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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

77%

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 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

△ 少しゆったり
2 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 あなた側の話量は41分が適切と判定されました

3 、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

一般的なプレゼンと比較して、時間の割に情報量が少なめです

4 一緒に声を上げて、ヨシノマサヒデ、
広げていこう

5 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

6 ぜひとも皆さん方、それを広げていただきた
い

7 中小企業の味方になってやるのが、今の政治
のすたい、スタンス

8 消費税を含む減税と、インフレ手当で、調整
的にでも需要を喚起

9 給付や減税が大事

10 参議院議員選挙が始まってから、私は沖縄に
入らせていただきました

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）

17.8語

話順 質問種 問いかけ・呼びかけ
8 CLOSED だって皆さん、覚えてますよね、黒田総裁がなんと言ったか？

10 CLOSED 皆さんもそう思いませんか？

12 CLOSED 皆さん、そう思いませんか？

14 CLOSED 勝てますよね、皆さん？

19 OPEN しかし、今、私たちの生活、どうでしょうか？

25 OPEN 皆さんいかがでしょうか？

32 CLOSED でも、本当にそれは働く人のせいなんでしょうか？

34 CLOSED
もちろん、今の物価高の中、便乗値上げもあるかもしれない、でも、それあえてここで言うこと
なんでしょうか？

34 OPEN いかがですか、皆さん？

37 CLOSED 違いますか？

42 CLOSED 皆さんお手元にチラシ持ってますか？

42 CLOSED よろしいですか？



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　　 12トピック

同じ話題を深堀りし過ぎかもしれません

話題の数　13件
話順 説明の少ない話題　1件 話順 説明のある話題　12件

24
ヨシノマサヒデからの心からの訴えをお集まりの
皆様に、お聞き届けいただきたい

6
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

14
一緒に声を上げて、ヨシノマサヒデ、広げていこ
う

16
参議院議員選挙が始まってから、私は沖縄に入ら
せていただきました

17
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

22
ヨシノマサヒデさんの名前を周知していただけれ
ば

26
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

30
、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

32 ぜひとも皆さん方、それを広げていただきたい

34
中小企業の味方になってやるのが、今の政治のす
たい、スタンス

38
是非ともヨシノマサヒデに皆さんの未来に託して
ください



39
是非とも、ヨシノマサヒデにご支援よろしくお願
いいたします

43
ビラも使いながら、どんどんお広げをいただきた
い



【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　　 12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）

6 説明のある話題
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

財務省は、今の与党は、集めた税金を使い＊。 自民党
の国会議員は、政務官になって副大臣になって大臣に
なる。 おかしいことはおかしい。 集めた税金＊。 働
いて税金払ウヨウナ＊声を、どこの与党があげていま
す...

↓

5→ 具体的説明
消費税を含む減税と、インフレ手当で、
調整的にでも需要を喚起

現役の賃金が下がれば、マクロ経済スライドで、お父
さんお母さんの年金も下がる仕組みになっている。 収
入が減って物価が上がるんだから、そら三重県の経済
だって厳しいに決まってますよ。 GDPの6割＊、だか
ら何としても個人消費がしっかりと回る経済を作らな
ケレバ＊、つまりは家計を、減税をして、＊所得を上
げていく。 我々は今こそ消費税を含む減税と、インフ
レ手当で、調整的にでも需要を喚起していかなければ
いけない...

- -

14 説明のある話題
一緒に声を上げて、ヨシノマサヒデ、広
げていこう

ぜひですね、私もシンバさんも今の国会を見ていま
す。 その中で確かなことは、与党の議席がこれ以上増
えても、国会は何にも変わらないことですよ。 もっと
声が出なくなる国会になってしまう。 論戦ができなく
なる...

←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

↓

13 → 具体的説明 児童手当は高校卒業まであっても良い

それよりもやらなければいけないのは、例えば皆さ
ん、今ですね、我が家も今、中学生高校生ですけど、
だいたい皆さん、大学まで子供1人。  話者A：行かせ
ようと思ったら、全部公立でも、一人頭1500万円、
高校大学が私立になったら2000万と言われてる時代
です。 そういう時に児童手当は中学校3年生までなん
ですね。 じゃ、その中学校3年生までの児童手当で、
総額いくらになるのかなんです。 これ実は、全部毎月
もら...

- -

16 説明のある話題
参議院議員選挙が始まってから、私は沖
縄に入らせていただきました

えー、冗談はさておき、この参議院議員選挙が始まっ
てから、私は沖縄に入らせていただきました。 連合会
長がなぜ選挙が始まって沖縄に行くのかと、もしかし
たら批判が集まってしまうかなという不安もありまし
たけれ...

←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

↓

15→ 具体的説明 激励の言葉をいただきたい

さて、今日もヨシノマサヒデとともに戦う、働く仲間
の皆さんが、ここにたくさんご集結をいただいていま
す。 働く人々の代表として、日本労働組合総連合会、
ヨシノトモコ会長もお越しくださっています。 それで
は、激励の言葉をいただきたいと思います。 よろしく
お願いいたします。  話者A：宇治山田駅前にお集まり
の皆様、夕刻の本当に忙しい時に、たくさんの皆さん
にお集まりいただきまして、本当にありがとうござい
ます。...

- -

17 説明のある話題
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

話者A：平和記念公園で黙祷をささげ、そして翌日は
戦跡を巡り、そして資料館なども見学をさせていただ
きました。 私の目に入ってきたものはまさしく今、ロ
シアによるウクライナ侵攻、うしらい、ウクライナで
起こっ...

←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

↓



20→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

困った人たちについてしっかりとジシャ
ク＊をやっていく

こういった問題についても、やはり私たち労働組合連
合では限界があります。 やはり、政治の力が必要なん
です。 私たちが安心して生活を送ることができ、そし
て、安心して働き続けられる環境を整えていく、これ
はまさしく政治です。 額に汗して働く労働者の代表、
ヨシノマサヒデさんを国会に送り込み、そして格差を
縮小し、困った人たちについてしっかりとジシャク＊
をやっていくことがとても重要だというふうに考えて
います。...

21→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

働く者の代表を一人でも多く国会に押し
上げたい

この参議院議員選挙、私たちは働き続ける、働く者の
代表を一人でも多く国会に押し上げたい。 そんな思い
で、労働組合連合も全国を駆け回っています。 そし
て、私プラスもう一票を合い言葉に名前の周知を職場
に徹底をしています。...

- -

22 説明のある話題
ヨシノマサヒデさんの名前を周知してい
ただければ

しかし、一票では足りません。 二票も三票も必要で
す。 どうぞ、職場の仲間ももちろん、ご家族、友人、
知人、そしてご近所の皆さまにもヨシノマサヒデさ
ん、ヨシノマサヒデさんの名前を周知していただけれ
ばという...

←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

↓

23→ 具体的説明
富士山田駅前お集まりの皆さま、ヨシノ
マサヒデさんを押し上げてください

どうぞ、富士山田駅前お集まりの皆さま、ヨシノマサ
ヒデさんを押し上げてください。 皆さま、お一人、お
一人の力で、そして連合本部と一緒に国会へ押し上げ
ていただきたいと思います。 共に頑張りましょう、あ
りがとうございました。  話者A：ありがとうございま
す。  話者A：働く者の声を代表して、連合、ヨシノカ
イ＊。  話者A：からの激励の言葉でございました、あ
りがとうございました。...

- -

24
説明の少ない話

題

ヨシノマサヒデからの心からの訴えをお
集まりの皆様に、お聞き届けいただきた
い

それではお待たせをいたしました、参議院比例選挙区
候補者でありますヨシノマサヒデ、人々の暮らしをな
んとかもっと良くしたい、その想いをもって、今三重
県全県を駆け回っております。 ヨシノマサヒデからの
心から...

←説明が足りない
　かもしれません

→ 説明無し

- -

26 説明のある話題
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

国民民主党も、立憲民主党も、連合も所得を引き上げ
て、そして物価を引き下げる、私たちの暮らしを取り
戻していくための政治、これをこの三重県から、日本
から、この参議院選挙で伸ばしていく、このことを是
非ともこ...

←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

↓

25→ 具体的説明
見合う所得、給与をですよ、頂いて、
しっかりと生活の基盤を充実

皆さんいかがでしょうか？ 私たちは一つの価値観で政
治を進めています。 それは働く者がしっかりと、その
仕事に見合う所得、給与をですよ、頂いて、しっかり
と生活の基盤を充実をさせていく。 それこそがこの国
にとって一番必要なこと。 このことが政治の一番の役
割だということを、私達は一番の思いで、これまで活
動してきました。...

27→ 具体的説明
当たり前のサイクルを、ぜひこの日本で
もう一度取り戻していきましょう

しかし、20年にわたってですよ、給与は引き上げず
に、しかも、派遣労働の枠を拡大をし、人件費をカッ
トし続けた、その結果が、今日本だけがこうして賃金
上昇を抑えられている、成長を閉ざされている、今こ
そ私達は、もう1つの価値観である暮らしの底上げ
で、しっかりと日本の経済を成長させていかなければ
なりません。 所得が上がれば消費が増える、消費が増
えれば経済が回る、この当たり前のサイクルを、ぜひ
この日本でもう一...

- -

30 説明のある話題
、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

話者A：これをしっかりと知らしめるためにも、所得
向上による経済成長、日本の発展、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んです。 ヨシ
ノくん、そんなら、現役世代や子供達のとこだけなの
か、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

↓

29→
心を動かす要素
（理由・ニー

ズ）

根本の原因が、今の自公政権で分かって
ない

やはり1番根本の原因が、今の自公政権で分かってな
いってことなんです。 1番の原因は、結婚するカップ
ルの数ですよ。 今回59万人、よ、50万組、2021年の
結婚したカップル数、過去40年で最小です。 もちろ
んコロナ禍の影響はあります。 でも、何より、私達と
同世代、40代男性、今や未婚率は25パーセントで
す、4人に1人は結婚しない。 派遣労働、正社員でな
い40代男性の未婚率は、今や50パーセント超えて...

- -



32 説明のある話題
ぜひとも皆さん方、それを広げていただ
きたい

今日もお昼に街頭演説をしていました。 僕よりちょっ
と若い30代の男性、声を掛けてくれました。 ヨシノ
さん、本当に頑張ってください、このままでは子育て
できないです、しゅ、僕の給料も少ないんです、これ
本当...

←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

↓

31→ 具体的説明 給与を引き上げていく

しかも、今回年金の給付が下がりました。 この年金給
付の算定の中には、賃金の項目が入ってるんです。 つ
まり、現役世代の賃金が下がればですね、その分年金
の給付額も減っていくってことなんです。 だからこそ
私達は、給与を引き上げていくということに。  話者
A：もっと真剣に取り組まないといけないんです。...

- -

34 説明のある話題
中小企業の味方になってやるのが、今の
政治のすたい、スタンス

私は違和感を感じました。 もちろん、今の物価高の
中、便乗値上げもあるかもしれない、でも、それあえ
てここで言うことなんでしょうか？ 本当に、この三重
県の働いてる皆さんのところを回っている、私も自動
車部品...

←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

↓

33→ 具体的説明
便乗値上げには目を光らせないといけな
い

今回、＊さんもおっしゃいました、物価の高騰です。 
先日、公開討論会がありました、私も自民党の候補者
も一緒に並ばしていただいて、この物価高騰の話をい
たしました。 私も円安の状況、原油高、この状況を
しっかりと止めないといけない、ま、ここは自民党も
もちろん言っています。 でも、そのときもう一つ言っ
たんですよ、便乗値上げには目を光らせないといけな
いですよね。...

- -

38 説明のある話題
是非ともヨシノマサヒデに皆さんの未来
に託してください

当時の小泉旋風にも負けず、安倍旋風にも負けず、こ
の三重県の中で1議席を託していただいた皆さん、是
非ともヨシノマサヒデに皆さんの未来に託してくださ
い。 ヨシノマサヒデは20年前から変わらずに、この
日本に...

←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
1議席預けさせていただいた、全国でも
稀な選挙区

この三重県は、この地元＊を卒業したチバヒロカズ参
議院議員を18年、そして何よりも2000年にタカハシ
＊参議院議員を誕生させ、20年以上にわたって自公政
権じゃない、もう1つの勢力、我々野党勢力に参議院
議員の議席を少なくとも1議席預けさせていただい
た、全国でも稀な選挙区なんです。 それは、この三重
県の皆さんが、伊勢市の皆さんが、今日は三重県中か
ら来ていただいてますから、本当に各地の皆さんが、
この日本に...

- -

39 説明のある話題
是非とも、ヨシノマサヒデにご支援よろ
しくお願いいたします

あと、10パーセント投票率が上がれば、必ずこの国は
変わる、必ず変えられるんです。 是非とも残り10
日、皆さんのお力でこの選挙、厳しい選挙であります
が、一緒になって立ち上がり、必ず勝利をいたしま
しょう。...

←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

↓

40→ 具体的説明
ヨシノマサヒデ候補からの心からのお訴
えでございました

ただいまは、ヨシノマサヒデ候補からの心からのお訴
えでございました。 政治を苦しくしてしまうのも、皆
さんが選ぶ政治なら将来に夢や希望を見つけるのも政
治の役割である。 ヨシノマサヒデに夢やキボウ＊。...

- -

43 説明のある話題
ビラも使いながら、どんどんお広げをい
ただきたい

話者A：選挙戦はこれから。 追いつき、追い越す方が
勢いが出ます。 まだ投票先きめ、を決めてらっしゃら
ない方が、この三重県の中にはたくさんいらっしゃ
る。 もっと厳しい明日が、すぐそこまで来ているの
に、こ...

←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

↓

42→ 具体的説明
必勝頑張ろうコールをさせていただきた
い

今回の選挙、折り返し地点にきました。 大変厳しい選
挙しております。 ただ、こっからです。 こっから、
皆さんの力をいただいて、しっかりと走り抜ければ、
必ず勝利は見える。 連合はそう確信しております。 
どうか皆さんのお力を貸してください。 どうか皆さん
助けてください。 よろしくお願いしたいと思います。 
ヨシノ必勝のために、必勝頑張ろうコールをさせてい
ただきたいと思います。  皆さんお手元にチラシ持っ
て...

- -
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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

芳野正英、＊決起
集会、只今より開
催をさせていただ
きます

【自分】【無音02:19まで】。 宇治山田駅街頭にお集まりの
皆様、本当にお集まりいただきまして、ありがとうございま
す。 間もなくいたしますと、ここ、宇治山田駅前街頭お借り
いたしまして、参議院三重選挙区に立候補いたしておりま
す、芳野、芳野正英の＊＊＊決起集会、行わせていただきま
す。 どうぞ道行く皆様も足をお止めいただきまして、芳野正
英、お聞き届けいただきますように、よろしくお願いを申し
上げます。 それでは時間となりましたので、始めさせていた
だきます。 皆さん、こんばんは。  
【自分】こんばんは。  
【自分】こんばんは。  
【自分】県下各地より芳野正英を応援してくださる皆さん、
＊＊＊の皆さん、そして、街頭で足をお止めいただいている
皆さん、どうもこの会にゴサンザ＊いただきまして、ありが
とうございます。  本日はここ、宇治山田駅前をお借りいた
しまして、今参議院三重選挙区に立候補いたしております芳
野正英、＊決起集会、只今より開催をさせていただきます。 
え、モウシオクレマシタガ＊、ありがとうございます。 え、
司会を務めます、私は、芳野正英とともに三重県議会で働い
て参りました、え、県会議員の小島とも子と申します。 よろ
しくお願い申し上げます。

[2]「国民民主
党、しんば賀津
也幹事長より激
励の言葉をいた
だきたい」につ
いての具体的説

明

2

国民民主党、しん
ば賀津也幹事長よ
り激励の言葉をい
ただきたい

さて、今参議院戦が公示されまして、8日目、まさしく選挙
戦は中盤戦になってまいりました。 三重県選挙区は。  
【自分】ヒロク＊、よしの正英、懸命に県下全域を走ってい
るところでございます。 今ここに本人立っておりますが。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】三重県で生まれ育ち、誰よりもこのふるさと三重の
ため、そしてそこに住む人々のために働きたいと思ってい
る、よしの正英でございます。 本日は、よしの正英がそれぞ
れご推薦をいただき、本当にお世話になっております皆さん
が、激励に駆け付けて下さいました。 まず初めに、国民民主
党、しんば賀津也幹事長より激励の言葉をいただきたいと思
います。 よろしくお願い申し上げます。

[3]「三重県での
野党の1議席、そ
れを死守しなけ
ればならない」
についての具体

的説明

3

三重県での野党の
1議席、それを死
守しなければなら
ない

【自分】地元の皆さん、こんばんは。 お仕事の後の大変お疲
れのところ、こんなにも多くの皆さんに、よしの正英さんの
応援に駆けつけていただきまして、心から感謝を申し上げま
す。 国民民主党幹事長のしんば賀津也でございます。  いよ
いよ選挙戦も中盤に差し掛かりました。 我々国民民主党も、
立憲民主党さん、連合さんとともに、よしのさんを推薦し
て、何が何でもこの三重県での野党の1議席、それを死守し
なければならないと思っています。

[5]「消費税を含
む減税と、イン
フレ手当で、調
整的にでも需要
を喚起」につい
ての具体的説明

4
今、日本は大変厳
しい状況にありま
す

今、日本は大変厳しい状況にあります。 コロナ情勢の中、ウ
クライナもあり、物価はどんどん高くなる。 円安もありま
す。 しかし我々の所得や年金は一向に上がらない。 アメリ
カもヨーロッパも韓国も、物価高に苦しんでいます。 しか
し、アメリカやヨーロッパや韓国は、物価が上がっても賃金
がしっかり上がっているんです。 日本だけがこの四半世紀、
25年の間、賃金が下がり続けている。

[5]「消費税を含
む減税と、イン
フレ手当で、調
整的にでも需要
を喚起」につい
ての客観根拠・

データ



5

消費税を含む減税
と、インフレ手当
で、調整的にでも
需要を喚起

現役の賃金が下がれば、マクロ経済スライドで、お父さんお
母さんの年金も下がる仕組みになっている。 収入が減って物
価が上がるんだから、そら三重県の経済だって厳しいに決
まってますよ。 GDPの6割＊、だから何としても個人消費が
しっかりと回る経済を作らなケレバ＊、つまりは家計を、減
税をして、＊所得を上げていく。 我々は今こそ消費税を含む
減税と、インフレ手当で、調整的にでも需要を喚起していか
なければいけない。

[6]「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」につい
ての具体的説明

6

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

財務省は、今の与党は、集めた税金を使い＊。 自民党の国会
議員は、政務官になって副大臣になって大臣になる。 おかし
いことはおかしい。 集めた税金＊。 働いて税金払ウヨウナ
＊声を、どこの与党があげていますか。 我々は、＊の所得を
上げるために、消費税減税できない、インフレ手当もできな
いなら、せめてガソリン税は下げてくれ。 1リットルあたり
54円ものガソリン税取ってるの日本だけですよ。 それにさ
らに消費税まで取ってる。 電気代もどんどん上がっていく。 
家計の所得を増やし、＊の所得を増やして、地域経済を回し
ていく。 それを今、この三重県から始めなければならないと
思っております。 よしのさんは、真っ黒に日焼けをして三重
県中を走り回ってきた。 この1議席は、＊サン＊がサンキ
ジュウハチネン＊。  
【自分】繋いできた議席、これを死守しないと、三重県の3
人に野党がいなくなる。 それと同時に1議席あったものが減
るんだから、今回＊＊＊。 どうか皆さん、今日はレンゴウヨ
シノ＊会長が本部からわざわざ、この＊駅まで来てくれまし
た。 ＊＊＊イズミケンタ＊代表もヨシノ頑張れと＊＊＊いま
す。 どうか皆さん、残り＊日間、ヨシノ＊のために、皆様の
ご尽力頂きますように、心からお願い申し上げ。 コクミンミ
ンシュトウ＊幹事長、普段はカタリベ＊のような良い声して
るんですけど＊こんな声になっちゃいました。 どうか皆さ
ん、ご支援賜りますように心からお願い申し上げます。 どう
ぞよろしくお願いします。  
【自分】＊＊＊大変、力強い応援を頂きました。 ヨシノマサ
ヒデ、最後まで力の限り戦います。 どうぞよろしくお願い申
し上げます。 ＊＊＊はい。 あ、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。

7

立憲民主党、イズ
ミケンタ代表より
激励の言葉を頂き
ます

それでは次に、共に若いころから政治を志し、けんちゃん、
よっしーと呼び合う関係だともお聞きをしております。 立憲
民主党、イズミケンタ代表より激励の言葉を頂きます。 よろ
しくお願いたします。  
【自分】え、皆さん、どうもこんにちは。 たくさんの皆さ
ん、皆様もぜひ周りを見渡して下さい。 もう本当にすごい人
数、このウシヤマダ＊駅前、集まって頂いています。 私、立
憲民主党代表イズミケンタ、全国を今、街頭演説でまわって
おりますが、街頭演説の場でけんちゃんと言われたのは初め
てであります。 しかし、皆様にまずは心から感謝申します。 
本当皆さんありがとうございます。  
【自分】けんちゃん。  
【自分】ありがとうございます。

[10]「給付や減
税が大事」につ
いての具体的説

明

8

皆様のお財布がど
うなっているかと
いう事について知
らない

え、皆さんこの参議院選挙、どんどん、どんどん、争点が明
確になってきた、私はそう思います。 実はですね、選挙が始
まる前の頃、岸田さんも、そして黒田総裁も物価高が争点に
なるなんて思っていなかった、もっと言えば円安だって争点
になると思っていなかったんです。 彼らは甘く見ていた、
もっと言うと庶民の生活を見ていなかった、私はそう思いま
すよ。 だって皆さん、覚えてますよね、黒田総裁がなんと
言ったか？ 皆さんが物価の値上げを許容してると言った、そ
してご自身は年収3500万円で、お買い物には行っていない、
妻に任せてる。 そんな人であるから、残念ながらまったく
今、皆様のお財布がどうなっているかという事について知ら
ない、これは本当に良くないと思います。

[9]「全然、対策
をしないんです
よ」についての

具体的説明



9
全然、対策をしな
いんですよ

私は改めて、日本の政治の世界に自民党もあれば、立憲民主
党や国民民主党があるという意味が良く分かりました。 良く
労働組合の世界でも、労使交渉って言いますよね。 やっぱ
り、経営者側の考え方と働いてる側の考え方っていうのはこ
うも違うのかと、私はつくづく思った。 結局、岸田さんたち
は上からでしかものを見ていません。 皆さんの懐目線や、生
活目線や、年金目線や、そういう目線で生活を見ていないん
です。 だから全然、対策をしないんですよ。 私は予算委員
会で岸田総理。  
【自分】＊と論戦をしました。 あるいは各テレビ局の番組
で、党首討論を行いました。 その時、総理はこう言うわけで
す。 アメリカの方がもっと物価が上がってるんだから、日本
は大したことない。 でも全然そうじゃないですよね、皆さ
ん。

[10]「給付や減
税が大事」につ
いての理由・

ニーズ

10 給付や減税が大事

さっきシンバさんが言ってくださいました。 我が国は世界で
も珍しい、賃金が上がっていない国です。 実は、この前の春
闘では、ヨシオ会長先頭に、本当に連合が頑張って実績を出
した。 でもそれ以上に物価が上がっているじゃないですか。 
そういう時にはですよ、そういう時には、冷静に考えても、
経済政策として減税や給付というのが大事になってくる。 
だって賃上げが追いつかないと。 年金が追いつかないと。 
だから給付や減税が大事。 これは真っ当な経済政策なんで
す。 しかしそれを、残念ながら岸田総理は全くやっていませ
ん。 でも、この選挙中に海外に行ってしまって、そして世界
の方には9兆円ものお金を出すという約束をしてきました。 
どう、最近の岸田さん、国内の物価対策には全然お金を出さ
ないけれども、外に向けてはいろんな約束をしている。 皆さ
んもそう思いませんか？ ね。 これはやっぱりバランスが悪
いと思いますよ。

[11]「生活を後
回しにして、防
衛費だけを2倍に
するっていうの
はちょっとやり
過ぎ」について
の具体的説明

11

生活を後回しにし
て、防衛費だけを
2倍にするってい
うのはちょっとや
り過ぎ

やっぱり皆さんの生活が第一、こういうふうな政治をしてい
かなきゃいけない。 そして今、実は私たち立憲民主党も、そ
して国民民主党も、やっぱり野党の側からですね、日本の防
衛政策にも責任を持ちたいと思ってるんです。 我々は逃げも
隠れもしない。 与党だけに防衛政策をやらせようとは思って
いません。 日本の安全保障に責任を持ちたいと思っている。 
だから、ウクライナで情勢が様々変わっている時には、立憲
民主党も国民民主党も、必要な防衛力は整備をしていくとい
う考え方なんです。 ただですよ、必要な防衛力を整備すると
いうぐらいの話じゃないんですよ、与党の方は。 防衛費を5
年間で2倍にするっていうのは、これは皆さん、あまりに大
きくやりすぎです。 皆さんの生活を後回しにして、防衛費だ
けを2倍にするっていうのはちょっとやり過ぎ。 これはです
ね、予算の使い方として優先順位が間違ってると思います。

[12]「こういう
予算の出し方は
おかしいと、是
非皆さんに思っ
ていただきた

い」についての
具体的説明

12

こういう予算の出
し方はおかしい
と、是非皆さんに
思っていただきた
い

皆さん、そう思いませんか？ だってですよ、愛知県豊田市、
農業用水を取水をする取水口が壊れたじゃないですか。 今で
すね、全国各地、老朽インフラの問題、これを直すにもお金
がかかる。 ある用水路では親子が流されて命を失った。 安
全対策もやらなきゃいけない。 そして、これからもしかした
ら大雨なんかが来る。 災害対策もやらなきゃいけない。 そ
してですよ、実は私たち教育の無償化を訴えていますけど
も、今日本の政治の中で、教育予算っていうのは5.3兆円。 
防衛予算も同じぐらいなんです。 同じぐらいのところで、こ
れまでずっと予算が歩んできてるのに、今言ったように防衛
費だけが2倍になる。 ものすごいでこぼこな予算になってし
まうわけですね。  やっぱりこれは皆さん、おかしいと思っ
てください。 こういう予算の出し方はおかしいと、是非皆さ
んに思っていただきたいと思います。

[13]「児童手当
は高校卒業まで
あっても良い」
についての具体

的説明



13
児童手当は高校卒
業まであっても良
い

それよりもやらなければいけないのは、例えば皆さん、今で
すね、我が家も今、中学生高校生ですけど、だいたい皆さ
ん、大学まで子供1人。  
【自分】行かせようと思ったら、全部公立でも、一人頭1500
万円、高校大学が私立になったら2000万と言われてる時代で
す。 そういう時に児童手当は中学校3年生までなんですね。 
じゃ、その中学校3年生までの児童手当で、総額いくらにな
るのかなんです。 これ実は、全部毎月もらったとして、198
万円です。 決して私は多いとは思えません。 198万円、今の
子育ての中の10分の1ぐらいしか、実は国は出していないん
です。 だから、こういうところに予算を使って、今少子化を
防いでいくためにも、児童手当は高校卒業まであっても良い
よね、こういうことを私達、これは国民民主党とも一緒に力
を合わせて、我々は訴えさせていただいています。 どうか皆
さん、ありがとうございます。

[14]「一緒に声
を上げて、ヨシ
ノマサヒデ、広
げていこう」に
ついての具体的

説明

14
一緒に声を上げ
て、ヨシノマサヒ
デ、広げていこう

ぜひですね、私もシンバさんも今の国会を見ています。 その
中で確かなことは、与党の議席がこれ以上増えても、国会は
何にも変わらないことですよ。 もっと声が出なくなる国会に
なってしまう。 論戦ができなくなる国会になる。 それより
も、このパワーあるヨシノマサヒデを国会に送り出して、皆
さん、どんどん論戦してもらおうじゃありませんか、皆さ
ん。  
【自分】よー＊。  
【自分】よー＊。  
【自分】わー＊。  
【自分】ね。 ヨシノマサヒデの論戦力、僕は、実は、国会議
員に初当選した時に、彼にスタッフの中枢、事務局長をやっ
てもらっていました。 ですから、今のイズミケンタがあるの
は、ヨシノマサヒデがいるからです。 ちなみに、ヨシノマサ
ヒデに何度も論破されました。 それぐらいの政策力、私以上
の政策力を持っている人物ですよ。 だから、早く国会で活躍
をさせていただきたい。 どうか皆さん、勝てますよ、勝ちま
しょうよ。 勝てますよね、皆さん？ 一緒に声を上げて、ヨ
シノマサヒデ、広げていこうじゃありませんか、皆さん。 よ
ろしくお願いします。 勝ちましょう。 ありがとうございま
した。  
【自分】イズミ代表、力強い、心温まる応援の弁、ありがと
うございました。 ヨシノマサヒデ、一層強い思いを持って、
この選挙戦を戦えることと思います。

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。

15
激励の言葉をいた
だきたい

さて、今日もヨシノマサヒデとともに戦う、働く仲間の皆さ
んが、ここにたくさんご集結をいただいています。 働く人々
の代表として、日本労働組合総連合会、ヨシノトモコ会長も
お越しくださっています。 それでは、激励の言葉をいただき
たいと思います。 よろしくお願いいたします。  
【自分】宇治山田駅前にお集まりの皆様、夕刻の本当に忙し
い時に、たくさんの皆さんにお集まりいただきまして、本当
にありがとうございます。 ただいまご紹介いただきました、
労働組合連合のヨシノでございます。 ヨシノマサヒデさんと
はヨシノの漢字が一緒で、ヨシノマサヒデさんの名前が出る
たびに、親戚ですかと聞かれています。 弟ですと答えていま
す。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】でも、弟ではありません。  
【自分】はははは。  
【自分】一族です。  
【自分】ははは。  
【自分】一族です。 自称一族です。  
【自分】はい。  
【自分】そして、イズミ代表がまさかケンちゃんって呼ばれ
ていたのは、知りませんでした。  
【自分】ははははは。  
【自分】今日をもってケンちゃんと呼ばせていただきたいと
思います。

[16]「参議院議
員選挙が始まっ
てから、私は沖
縄に入らせてい
ただきました」
についての具体

的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

16

参議院議員選挙が
始まってから、私
は沖縄に入らせて
いただきました

えー、冗談はさておき、この参議院議員選挙が始まってか
ら、私は沖縄に入らせていただきました。 連合会長がなぜ選
挙が始まって沖縄に行くのかと、もしかしたら批判が集まっ
てしまうかなという不安もありましたけれども、6月23日は
慰霊の日でした。

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。



17

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

【自分】平和記念公園で黙祷をささげ、そして翌日は戦跡を
巡り、そして資料館なども見学をさせていただきました。 私
の目に入ってきたものはまさしく今、ロシアによるウクライ
ナ侵攻、うしらい、ウクライナで起こっていることなんで
す。 私たち労働組合は日頃会社との交渉の中で、労働条件に
ついて改善活動をしていますが、こうした課題については労
働組合の運動だけでは限界があるんです。  やはり政治の力
が必要です。 そして、しっかりと国会の中で健全な民主主義
の下、与党に対して野党がしっかりとものを言わなければな
らない。 そのためには、立憲民主党、国民民主党にはしっか
りと頑張っていただかなきゃいけない。 そして、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。 そのように決
意をしています。

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。

18
中堅中小の組合が
本当に頑張って成
果を上げた

先ほど、イズミ代表からも、あ、ケンちゃんからもありまし
たように、今年の2022春季生活闘争、連合、特に中小、中堅
中小の組合が本当に頑張って成果を上げたんです。 2014
年、2015年に続く成果を上げました。

[19]「格差是正
と貧困問題、

今、日に日に申
告」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

19
格差是正と貧困問
題、今、日に日に
申告

しかし、今、私たちの生活、どうでしょうか？ 日に日に、物
価が上がっています。 せっかく、春闘で成果が出ても、まさ
しく今、格差が広がりとりわけ正規雇用労働者の皆さんが本
当に悲惨な思いになっています。 そして、フリーランスとい
われる曖昧な雇用、労働法制の下で働くことができない人た
ちも本当に悲惨な生活を強いられています。 そして、ひとお
や、一人親家庭の問題、この格差是正と貧困問題、今、日に
日に申告になってきています。

[21]「働く者の
代表を一人でも
多く国会に押し
上げたい」につ
いての理由・

ニーズ

20

困った人たちにつ
いてしっかりとジ
シャク＊をやって
いく

こういった問題についても、やはり私たち労働組合連合では
限界があります。 やはり、政治の力が必要なんです。 私た
ちが安心して生活を送ることができ、そして、安心して働き
続けられる環境を整えていく、これはまさしく政治です。 額
に汗して働く労働者の代表、ヨシノマサヒデさんを国会に送
り込み、そして格差を縮小し、困った人たちについてしっか
りとジシャク＊をやっていくことがとても重要だというふう
に考えています。

[17]「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」についての
理由・ニーズ

21
働く者の代表を一
人でも多く国会に
押し上げたい

この参議院議員選挙、私たちは働き続ける、働く者の代表を
一人でも多く国会に押し上げたい。 そんな思いで、労働組合
連合も全国を駆け回っています。 そして、私プラスもう一票
を合い言葉に名前の周知を職場に徹底をしています。

[17]「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」についての
理由・ニーズ

22
ヨシノマサヒデさ
んの名前を周知し
ていただければ

しかし、一票では足りません。 二票も三票も必要です。 ど
うぞ、職場の仲間ももちろん、ご家族、友人、知人、そして
ご近所の皆さまにもヨシノマサヒデさん、ヨシノマサヒデさ
んの名前を周知していただければというふうに思います。 連
合も全力で全国を駆け巡り、そして、働く者の代表を国会に
送り込みたいというふうに思います。

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。

23

富士山田駅前お集
まりの皆さま、ヨ
シノマサヒデさん
を押し上げてくだ
さい

どうぞ、富士山田駅前お集まりの皆さま、ヨシノマサヒデさ
んを押し上げてください。 皆さま、お一人、お一人の力で、
そして連合本部と一緒に国会へ押し上げていただきたいと思
います。 共に頑張りましょう、ありがとうございました。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】働く者の声を代表して、連合、ヨシノカイ＊。  
【自分】からの激励の言葉でございました、ありがとうござ
いました。

[22]「ヨシノマ
サヒデさんの名
前を周知してい
ただければ」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



24

ヨシノマサヒデか
らの心からの訴え
をお集まりの皆様
に、お聞き届けい
ただきたい

それではお待たせをいたしました、参議院比例選挙区候補者
でありますヨシノマサヒデ、人々の暮らしをなんとかもっと
良くしたい、その想いをもって、今三重県全県を駆け回って
おります。 ヨシノマサヒデからの心からの訴えをお集まりの
皆様に、お聞き届けいただきたいと思います。 ヨシノマサヒ
デでございます。  
【自分】＊ヤマザキ＊、こうして多くの皆さん、お集まりを
いただきました。 本当に心の底から御礼を申し上げたいと思
います、ありがとうございます。  そして本日は、国民民主
党からシンバカヅヤ幹事長、立憲民主党のイズミケンタ代
表、ケンちゃん、連合会長のヨシノトモコ会長、私ヨシノマ
サヒデのために、こうして皆さんがお集まりいただきました
こと、そしてそのためには各県で連合ギイン＊の皆さんにも
多大なるご支援と準備を頂いたことも、併せて御礼を申し上
げたいと思います、ありがとうございます、ありがとう、あ
りがとうございます。 一人区で、こうした選挙体制を築いて
いただいたこと、ヨシノマサヒデは本当に幸せ者だと思って
おります。 でも、それだけでは駄目なんです、やっぱりしっ
かりここで勝っていかなければなりません。 でも、ここで皆
さんと、結束を改めて確認をさせてていただいたと思いま
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。

25

見合う所得、給与
をですよ、頂い
て、しっかりと生
活の基盤を充実

皆さんいかがでしょうか？ 私たちは一つの価値観で政治を進
めています。 それは働く者がしっかりと、その仕事に見合う
所得、給与をですよ、頂いて、しっかりと生活の基盤を充実
をさせていく。 それこそがこの国にとって一番必要なこと。 
このことが政治の一番の役割だということを、私達は一番の
思いで、これまで活動してきました。

[26]「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」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

26

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

国民民主党も、立憲民主党も、連合も所得を引き上げて、そ
して物価を引き下げる、私たちの暮らしを取り戻していくた
めの政治、これをこの三重県から、日本から、この参議院選
挙で伸ばしていく、このことを是非ともここからスタートさ
せてい＊、いこうじゃありませんか。 今日、皆様お手元に
は、ヨシノマサヒデの思いのこもったチラシを配らせて頂い
ております、チラシです、チラシですよ皆さん。 裏をご覧く
ださい、私ヨシノマサヒデも今の日本にとって、一番必要な
のは、やはり給料引き上げということなんですよね。 グラフ
ご覧ください、どこの国でも2000年以降、所得は上がってる
んですよ。 日本だけなんです、＊利益を優先させるために、
もちろんその判断は、その時は。  
【自分】＊正しかったかもしれない。

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。

27

当たり前のサイク
ルを、ぜひこの日
本でもう一度取り
戻していきましょ
う

しかし、20年にわたってですよ、給与は引き上げずに、しか
も、派遣労働の枠を拡大をし、人件費をカットし続けた、そ
の結果が、今日本だけがこうして賃金上昇を抑えられてい
る、成長を閉ざされている、今こそ私達は、もう1つの価値
観である暮らしの底上げで、しっかりと日本の経済を成長さ
せていかなければなりません。 所得が上がれば消費が増え
る、消費が増えれば経済が回る、この当たり前のサイクル
を、ぜひこの日本でもう一度取り戻していきましょう。 そし
て、何より、所得の向上は経済成長だけじゃないんです。 あ
りがとうございます。 ヨシノでございます。

[26]「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」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

28 日本は急激な少子
化です

今、日本は急激な少子化です。 私ヨシノマサヒデ、イズミケ
ンタ代表、ともに昭和49年生まれ、私達の生まれた世代は
200万人以上が生まれるベビーブーム世代でした。 今や
2021年、オギャーと生まれた子供の数は81万人です。 もち
ろん少子化対策、政府もやってます。 三重県も取り組んでい
ます。 でも、なかなか成果が上がらない。

[29]「根本の原
因が、今の自公
政権で分かって
ない」について
の具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

29
根本の原因が、今
の自公政権で分
かってない

やはり1番根本の原因が、今の自公政権で分かってないって
ことなんです。 1番の原因は、結婚するカップルの数です
よ。 今回59万人、よ、50万組、2021年の結婚したカップル
数、過去40年で最小です。 もちろんコロナ禍の影響はあり
ます。 でも、何より、私達と同世代、40代男性、今や未婚
率は25パーセントです、4人に1人は結婚しない。 派遣労
働、正社員でない40代男性の未婚率は、今や50パーセント超
えてきてるんですよ。 年収が300万円、貯蓄もない、そんな
私達の仲間が結婚をして、子供を作る、こんな、これまで当
たり前と思われてきたその幸せさえ、奪われてしまってい
る、ここに光を当てなければ、今の日本の少子化をしっかり
と改善をする、その原点を、今の岸田内閣は忘れています。  
【自分】そうだ＊。

[30]「、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」について
の理由・ニーズ



30

、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

【自分】これをしっかりと知らしめるためにも、所得向上に
よる経済成長、日本の発展、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んです。 ヨシノくん、そんなら、
現役世代や子供達のとこだけなのか、いいえ、そうではあり
ません。 今の高齢者の皆さんを支える年金、さらには介護や
医療、もちろんこの年金や介護保険の原資は、働く人達の払
う年金であり、介護保険料です。 ここが弱ってしまえば、こ
れからの高齢化社会を支えていく、その原資が減っていくっ
ていうことなんです。

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。

31 給与を引き上げて
いく

しかも、今回年金の給付が下がりました。 この年金給付の算
定の中には、賃金の項目が入ってるんです。 つまり、現役世
代の賃金が下がればですね、その分年金の給付額も減ってい
くってことなんです。 だからこそ私達は、給与を引き上げて
いくということに。  
【自分】もっと真剣に取り組まないといけないんです。

[32]「ぜひとも
皆さん方、それ
を広げていただ
きたい」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

32
ぜひとも皆さん
方、それを広げて
いただきたい

今日もお昼に街頭演説をしていました。 僕よりちょっと若い
30代の男性、声を掛けてくれました。 ヨシノさん、本当に
頑張ってください、このままでは子育てできないです、
しゅ、僕の給料も少ないんです、これ本当に恥ずかしいんで
すけど。 その方、そう、そうおっしゃいました。 でも、本
当にそれは働く人のせいなんでしょうか？ 日本人は真面目や
なと思って、そのとき悲しくなりました。 これだけ所得も低
いままで20年間いて、それが自分のせいだといまだに思い込
んでるんです。 このチラシを渡して、その話をさしていただ
きました。 そうじゃないんですよ、この国はあなたたちのよ
うな皆さんのその暮らしをしっかりと底上げすることを20年
間してこなかったんです。 だから、私たちは変えたいんで
す。 この国の流れ、この経済の流れをしっかりと変えていき
たいんです。 しっかりと、その方と握手をいたしました。 
この握手を三重県全域で私はしていきたい。 でも、残念なが
ら、この広い三重県選挙区です、そのすべての皆さんにこの
思いを届けることはできません。 ぜひとも皆さん方、それを
広げていただきたいんです。

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。

33
便乗値上げには目
を光らせないとい
けない

今回、＊さんもおっしゃいました、物価の高騰です。 先日、
公開討論会がありました、私も自民党の候補者も一緒に並ば
していただいて、この物価高騰の話をいたしました。 私も円
安の状況、原油高、この状況をしっかりと止めないといけな
い、ま、ここは自民党ももちろん言っています。 でも、その
ときもう一つ言ったんですよ、便乗値上げには目を光らせな
いといけないですよね。

[34]「中小企業
の味方になって
やるのが、今の
政治のすたい、
スタンス」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

34

中小企業の味方に
なってやるのが、
今の政治のすた
い、スタンス

私は違和感を感じました。 もちろん、今の物価高の中、便乗
値上げもあるかもしれない、でも、それあえてここで言うこ
となんでしょうか？ 本当に、この三重県の働いてる皆さんの
ところを回っている、私も自動車部品を作っている会社、物
作り産業で携わっている会社、食品工場で多くの皆さんの声
を聞かせていただきました。 今は、材料費が上がっていま
す。 岸田内閣は、今の物価高を甘く見ています、欧米に比べ
て物価の上がりが低い、でも、私たちはもっと前からこの物
価高感づいてるんですよ。 2年も前から材料費、資材が上
がってるという声を聞いています。 なかなか、価格に転嫁で
きない。 政府は今2パーセント程度に抑えてる、これは政府
の努力で下げていると言っていました。 違いますよ、中小企
業の皆さんが自分たちの利益を削って価格に転嫁しないよう
に努力してるんじゃないですか。 そこをしっかりと目配りを
して、そうではない対策をしていかなければならない。 便乗
値上げなんかできてる、そんな余裕のある企業はないんです
よ。  それよりも今、にじう、下請け、下請け、三次下請け
で利益に転嫁できない、価格に転嫁できない、そうした中小
企業にとって取引先をもっと、ねあ、価格を上げてあげよう
と中小企業の味方になってやるのが、今の政治のすたい、ス
タンスではないでしょうか。 いかがですか、皆さん？  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。  
【自分】そうだ。

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。



35

政治の勢力を、こ
の三重県から作り
出していかなけれ
ばなりません

【自分】今の岸田内閣、自公政権、やっぱり見ているところ
が違うんだ、私はその時に確信をしました。 今こそ、この日
本にもう1つの価値観を持った政治の勢力を、この三重県か
ら作り出していかなければなりません。 今日、実は20年ぶ
りにケンちゃんと街宣車に乗りました。 20年前、まだまだ
落選中の総支部長であったイズミケンタ。 そして、大学卒業
したばかり、右も左もわからない本当に政治のことも仕事も
わからない、そんな2人が暗中模索。 でも、毎朝毎朝とにか
く朝は5時半に起きて、7時前から2人で街宣車に乗って毎
晩、毎朝、毎朝色んな駅に立ちました、色んなビラを配りま
した、2人だけの未来の見えない戦いでした。

[36]「自公政権
に変わるもう1つ

の政治勢力を
しっかりと根付
かせる」につい
ての具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

36

自公政権に変わる
もう1つの政治勢
力をしっかりと根
付かせる

でも、その時思っていたのは、この日本で自公政権に変わる
もう1つの政治勢力をしっかりと根付かせることが、日本の
成長にとって、民主主義にとって、そして何よりも皆さんの
暮らしにとって必要だという、その思いでした。 20年経っ
ても変わりません。

[37]「1議席預
けさせていただ
いた、全国でも
稀な選挙区」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

37
1議席預けさせて
いただいた、全国
でも稀な選挙区

この三重県は、この地元＊を卒業したチバヒロカズ参議院議
員を18年、そして何よりも2000年にタカハシ＊参議院議員
を誕生させ、20年以上にわたって自公政権じゃない、もう1
つの勢力、我々野党勢力に参議院議員の議席を少なくとも1
議席預けさせていただいた、全国でも稀な選挙区なんです。 
それは、この三重県の皆さんが、伊勢市の皆さんが、今日は
三重県中から来ていただいてますから、本当に各地の皆さん
が、この日本にとってはそれこそが必要だという、その強い
思いを抱き続けていただいたからです。 違いますか？ 皆さ
ん。  
【自分】そうだ。  
【自分】ありがとうございます。

[38]「是非とも
ヨシノマサヒデ
に皆さんの未来
に託してくださ
い」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

38

是非ともヨシノマ
サヒデに皆さんの
未来に託してくだ
さい

当時の小泉旋風にも負けず、安倍旋風にも負けず、この三重
県の中で1議席を託していただいた皆さん、是非ともヨシノ
マサヒデに皆さんの未来に託してください。 ヨシノマサヒデ
は20年前から変わらずに、この日本にしっかりともう1つの
自公に変わる政治を結集させて、この三重県から日本を変え
てまいります。 是非とも皆さん、一緒になって立ち上がりま
しょう。

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。

39

是非とも、ヨシノ
マサヒデにご支援
よろしくお願いい
たします

あと、10パーセント投票率が上がれば、必ずこの国は変わ
る、必ず変えられるんです。 是非とも残り10日、皆さんの
お力でこの選挙、厳しい選挙でありますが、一緒になって立
ち上がり、必ず勝利をいたしましょう。 是非とも、ヨシノマ
サヒデにご支援よろしくお願いいたします。 本日はどうもあ
りがとうございました。 ありがとうございます。 ありがと
うございました。  
【自分】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。

40

ヨシノマサヒデ候
補からの心からの
お訴えでございま
した

ただいまは、ヨシノマサヒデ候補からの心からのお訴えでご
ざいました。 政治を苦しくしてしまうのも、皆さんが選ぶ政
治なら将来に夢や希望を見つけるのも政治の役割である。 ヨ
シノマサヒデに夢やキボウ＊。

[39]「是非と
も、ヨシノマサ
ヒデにご支援よ
ろしくお願いい
たします」につ
いての具体的説

明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。
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連合三重会長、バ
ンジョウキヨシ様
にお願いをいたし
ます

【自分】＊未来を政治を通して作らせていただけないでしょ
うか。 よろしくお願いいたします。 それでは、この伊勢決
起集会の締めくくりに、皆様と心合わせとして、必勝頑張ろ
うコールをお願いいたしたいと思います。 ご発声は、この三
重県におきまして、共にはたら、働き走り続けていただいて
おります、連合三重会長、バンジョウキヨシ様にお願いをい
たします。 よろしくお願いいたします。  
【自分】皆さん、こんばんは。 連合三重のバンジョウでござ
います。

[42]「必勝頑張
ろうコールをさ
せていただきた
い」についての

具体的説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。



42
必勝頑張ろうコー
ルをさせていただ
きたい

今回の選挙、折り返し地点にきました。 大変厳しい選挙して
おります。 ただ、こっからです。 こっから、皆さんの力を
いただいて、しっかりと走り抜ければ、必ず勝利は見える。 
連合はそう確信しております。 どうか皆さんのお力を貸して
ください。 どうか皆さん助けてください。 よろしくお願い
したいと思います。 ヨシノ必勝のために、必勝頑張ろうコー
ルをさせていただきたいと思います。  皆さんお手元にチラ
シ持ってますか？ これを使います。 私が頑張ろうと読みま
したら、皆さんもその後に続いて、ヨシノマサヒデの顔を正
面にして、頑張ろうと上げて下さい。 よろしいですか？  
【自分】お願いします。  
【自分】ヨシノマサヒデ候補の勝利をつかみとれ。 7月10日
の投票箱が閉る、最後の最後の最後まで、一致団結頑張ろ
う。  
【自分】頑張ろう。  
【自分】頑張ろう。  
【自分】頑張ろう。  
【自分】頑張ろう。  
【自分】頑張ろう。  
【自分】ヨシノをよろしくお願いいたします。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】バンジョウ会長、ありがとうございました。 ご
＊＊＊いただきました皆様、どうもありがとうございまし
た。  
【自分】ありがとうございます。

[43]「ビラも使
いながら、どん
どんお広げをい
ただきたい」に
ついての具体的

説明

◎ 適切な量の具体的な
説明です。

43
ビラも使いなが
ら、どんどんお広
げをいただきたい

【自分】選挙戦はこれから。 追いつき、追い越す方が勢いが
出ます。 まだ投票先きめ、を決めてらっしゃらない方が、こ
の三重県の中にはたくさんいらっしゃる。 もっと厳しい明日
が、すぐそこまで来ているのに、このままでいいのかと伝え
ながら、ヨシノマサヒデへの応援を、今お使いいただきまし
たビラも使いながら、どんどんお広げをいただきたいと思い
ます。  そのことを、心からお願いを申し上げまして、参議
院三重選挙区候補者、ヨシノ、ヨシノマサヒデの伊勢決起集
会の結びといたします。 どうぞ皆様、最後までヨシノ、ヨシ
ノ、ヨシノマサヒデ。 よろしくお願い申し上げます。 あり
がとうございました。  
【自分】ありがとうございました。  
【自分】ありがとうございました。  
【自分】ありがとうございます。  
【自分】ヨシノ。  
【自分】ありがとうございます。 ありがとうございます。 
見えてますよ。 こちらも見えております。 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。


