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１．＜投票 ＞
【前段】
ご通行中の皆様！
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 どこ
の団体にも組織にも属さない一般の有志の集まりです！
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「自分達と後の世代の未来を選択する事」です。
選挙とはズバリ！「自分達と後の世代の未来を選択する事」で
す。
現在の日本はというと、経済はあまり好転しない、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 ”まずは投票に行く事です。”
私たち自身が政治に関われば、必ず生活も変わってきます。
現在、政策はグローバル企業や投票率の高い世代に向けたこと
が優遇されています。
ですが、若者の投票率は３人に１人しか投票を行いません。
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他ならぬ政治家なので
す。
「たった一票なんて」と投げ出すことはやめましょう。
今回の選挙は日本だけでなく世界にも多大な影響を与える選挙
となります。
皆さん、何はともあれまずは ”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】
1.
コールいきまーす
 はーいヽ( ´▽｀)ﾉ
2.
みなさーん！
 みなさーん！
3.
投票場で若者の姿を刻むため、皆さん
”投票に行きましょー ！”
 投票に行きましょー！
4.
これからの社会を造るのは今現在の若者です。若者が暮ら
しやすい国にするために、皆さん
”投票に行きましょー” ！
 投票に行きましょー ！
5.
若者のための政治を行うために、皆さん
”投票に行きましょー ”！
 投票に行きましょー！
6.
自分自身のため、恋人のため、家族のために、皆さん
”投票に行きましょー ”！
 投票に行きましょー！
7.
若者の投票でこの国の目を覚ますために、皆さん
”投票に行きましょー”！
 投票に行きましょー！
8.
政治家は投票率を見てから投票率の高い層に有利となる政
策を決めているので、皆さん
”投票に行きましょー ”！
 投票に行きましょー！
9.
ちょっと面倒だけど、投票に行くことで、皆さん、政治を
国民側から
”変えましょー ”！
 変えましょー！
10. 若者からの投票で、投票のイメージを
”変えましょうー ”！
 変えましょー！
11. 政治を憂えるのは同じ。投票で政治を
”変えましょー ”！
 変えましょー！
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12. 若者のエネルギーを政治に
”届けましょー ”！
 届けましょー！
13. 投票する姿が政治を
”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
“行きましょー！”
行きましょー！

２．＜投票の 価値 ＞
【前段】
ご通行中の皆様！
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
ど この団 体にも 組織に も属さな い一般 の有志 の集ま りで
す！
皆さんは投票の価値についてどのようなイメージをお持ちでし
ょうか？
実をいうと、１票の価値は非常に高いのです。
日本の一般会計の年間国家予算は約９０兆円です。
この国家予算を国民一人当たりで換算すると実は約７０万円程
になります。
本来あるべき物価インフレ率を５％前後と仮定した場合、２０
年かけて達成すべき名目 GDP は７００兆円を達成していたは
ずでした。
しかし正しい経済対策をする政治家の落選により、名目 GDP
は２０年目でも４６０兆円から５２０兆円あたりを推移し続け、
実質上は今でもデフレにより経済成長が停滞していることを示
しています。
これは２０年目では、実に一人あたり年間約２５０万円の損失
が生じていると言えます。
つまり一般会計国家予算における投票の価値７０万円及び
２０年目の損失分の２５０万円を加味すると、現在の一票の価
値は一人あたり３２０万円もある事になるのです。
これ以外にも特別会計予算や、世界不況のグローバル化推進政
策による世界不況対処金を含めると、もっと高くなることでし
ょう。
皆さんは少なくともこれだけの価値がある１票を「たったの１
票なんて意味が無い。」と考えますか？
次の選挙は本当に日本と世界の経済を救う大事な選挙です。
選挙とは「自分達と後の世代の未来を選択する事」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。
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】
1.
コールいきまーす
 はーいヽ( ´▽｀)ﾉ
2.
私たちや未来の子供達のために、皆さん
”投票に行きましょー ”！
 投票に行きましょー！
3.
一票の価値は、
”高いでーす！ ”
 高いでーす！
4.
一票の国家予算を人口で割っても７０万円以上の
”価値がありまーす！ ”
 価値がありまーす！
5.
一票の価値は３２０万円も
”ありまーす！ ”
 ありまーす
6.
世界経済のけん引役として今回の投票は
”重要でーす！ ”
 重要でーす！
7.
私たち自身が投票に行って世の中を
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”変えましょー ”！
 変えましょー！
8.
私たち自身が投票に行って本当の国民主権を
”手に入れましょー ”！
 手に入れましょー！
9.
実は私たちの生活に投票は直結するので、
”投票に行きましょー！ ”
 投票に行きましょー！
10. 政治を憂えるのは同じです。投票で政治を
”変えましょー ”！
 変えましょー！
11. 若者のエネルギーを政治に
”届けましょー ”！
 届けましょー！
【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
“行きましょー！”
行きましょー！

３．＜都知事 選投票率 ＞
【 前段】
ご 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 どこの 団体に も組織 にも属さ ない一 般の有 志の集 まり
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 達と後 の世代の 未来を 選択す る事」 なの
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 。
こ れは、 私たち 自身が ”投票に 行かな いから ”問題 が山
積 みのま まなの です。
私 たち自 身が投 票に行 き、政治 に関わ れば、 必ず生 活も
変 わって いきま す。
今現在、先の都知事選挙の投票率は６２．６０％であり、
６ ５才か ら７０ 才まで の平均投 票率は ７７． ５４％ と高
く 、２０ 才から ２５才 までの平 均投票 率は４ ３．５ ９％
と なって おりま した。
実 に３３ ．９５ ％もの 差です。
投 票に対 して皆 さんの 無関心さ が投票 率に見 事に反 映さ
れ ており ます。
皆 さんは 平均投 票率 が ４３．５ ９％ で も低い 投票率 と考
え るでし ょうが 、 平均 投票率は ４３． ５９％ でも若 者の
投 票率が 高い方 なので す。
現 在の低 い投票 率の中 でも、若 者の投 票率が 平均よ りも
更 に低け れば、 当然若 者向けの 政策は 行われ ず、投 票率
の 高い世 代と、 組織票 を持つ団 体に政 策が優 遇され るの
は 明らか です。
若 者の雇 用問題 などを 解決する 政治が 行われ ないの は当
然 ではな いでし ょうか 。
この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 さず、 若者へ の政策 を行
っ てくれ る候補 者へ投 票しまし 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 】
1. コ ールい きまー す！
 は ーいヽ ( ´▽ ｀ )ﾉ
2. こ れから の社会 を造る のは若者 です。 まずは
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“ 投票に 行きま しょー ”！
 投 票に行 きまし ょー！
3. 選 挙は投 票日で なくて も２週間 前から も投票 するこ
と が出来 るので 、皆さ ん
“ 投票に 行きま しょー “！
 投 票に行 きまし ょー！
4. 日 本の若 者に仕 事を与 えてお金 を供給 すれば 、必ず
景 気は
“ 良くな りまー す ”！
 良 くなり まーす ！
5. 景 気 を良 くする ために 皆さん！ 世代を 問わず 、
“ 投票に 行きま しょー ”！
 投 票に行 きまし ょー！
6. 若 者のた めの政 治を行 うために 皆さん 、
“ 投票に 行きま しょー ”！
 投 票に行 きまし ょー！
7. 自 分自身 のため 、恋人 のため、 家族の ために 、
“ 投票に 行きま しょー “！
 投 票に行 きまし ょー！
8. 政 治家は 投票率 を見て 政策の優 先順位 を決め ている
の で、皆 さん、
“ 投票に 行きま しょー ”！
 投 票に行 きまし ょー！
9. 若 者が投 票を行 えば、 政治家は 若者に 対して の政治
を 行いま すので 、皆さ ん
“ 投票に 行きま しょー “！
 投 票に行 きまし ょー！
10. 若 者が投 票に行 か ない 上に、若 者 の投 票率が 低すぎ
る からこ そ 、雇 用問題 が解決さ れない ままな ので、
ま ずは皆 さん
“ 投票に 行きま しょー ”！
 投 票に行 きまし ょー！
11. 世 代関係 なく、 全体の 投票率が 低けれ ば、 政 治家は
国 民のた めの政 治は行 いません ので、 まずは
“ 投票に 行きま しょー “！
 投 票に行 きまし ょー！
12. 政 治を憂 えるの は誰も が同じ で す 。投 票で政 治を、
“ 変えま しょー ”！
 変 えまし ょー！
13. 国 民が投 票する 姿が政 治を、
“ 動かし まーす “！
 動 かしま ーす！
【 締め】
今 回の都 知事選 も企業 や団体の 組織票 を多く 得た候 補者
が 当選す る確率 が濃厚 です。
投 票を放 棄する 人が増 えれば増 えるほ ど、 組 織票を 持つ
団 体や外 国企業 を優遇 する国家 へとよ り変貌 を遂げ る一
歩 となる きっか けの選 挙です。
ま ずは難 しい事 を考え る前に 皆 さん投 票所に 行って みる
事 から始 めまし ょう。
皆 さんが 投票所 に行く 事から始 めるだ け でも 、この 国は
国 民優遇 の政策 を生む きっかけ に繋が るので す。
投 票所 に 行く事 で、議 員のスポ ンサー は企業 や団体 では
な く、有 権者一 人ひと りの国民 の意志 とする ために も、
 投票に
“行きましょー！”
行きましょー！
若者からの投票が救う!!一同より(*'-'*)
[HP]
http://ainippon.web.fc2.com/
[BLOG] http://ainippon.blog.fc2.com/

ぜひぜひ、
たくさんの人に投票に行くことを
話題に出してください！
皆で日本の未来を作っていきましょう！
宜しくお願いいたします(*´∀｀人
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