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名古屋での街頭ビラ配布時、ヴィーガンの方や子連れ

のお母さんなど、それこそ「政治」が必要な人たちの

多くが政治に関心がなく、自分事に捉えられていない

ことに絶望を感じる。でも、なんとか変えたいと思っ

て頑張ってる。今（2021 年 12 月現在）は、小選挙

区用から通常のれいわポスターへ貼り替え中。声をか

けると、剥がしてと言われるのが怖くてそのまま貼り

替えたり、小選挙区部分に上からシールだけ貼ったり

している。安井みさこさんのもともとの支持者でも、

れいわに否定的な人もいて、そういう層はあまり刺激

しないように気を使っている。 

 

 

本部（岡田さん）とのやり取りは、質問もすぐ返ってくるので愛知・名古屋の選挙運動はスムーズに行えた。 

勝手連 LINEは 123名ほど在籍しているが実動は 20～30人ほど。それでも 2019年から 2021衆院選までにみ

んなで 20,000軒をピンポンした。 

 

以前は、ポスター活動時の経過や、報告なども兼ねて LINEに流していた。 

一部の人から「報告は必要ない。かるく情報共有だけしたい人もいるのだから、あまりそういうのを流されると

プレッシャーになるからやめて欲しい」と言われ、その後はそういう情報も流せなくなっている。 

 

参加しているボラの中にも温度差があるのは当然のことと理解し、熱を持ってやっている人だけで別グループを

作った事もあるが、「こそこそやってるのが気に食わない」的な事も言われた。また何かしら企画して参加を募

った時は、「仕切りたいのか」、などと言われた事もあった。 

そういう経緯で、最近は気の知れた仲間だけで連携してポス活を続けて行っている。 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

名古屋港到着後、大須へ移動。 

先日、小林さんのサポートでいただいたお代を握りしめ、ひつまぶしランチ。 

 

大須には、数軒のうなぎ・ひつまぶし屋があり、そのうち１軒はれいわポスター貼ってくれてるとのこと。 

ランチを食べたお店は、公明党ポスターが…。 

ポスターはマズいが、うなぎは美味しかった。 

 

久しぶりのひつまぶしのおいしさを堪能していたら、待ち合わせの時間に遅刻！ 

慌ててタクシーで名古屋駅へ。 

 

お話会をした場所は、名古屋駅西口の星乃コーヒーの個室ブース。 

２時間まで個室を無料で借りられる。 

電話予約、来店予約可。 

  



3 

 

 

愛知では、Googleマイマップで、大量に貼られたポスター掲示場所を管理・把握していた。 

（↓↓↓ 真似して福島駅前バージョン作ってみた♪） 

その場所をクリックまたはタップすると、追加や編集が可能。写真も保存できる。 

非公開管理で、町ごとに数人担当を決めて権限共有すると良い。 

操作はカンタン。権限のある IDで Googleマップにログインして、マイプレイスへ。 

※福島市のポスボラに共有します。 

 

 



4 

 

町ごとに細かな分析ができていました。 

地域別、どの地域にどんな対策をしたか、何軒まわって何軒 OKだったかなども、しっかり把握されていた。 

◆比例東海ブロックの各党議席数計算 
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◆都道府県別の得票数・得票率 2019年参院選との比較 
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◆れいわ候補者が出たエリア 
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全体的に厳しい状況だったが、力を入れたエリアはそれなりに

結果も出たので、やればやるほど数字に表れるのは確か。 
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13:30～16:30 

トークライブは後日、YouTubeに公開とのことで割愛。 

内容としては、参院選の簡単な総括と、今後に向けての役職発表などだった。 

大石あきこ議員は、17:30終わり間際に到着。 

 

 

 

 

17:00～19:00頃 

※大石さん 

勝手連として党への要望や、活動の相談など、いろいろご意見聞かせてもらえたら。 

大阪 5区（新大阪駅から歩いて 20分）に事務所構えてたが、今回、徒歩数分の場所へ引越を進めている。 

大石事務所で交流やボラで来れる方はぜひ来てみてください。 

※高井さん 

今回の会は党本部の協力なしで滋賀ボラメンバーのみで企画・開催していただいたことは本当に素晴らしい力。

先ほど幹事長の任を代表から発表していただいた。大石さんも政調会長ということで。私の最大の仕事は、全国

のボランティアや党とのつながりを作り、交流をしていきたい。このボランティアの力はれいわ新選組ならでは

だと感じた。正直な話、今回滋賀ボラと一緒に活動させていただいたが、まだ本来の力が出せていない、ようは

党との連携がうまく取れていないことを感じた。本部も相当少ない人で回している現状もあった。皆さんがもっ

と力が発揮できるよう、党本部との風通しを良くしていきたい。早ければ年内から、みなさんの思いや願いを聞

くため、全国を廻っていきたい。 

※滋賀のボラの方（司会） 

その他、どなたかご質問などあれば。 

※大阪のボラの方 

投票に行かない人を、どう投票にいってもらうか案があれば。学校教育の中で模擬選挙や国がどのようになって
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いるのか、そういう政治の面白さを教育の中で伝えていくにはどうしたらよいか。 

※高井さん 

あまり知られていないが、実際の候補者名を出してそれぞれの政策を題材にして模擬選挙などしていい、と文科

省も OKしてる。ただ、実際には自民党の影響力などを鑑みて、なかなか地域で実施されていない現状がある。 

※滋賀のボラの方 

投票率の話、夫は海外にいて投票までたどり着けない。ネットや海外投票の仕組みに党も取り組んでほしい。 

※高井さん 

れいわとしても、今それを総務省などと話し合いを進めたいと思っているが、国会の委員会次第。大石さんが総

務委員会などに入れればその仕事をしてもらいたい。野党からも意地悪されている現状があったが、ただ安住国

対委員長から馬淵国対委員長に変わったので今後に期待。 

※兵庫のボラの方 

ボランティアがバラバラ。なんとかひとつの運動体として大きな力になってまとまれるようにしたい。各地のボ

ラ同士が相談できる場所が欲しい。 

※兵庫のボラの方 

ボクはボランティアはバラバラでいいと思う。そのほうが個性が発揮できる気がする。 

※高井さん 

滋賀のボラチームに参加して思ったが、本部からイベント参加者のリストなどをいただけていなかったが、支部

で候補者が立ったことでそのリストなどもようやく党から引き出せて、人数や活動も広がったので、もちろん仰

ることも理解はできるし、党が上などというピラミッドになってもいけないとは思っています。 

※大石さん 

連携は取れたほうが良い。もちろん一匹オオカミでやるのもあってもいいが、党としてもココとココが繋がれば

もっと力になるっていうのはある。ただ人が集まれば問題も出るし、怪しい集団もあるので、１つ１つ解消して

いけたら。今回の選挙ではそのあたりが出来ていなかったと思うので、ステップを踏んでスムーズに今後してい

きたい。高井さんが全国ツアーするのは知らなかったが(笑)そういう動きをしてもらって、その中からも意見を

もらいたいと思った。 

※岡山のボラの方 

本部が貼ったポスター場所、ポスターカードなどの情報を各地の勝手連に提供してほしい。街宣やおしゃべり会

に来て下さった方も、ボラチームに繋げていきたい。 

※京都のボラの方 

どんな地域の人も、こういうれいわの集まりにどんどん参加してほしい。そういう場で繋がって全国に広がって

いくことになる。 

※福島のボラの方 

福島の声というか、東北の声を、今後、誰にどのような形で届けていけばよいか、ルートを確立したい。 

選挙も初めての方がほとんどで、細かい疑問もなかなかハッキリしない部分もあってやりづらかった。党じゃな

くても選挙に詳しい方など交えた場がほしい。東北としても、原発によって被害を受けた人や家族で言い合いに

なったり、障がいを追ったりしてる人もいる。原発は各地にあるので、福島を知ってもらう事でそういった危険

性を知ってもらえることにもなると思う。汚染水もそうだし、そういった東北の問題を１つ１つ動画にして発信

していこうと思って今進めていますので、れいわ東北チャンネルぜひ、チャンネル登録宜しくお願いします。 

※高井さん 

これからは、近畿の方は大石さん、南関東の方はたがやさん、東京は代表、それ以外の地域はブロックごとに担

当を決めてリーチしていきたい。勝手連の皆さんに情報を伝えたいが、勝手連という非公式組織なのでなかなか

個人情報もあるので全部は伝えられない。勝手連ではない党の公認組織にしていくにはどうしたらいいか考えて

いる。 

※奈良のボラの方 

今はボラに頼っているが、組織化も必要。他の党も地方組織化しているので、れいわはどのように考えているか。 
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※高井さん 

代表も今その辺に力を入れたいと言っている。参院選はなかなか広いので難しいかも知れないが地方統一選など

に向けて、他党のように地方組織化をしていったほうがいいのか、今までのように勝手連的な組織でやっていく

のが良いのか、など皆さんの意見も聞きたい。議論がわかれるところだとおもう。両方の良いところを取り入れ

た形にしていけたら。立憲にいた経験からしても、ボラの方がこんなに生き生きやっている党は他にはない。 

※奈良のボラの方 

地方の小さい町にも支持者がいる。それがわかってたら繋がれると思った。１つの県でこういう勝手連があるよ

ってことをもっと発信してほしい。政治団体にしたほうがいいみたいな意見も地元で出たが、私はそこまでは怖

くてなかなか踏み込めない。そのあたりどうしていったらいいか、アドバイスを。政策や選挙についてなどの勉

強会や情報共有もしていただけたら。交流会もとても良いし、その中で生まれる活動もあった。 

※高井さん 

選挙マニュアル的な冊子を作っている党もある。わかりやすくしたものを配っており、れいわはそういうのがな

いので、党としても取り組みしたい。ホームページもあまり活かせてなかったのは反省点。地下 2階で１回だけ

２０団体くらいの人で zoom会議をやったことはあるがそれっきり。その取り組みの必要性は感じている。 

※どこかのボラの方 

ビヨンドザウェイブス上映会など開催するにあたり、党本部に連絡しても迷惑に思われてたような気がするが、

党本部的にこういった上映会など開催することは、どう思っているのか。 

※大石さん 

党本部は本当に少ない人数で回していて、個人的なボラ経験でいうと選挙管理委員会に逐一確認していた。正直、

いろんな提案や疑問を相談いただけるのはめちゃくちゃ嬉しいことなんだけど、それ以上に回っていなくて、党

スタッフとしても１つ１つ丁寧に答えられない現実がある。もう、やっかい事を増やさないでほしい、という気

持ちが働く部分はある。だから非常にもったいない。応えたいし感謝してるけど３６５日キャパオーバーだと思

う。また、国会前になると代表もかなりピリピリ。人は余裕がなくなると誰でもピリピリするので、私もできる

だけサポートしたい。まだ１歩踏み出したところなので、本部の余裕の無さはどうかご容赦いただきたい。選挙

活動や政治活動の質問などは地方の選挙管理委員会に聞いてもらうほうが早いかも。私もそういうふうにやって

きたが、今はまだ本部にその余裕がないのが実情。ただ、年明けからはぐいぐい行けるのでは？とも思っている。 

※兵庫のボラの方 

ボランティアの人も、最低賃金 1,500円支給できるようにしてください(笑) 

※大阪のボラの方 

自分が応援した候補者の方、好きや言う人、手を上げてみてください。ハイ、そうですよね。でも、例えば大阪

5区、候補者のことが好きな人が本気で応援してても、たとえば K党などの人たちはそんなに知らない候補者な

のに、そっちが勝ってしまうのが現実。大石さんだけじゃなくて、僕らもやはた愛さんなど他の候補者に会いに

いったとき、周りにいたボラの人たちと交流して、本当に面白いし、大好きになった。そういう人たちとなんで

今まで繋がれなかったんだろう、繋がっていたらもっといろいろやれたんじゃないか、って実感した。ぜひ近畿

れいわで連携とって強く広めていきたいと思います、宜しくお願いします！ 

※大石さん 

今撮影してるのは大石ボラですが、一緒にラジオやってる人。編集などもやってくれているのでぜひお見知りお

きを。それも自主的にやってくれている。非常にありがたい。お時間あるときに聴いてみてください。若い人た

ちにも次のリーダーを作っていきたい。 

※大阪のボラの方 

本気で言葉を発した時に人に響くと思う。暖かい気持ちでラジオ聞いてもらえたら。また大石事務所にも遊びに

きてください。餅は餅屋で、それぞれ得意な事を活かして好き放題やってみてください。選挙は祭りだと思って

るので、楽しんでやっていきましょう。 

 

大石さん退室。 



11 

 

 

※京都のボラの方 

共産党事務所へ遊びにいったりしてまして、そこで選挙マニュアル的な冊子をもらってとても勉強になる。こう

いう資料を高井先生にお送りしたいと思うが、どこに送ったら良いか。 

※高井さん 

私はいま山本太郎事務所におりますので、そちらへ。 

※京都のボラの方 

その事務所がわかりません。 

※高井さん 

先ほどは発表まだだったのでお渡しできなかったですが、幹事長名刺いまはお渡しできますので。Facebook や

Twitterでメッセージいただければ。 

※近畿のボラの方 

今、県ではすでに勝手連がいくつかあるが、またそれとは別に地域のことは地域の人でしかできないと思うので、

別で勝手連を作った。近畿のことは大石さんに、と先ほどお話ありましたが、大石さんじゃないとダメでしょう

か？党本部や他の方に声を届けるのはアリでしょうか？ 

※高井さん 

それはどちらでも構いません。幸い、近畿は大石さんいますし、事務所も人も増やすと仰ってるのである程度大

石さんにお任せしたいと思いますが、他の地域の方は私がやっていこうと思っていますが、絶対その地域の担当

じゃないとダメという事はないです。 

※京都のボラの方 

中たつやのもとでボラしておりました。ポスター貼り一緒にやってました。事務所ができるとボラが増えてきた。

場所があるっていうのは大事な気がします。大石事務所が出来たことはとてもありがたいし使わせていただきた

い。地方議員ができたら、そこに拠点ができると先ほど高井さんも仰られましたが、ただ、既成政党のようにな

っていくのはどうか、地方議員が出来たことによってのメリットやデメリットなどあれば教えて欲しい。 

※高井さん 

民主党や立憲にいた経験からの話になりますが、労働組合、連合や別の組織があったので、ボランティアの人た

ちの気持ちがなかなか議員にはわからない。議員は別ワクのような存在だった。そういう意味ではれいわは、ボ

ランティアから候補者や議員が出るのは一番良いことだと思う。議員ができれば拠点もできますし。地方議員や

ってみたい、という方がいたらぜひ応募してもらえたらと思う。今日はそろそろ退室しなきゃいけないですが、

各地回る際はある程度時間が取れると思うので、その際にいろいろお話お聞かせいただけたらと思います。 

各地を回らせて頂く際、やはり中心になっているコアなメンバーの方がいらっしゃるほうが話もまとまりやすい

ので、そういう段取りでお願いしたいです。 

※奈良のボラの方 

チーム所属している人だけなのか、それとも参加されていない方へも周知したほうが良いのか？ 

※高井さん 

あまり大人数だと細かい話ができなくなるので、もし何かしらのイベントをされたいという場合ならそれはそれ

で開催していただければと思いますが、そのあとにでも、少人数の場も設定いただけたら。県内でいくつも勝手

連がある場合、全部は回り切れないと思うので、県でひとつの場を設定してもらうほうがいいですね。いろんな

ケースがあると思うので、事前にやり取りして準備できれば。 

※滋賀のボラの方（司会） 

引き続き、高井さんの選挙活動に参加協力していただける方は、ぜひボラ活動宜しくお願いします。 

※高井さん 

全国を回って風通しを良くする、意見を聞いて回るというのは幹事長としてのお役目の話でしたが、個人的には

やはり早く国会へ戻って仕事をさせていただきたいので、個人的な選挙活動も継続していきますので、宜しくお

願い致します。 
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終了 
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（参加：すがやさん含め 8名。黒田さんと中根さんは、すがやさんの参謀的存在の年配者） 

 

ご挨拶のあと、早速お話会スタート。 

※中根さん 

東北、宮城は水道民営化ね、岡崎市の場合、２５％は県水からもらっている。県水は矢作川から。 

宮城県の水道の県水、民営化の問題は県水レベルのお話ですよね。それが仙台なら何％関係してくるのか、それ

とも全部なのか。水道民営化に反対すると一言で言っても様々な問題がある。大ワクとして日本の事業民営化の

流れ、水質劣化の懸念、料金値上げ、水道設備の維持管理ややり替え工事なのか、民営化の何にどう反対し、ど

う改善を求めていくのか、認識共有が必要だと思う。 

※黒田さん 

宮城は何川が流れてるんだっけ？北上？あれは岩手か。 

※中根さん 

川からの場合も多いが、三河・安城の場合は地下水が豊富なのでそこからも汲み上げている。川から取ってるに

しても、岐阜のほうの水はとてもキレイでそもそも浄水場がいらない場所もある。 

※すがやさん 

でも、多少は微生物も混ざりますよね。どこかで沸かしてるんですか？ 

※中根さん 

僕も見に行った事が無いんだけど、地域によって処理方法は異なりますね。殺菌だけで済んじゃってる地域もあ

る。 

※黒田さん 

水はタダという意識があるが、水ってお金にしていいものか？って話で。いつの間に商品になっちゃってる。今

はみんな水を買うようになっている。利根川でも昔は赤水が出ちゃって当時は使いものにならなかった。でも浄

水場を作り水がキレイになった。ただフランスやカナダが水を輸入し始めて、水が商品になってきた。 

※中根さん 

水道民営化が問題になってるけど、何が問題かっていうと、2018 年に水道法が改定されて、いわゆるコンセッ

ション方式が導入された。これは完全な民営化じゃないんだけど、限りなく民営化に近い。我々が民営化反対っ

ていうのは、その水道法の改定が問題だって言ってるわけですね。コンセッションの導入がね。それはどういう

ことかっていうと、施設は自治体に残したまま、運営権だけを民間に売却するということ。この方式が我々は非

常に問題視している。公共事業でやった場合、水道っていうのは市民の福祉の安定のためにも、水を公共事業と

して供給するというね、水で利潤を得たいとかそういうことじゃないですよね。ところが民営化というのは、施

設は残したまま、運営権売却すると、我々が払ってきた水道料金も、みんなヴェオリアとか、岡崎の場合は第一

環境ですけど、そういうところに全部払うことになる。こういう営利企業は利潤が目的ですので、薬品などもの

すごい種類使うわけだけど、こういうところを手抜きしたいという考えが働くことで水質の悪化。それから西洋

で起きたことでは、企業が赤字を出した場合は、行政が補てんをするという協定があったわけですね、ドイツに
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しても。水が利潤の対象になる事、それが非常に水道事業民営化の問題なんだと思う、おそらく仙台の人たちも

そうなのではないか。 

※黒田さん 

私たちは水源の保護について問題視している。水源の大元は、山じゃん。ちょろちょろ。天から降ってきた水が

お金を生むなんてありえんわけだ、本来は。水以外にも利益を生んでるものもあるが、水とか命に関わるものは

ね…。じゃ、動物が水つかったら金とるんか、公園の水はどうなのか、公園から金取るんか、っていう話になっ

てくるわけ。野生動物が水つかうのはどこからお金取るの？って。今は環境さえもお金にしようとしているわけ

でしょ。それが一番目に見えるのは水道だと思うけど。例えば利根川でいうと、一番いい水は群馬県の人が使え

るわけでしょ。次が埼玉県じゃん。東京、最後が千葉。東京は利根川・多摩川・荒川からもってくるよ。この３

つの河川しかないわけ。一番汚れた水を東京都民は飲んどる。最後は千葉へ流す。地域によって水質も違うし料

金も変わってくる。だから、水そのものに値段付けるっていう根本が間違っとるわけ。もっというと、山そのも

のは不動産だから民間の土地が多い。今ベラ安で個人でも買おうと思えば買えるじゃん。で、そこに水源があっ

たらどうするんだっていう話。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えばそれが分水嶺で、そこが押さえられたらアウトなわけでしょ。それを最近やっと防衛省が気が付いて、山

の頂上や防衛施設まわりは不動産でも買えなくなったわけ。 

※中根さん 

例えば、山林の所有権や、地下水が流れている場所の所有権などの問題もある。山林の所有者が、ここオレたち

の土地だ、といって、その下で浄水場作ってたら金を払え、と言われる可能性も出てくる。今のところそういう

例は実際には僕は聞いてないけれど、法律的にそれが言えるのかはわからないが。 

※黒田さん 

川は国土交通省、山林は林野庁、じゃその際に生えとる植物はどっちのもんだという話もある、管轄としてね。

そういう場所に勝手に生えてくるようなものは国土省なのか林野庁なのか、そして大ワクとして環境省が関わっ

てくる。例えば国立公園になれば環境省。これを観光事業として利用すると国土省が関わってくる。つまり二重

三重の関わりが出てくる上に、民間所有も加わると非常にやっかい。どこまでが山でどこから誰の管轄なのか、

そういった基準が今は無いと思うし、根っこまで関係してくるからそれが他の管轄までいっちゃってると、物凄

い複雑になってくる。分水嶺があって、針葉樹林は人工林だけども、環境省としては「自然」というワクはどう

いう捉え方をしていますか？と。水も同じなんですよ。環境省が関わってるのは「自然」のもの、だけどそこに

生えるものは人工林だった場合、植樹して伐採を目的としているわけだけど、環境省はそれも総じて「自然」と

言っていて、自由になかなか出来ない現状があって、いつも農水の林野庁とぶつかっている。大きな意味合いで

伐採ダメとか。 
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※中根さん 

2013 年に麻生が国会を通す前に、アメリカで日本の水道は全部民営化するって言ったよね。で、2018 年に水

道法改定をして、その流れを受けて、宮城県の３事業（上水道、下水道、工業用水）ね、コンセッション導入を

県会で決めた。で、我々はっきり言わなきゃいけないのは、コンセッション導入方式、民営化の問題点を明確に

理解していかなきゃいけない。それともう１つ、水道民営化っていのは、ただ単に日本だけではなくて、世界的

な動き、IMFや国際金融機関、それと水メジャーと言われるヴェオリアだとか、そういう連中の全世界的な水道

事業を民営化する動きを、日本だけではなくて、そういう動きの中に日本の民営化がある、ということを捉えて

いかなければいけない。アジアでいけば、インドやジャカルタ、インドネシア、フィリピン、アフリカでもそう

です。ナイジェリアとか。それから南米のアルゼンチン、チリ、ヨーロッパではドイツ、ギリシャ、スペイン、

ポルトガル、全世界的な動きの中であるということ。そういう連中の、国境を越えた動きがある。水を利潤の対

象、儲けの対象とすることは、反対運動が日本は小さいけど、日本以上にものすごい全世界にも広がっているこ

とも知っておく必要がある。 

※黒田さん 

中国でも、あれだけの人口を、長江・黄河など数少ない河川で養ってる。ヨーロッパもセーヌなど 2本くらいし

かないわけだ。それを各国が利用しているから、政府の力は必要。アルプス地域持ってれば、何かあれば止めれ

ばいい、って事だからね。 

※中根さん 

もう１つね、注目しておかなきゃいけないのは、すがやさんもそうだけど、郵政民営化を問題視してね、つまり、

この動きはもう日本だけではなく、郵政民営化、水道民営化、保育の民営化、漁業圏への民間参入、種子法の廃

止など農業分野もそう。すがやさんともお話したけれども、たとえば種子っていうのは、今まで主要穀物、コメ、

ムギ、大豆は県レベルの研究機関で品種改良をしてきた。コメで言えば、例えば北海道など、気候の違うところ

など、そのエリアにあったコメの品種改良をずっとやってきたわけ、何十年と県は。それを種子法を廃止してし

まったがために、そこの県の研究機関で働いてる人たちは、種子法があったことで財政的な研究資金だとか、措

置が取れていた。それがなくなっちゃったわけだから。それについては県の自民党も、これは問題だ、というこ

とで愛知県や長野県も北海道もそうだと思うけど、農業県なんかとくに県レベルで、種子法に代わる条例を作っ

たりして。 

ようは何かというと、今は水道の民営化の問題だけれども、あらゆる分野に公共事業の分野に、どんどん民間を

入れていて、それを草狩り場、ようは自分たちの儲けの対象にするっていうね。今岡崎、たぶん豊橋もそうだけ

ど、岡崎はれいわの勝手連を上げて中根さんを市長にした。*市民に 5万円給付で話題になった。 

で、中根市長が当選したから、市として厚労省に水道民営化をやめる通告をした。ところが宮城県の村井知事は

推進した。ただ、岡崎議会では自民党議員たちがそういう民営化への動きをするわけで、吸血鬼のような血を吸

い取るような行為をする。 

※黒田さん 

東北 6県の動きとしては、福島の原発３．１１の時に、あ、これでもう JR東日本は安堵したと私は思ったわけ。

磐越線などの赤字路線、郡山へ抜ける磐越西線もそうかな。ようは福島の真ん中を新幹線通しちゃってるから、

真ん中は良いんだよ。福島って横に広いじゃん。浜中会津でしょ。JR 東日本にとっては浜通りっちゅうのはお

荷物路線なわけ。だからこれで捨てられるって、私は穿った見方をしたけれど。あの事故で福島は終わりだと思

った。今後半世紀くらいは本来もとには戻れない。福島は広範囲に影響が及んだし、広島や長崎の復興とは面積

も違う。もちろん含まれる原子核、中身も異なるけどさ。JR としては通しただけで通過するだけのエリアにな

ってしまうからね。住める場所には相当な期間なれないだろうし。 

※中根さん 

今日は、参院選に向けて、なにか交流とかそういう話でしたね。 

※るー 

そうですね、参院選、地方統一選などあるので、東北としてはどうやっていくのが良いかよいか、他県の勝手連

などの活動内容や工夫からヒントを得たくて来た部分が大きいです。 
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※すがやさん 

東北は、基本的な事を聞くと、青森、岩手と、福島も入る？ 宮城あとは、山形、秋田ですか。それで東北ブロ

ックなんですね。比例は何票くらい取れました？ 

※るー 

142,000票くらいですね（143,265 票） 

※すがやさん 

そこに立ってくださったのが渡辺さんですよね。なんか、身体壊されてたんですよね。入院されてました？ 

※るー 

月水金、透析がある中での活動でしたね。 

※すがやさん 

あんなに広い地域ひとりで、ご病気もあって、回り切れないですよね(笑)渡辺さんはご自宅どちらなんですか？ 

※るー 

ご出身はもともと福島の浜通り・南相馬ですが、現在は山形市に避難されて住まれてます。 

※すがやさん 

参議院はそれぞれの県ですよね。4人区ってあります？宮城とかは？ 

※るー 

宮城でも 3人区だった気が。（2人区） 

※すがやさん 

そうですか、参院選はじゃあ全国比例で頑張るってことですかね。 

※るー 

ただ、今回衆院選関わったボランティアの中でも、次の地方統一選に出たいという人もいる。宮城は仙台市長が

郡さんという方だったが、当選後は村井知事となんか手を結んでいるような現状。宮城のボラメンバーが言うに

は頭だけ変えてもだめだっていう認識になっている。 

※すがやさん 

そうなんですね、豊橋でも以前は自民党系の市長だったんですけども、民主党系の連合系の人に変わったが、た

だねじれちゃって給食も無償化にしようってなってたんですけど、結局議会も自民党系が多くて。ボク子どもの

頃貧困家庭っていうことでお話してたんですが、とにかく大切なのって大人の事情じゃなくてメシなんですよね。

それやってほしかったんですけど、無償化。でも大人の事情で、自民党じゃない人へは賛同できん、みたいな。

選挙後、自民党に寝返れみたいな話、めっちゃ来るんですよ。今日もある人が、ある人に合わせたいからってこ

とで行ってきたんですけど、自民党系の人だったので会わずに帰ってきたんです。（オフレコ話なので割愛）あ

の手この手で誘ってきますね。 

※すずさん 

今日最初機嫌悪そうだったのはそれもあったんですね。 

※すがやさん 

まぁ、それはあったかも(笑)でも機嫌は本当はいつもこんな感じですけどね(笑)いつもテンション低めなんで。 

※やよいさん 

竜さんそれ録音しておいてくださいよ(笑) 

※すがやさん 

友人にも、れいわなんかやめて、俺が紹介してやる的な話も来てるんですけど。Facebook などでもいろいろア

プローチしてくる。 

※黒田さん 

れいわっていうのは基本的に保守で、いま、保守っていう概念が変わってて、本来は改革っていう云々が左派だ

ったんけど今は逆だよね。維新みたいなのが改革改革っていって勢い付いてさ。立民や共産のほうがまだ保守だ

よ。れいわも保守党の一派なんだよね。概念がねじれちゃって、れいわは改革じゃないから。 

※やよいさん 
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竜さんもハッキリ断ってくださいね。 

※すがやさん 

その会った人も、すがや君が自民党に行けるように話をしておくから、って言われたけど、うわっと思ってちょ

っと怒って、まってください、と言って。それじゃまるで僕がれいわをやめて自民党に入りたがってるみたいな

恰好を作られそうだった。あらゆる方法でしてくる。 

※中根さん 

話戻るけど、市議選に出たい、という人が何人かいるってことだけど、どんな政策を持ってて、今はどんな状況

の人なの？ 

※すがやさん 

どこから出たいって人ですか？ 

※るー 

仙台市ですね。 

※すがやさん 

仙台市って、どの党に何票とか、れいわに何票とか把握されてます？ま、もしその市でひとりとか、今の現状に

照らし合わせればまずはひとり、その後徐々に増やしていけたらって感じですけど。ただ、比例で何票れいわが

取れてるからといって、市議選とかは全く別ものだと捉えていたほうが良いかも。それってすごく重要で、無党

派票とか。たとえば豊橋だと 1 万票くらいだったけど、実際地方選になると 1 万入るかっていうと全く違って、

たまたま 3人しかいなかったから、こっちにいれたという人もいるだろうから。だから実際は大幅に減ると思っ

てたほうが良いですね。 

※中根 

2019年の参院選で、愛知 12区で 8,500票くらいだったが、岡崎の場合で人口比すると、れいわに 5,500票は

入れてたが、昨年の市議選でれいわのタロウちゃんの推薦もらってね、出た人が 1000票ちょっとだった。ただ

その時はもう一人候補がいてね割れたのはあるけど、2人併せてもダメだった。最低ラインが3,000だったから。 

※すがやさん 

1/5くらいになっちゃったってことですね。 

※中根さん 

だからね、れいわで市議選でて思うように票が取れるかって言うと違うんですよね。我々も結局、岡崎でね、豊

橋と同じで市長を変えてもね、議会で与党は少数派なんですよ。だから岡崎でも市民派の候補者を出さにゃいか

ん、という話を今してるんですよ。3年後の市議選に向けてね。3人とか 4人とかね。誰か良い人いないかなっ

て思ってるんだけど、でもその時は無所属で出たほうが良い気がする。れいわ公認でやるよりも無所属でね、例

えば小中学校とか友達で応援してくれる人は結構いたとしても、れいわだったらやめる、って人も居ると思う。

その辺の判断がね。もちろんタロウちゃんなんかは公認くれると思うんだけど、れいわで出るか、無所属か、判

断は冷静に考えたほうが良い。 

※すがやさん 

僕なんかはもう今回でれいわの、っていうのが浸透しちゃったのであれかもだけど。 

※黒田さん 

東北で言えば、やっぱり大将は小沢一郎。今回あれだけ強かった小沢さんの岩盤は崩れたけど、奥さんが不動産

屋やってるのかな？東北 6県、でもかなりまだ影響力はあるはずだから、東北といえば小沢さんがやっとったけ

ど、宮城と福島の影響も大きいと思うんだよな。小沢さんがあれだけ動ける地盤があったから出来たことで、愛

知にも蒲郡市の議員なども一緒に自由党で頑張ってた。小沢一郎という巨大な岩盤が崩れたあと、どこを中心に

まとまっていくのか、東北の中心の盛岡が消えちゃったわけだよ。青森や秋田や山形もあるけど、やっぱり盛岡

が中心だったと思う。秋田なんかはロシアとの交流が強い、北朝鮮との貿易も秋田・新潟。日本海貿易が東北の、

対中貿易も拠点。貿易の拠点は秋田。日本海側の人間は東京を見てるというよりも、大陸側を意識してる部分も

あると思う。そういう意味で大陸側と対話ができる地盤はあると思うけども。  



18 

 

※中根さん 

自民党議員でもそういうことはよくわかってて、新潟から対ロ貿易とか北海道貿易とか、そういう面に関わって

いる議員は多い。 

※黒田さん 

大きくは日本海側と太平洋側では考え方も少し違う部分があるように思う。 

※すがやさん 

参院選へ向けて、どうしていくのかそのあたり話をしましょうか。衆議院選の動きはどんな感じでしたか？ 

※るー 

福島もみんなが選挙始めてみたいな状況で、なんやかんやポス活やってて、8月終わりにおしゃべり会を福島で

やった時から急激に増えた。 

※すがやさん 

日本第一党とケンカした時ですよね(笑)あれがセトさんっていう方ですよね。 

※るー 

あ、そうです。あのおしゃべり会から増えました。ポスボラは、選挙前でも半分くらいが実動したような感じ。 

※すがやさん 

結構いますね。愛知でも LINEでは 120人くらいいらっしゃるけど、実際に動かれる方は 20人程度。ま、それ

はいろんな応援の仕方があるんで。先日、たじまつよしさんから電話来て、選挙分析の話してたんですけど、数

字がけっこう上がったエリアはポスティングに時間かけてやって、たじまさんご自身もポスター貼りは捨てたと

のことでした。あとは本人中心に街宣などはしていたという状況だったと。僕はほんとポスター貼り中心でやっ

ていて、本人ということもあってか結構貼れましたね。たじまさんも以前何かしらの選挙に出たことがあって、

今回 2 回目で、初回の選挙時はポスターばっかり貼っていたそうです。ただその時ぜんぜん票が上がらなくて、

ポスターだけじゃダメだなって事で。 

※やよいさん 

チラシポスティングは有効でした。細かく政策や訴えていることもわかるので、良いと思います。だから良いチ

ラシを作ってポスティングすることはすごい大事ですね。 

※すがやさん 

ただ、参院選など選挙期間は自前のチラシなどは配れないので本部のチラシになると思います。 

※すずさん 

衆院選と参院選で決まりが違うんですか？チラシの。 

※すがやさん 

確かあれは本部チラシのみになるのでは、と思います。しかも実費になりますよね、たしか 1 枚 2 円か 3 円く

らいで。ポスティングとかは直接政策見れるので、たじまつよしさんはそうやって言ってましたね。 

※黒田さん 

そのあたりは公選法をやっぱりかじらないといけないね。選挙活動と政治運動と異なるからね。ただ僕らが気に

してたのは公示日後はもちろん選挙活動になるが、その前、政治活動はいつからが「前」になるのか。前の選挙

が終わったときも前だからね。ただ、それの規定がないんだよね。どうもはっきりしていない。 

※中根さん 

選挙活動っていうのは特定の選挙において、特定の候補者に、1票を投じる活動を選挙活動だっていうんですよ。

それ以外は政治活動だって言う事なんだよね。 

※黒田さん 

ところが政治活動だって言っても、やっちゃあいけないこともあるんだよね。たとえばお礼状を出すとか、飲み

食い？いつからが選挙前になるかっていう規定がない。 

※すがやさん 

まぁ、何にしても参院選に向けてどういうふうに動きするかっていうことで、参議院選挙自体はもう日にち決ま

ってますもんね。衆議院みたいに解散で動くわけじゃないもんですから、別に気にせず普段の政治活動すればい
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いんですよね。代表の本部チラシ配るしかないですよね。ようは、参議院選挙はボランティアだけで参院選戦っ

ていかないといけない訳ですから、ポス活苦にならないよって人がいれば良いけど。候補者も出るか分からない

ので。僕もボランティアなので。ポスターが全く意味がないわけではないので、併せて。 

※やよいさん 

今これ配っていいのかな？（10万給付のやつとか）今 20万とかって言ってるよね。 

※すがやさん 

良いと思いますが、普通は新しいやつメインで配りますよね。 

※中根さん 

愛知は選挙区出すといってるよね、タロウちゃん。でも、ポスター掲示するだけで愛知県内でも 1万カ所超える

わけですよ。誰になるか知らんけど。ボラ登録で 100 人ちょっとだから、貼るのが大変。おそらく東北でも仙

台で 50人、福島で 50人？それだけで相当大変だと思う。それともう１つ、候補者たてるとなれば愛知県なら、

名古屋・豊橋・岡崎・豊田とかね、ボラメンバーがいれば来てもらって、たとえば引き回しっていうんですけど、

団体だとか会社だとかそういうところに挨拶回りをする、それだけでも大変な事ですよ。 

※すがやさん 

ま、ひとつの目標としては掲示板にポスターを貼る人員の確保。 

※黒田さん 

やっぱり東北は、小沢さんだと思う。まだまだ影響力は抜群だろうから、宮城であれ福島であれ、小沢事務所な

どにいって、小沢の配下ってのはいっぱいいるわけだから。彼は今は立民だけど、彼の頭ン中では立民とかって

関係ないと思ってるだろうから、やっぱり東北をどうやって束ねていくか、って考えるとね、小沢だよ。やっぱ

利用するものは利用していけばいい。それが一番早いと思う。小沢一派と繋がって、だって小沢さんとタロウさ

んは恐らく繋がってるから、政治的意味合いにおいても。やっぱそのへんを配下メンバーを活用できるものは活

用していかんと。組めとは言ってないけど、れいわはその辺り活用していくほうが早いと思う。 

※すがやさん 

でも、ボランティアの人が行ってもなかなか難しい話ですよね。 

※中根さん 

黒田さんも仰ったけど、一応立憲入ってるじゃないですか、小沢さん。だからその配下の人たちは候補者出すだ

ろうから、そのポスターなど貼ると思うんですよ。それから候補者でれば、宮城なら宮城の、いろんな挨拶回り

などの引き回し時にね、一緒にやれるか、それはやってみんとわからんっちゅー話ですね(笑) 

※黒田さん 

いや、心意気だと思うんだよ。 

※すがやさん 

福島と宮城は人いそうですけど、山形とかどうですか？独自に活動されてますか？ 

※るー 

山形は一応 LINEでは 20人ちょっといますけど、実際に動かれてるかどうかと言われれば、LINEは情報共有み

たいなのがメインな気がしますね。今回衆院選は渡辺さん候補者で立ってくれましたけど、お話達者というわけ

ではなかったので、その代わりに仙台などは弁士がたくさん生まれたのがとても良かった。仙台は通行人が多い

ので街宣は有効だと思う。人がわーっているところにしゃべれるけど、福島駅や郡山駅はほとんど人がいない。

もちろんコロナの影響もある。 

※すがやさん 

仙台は人いますか？名古屋くらいいます？ 

※るー 

仙台は人はいますね。名古屋程ではないかもしれないけど、通行人は多いし街宣の価値はあると思う。だから先

ほど仰られたように福島に関しては街宣というよりもひょっとしたらポスティングのほうが有効かもしれない。

ただ、仙台は市議選でたいって人もいるので、練習というか街頭に立ってやるのが効果的な気がします。 

※すずさん 
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地方選に出る時の供託金とかって、党から出たりするんですか？ 

※すがやさん 

それは当てにしないほうが良い。 

※るー 

それもあって、れいわ東北も少しでも収益化を考えて動き始めたところです。 

※中根さん 

供託金は地方選ならそこまで高くはないけど、たぶん 30 万とかね。選挙事務所もあったらいいがそこまでお金

かけなくてもいいと思う。お金のことはそこまで心配しなくても。 

※すずさん 

地域で複数人は出ないほうがいいとかありますか？ 

※すがやさん 

その辺は票が割れないように気をつければ。この豊橋でも、おそらくひとりなので、複数人出すってことはない

気がします。今現状では多分ひとりとかじゃないですかね。 

※るー 

東北としては、地域に合わせた対策が必要ですよね。ポスボラはやっていくとしても、福島はポスティング中心

のほうがいいかなぁ。 

※斎藤さん 

ポスターの数と投票数が比例するかどうか。 

※すがやさん 

ポスターがたくさん貼ってあるのとそうでないのでは差は出ると思う。都会と違って田舎だと次々ピンポンでき

ないじゃないですか、おそらく。 

※黒田さん 

例えばね、地方の人は特に東北も、ほとんど東京へ出て言ってるわけじゃん。秋田屋とか、秋田と繋がってる料

理屋などもあるから、東北はほとんど東京に居酒屋けっこうあるから、そこから広げるっていう手もある。東北

は東京と繋がってるから、東北だけではなく、東京を攻めていくのも有効だと思う。そういうチャンネルを活か

して広げていくのは必要では。青森なんかも津軽三味線などは教室も東京にあったりするので。 

※中根さん 

昨年の市議会選挙で感じたことは、挑戦する人は何年か前から準備していたり、NPO や市民団体、炊き出しや

社会活動などをやったり参加して、地盤を作っていってからのほうが良い。そういう事をやらないと、ポツンと

出てきてもなかなか難しい。市議選出る場合は、そういう事やってきた人だよ、というのがわかるから有権者も

イメージできる。どう売り出していくかが重要。そのへんが当選するか否かのひとつの大切なポイントにもなる。 

※すがやさん 

ボクが失敗したなーっていうのは、郵政民営化から種子法とか民営化とか、そういう流れをくっつけて訴えるこ

とが出来なかった。結局ポスター貼りだけやってしまっていた。今は、中根さんや黒田さんなどからもいろんな

ことを教えてもらっていられるので良いが、結局 1年という時間しかなかったので、ポスターに集中しすぎてい

た。中根さんには選挙前から、そういうところを勉強して繋げていけって言ってくれてたけど、僕はポスターポ

スターってなっちゃってたので。ポスター貼りだけで集中しててはダメだと思った。 

※中根さん 

さっき言ったように、NPO や社会活動などで人脈を作っていく、そこから広げていく。それは１つじゃなくて

もいい、時間があれば２つでも３つでも。どういうふうに自分を選挙民へアピールしていくか、だと思う。 

※黒田さん 

井田さんも立つ？ 

※るー 

僕はまだそこまで到達できないですが、東北にはもっと活きの良いのがいるので(笑) 仙台と福島とで、ひとり

ずつ「石井さん」っていう人たちが居るんですけど、 
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※すがやさん 

両方とも石井さん？同じ苗字ってこと？ 

※るー 

はい、両方の石井さんとも、活きがよくて、ふたりともタロウさんに似てるんですよ。マスクして駅前でしゃべ

ってると声かけられるみたいです(笑)二人影武者がいるんです。 

※すがやさん 

え！写真ないですか？(笑) 

※るー 

ちょっと今は持ってないですけど(笑) 

※やよいさん 

帰りの時間、フェリーとかいくらくらいかかるんですか？ 

※るー 

カプセルみたいな部屋でよければ、1カ月前に予約すれば 4,000円～5,000円程で仙台までいけちゃいますね。 

※やよいさん 

えーやすい、それならいけそう！ 

※すがやさん 

ごめんなさい、ボク一昨日、タイタニック見ちゃったんで(笑)でもいこうかな、一回いきたいですね、旅行気分

も味わえるし。家族もあるので、船で行けるかはわかりませんけど(笑) 

※るー 

1回企画しましょうか(笑) 

※やよいさん、斎藤さん 

行きたいです(笑) 

※やよいさん 

東北いくときはいつも知り合いの共産党の方のお家に泊めてもらってるんです。とにかくチラシです！チラシい

いですよ！ 

※るー 

今日のお話、録音もさせていただいてますので、帰ったら共有したいと思います。 

※すがやさん 

僕の、あの話も入っちゃってるんですか？(笑) 

それは、れいわの中だけでお願いしますね。 
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行き帰りのフェリーから、原発。 

スマホ性能の限界と、天候があまり宜しくなかったので見えづらいですね。 

原発から 1km、おそらくこの海の中から汚染水を流すのだろう。東北の海から。 
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まず最初に、そういう内容なら行きたかった、という声もあり、個人的には母の命日での帰省する意味合いが大

きかったので大々的に告知せず、すみませんでした。ただ、上映会のタイミング、すがやさんのスケジュールが

空いてたりなど、機会にも恵まれて、中部や近畿などのボランティアの方々と繋がる帰省となりました。 

同行していただいたすずさん、雨にも打たれ時間にも追われる旅となり、大変お疲れ様でした。 

一緒に行けてとても心強かったです。本当にありがとうございます。 

 

 

名古屋や豊橋での取り組みを知れたり、東北へのアドバイスもいただけました。滋賀・京都・奈良・大阪・岡山

などのボランティアの方とも少しずつお話が出来ました。それぞれに苦労や工夫、他党とのやり取りなどもある

ようで、日本全体でこのような動きが広まっているんだな～と、とても感じました。 

 

党も、ようやく幹事長や政調会長、国対委員長など、政党として形になってきて、今後どのように各地の活動で

広げていけるかで未来は変わっていくと思います。 

 

すがやさんにも言われましたが、街宣、ポスター、ポスティング、辻立ち、事務など、どれが偉いという事もな

く、地域に合ったアプローチをしていくのがいい、ということで、福島でも衆院選のデータを振り返って、どう

いう活動が良いのか、など話し合いを重ねて、活動を計画的にスムーズに行っていけたらと思います。 

 

 

すがや事務所でも話題になりましたが、今後中部圏と東北圏の交流会をフェリーを使ってやれるといいよね～と

いう話もあり、それは面白そうですので企画していけたらと思っています。 

他の方にも、そうした機会を活かしていただいて、ぜひご参加していただけたらと思います。 

いろんな人といろんな話をしてみると、また世界が広がるのかなーと再認識しました。 

京都のボラの方も仰ってましたが、いろんなれいわの企画に参加することで、知識や人とのつながりも持てて、

それが全国的なつながり・力になっていくのだからどんどん参加しましょう！、とのことで本当にその通りだな

と感じました。 

生活事情や人それぞれの背景もあるので参加できない場面もあると思います。が、参加すれば得るものもあり、

参加できない場合は参加した人が共有していく、共有されたものをどう感じ、活かしていくかなど。 

それらが総じた集合体がれいわの力として現れる、というだけのシンプルな話だと思います。 

 

個人的には、東北の事情はまだあまり詳しくないのが実情ですが、出身が名古屋という事を活かして、そういう

架け橋になれたらいいのかな、と思いました。 

 

参院選・衆院選の各候補者となった皆様にもご参加いただけるような、企画をしていきたいと思います。 

東北にれいわを拡げるため、皆様の経験やスキルを結集させて、東北はれいわ強し！と言われるような状況にし

たいですね。ぜひご協力・お知恵をお貸しください。 

 

中小零細を潰すようなインボイス。その受付が既に今年 10月より始まっており、施行まであと１年１０カ月…。 

時間がないのも確かですので、計画的に最良と思われる方法をどんどん試していきたいですね。 


