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1. 投票 
 

【前段】  

御通行中の皆様！  

私達は、若者が投票に行くよう呼びかけるために集まった有志の団体です！  

 

皆さんは選挙についてどのようなイメージをお持ちでしょうか？  

「たったの１票なんて意味が無い。」、「選挙に行っても何も変わらない」、 

「めんどくさい。」等、多くの意見があると思います。  

選挙とは「自分の未来を選択する事」です。  

 

経済は好転しない、外交は腰抜け、増税、少子化など問題は山積みです。  

しかし変えることはできます。  

それはまず、私たち自身が”投票に行く事です。”  

私たち自身が政治に関われば、必ず生活も変わっていきます。  

 

政策は投票率の高い世代に向けたことが優遇されます。  

これでは偏った政治しか行われません。  

一票の大きさを誰よりも知っているのは政治家です。  

「たった一票なんて」と投げ出すのではなく、投票場に行きましょう！  

 

若者のみなさん、より良い未来を行う根本は投票にあります。  

投票率を上げ、政治を変えていきましょう！！！！  

 
 

【コール】  

●コールいきまーす  

○はーい  

 

●みなさーん！  

○みなさーん！  

 

●投票場で若者の姿を刻むため[一拍置く]投票に行きましょー  

○投票に行きましょー  

 

●これからの社会を造るのは若者にするため[一拍置く]投票に行きましょー  

○投票に行きましょー  
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●若者のための政治を行うために皆さん[一拍置く]投票に行きましょー  

○投票に行きましょー  

 

●自分自身のため、恋人のため、家族のために[一拍置く]投票に行きましょー  

○投票に行きましょー  

 

●若者の投票でこの国の目を覚ますために[一拍置く]投票に行きましょー  

○投票に行きましょー  

 

●政治家は投票率を見て政策を決めているので[一拍置く]投票に行きましょー 

○投票に行きましょー  

 

●ちょっと面倒だけど、投票に行くことで政治を[一拍置く]変えましょー  

○変えましょー  

 

●若者の投票で、投票のイメージを[一拍置く]変えましょうー  

○変えましょー  

 

●政治を憂えるのは同じです！投票で政治を[一拍置く]変えましょー  

○変えましょー  

 

●若者のエネルギーを政治に[一拍置く]届けましょー  

○届けましょー  

 

●投票する姿が政治を[一拍置く]動かしまーす  

○動かしまーす  

 
 

【締め】  

若者の柔軟な発想や、しがらみの無い一票がより良い社会を創ります。  

日本人の幸せな未来を開く為に  

 

●投票に[一拍置く]行きましょー！  

○行きましょー！ 
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2. 経済 
 

【前段】  

御通行中の皆様！  

私達は、若者が投票に行くよう呼びかけるために集まった有志の団体です！  

 

現在、多額の富を得た者が消費することで経済活性化を生み、社会全体が裕福にな

るという理論がこの２０年間で行なわれております。  

 

皆さんは経済が活性化したと感じますか？  

しかしこれで経済活性化は有りえません。  

そもそもお金持ちは必要な物は全てそろっているため活性化するための消費は行わ

ないのです。  

そして貧富の差が一層開き、経済は疲弊しっぱなしです。  

 

いま、消費税増税や TPP 参加交渉国との参加交渉といった政策ばかりが提案されて

おります。  

このままで本当に良いのでしょうか。  

日本が立ち直れない主な原因はデフレと円高です。  

こんな時は減税を行い、公共事業を増やして経済を活性化させることが得策なので

す。  

しかしデフレを悪化させる政策ばかりが行われています。  

私たちは未来のためデフレ脱却の政策を求めます。  

そのためには未来を見据えた政治家が必要です。  

 

若者のみなさん、より良い未来を行う根本は投票にあります。  

間違いありません。  

投票率を上げ、政治を変えていきましょう！！！！  

 
 

【コール】  

●コールいきまーす  

○はーい  

 

●みなさーん！  

○みなさーん！  

 

●投票に[一拍置く]行きましょー！  
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○投票に行きましょー！  

 

●若者の一票で、日本を[一拍置く]変えましょー！  

○変えましょー！  

 

●デフレ対策を[一拍置く]呼びかけましょー！  

○呼びかけましょー！  

 

●増税よりも経済成長を[一拍置く]選びましょー  

○えらびましょー  

 

●若者にお金を[一拍置く]回しましょー！  

○回しましょー！  

 

●景気雇用対策を考えている政治家を[一拍置く]選びましょー  

○えらびましょー  

 

●増税を止めてくださっている議員の方々[一拍置く]ありがとうございまーす！  

○ありがとうございますー！  

 

●皆様！行進に[一拍置く]加わりませんかー！  

○加わりませんかー！  

 

●投票に行きましょー！  

○投票に行きましょー！  

 

●投票に行きましょー！  

○投票に行きましょー！  

 

●投票に行きましょー！  

○投票に行きましょー！  

 
 

【締め】  

若者の柔軟な発想や、しがらみの無い一票がより良い社会を創ります。  

日本人の幸せな未来を開く為に  

 

●投票に[一拍置く]行きましょー！  

○行きましょー！ 
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3. 雇用  
 

【前段】  

御通行中の皆様！ 

私達は、若者が投票に行くように呼びかけるために集まった有志の団体です！  

 

日本は不景気となり２０年、失業率の改善が見られません。  

新卒での就職活動中でさえ、苦労されている方も多いと思われます。  

一番の原因は「若者の投票率がとても低いから」です。  

 

政治は票を集めるために自分に投票してくれる世代に対して政策を立てます。  

年金や福祉も大切ですが、それを支える経済政策がおろそかにされえいます。  

雇用には経済対策が必要です。  

 

そのために若者世代の皆様の投票が必要なのです。  

若者のみなさん、より良い未来を行う根本は投票にあります。  

投票率を上げ、政治を変えていきましょう！！！！  

 

【コール】  

●コールいきまーす  

○はーい  

 

●みなさーん！  

○みなさーん！  

 

●投票場で若者の姿を刻むため[一拍置く]投票に行きましょー  

○投票に行きましょー  

 

●これからの社会を造るのは若者にするため[一拍置く]投票に行きましょー  

○投票に行きましょー  

 

●若者のための政治を行うために皆さん[一拍置く]投票に行きましょー  

○投票に行きましょー  

 

●自分自身のため、恋人のため、家族のために[一拍置く]投票に行きましょー  

○投票に行きましょー  
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●若者の投票でこの国の目を覚ますために[一拍置く]投票に行きましょー  

○投票に行きましょー  

 

●政治家は投票率を見て政策を決めているので[一拍置く]投票に行きましょー 

○投票に行きましょー  

 

●雇用確保で年金も福祉も[一拍置く]充実しまーす  

○充実しまーす  

 

●ちょっと面倒だけど、投票に行くことで政治を[一拍置く]変えましょー  

○変えましょー  

 

●若者の投票で、投票のイメージを[一拍置く]変えましょうー  

○変えましょー  

 

●政治を憂えるのは同じ。投票で政治を[一拍置く]変えましょー  

○変えましょー  

 

●若者のエネルギーを政治に[一拍置く]届けましょー  

○届けましょー  

 

●投票する姿が政治を[一拍置く]動かしまーす  

○動かしまーす  

 

●投票に行きましょー！  

○投票に行きましょー！  

 

【締め】  

若者の柔軟な発想や、しがらみの無い一票がより良い社会を創ります。  

日本人の幸せな未来を開く為に  

 

●投票に[一拍置く]行きましょー！  

○行きましょー！ 



第 4 回デモパレード 

Copyright©2011-2012 若者からの投票が日本を救う!!AllRightsRserved. 
 

7 

4. 子供  
 

【前段】  

御通行中の皆様！ 

私達は、若者が投票に行くように呼びかけるために集まった有志の団体です！  

 

現在、少子高齢化社会と言われ久しく経ちます。  

それは晩婚化や子供を生んでも育てる環境がないこととされていますが、実は最も

大きな原因があります。  

 

それは政治が原因となっている不景気です。  

景気が良くなると出生率も自然に上がることは実証されています。  

若者が貧しければ結婚もしづらいものになり、子供も経済的理由で、堕胎（だたい）

を迫られる妊婦は増え続けるでしょう。  

 

しかし今、改善する政策がとられていません。  

それは若者の投票率が低いためです。  

若者の投票率が高くなるとそれに向けた政策もとられます。  

 

若者の皆さん、ぜひ政治に興味を持ち結婚し子供を授かる幸せな未来を創りましょ

う！  

 

【コール】  

●コールいきまーす  

○はーい  

 

●みなさーん！  

○みなさーん！  

 

●子供に誇れる親として[一拍置く]投票に行きましょー  

○投票に行きましょー  

 

●後世の子供達のために明るい社会を[一拍置く]作りましょー 

○作りましょー 

 

●子供達のために良い未来を[一拍置く]残しましょー 

○残しましょー 
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●景気を好転させて出生率を[一拍置く]あげましょー  

○あげましょー  

 

●結婚のためには雇用が[一拍置く]大切でーす  

○大切でーす  

 

●育児のためには雇用が[一拍置く]大切でーす  

○大切でーす  

 

●みなさーん[一拍置く]投票に行きましょー！  

○投票に行きましょー！  

 

●投票に行きましょー！  

○投票に行きましょー！  

 

●投票に行きましょー！  

○投票に行きましょー！  

 

【締め】  

若者の柔軟な発想や、しがらみの無い一票がより良い社会を創ります。  

日本人の幸せな未来を開く為に  

 

●投票に[一拍置く]行きましょー！  

○行きましょー！ 
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5. メディア  
 

【前段】  

御通行中の皆様！ 

私達は、若者が投票に行くように呼びかけるために集まった有志の団体です！  

 

国民は政治に興味がない。  

特に若者は投票にも行かない。  

なぜこう言われるのでしょうか？  

 

それは政治から興味を失うように、教育やマスコミや経済人が難しく説明し、それ

を誘導していったからに他なりません。  

特にメディアの責任は重大です。  

公共の電波を牛耳り横並びの番組内容、そして偏向報道。  

 

これを是正するにはＮＨＫの責任者１２人を選ぶ国会を良くする事が手っ取り早い

方法です。  

スポンサーのしがらみの無いＮＨＫこそが国益をになう報道をできるのです。  

 

しかし私たちはメディアの正体を知り始めています。  

ＮＨＫの責任者１２人は政治で決めます。  

外圧に屈せず良識を持った政治家を選び、正しい情報をメディアも発信するように

変えていきましょう。  

 

若者のみなさん、その根本は私たちの投票にあります。  

投票率を上げ、政治を変えていきましょう！！！！  

 

【コール】  

●コールいきまーす  

○はーい  

 

●みなさーん！  

○みなさーん！  

 

●投票に[一拍置く]行きましょー！  

○投票に行きましょー！  
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●政治の力で報道を良くするために[一拍置く]投票に行きましょー  

○投票に行きましょー  

 

●NHK の経営委員をまともな方に変えるために[一拍置く]投票に行きましょー  

○投票に行きましょー  

 

●電波は私たちの[一拍置く]資源でーす  

○資源でーす  

 

●偏向報道をやめ、ＮＨＫから[一拍置く]変えていきましょー  

○変えていきましょー  

 

●政治を変えるために[一拍置く]選挙に行きましょー  

○選挙に行きましょー  

 

●投票に行きましょー！  

○投票に行きましょー！  

 

●投票に行きましょー！  

○投票に行きましょー！  

 

●投票に行きましょー！  

○投票に行きましょー！  

 

【締め】  

若者の柔軟な発想や、しがらみの無い一票がより良い社会を創ります。  

日本人の幸せな未来を開く為に  

 

●投票に[一拍置く]行きましょー！  

○行きましょー！ 


