
 

慰労会 11：30スタート、2名遅刻(笑) 

 

 
11:40開始、 

スケッチブックへ夢やこういう社会にしたい！的なフレーズをそれぞれ描きながら昼食。 

 

 
昼食終えた人から、外で撮影♪  
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字が薄い場合は撮り直しの予感…。 

次回は、濃いクレヨンか、ペンで描いたほうが良いですね^^; 

 

 

蔵は貸切♪スクリーンお借りして順にすすめることができました。 

  



 

蔵の２階の部屋へ移動。着席したところで、第２部開始♪ 反省会です。 

 

（真桜ママさん） 

ウグイス初めてやってみました。街頭へ手を振ったり、Twitter への写真提供はスマホ見てる時間も

出てしまうのでやれなかった。お手振り、ウグイスとは別に撮影＆共有班が必要だと感じた。 

運転手もひとりで今回廻ったのでお金事情もあるでしょうけど、分担したほうが良いと思った。ルートが

現場で変わってしまったことは、本当にご迷惑お掛けしました。役割分担などもちゃんとやったほうがよ

かった。ウグイスはどなたでも出来る気がした。道中で出会う人たちもいて、選挙に関わることができ

る実感があるので、積極的に関わってもらえたらいいんじゃないかなって思いました。 

仙台などでも、停まってビラ配布する際は、街頭演説で話せる人がいるととても心強かった。 

真桜ママさんから福島ボラへのお土産＆川俣町の支援者からの缶コーヒーをいただきながら。 

  



（ナベさん） 

皆様お忙しいところ、選挙活動本当に有難うございました。結果は残念でしたが、立候補してみて誰も

が経験できることではないので、嬉しかった。とくに１２日間、一緒に天然の真桜ママさんが回ってくれ

て楽しく活動できました。れいわはますます大きくなるはずなので、今後の参院選などの選挙に向けて

もステップアップになる選挙戦だった。本部の zoom会議がありましたが、地方議員を増やしていけた

らというお話もあったのと、それと同時進行でれいわの票も広げていけたらと。東北まわってみて、や

はり秋田・青森では、自民党強くマイクで話しても聞く耳もってもらえなかった。ただ、盛岡では太郎

さんの師匠・小沢さんの選挙区なので、れいわれいわと集まってくれた人もいた。福島は、福島、会

津、郡山を中心にさらに横に広げていけたらいいと思う。この後、仙台おしゃべり会の前に代表と１時間

ほどお話しする時間があるので、最後の直接お話できる機会にもなるかもしれないので、何か代表に

要望などあれば。 

東北支部については、衆院選で一旦解散。今後の選挙については一旦フラットになって、それからの

募集になる事は党の総会でも言われた。総会では櫛淵さん、門別さん、てる子さんなんかも支部継続

したい旨仰ってましたが、もう８月の総会の時から衆院選終わったら解散、という事は党規約でも言わ

れてましたから約束は約束ということで、てる子さんなんかはガッカリはしていた。立候補者については、

次の参院選、地方統一選もサイトなどで公募になると思います。福島でも若い石井さんとかもぜひ(笑) 

一月万冊でも言っていたが、安富さんは離党予定。お子さんが 6/15 くらいに誕生するそうで、育児を

やらずに親に預けて政治活動してたならば、自分の主張や信念と食い違うためそれはできない、とのこ

と。自民党はお金配って聴衆を動員していたことが問題となっているが、れいわは違う。市民が寄付し

て動いて自発的に集まっている。まるっきり１８０度違うのがれいわなので、SNS ではもっと横に広げて

繋がっていって欲しい、と安富さんは仰ってた。 

事務所は、家賃負担などの話が、党の岡田さんとのやり取りや党での認識も違っているので、そこ再

度確認して福島の皆さんには報告します。 

とにかく出れる人は地方選などにも出て欲しいと思うし、選挙カーでもそうだったが代表の言葉やチカ

ラは凄いと思った。選挙カーでは真桜ママさんなんかもこつらこつら眠気に襲われてたが、秋田の学さ

んが頭をぶたないようにサポートしていたのは安心しました、1回だけすごい音しましたけど(笑) 

都市部をまわったが、地元にもう少し入れたならば結果ももう少し違っていたかもしれない。  



地元をまわったときには南相馬の市長だった桜井さんともお会いできたし、今後は原発について地元の

人たちと交流して反原発や補償、サポートなど市民の人のための主張を公約にしていきたい。東海村と

も全然対応が違うのはおかしい。その主張は今回も太郎代表にもお伝えしていた。 

北海道の門別さんともお話していたが、北海道も広いように東北も相当広い。回り切れないので、皆さ

ん横に広げて、発信などもどんどんしてもらって、た寿さんの曲も影響力あったと思う。今でも毎日

YouTube登録しましたの通知が来る。今日、代表にも聞いてもらおうと思います。 

代表もあと少しで誕生日ですから、私もいつもメール送ってましたけど、代表の大好きな甘いモノ用意し

ようかなーと思って。 

私の今後については、とりあえず今日のおしゃべり会前のお話次第です。多分参議院選は無いと思いま

す。代表が、安井美沙子さんに参院選いくらかかった？と尋ねたら、民主党時代は中選挙区で７０００

万～８０００万かかったと思う、と。今のれいわの財力ではなかなかハードルが高いので、地方選に向

けてのほうが大きい気がします。いま全国廻ってますから、その後また総会あると思うんですけどそれ

次第かと。他、聞いておいてほしいことなどあれば。 

（T先生） 

質問ではないが、選挙の度に支部解体は、単純に効率が悪い気がする。支部作ったのなら拡充・継

続していくほうが良いのでは。秋田・青森はれいわがなかなか浸透してない。東北廻ってみたが、12

日間だと１回しか行けていない訳だし、選挙期間以外で対策打って活動して、選挙期間で仕上げという

ような形でやらないと、いつまでたっても東北は今以上の票は見込みづらいのでは。発展的解消という

ことなんだろうけど、今あるベースを強化していく事を考えるほうがいいのでは、と伝えて欲しい。 

（ナベさん） 

総会の時はその事務所や支部の件も、門別さんやてる子さんも発言していたが、事務所経費かけると

なると党本部の負担が大きくなるので、候補者を立てづらくなり難しい部分はある。金持ちが出してくれ

るなどあれば良いが。支持者で貸しても良いという場所があれば助かる、というのが今のスタンス。 

（M さん） 

湖南町に別荘持ってまして今リフォーム中。いつでも使ってもらって良いです。費用もゼロでいいので。

上下水道完備ですし、電気も Wi-Fi もあります。交通の便は宿場町だし、会津や郡山にも山形へも便

利だと思う。真冬はちょっと厳しい。あとで写真共有します。週末だけ民泊やろうと思ってるので、ウィ

ークデーはいつでも使ってください。ぜひ活用してください。 

（TJ さん） 

なんかの動画で見たんですけど、選対委員長とか幹事長って、党員であれば落選した方でもなれるん

ですか？ 

（ナベさん） 

安富さんは構成員で残ってたし、蓮池さんもいるが、構成員でもなれるかは私聞いてないのでちょっと

確認してみないと分からない。委員会なんかは交渉で良いポジションもらったみたいですね。 

野党共闘も、とくに立憲は今後どうなるか見通せない。私としては枝野さんに原発問題いろいろ言いた

い事はあったが野党共闘もあったので、そこは街宣でもそんなに強くは言えなかった。下手にいうと

SNSでも叩かれますから。 



（M さん） 

最後に、参議院議員の増子輝彦さんの件、太郎さんに伝えて欲しい。もともと自民党員だったのが民

主党に鞍替えして参議院に入ったが、今はもう自民党県連も民主党系も応援しないと言っていたので、

れいわの入る余地はあると思う。こんなもったいない票田はないので、汚染水についてもほとんどの県

民は NOですので。 

（ナベさん） 

私にもマスコミの取材も来たが、汚染水についてはマスコミの人も山本太郎さんしかいないと言ってい

た。だから「だったら記事にしてよ」と言ったが、結局上層部の人間がストップかけてると思う。 

（M さん） 

次２年後か、県知事選ありますが、内堀さんまた出ると思いますが、汚染水の問題は県民も反発して

るし、内堀さんも何にもやらないんですよ。今度は玄葉さんが出るかもしれないという話もある。 

（ナベさん） 

汚染水反対とハッキリ言ってるのは、南相馬の桜井さんだと思う。以前の佐藤雄平知事とは犬猿の仲だ

った。伝承館に先日も行って記録を見たが、セシウム１３２や１３１など重大な化学物質も検出されてたし、

私も写真撮ってきましたけど、放射性ヨウ素などはいつのまにか福島県も全国的にも測らなくなってしま

っている。私の知り合いなんかもそういったことを主張・発表しているが、県自体が発表してないし、

先週も塔土壁の漏れが発覚したのに、電力会社はただ掘って確認しただけで、結局東電としても手の

つけようがないのが本音では。水でいくら冷やしてるって言ったところで１０年ずっと出ているわけだから

大気や魚などには影響でていて危険。 

（M さん） 

東京電力にも何度も電話して聞いているが、廃炉までの年数も４０年かかるって言われて…。 

 

ここで時間切れ。ナベさんご夫妻、太郎さんとの面談のため先に退場。 

※終了後、仙台おしゃべり会に行く人を確認。５人。 

  



（秋山隊長より） 

概略お話します。野党共闘についてはご存知の通り、中央のほうでは進んだんですが、東北地方では

福島２区ではほとんどあまり出来なかった。私の私見も入るが、立憲が共産と組むのであれば、積極

的にはできない、という内部事情があった。ただ、郡山西口では野党４党による街宣をやれたし、共

産党主催の時も、福島２区の馬場さんも参加できていた。そういった際に、仲立ちしてくれたのは郡山

の市民団体・ミナセンの方がやってくれた。 

印象としては立憲は野党共闘に消極的だったが、結果的には日本全体で見た時は、議員は減らしてし

まったが、得票数で見ると増えている。そういったデータとしては実態がある。今回、立憲はいろんな

問題かかえてるが、社民、共産、れいわともし協力してやらなかったら酷い結果になってたと思う。そ

ういった事も含めて、参院選に向けても野党連携強めて、活動を広げていきたい。 

マスコミでは、国民や維新が伸びてるというのが大方のイメージだった。細かい分析しないとわからな

いが、自民にも立憲にも入れられない浮動的な人が維新にいれた、という見方でしたね。私もそんな

感じを受けていた。今度の参院選では、そこにどう食い込んでいくのか、そこがれいわのこれからの活

動の目標にしなきゃいけないし、大きなチャンスととらえている。野党共闘はムダではなかったし、この

経験を活かして発展的な活動をして、票を伸ばしていけたらと思う。 

（R さん） 

今後また参院選など、野党共闘となった場合に、秋山さんは立憲や共産などとの繋がりは持ってみえま

すか？ 

（A隊長） 

私として、今回感じたのは東京で合意がされたあと、郡山で各支部を訪れたが、福島県レベルでの野

党３党の話し合いがあったようだが、連合との兼ね合いで共産と連携する事について、立憲は足踏み

して結論がなかなか出なかった。ミナセン中通りという団体があったから、ああいう野党共闘の場が作

れたと思う。私も一市民として支部訪問したが、そういう状態だったが、今回の共闘はミナセンのチカ

ラは大きかったし、そういうチャンスを有意義に活かしたいですね。 

（M さん）※資料配布があった 

蛇石さんという市議会議員の方の呼びかけで野党共闘始めようっていったときに、最初立憲は来なかっ



た。ただ、選挙後のひろばという会報記事には、「野党共闘は成功だった、れいわ新選組の３議席獲

得も政治情勢変化の要素だ」というまとめになっていて、野党共闘のれいわ以外の党の皆さんも、れい

わの存在を軽視していない現れだと思うんですね。で、先ほどの、そこで支部解散という話が先ほども

あったので、なんかハシゴ外されたような感覚ですけども(笑)。あと先ほども少し申し上げた通り、参

議院議員のましこ輝彦さんの話ですね、非常にもう、票が読めない状況です。自民党県連は応援しな

いと言っていますし、市民団体からも見放されています。多分、自分のファンからしか票を得られないの

ではと思う。で、お渡しした資料の結論だけ見ていただくと、「枝野さんが辞めても、立憲は変わらな

い」と。だから今後の福島県内の野党共闘に微妙な影を落としている、ということなので、私たちもそこ

を注意深く意識して、またれいわはまだ福島県でも浸透していないと思うので、今後の私たちの活動も、

こうした野党共闘を進めながら、立憲をどうこちら側に引き込んでいくか、ぜひ協力して欲しいという感

じだと思います。 

（A隊長） 

結局、立憲はその状態でどうなるかわかりません。で、社民も共産も、太郎さんの考えと似通ってる。 

ただ、太郎さんは積極財政を謳っているが、社民・共産はそこまで言い切れない。そういう部分があ

るんで、ただ自民党でさえカネを配ろうってなってきてるわけだから、少しは変わってくると思うんです。

私たちは今まで以上に、どうやったら票を掘り起こせるかってことをね、目標みたいなものを見出しなが

ら進めていきたいと思います。 

 

 

事前に寄せられた反省点を共有。 

ここで、お店より珈琲とお茶菓子の差し入れ。 

  



（R さん） 

１．報連相について 

ポスターやチラシの移動、のぼりの移動など、送料のムダも発生したので、しっかり報連相をしてスム

ーズにやっていきたい。 

２．ルート変更について 

当日にもころころルートが変わった事で被害された人もいて、結構お叱りを受けてしまった。 

３．郡山市総合計画審議会、委員公募について 

（Y さん）公募には小論文が必要。4名。希望者がいればというご案内でした。17日消印有効。 

４．事務所について 

衆院選までは東北サポーターズとして仙台事務所を借りた格好。なので東北支部に寄付したものは事

務所費にも充てられています。他地域の比例支部は事務所を借りていないところを、東北支部について

は家賃の 55,000 円のみ負担してもらえるという話だった。ただ東北支部だけずっとひいきにはできず、

今後については、これだけの活動をしていくとか、これくらいの目標を持ってやっていくんだ、そのため

には事務所が必要だという稟議書を党に上げてもらえれば、検討できないわけではない、とのことだっ

た。ただ、党規約で選挙後に落選の場合は支部解散となっているので、口座も閉鎖されるのでお金は

出せない、という話にもなっている。ナベさん確認したところ、契約期間の問題があるようなので、ま

ずは仙台のボランティアの方で協議して決めてもらう事になると思う。今後は仙台事務所の費用をこれ

までのように福島も負担するのは少し違う気がするが、まだあちらも話がまとまっていないので、わかり

次第ということで。 

５、６、７は、後の項目と被るので後ほど。 

 

 

  



会計は shoko さんがつけてくれている。LINEにも流した通り。 

このあとにのぼりの費用が 2件追加されているので、現在の現金は 855円。 

一度ご確認いただいて、ご不明な点はお知らせください。主にチーム福島で使ったのは、のぼりセット

と、チラシ不足の際に刷ったチラシ 2,000部。これは小林さんのお店に置いてあります。 

（TK さん） 

チラシはいつ使うのか、このままお蔵入りしてしまうのか。それはきちんと使うって決めておかないと、

気がついたら小林さんところで寝てたってならないように考えて、みんなで共有しておかないといけない

ですね。 

（R さん） 

この 2,000 部のチラシはアルパカさんが折りをしてくれましたが、選挙期間中は使えないとのことだった

ので、今後計画的にポスティングなどで使っていけたらと思います。 

（S さん） 

それはどんな内容のチラシですか？ 

（R さん） 

ピンクの消費税ムカつくチラシです。→→→ 

（TK さん） 

今後はとりあえず別にして、今は収支は 

マイナスではないってことですね。 

（R さん） 

これはチーム福島の会計で、 

れいわ東北の会計は、これには入ってないです。 

 

 



（Instagram担当：I さん） 

個人でも大好きでやってるんですけど、コアな人たちとしかなかなか繋がれないので、もう少し拡散し

たい。やっぱり拡散力は Twitter には敵わないので。ただ、インスタ見てる人は政治とか興味ない層

が多いと思うんです。他の党や候補者等のアカウント見ても、フォロワー数すくないので、逆にいえば

これを極めたらインスタ層を取り込める気がする。ただまだあまりうまく使えてない。 

（TikTok） 

個人アカウントだけど、フォロワーが 7,000 人越えて、いいね数は 10 万以上つきますし、再生回数も

60万～70万再生稼いだ。おそらく、れいわ関連では全国 1位くらいになったと思ったけど、そのあと似

たようなものが出てきて、あっという間に抜かされたｗ 天狗になってましたｗ ただでも、TikTok は

今後もっと力入れてこうと思ってるんで、アドバイスなどあれば教えて欲しい。 

 

(Twitter担当：べるさん) ※代理 R さん 

会津のべるさんがやってくれています。 

意見もらっているのは、衆院選、今回候補者の露出が少なかったって事で、ボラやポスターの写真ば

かりが目立った。あとは拡散する時に、顔出しをいちいち確認しなきゃだったのでなかなか流しづらか

った。 

 

（YouTube担当：Rさん） 

10/19公示日開設。いま 260人くらい登録していただけた。短期間でわりといいペース。 

1,000人以上で広告収入、ライブ配信できる。 

（I さん） 

今思い出しましたけど、インスタとかってライブ出来るんですよ。だから、それも今後活用できるかも。

様子見ながら。 

(R さん） 

動画班 3人になりましたので、今後は動画少しずつ増えていくと思います。会津の薄さんという方と、よ

さこいリーダーのしょうたさんと僕で動画班作りました。た寿さんの音楽班が作ってくれた曲は、仕上が

り次第使っていきたい。あいだあいだはフリーのものをつかって動画を作って繋いでいけたらと思ってい

ます。動画アップした日が一番登録者伸びる。 

 

(WEB担当：Rさん） 

ホームページからのボランティア参加申請など来た場合、今後は少しずつ各町の方で担当していただ

けるようにしたいのでご協力よろしくお願いします。 

  



 

時間が押してるので、急ぎ目で進行。 

 

 

現在の担当状況を共有しました。Web なども恐らく誰でもできるのでやりたい人いればレクチャーする

のでぜひ宜しくお願いします。 

今後、勉強会や交流会など何かしらの機会にはどんな話があったかなどの記録必要。 

→増戸さんがやってくれることになりました。（総務経理 20年の経歴あり！） 

※増戸さん、ご不在の時は代打必要。  

11/15（月） 

班追加！ 

 

しまなぶさん 

もえのさん 

るーさん 



参加してない・できない人が、どんな会だったかわからないと、置いてけぼりになってしまう。だんだ

ん遠ざかっていくのもマイナスなので、共有していきたい。 

 

 

今後、寄付だけじゃなく、プラスで収益を考えていきたい。自分たちで街宣車持ったり、たとえば誰か

を呼んで講演会やったりできる。出すメンバーも同じだったりすると負担も増えていくので、なんとか収

益化を図っていきたい。 

■YouTubeは、音楽班、動画班いるし、仙台のみんなも含めて拡散してくれるので大丈夫。 

■LINEはスタンプなど、もし絵が描ける方いればぜひ。 

本部も収益化はやってほしい、とのこと。党本部ももたれかかってくるだけだとしんどいとの事。 

（Y さん） 

話によると、再生時間などでも収益に差が出る。 

■JOY SOUNDは、た寿さん達音楽班の曲を登録していきたい。歌ってもらえると印税が発生する。 

（S さん）登録料はカンパですか？ 

（R さん）カンパでやるか、どうするのか、っていうのは音楽班と詰めていきます。 

■物販 

チーム福島サイトでも Tシャツやバッグなど売れたらいいですね。 

（S さん）バッグは販売できるようになったんです？ 

■新聞・冊子なども、公明党の聖教新聞等までとはいかずとも文章上手な方などで作っていけたら。 

■講習会は、どなたか講師で呼んだり、メンバーで講師役になってセミナーしたり。 

■イベントは、よさこいさんや農民連さんなどの力を借りて、イベントでの物販や入場料など。 

  



 

 

  



＜仙台からの提案＞ 

■ラッピングカーの維持について 

（R さん）ラッピングカー、竜鳳さんの好意で東北に譲りたい旨の連絡あり。ラッピングも今のバージョン

に変えたそうです。ただ、維持費は月 2７,000～28,000円程度と見込んで、それを宮城と福島で半々

で使うなら負担も半々。それにお金かけるならチラシ刷りたいという意見もあります。どうでしょうか？ 

街宣時や流しながら走ることができるメリットもありますよね。 

（I さん）シェアしながらになると思うんですけど、実際に運転できる人がどれくらいいるか？選挙期間中

はポン太さんと僕で乗りましたが、置き場所の問題もあるので、その調整などで活用できるんだったら

いいですけどね。ただ置いとくだけなら意味ないじゃないですか。 

（TKさん）活用できるかどうかですよね。Iさん言うように、28,000円なら月 1,000円ずつ出せば可能っ

ちゃ可能なんですけど、じゃそれをどのくらい活用できるのか。ただモノがあるだけじゃ。計画がきちっ

とできない限り、そこまで金を掛ける必要はないと、私は思います。選挙期間間近など 1か月走り回ろう

ぜ！ってショートな計画は出来たとしても、ずーっと 1年間で、ほとんど同じ場所にあるよねって状況に

もなり兼ねない。専従者がいないですし、そこまでかける必要はないと思います。 

（M さん）でも、イベントなんかの時は欲しいですよね。これからイベント増やしてくみたいな話もあるし、

宣伝カーとしては非常に。 

（TKさん）寄付金っていうのも何もない団体に集める事が可能なのかというのが、一番心配なんです。

法人格持っていて報告書もきちっとしてれば話は別だけど、何もないふわっとした団体に寄付を集めて

良いのかっていうのが１つ疑問としてある。 

 

■政治団体と、事務所について 

（R さん）それに付随する話で、れいわ新選組東北支部はなくなるので、たとえばかもめんなどは政治

団体つくって活動してるので、そういった政治団体を作ってはどうか？という案もある。それには 4 人と、

印紙代がかかるとのこと。そうなれば寄付を受け付けることは可能。寄附控除書類も党と相談できると

思う。事務所は2年契約になってる。経緯は細かくわからないが、維持費は月9万くらいは必要。年間

だと 100万以上になると思うので、さらにラッピングカーとなると維持費は結構な額ですね。ただメリッ

トもあるので、そのあたり福島の皆さんの意見も聞かせて欲しいとのことです。個人的な思いは当然あ

るけど、とりあえず中立の立場で聞きたいと思ってます。 

（A隊長）政治団体は良いが、今の状態からしたら私たちはそこまでハッキリした組織を作る段階にある

かどうか疑問。とは言っても、今回の反省点もあったようにコースの動かし方もそう、会津などでも連

絡が上手くいかなくて、次どうしようか？ってなった時も、仙台の人に聞いても分からない、との事だっ

たので、我々もそうだけど他人任せな部分もあるし、るーさんもいなかったので、私の考えとしてはね、

きちっとした公的な組織はともかく、会津・郡山・福島それぞれの核となる人を置いて、その人に集中

して指示を統一させて、問題があれば協議してもらう、といったサポーターのコミュニケーションルート

を明確にして、都度解決していけるようにするほうがいい。皆さんの考え方、ご都合があるから、皆さ

んの出来る範囲でね。あとポスティングの日程なども核となる人に情報出していただいて、私空いてる



から行ってみようか、そんな形で行動を積み上げながら、次の参院選でも出てくると思うが、それぞれ

の地区のリーダーさんが核となって全体的な組織としてやって、それを拡げていくほうが良いのでは。 

（Rさん）仙台には政治団体に参加したい人が何人かいる、ってことで、もし政治団体にした場合は会費

を募りたい、という案も来たので、ただ一方でゆるく生活もしながらやれる範囲でやりたい人もいる、と

いうことは伝えた。ただ、党としては例えば東北、政治団体が出来て資金も自分たちで自立できて活

動を拡げていけるモデルができれば、他の地域にも紹介できるし、党としてもありがたいという事。党

のスタンスとしては事務所費用などについては一部地域だけへの負担は難しい部分はあるが、これだ

けの事をこういう目標でやっていくなど稟議書があれば検討の余地はあるかもしれない、とのこと。 

（A隊長）具体的な案が出れば、検討する事もできるだろう。 

（M さん）ラッピングカー維持できるのであれば、イベントやる時にも荷物運んだり利用価値はあると思

う。出店なども申請すれば出来るかもしれないし、ジュースなどの販売くらいはできる可能性はある。

毎月 1回、何かしらイベントやれると収益に繋がるかもしれない。 

（I さん）あのラッピングカーは四駆じゃないし、冬場は使えない気がする。 

（A隊長）いろんな方法はあると思う。ラッピングカーに拘らなくても、今の車でポスタ－やチラシなど貼

ったり、マグネットなども活用できたり、Mさんもチラシ窓に貼って走ってますよね。そういった費用か

けなくても方法はあるし、ただみんなで意見出してやっていけるってなれば、それはそれで良いと思う。

確かに街宣よくやってる人の気持ちはわかる。 

（S さん）返事はいつまでにするんですか？その車は今どうしてるんですか？ 

（R さん）鈴木会長の所にあるって状態ですね。 

（S さん）冬使えないのはちょっと・・って思いますね。 

（M さん）中通り・浜通りはいけても会津は厳しいかも。 

（R さん）結局お金なんですよね。ラッピングカーもそうだし、事務所については、活用していこう！っ

て人と、損切してでも解約したほうがいいって人もいる。 

（TJ さん）大きなポスターと考えて、空いてる方の駐車場に置いておくとか？ 

（I さん）僕はそれもありかな、と思いました。 

（TJ さん）人の目に入るような場所に置いておくのがひとつと、例えば車検切れたとしても犬の散歩みた

いに牽引したりしても目立つと思う(笑) 

（R さん）お金をかける前提なら、チラシをその分印刷するっていう選択肢も並べて検討しないとです

ね。 

（T先生）参議院の活動をいつどのように始めるかによっても変わってくると思う。ラッピングカーがあれ

ばその辺りを走るだけでも、れいわの名前は売れるわけだから、交代で走らせる案だってありの気が

する。宮城と折半でやればそれほど負担ではないと思う。例えばそこに街宣の人載せて、どこかで街

宣するとかね。 

(I さん）本当はそうやって活用できたらいいですよね。 

（T先生）目的なくても走らせて何か流すだけでも、さっきの動くポスターじゃないけど、そういう考え方

をしても良いのかな、と思う。 

（R さん）事務所についてはどうですか？ 



（S さん）さっさと解約。 

（Y さん）それに代わるプラットホームがないと厳しいよね。 

（TK さん）自分はそこへ行った事もないので、人によって温度差が凄くある。行った事もなければ見た

こともない人と、行って話をしてる人間では感じ方も全然違う。ものすごい活用してるのか、ただの物

置みたいになってるのか、また選挙期間中はガンガン使ってたけど、その他の日は何をしてたのかが、

全然わからないから、そこの説明が欲しい。今後のその活用方法が私にはわからない。 

（R さん）東北地方にれいわを拡げたいって事で、渡邉候補者もいたし、拠点となる場所も欲しいって事

で、仙台は一番人も多いし、そこで安いところを探したっていう状況。 

（TKさん）その事務所は、やっぱりここに拠点が欲しい！ってことで仙台の方々みんなで話し合いで決め

て探したものなの？それとも党が用意しろって言って借りたの？ 

（R さん）みんな欲しいというのはあっただろうけど、みんなで決めた感じではないと思う。 

（I さん）個人的には、あっても無くても良いと思う。何かって言ったら、あったら便利ですよねっていうく

らいの話だと思う。だったらリスクもあるし、なくても良いんじゃね？って思う。それくらいの場所です。

確かに目にはつくのかも知れないが、あるからといって極端に何かあるかっていったらどうかな。 

（TK さん）みんながそこへ集まって、会議したりとか、そこで発展的な活動が期待できるか？ 

（A隊長）あったらいいね、が先走ってる気がする。 

（I さん）選挙期間中だったから活発だったけど、選挙無くなったらどうなるのっていう部分。 

（M さん）他党や議員でも、プレハブでやってる人だっていっぱいいますよね。 

（TK さん）選挙期間中だけ普通の議員さんでもお借りになるじゃないですか。 

（L さん）解約したほうが良いと思う。 

（R さん）仙台の人はあれば活動も広がって便利だけど、仙台のみんなで決めてもらう方向で。福島とし

てはとりあえず費用負担は難しいという感じですかね。 

（T先生）活動の場としては例えばこういう場所を借りて、スポット的にここでやりますよっていう場所があ

れば、荷物置き場だってそんなに必要な訳ではないし、事務所借りて看板掲げたとしても、その周辺

の人については存在は示せるかもしれないけど、ラッピングカーほどの効果は無いのではと思う。 

（I さん）ラッピングカーのほうが良いですよね。費用的にも。 

  



 

 

 

 

①～④まで、時間がなくて各自読んでおいて、また次ひとつずつ詰めていく、ということに。 

  



 

政治に無関心な人は、今回の選挙でも感じたが、事実や正論を言っても響いてない気がする。むしろ

楽しいイメージや軽いノリでの新しいアプローチの話し合い、11/21にしょうたさんとお会いする。 

 

 

今後の活動について勉強会や交流会、撮影ロケなんかもやっていきましょう。いろいろあるけどひとつ

ずつ確実に。（最後に A 隊長から）福島も小林さんのお店を使わせてもらってるので、キレイにマナーを

守って、礼を持って使いましょう。聞いたら倉庫みたいなものもあるので、そういう場所で置けるかも。 

場所については小林さんのご厚意で使わせてもらってる訳なので使う場合は予めお伝えしてから行く。  



 

れいわの得票率、東北では福島が 1位に♪ 

ただ、投票率は山形強し！福島は 4位。山形をまずは目指したい、という話。 

 

 

得票率の高かった地域（濃い場所）、低かった地域（薄い場所）の把握・共有をしました。 

  



 

山間部がとくに弱い。支持多い地域を固めていくのか、弱い地域を強くしていくのか。 

ナベさん効果あったんじゃない？投票に行けてない人が多いのかも。諦めてる人とかもいるかも。 

 

福島県内、人口の多い町（12市のみ）ごとの比較。 

赤線より左が 60歳以上、右がそれ未満の人口分布。 

とくに南相馬、喜多方、伊達、田村は、半数が 60歳以上の町。そういうところには高齢者に向けたチ

ラシなど文字の大きいモノなどがいい等、住人に合わせた対策が必要。 

  



 

ｍさん（東京で政治分析のお仕事をされている）からのアドバイスを共有しました。 

人の往来が県内でも多く、また 1 番の大票田であることから、郡山中心にポスティングがいいのでは、

というお話をみんなで共有。 

 

shoko さんからのアドバイスを共有。 

その他、学生が住んでいる場所は奨学金など、人々の属性によって訴え方を変えていくのが良いので

は。投票率・得票率により PR方法を変えて、響く活動をしてくほうがいいのでは、という意見も。 

 

 


