 私たちに先頭に立
たせてください

多様性はパワーだ。  
【自分】既存の政党では、もうこの国は変えられない。 ラストチャン
スですよ、これもう、近づいてるよ、それが。 大胆にやらせてほし
い、そのチャンスを私たちにください。 私たちに先頭に立たせてくだ
さい。 【無音2:44まで】。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



106

総理の本来の飼い
主は、国民じゃな
いとダメじゃない
ですか

やはりあの国会という場所ですよ。 権威ある場所で、キシダ総理に対
して、資本家の犬ということをね、財務省の犬と言ったことに関して
は、私はこれね、お詫び申し上げないといけないと思ってますよ。  
【自分】先ほど総理を鬼と呼ばせていただきましたが、もう一つ名前
を差し上げます。 資本家の犬、財務省の犬、でも総理、飼い主を間違
えたらダメでしょ？ 総理の本来の飼い主は、国民じゃないとダメじゃ
ないですか。 確かに言いすぎた感はある。  
【自分】これはね、いや、これはね、言い過ぎじゃなくて、あのもっ
と言わなきゃいけなかったってことですね。  
【自分】あ、そ、そっちですか。  
【自分】だからキシダ総理だけに責任を負わしちゃダメなんですよ。 
これまで資本家の犬、財務省の犬として、役割を果たしてきたのは、
キシダ総理のみならず、自民党全体なんですよね。 だから自民党全体
が犬であるってことを、伝えなきゃダメだってことです。 そういった
意味でキシダ総理には、本当に心から、お詫び申し上げます。  
【自分】申し訳ございませんでした。

[105]「私たち
に先頭に立たせ
てください」に
ついての具体的

説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

107
軒並み、減税して
る

【自分】世界見てみてください。 景気が悪い時に、消費税的なもの
を、増税する国、ございません。 このままじゃ景気が悪くなるよねっ
ていう状況の時には、軒並み、減税してるんです。

[106]「総理の
本来の飼い主

は、国民じゃな
いとダメじゃな
いですか」につ
いての具体的説

明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

108
一緒につくりた
い、力合わせてい
きましょう

【自分】世界50カ国以上。 騙されちゃいけない。 テレビ、新聞、
今、私が言っているようなこと、あまり言いませんよね？ どうしてで
しょうか？ 答え簡単。 飴玉もらってるから。 夢見れる社会にしよ
う。 希望を持てる社会にしよう。 それをつくれるのは政治だけです
よ。 一緒につくりたい、力合わせていきましょう。  
【自分】【音声再生】＊のは、車とナカデネタ＊。 思いっきり景気悪
うなっても。 他の外国では消費税、安くしてます。 大企業は優先。 
庶民から金取る。 それが今の日本。 誰か文句言った方がええんちゃ
う。 冗談じゃないぜ。 冗談じゃないんだ。 頑張ってもらおう。 山本
太郎、頑張ってもらおう。

[109]「社会の
保証のためには
一部しか使われ
てない」につい
ての具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

109
社会の保証のため
には一部しか使わ
れてない

【自分】消費税は誰のために使われてますか、ってさっきから何回も
言ってます。 ごめんなさい、皆さんのこと関係ないんですよ。 ほぼ
ほぼ。 社会の保証のためには一部しか使われてない。 大企業の減税
のために、穴埋めに使われてんです。 金持ちに減税して穴埋めするた
めの消費税なんですよ。 資本家や大企業、直近9年間の間に、内部留
保は過去最高。 つまり、今、日本はどうなってるか。 一部の資本家
や大企業にのみ利益が流れ、それ以外の人々は搾取されるという構造
が出来上がってしまってます。

[110]「一番の
原因は何か、消
費税です」につ
いての具体的説

明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

110 一番の原因は何
か、消費税です

その一番の原因は何か、消費税です。 先日も、ネットカフェに立てこ
もった方いらっしゃいますね。 絶対にやっちゃいけないこと、絶対に
やっちゃいけないことだけれども。

[111]「そんな
国をつくったの
が政治であるな
らば、政治で変
えて」について
の具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

111

そんな国をつくっ
たのが政治である
ならば、政治で変
えて

どうしてそういうことやったか、っていうことに対して、何て言って
いるかって。 刑務所に戻りたかったて、雨風しのげて、ご飯が食べれ
たら、刑務所の方がよっぽどましだ。 そんな悲惨な国ないですよ。 
この国に生きる人たちをなんて目に合わしてんだよ。 そんな国をつ
くったのが政治であるならば、政治で変えていくしかない。 その先頭
に立たせていただきたい。 れいわ新選組でございます。 ありがとう
ございます。

[112]「どうか
あなたの力を貸
していただきた
い」についての

具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。



112
どうかあなたの力
を貸していただき
たい

どうかあなたの力を貸していただきたい。 1枚目の投票用紙は、山本
太郎。 2枚目の投票用紙は、比例は、れいわ。 ひらがな3文字でれい
わとお書きください。 よろしくお願いします。 ありがとうございま
す。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】もっと、後ろの人こっちに流れて＊。  
【自分】後ろの人、もっと流れてください。  
【自分】＊一番前来たほうが＊。  
【自分】＊さん、前、お願いします。  
【自分】＊来てください。  
【自分】＊入ります。  
【自分】＊＊＊見えなくなっちゃうんで、あの＊2列目、3列目できる
だけ屈んで、後ろの人は間、間から顔出してください。  
【自分】はい、行きます。  
【自分】行きます。  
【自分】こちらになります。  
【自分】れいわ。  
【自分】はい、行きます。  
【自分】はい、じゃあ＊行きます。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】よろしくお願いします。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】＊＊＊。 【喧噪03:28まで】。  
【自分】この後、囲み取材の方、こちらの場所になります。  
【自分】はい、すみません。 はい、はい、ありがとうございます。 
はい、どうも。  
【自分】じゃあ、これ持ってきます＊。  
【自分】はい。  
【自分】そのまんま＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】中入るか、この、ここあけてください。 この場所で大丈夫で
すか？ ここで囲みします。  
【自分】そっちに行けばいいのか、太郎が。  
【自分】そうです、そ、あー、でもケーブルが＊。  
【自分】これ、ツール＊だもんね。  
【自分】ケーブルが。  
【自分】ケーブルがいく？  
【自分】あ、行ってもいいけど。  
【自分】あ、ま、まあ、またぎます、またいじゃいます。  
【自分】ちょっとだけ、ちょっと狭いけど。 じゃ、こっち＊。  
【自分】＊、これいく？  
【自分】はい、ファミリ＊ます。  
【自分】テンジョウ＊あけてください。  
【自分】これいける？  
【自分】はい。  
【自分】ああ、でも、これセッティング、いいよ。  
【自分】じゃ、マイク、じゃ、む、1個向こういきます？  
【自分】ここでいい？ いいですか？  
【自分】はい、戻りましょう、もう始まっちゃうんでね。  
【自分】＊。  
【自分】はい。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】へいいつ、ははは、へい。  
【自分】そこ、そこあけてくださいね。  
【自分】へいいつ、ははは、へい。  
【自分】シュザイ＊で車がないほうがいいって言われた＊。  
【自分】＊。  
【自分】いやいや＊＊＊。  
【自分】＊、＊ところあけてください。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】ここでいいです、ここでいいです。 ここでオッケー。  
【自分】はっはー、ぜ、へ。  
【自分】山本のたすきは＊＊＊。  
【自分】はっはー、ぜ、へ。 へいへい。  
【自分】山本＊。  
【自分】ああ、いきましょう。  
【自分】山本＊＊＊。  
【自分】車ってどけてもらえるんですか？  
【自分】＊＊＊。 ＊ありで。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】車ってどけてもらえますか？  
【自分】＊＊＊。  
【自分】＊どけたほうがいいの？  
【自分】どけたほうがいいっていわれたけど。  
【自分】どかす？  
【自分】どか＊。 広そうな＊＊＊。  
【自分】分かりました。 えっと、車遠めに移動お願いします。  
【自分】はい、はい。  
【自分】ゲンカン＊。  
【自分】ゲンカン＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】ゲンカン＊。  
【自分】＊＊＊。  
【自分】もう言っていいんすか？  
【自分】大丈夫ですか？  
【自分】やっていい？  
【自分】は、は、は。 え、恐れ入ります、れいわ新選組代表山本太郎
と申します。 先ほどですね、この場におきまして、え、私たちの福岡
の候補者、え、奥田ふみよと共に訴えをさせてもらいました。 で、
こっからなんですけれども、えー、囲み取材、かこみしゅ。 全然あか
ん、ノイズしか入ってこない。 えー、囲み取材をですね、やっていき
たいと思います。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。



113 激戦区、軒並み激
戦区です

で、囲み取材って何かって申しますと、え、マスコミの方が候補者や
党代表に対して質問をする、そういうやり取りなんですね。  
【自分】【音飛び03:49まで】。 ＊せん、勝利するためのかぎという
のはどういうところにあるというふうに、その、分析されてますで
しょうか？  
【自分】ありがとうございます。 えっと、激戦区、軒並み激戦区で
す。 これ、福岡だけじゃないです。 で、当然＊。

[115]「こっか
ら十分逆転可能
だと考えて」に
ついての具体的

説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

114
私たちにも逆転で
きるチャンスがあ
る

【自分】ここ福岡も激戦区だということは、仰る通りだと思います。 
コンド＊、各党指定席テキ＊、指定席というような扱いで大体この人
が勝つんじゃないかっていうことは大体予想がつくとこだと思うんで
すけど、ちょっと待って＊＊＊。 やはりこの投票率が低いっていうこ
とで、私たちにも逆転できるチャンスがあるっていうことです。 で、
結局はえー与党野党といえども30年間この国を衰退して、させてきた
責任があるはずなんです。 当然、自民党が一番悪いです。 経済政策
誤った、労働環境破壊した、30年この国を衰退させてしまった。 
ジャパンイズ＊ナンバーワンから転落させちゃったんですね。 その責
任は当然自民党、公明党にありますけども、それ以外の野党にもそれ
にブレーキをかけられなかったという意味で私は罪としては重いもの
があると思います。 やはりここに対して、えーさらに突破していく、
ということが必要なのであるならば新しい選択肢、新しい選択肢とし
て私たちれいわ新選組ということが手を挙げるっていうのは当然のこ
とだと思うんですね、はい。 いかがでしょうか、れいわ新選組代表、
ヤマモトタロウに対してマスコミの皆さんからご質問をいただいてお
ります。 いわゆる囲み取材というものを可視化しております。

[115]「こっか
ら十分逆転可能
だと考えて」に
ついての理由・

ニーズ

115
こっから十分逆転
可能だと考えて

どうぞ、マスコミの方でご質問があれば。 早いんちゃう、早いんちゃ
うか。  
【自分】あ、地元のテレビ西日本のキシモトと申します。 この炎天下
の中ですね、ま、100人以上の人が行列を作ったわけなんですけど
も、あのー今福岡での支持の広がり、あと特にれいわのどういう政策
が有権者に浸透して支持を集め始めていると感じますでしょうか？  
【自分】有難うございます。 有難うございます、えとー、ま、明日か
らやっと折り返しですね、選挙戦半分っていう状態ですから。 今のと
ころやっと各党は元々の支持層が固まっていきながら、期日前投票を
終えているという状況が数字として表れていると思います。 で、私た
ちその背中を追いかけているところですけども、こっから十分逆転可
能だと考えています。

[116]「消費税
は廃止にしな

きゃならない」
についての具体

的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

116 消費税は廃止にし
なきゃならない

はい、そのためには私たちの最も訴えるべきことというのは、この物
価高に対していかに国が対処していくか、そこには大体上がった物価
を下げるためには消費税減税ってことが一般的なんですけど、実は減
税だけじゃ足りないんだよってことです。 消費税減税ってやってもら
えたら嬉しいかもしれないけど、今の物価高にしか対応できないレベ
ルだよって、消費税は廃止にしなきゃならない。 だって25年間国が
壊れてるんだから。 先進国で唯一、これは成長せず賃金が25年下が
り続けてる国なんて日本しかないんだから、消費税減税で止まって
ちゃだめなんです。 消費税廃止にして、日本の消費、皆さんが使える
お金増やしていく、賃金上げていくっていうのは、これ両方できるの
は消費税の廃止なんですよ。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

117 日本の事業者の継
続を応援していく

これをやっていくしかない、これが一丁目一番地として私たちが訴え
たいこと。 で、何よりも一年間の予算に加えてもう100兆円通貨発行
は安定的に数年行える。 アメリカでさえ、800兆やってるんですか
ら。 もう100兆円、もう既に2020年度でも120兆円近くお金出して
ますよ。 つまりは100兆円レベルのプラスの皆さんへの投資は、十二
分にこの国にはできる体力がある。 徹底的に、いま、足りていないと
ころにお金を入れていきながら日本の力をもう一回復活さしていく。 
皆さんの生活を支えていく、日本の事業者の継続を応援していくって
ことが必要。 そういうことを訴えていくしかないな、そう思ってま
す。 有難うございます。

[116]「消費税
は廃止にしな

きゃならない」
についての理由

・ニーズ

118
旗揚げした時に
は、ええ、選挙区
は、東京

他いかがでしょうか？ どうぞ、こちらの方へ、すいません、あ、その
ままで大丈夫なようです。 れいわ新選組代表ヤマモトタロウに、えー
プロの記者の方々からご質問いただいているところを可視化しており
ます。  
【自分】ニシニホンシンブンシャのカワグチと申します。 あの、れい
わ新選組さんが、この福岡選挙区で、参院選で候補者を立てるのは、
ええと参院選では初めてで、九州ではここ唯一だと思いますけれど
も、改めてこの福岡選挙区での、目標と、まあこの参院選、あの九州
での目標、それから福岡選挙区で立てる意義っていうのを、お願いい
たします。  
【自分】ありがとうございます。 ええと、2019年、私たちれいわ新
選組が旗揚げした時には、ええ、選挙区は、東京しか立ててなかった
んですね。 これある意味で、他の野党にも頑張ってもらわなきゃいけ
ないっていう意味での、勝手に独自に野党共闘って形をしたわけで
す。

[119]「議席を
獲得するポテン
シャルが十分に
ある」について
の具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。



119
議席を獲得するポ
テンシャルが十分
にある

で、一方で衆議院選挙、去年の秋にありましたけれども、そこでは、
消費税を減税するってことで、野党でまとまったんですが、ええ、私
たち40パーセントの候補者おろしました。 で、ここ九州では、たっ
た一人、アソウさんと選挙区、あ、アソウさんの選挙区で戦った、そ
の一例だけですね。 で、その時にわかったことは、ええ、衆議院の衆
議院の比例で一議席を獲得するというところまであと少しだってこと
です。 つまりは何かっていうと、私たちには九州で、れいわ新選組の
議席を獲得するポテンシャルが十分にあると、そう判断したってこと
です。

[120]「福岡県
で、まずは議席
獲得っていうと
ころを目指し

て」についての
具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

120
福岡県で、まずは
議席獲得っていう
ところを目指して

で、まずはこの目の前の、ええ参議院選挙、ここにおいて、当然一議
席、獲得を目指していくと、いうことで今戦っているところです。 
で、目標は、なんですかって言われると、当然もうこのガチガチの既
存の政党、30年間の日本の衰退を止められなかった者たちに議席を与
えるのではなくて、やはりこのき、国会に対して緊張感を与えなが
ら、実現可能な最も野心的な、永田町の中での、ええ私たちの、ええ
経済政策、これを前に進めていくためにも、九州で1つ、皆さんに議
席をお願いしたいところ。 ええ、その九州の中でも一番、ええ大きな
力を持っている福岡県で、まずは議席獲得っていうところを目指して
いきたいっていうところですね、はい。 で、比例でどれぐらいかって
ことの、ええ細かなことは今、ええ目標値としては掲げません。 全体
として、ええこれは比例を増やしていくという、ええ、緩やかなとこ
ろで考えてます。 ありがとうございます。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

121
囲み取材という形
ですが、このよう
に公開

れいわ新選組代表、ヤマモトタロウと申します。 ええ、マスコミの皆
さんからご質問をいただいております。 囲み取材という形ですが、こ
のように公開して皆さんに見ていただいております。 他いかがでしょ
うか？ マスコミの方から。 ありがとうございます。  
【自分】アサ、アサヒシンブンです。  
【自分】お願いします、どうぞ。  
【自分】アサヒシンブンです。 ええと。 ご自身もあの、選挙区を
持ってる中で、あ、あえてこう福岡入りされた、こう経緯だったりと
か、あと期待することについて、お願いします。  
【自分】ありがとうございます。

[122]「オクダ
フミヨっていう
人間を、国会議
員にしたい」に
ついての具体的

説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

122
オクダフミヨって
いう人間を、国会
議員にしたい

私自身東京選挙区で、ええ候補者なんですね。 東京から立候補してる
ので。 で、東京も超激戦なんですよ。 で、自分も気抜いた途端に、
多分やられる可能性があるっていうな、ギリギリのところです。 え
え、その中で、この福岡に入ってきたっていう理由ですけれども。 当
然、福岡で議席を獲得したいってこと。 福岡で議席を獲得したいとい
う気持ちはありますけど、一番は、オクダフミヨっていう、オクダさ
んちょっとこっち来て。 そのまま日傘でいいですよ。 オクダフミ
ヨっていう人間を、国会議員にしたいんですよ。 はっきり言います
よ、あの、ピアノの教師をイトシマでやってる人なんですけど、あ
の、はっきり言ったら、政治に関しては素人です。 素人だけど、やっ
ぱりこの、子供たちの未来が蔑ろにされるってことに対して、ものす
ごい怒りを抱えた人なんですよ。 でね、素人だから何ができるってい
う話がありますけど、それはその人の資質によります。 この人はもの
すごく筋通ってる、気合い入ってる。 プロの政治家にこれまでの、政
治をまかし続けて一体国がどうなった？ 破壊されたでしょ。 衰退し
まくってますよ。 子供の貧困、7人に1人ですよ、今のこの国。 生活
が苦しいって＊言ってる人たち、全世帯の54.4パーセント。 母子世帯
で86パーセント生活苦しいって言ってるんです。 コロナ来る、令和
元年の前で。 プロの政治家にまて。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

123

福岡にお住いの皆
さんにはオクダフ
ミヨと書いていた
だきたい

【自分】タノミ＊、え、プロの政治家に任せきって社会がどうなった
かっつったら壊れたんですよ。 つまりは今どういう人材が国会に必要
かって考えたらならぬものはならぬと、完全に自分の意志を最後まで
貫く、そして何のために政治をやるかっつったら、これ政治家になる
ことはあくまでも目的ではなく手段なんですよ。 彼女にとっては自分
の子どもも含め50名預かってきたピアノ教室に来てくれた子どもたち
の命や未来を守らなければいけない。 日本の子どもたちの未来を守ら
なければいけないという使命感から、この立場になったんです。 誰も
やりたくないよ、こんなこと。 政治にチャレンジしたいなんて人、殆
どいないでしょ。 い、自分の生活、横に置いて。 でもこの人はその
ことを選んでくれた。 福岡に議席をいただきたいのは当然のことなが
ら、やっぱりこうやって覚悟を決めてやってやるぞと覚悟を決めて国
会に挑む人間っていうのを一人でも多く送り込まないと、この国は守
れない。 資本家たちに食い尽くされて終わりですよ。 今この危機を
止められるのは気合の入った素人だけなんですよ。 是非送り込んでい
ただきたい。 骨のある人物です、オクダフミヨと申します。 一枚目
の投票用紙、福岡にお住いの皆さんにはオクダフミヨと書いていただ
きたい。 どうかよろしくお願い致します。 質問からの選挙演説みた
いなかたちになってしまって申し訳ございません、有難うございま
す、ふふふ。 他ございますか。 えーマスコミの皆さんからです。 マ
スコミの皆さんからご質問いただきますが、大丈夫ですか、マスコミ
の皆さんは、大丈夫ですね、はい。 どうぞ。

[130]「100兆円
通貨発行するこ
とは可能です」
についての具体

的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。



124
必ず福岡に来たら
豚骨ラーメンなん
です

【自分】れいわ新選組、公式チャンネルです。 国会議員時代、週のう
ち4回はカレーそばを食べられていたというカレーそばジャンキーな
ヤマモト代表ですが、ここ福岡に来た時もカレーそば屋さんを探すの
でしょうか？ せっかくなので豚骨ラーメンを食べたりはしますでしょ
うか？  
【自分】ほんとにあの、選挙戦っていうのはまさに戦場なんですね。 
その戦場の中でカレーそばの話なんかされたら、ほっこりしちゃう
じゃないですか。 有難うございます。  えっとね勿論、カレーそばは
食べたいんですよ、カレーそば食べたいんだけどカレーそば屋を探し
てる暇はない。 けれども、必ず福岡に来たら豚骨ラーメンなんです、
私は。 でね、昔これ、まだ芸能人やってる時に福岡に友達の結婚式で
来たんですよ。 友達と二人で、その当時私は20代、友達は50代、
で、その二人でとにかく空き時間を見つけて豚骨ラーメン、豚骨ラー
メンって僕がずっと連れて行ったんですよ。 1日4食ぐらい豚骨ラー
メン食べて、2日目に入って2食目ぐらいの時に友達が、えーお前夜何
食べんねんって聞いたら、豚骨ラーメンやろって言うたら、もういい
加減にしろってまじ切れされたんですよ、やめてくれって。 何でな
んって聞いたら、俺はな育ち盛りと違うねんぞって。 まあ、そりゃそ
うですね20代の胃袋と50代の胃袋違いますから、悪いことしたなと
思います。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

125
骨のある人を国会
に送りたい

ま、でも今日は最悪でも最悪でも空港でなんとか豚骨ラーメンを食べ
て空港で食べられない場合じゃない、と、空港に行くまでに少し時間
があるんだったら道すがらどっかの豚骨ラーメンをもう紅ショウガ
いっぱい入れて替え玉までしたいとそう考えています。 替え玉しま
しょう。 あ、替え玉あかん、この国を替え玉しようと言おうとしたけ
ど、自民党もっかいおかわりすることになるからあかんわ。 あ、あか
んあかんあかん、替え玉はなしです。 シャッフルしましょう、国会を
シャッフルや。 有難うございます、帰り道は豚骨や。 有難うござい
ます。 有難うございます、オリジナリティ溢れる方が福岡多いです
ね。 有難うございます、さ、というわけで、今回私れいわ新選組、ヤ
マモトタロウ、ここ博多にお邪魔している理由はたった一つ、骨のあ
る人を国会に送りたいからなんですね。 皆さん、考えて下さいよ、骨
抜き、中抜きば。

[129]「皆様の
大切な一票で、
国会へ、放り込
んでください」
についての具体

的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

126 25年、景気が悪い

【自分】かりでしょ、国会の中、居眠りだらけのおっさんら、一体皆
さんのために何やってくれた？ 25年間この国は不況、そこにコロナ
までやってきたけど本気にならない。 その影響と、戦争の影響合わ
さって、物価はどんどん上がっていく。 物価が上がっていくっていう
時には、2種類あるんです。 1つの物価上昇の理由は、国内の景気が
いいですね、そういう時には物価が上がります。 賃金が上がる、物価
が上がる、でも日本はこの状態じゃないんです。 25年、景気が悪い
から。

[132]「まるで
鬼です」につい
ての具体的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

127

こういう貴族たち
を、国会の中から
追い出さなきゃダ
メ

日本が今景気が悪い、物価が上がってるっていう状況は、輸入物価、
現在リョウが上がってるだけなんです。 でも25年景気が悪い日本で
は、賃金がダダ下がりなんです。 賃金ダダ下がりの中に、輸入物価だ
け上がったら、生活首絞まるでしょう。 事業者大変でしょう。 じゃ
あ、上がった物価、下げなきゃダメなんですね。 上がった物価下げる
のに、一番いい方法は、消費税の減税なんです。 消費税の減税すら、
自民と公明はやらないっていう、こんなのおかしいでしょ。 25年経
済政策壊し続けてきて、この国の労働環境壊し続けてきて、もうジャ
パンズナンバーワンから転落国家にしちゃった自民党政治が、このコ
ロナで挟まった上に、物価上昇にも対応しないなんて、もうこんなの
政治じゃない。 こういう貴族たちを、国会の中から追い出さなきゃダ
メなんです。 そのための、ツールが選挙なんですね。

[130]「100兆円
通貨発行するこ
とは可能です」
についての理由

・ニーズ

128

あなたの気持ちを
よく理解する人
を、国会に送り込
んで

ここ福岡にお住まいの皆さんには、生活、皆さんの生活が良く見えて
いる、1人の生活者として怒りを覚えて立候補した。 あなたの生活の
ことをよくわかる。 あなたの気持ちをよく理解する人を、国会に送り
込んでいただきたい。 この人しかいません。 オクダフミヨ、オクダ
フミヨでございます。 オクダフミヨ本人から、軽くお話をいただきた
いと思います。

[129]「皆様の
大切な一票で、
国会へ、放り込
んでください」
についての具体

的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。



129
皆様の大切な一票
で、国会へ、放り
込んでください

【自分】こんにちは、福岡選挙区から立候補しました、れいわ新撰組
のオクダフミヨと申します。 3児の母です。 育ち盛りの子供の母親。 
50人のピアノの教師をしておりました。 私は、どこの子供たちも、
ひもじい思いをせずに笑って暮らしてほしいんです。 そのために政治
はあるんじゃないんですか。 政治っていうのは私たちの暮らしそのも
のです。 政治は暮らし、暮らしは政治でございます。 私は、政治家
になりたいんです。 なぜか、今のトンチンカンな腐った政治をぶっ壊
したいんです。 素人でもできることあります。 私は本当に、ただの
母親でしたが、でも、だからなんですか？ 今の国会の方がよっぽど変
ですよ。 私はみんなが、笑って暮らせる、愛のある政治に変えたいん
です。 普通のお母さんだからこそ、普通のお母さんだからこそみんな
と、この福岡県で、あの笑って暮らせる政治が手作りで、作れるはず
です。 私は、あのもうしつこい人間なんですよ。 一度決めたら、絶
対に、あの貫くんです。 政治家になると決めちゃったんです。 だか
ら、必ず、この福岡県から、国会議員になって、みんなの、みんなの
犬になります。 私は、皆さんのために働く犬になります。 なんで
か、何度も言います。 みんなと笑って暮らしたいからです。 子供た
ちに、笑って暮らしたいから、ええ暮らしてほしいからです。 それだ
けです、オクダフミヨ、れいわ新撰組のオクダフミヨ、オクダフミヨ
を、何卒、何卒皆様の大切な一票で、国会へ、放り込んでください。 
よろしくお願いいたします。  
【自分】ありがとうございます。

[130]「100兆円
通貨発行するこ
とは可能です」
についての具体

的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

130
100兆円通貨発行
することは可能で
す

オクダフミヨ、オクダフミヨ、れいわ新撰組の看板を背負って立候
補、ここ福岡県にお住まいの皆さんには、一枚目の投票用紙には、ど
うかオクダフミヨと書いてください。 びっくりしましたか、皆さんの
犬になるって。 でもこれってね、公務員、国会議員も総理大臣も公務
員なんですよ。 公務員って何かって言ったら、コウボクです。 皆さ
んの忠実な番犬じゃなきゃダメなんですよ。 その番犬が今何やってま
すか？ 資本家の犬になってます、財務省の犬になってる。 消費税収
のうち、七十。  
【自分】四パーセントは、大企業減税の穴埋めに使ってたとも言え
る。 これ、誰の犬ですか？ 皆さんの犬ではない。 資本家の犬です
よ。 こんなものたちが、この国を30年に渡って、国を食い潰してき
た。 皆さんを草刈り場にして、一部に利益を流し込んできた。 その
先の未来には、ぺんぺん草でも生えるんですか？ 子供たちの未来どう
なる。 取り戻そう。 やり直そう。 1人1人の生活を底上げして、25年
間奪われてきたこの国を、1からやり直していく。 そのための財源
は、通貨発行。 日本には円がある。 1年間の予算100兆円にくら、
え、加えて、もう100兆円通貨発行することは可能です。 2020年度
に、120兆円近い通貨発行をすでに行なっている。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

131

一枚目の投票用紙
は、オクダフミ
オ、オクダフミオ
でございます

2020年度、国は壊れましたか？ 2021年度、国は壊れましたか？ 壊
れてない。 つまりは何か。 毎年100兆円程度のプラスの支出は、この
国には十分できる。 25年壊されたこの国を、徹底的に直していく。 
それぐらいの徹底した財政出動をしていかなければ、この国は衰退国
家から出られない。 日本は、ジャパンズ＊ナンバーワンって呼ばれた
国なんですよ。 それを30年間もよくも食い潰したな、自民党と公明
党で。 そして、他の野党たちも役立たず。 ブレーキにさえならな
かった。 だからこそ、この野党をもう一度立ち直らせて、喧嘩の仕方
をやり直す。 この国を立て直して、その先頭に私たち、令和新撰組を
立たせて頂きたい。 令和新撰組から、ここ、福岡選挙区で立候補。 
オクダフミオ。 オクダフミオでございます。 どうか、この顔、この
名前、覚えて頂きたい。 期日前投票始まっております。 毎日が投票
日。 毎日が投票日。 お帰りの際、どうか、あなたの、お、おうちの
近くの期日前投票所に足を運んで頂きたく、よろしくお願い致しま
す。 一枚目の投票用紙は、オクダフミオ、オクダフミオでございま
す。 そして、二枚目の投票用紙は、レイワ、ひらがな3文字で、レイ
ワとお書き下さい。 よろしくお願い致します。 ありがとうございま
した。

[130]「100兆円
通貨発行するこ
とは可能です」
についての具体

的説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。

132 まるで鬼です

私たち、令和新撰組は、消費税廃止を訴えています。 参議院に対し
て、私たちがケイリョウ＊シミュレーションで試算をしてもらったと
ころ、1人あたりの平均年収は、消費税を廃止した10年後には、58万
円上がるという結果がでた。 消費税廃止。 毎日が10パーセントオ
フ。 25年間の経済不況に、コロナまで加わり、戦争で物価上昇。 こ
こに政府は、消費税減税さえしない。 これは、まるで鬼です、鬼。

起点となる話題 ✔

この話題に対して、
なぜそれを勧めたい
のか、背景理由など
を伝えましょう。相
手の心を動かすプレ
ゼンになります。

133
どうか、消費税廃
止をやらせて頂き
たい

やらせて下さい、令和の鬼退治。 厚生労働省の調べ、生活が苦しいと
いう人たちは、全世帯の54.4パーセント。 皆さんから搾り取った消費
税は、社会保障の一部にしか使われておらず、その税収の73パーセン
トは、金持ちに減税、大企業に減税。 どうしてテレビ、新聞でそんな
こと言わないのかって。 飴玉もらってる者たちが、その飴玉について
の裏側を話せるはずないんですよ。 死ぬ寸前まで働かなきゃ、生きて
いけないような社会やめたいんですよ。 10代から30代まで、死ぬ原
因の1位が自殺。 そんな国、もうやめにしたいんですよ。 そういった
社会を政治で作ってきた。 ならば、それを変えられるのも政治です。 
あなたや、皆さんの力を集めて、この国を変えていけることができ
る。 それが、選挙じゃないですか。 数が少なくてもやれることがあ
る。 かけらる圧力がある。 ここまで前に進めてきた自負がありま
す。 どうか、消費税廃止をやらせて頂きたい。 どうか、あなたのお
力を貸して下さい。 あなたの票が欲しい。 この東京選挙区から立候
補です。 ヤマモトタロウと申します。

[131]「一枚目
の投票用紙は、
オクダフミオ、
オクダフミオで
ございます」に
ついての具体的

説明

✔
ここが過剰な説明か
もしれません。同じ
ことの繰り返し説明
ではなく、根拠を伝
えましょう。


