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はじめに
　

　「希望あふれる日本へ」を目指して、いよいよ皆さんが主役の第２ス
テージが始まります。この「2014 ～ 15 希望日本ブック」にあるように、
３年間の第１ステージでみんなが作り上げた頑丈な舞台の上で、皆さ
んの活動の舞を見せてください。

　第 2ステージでは皆さんが主役です。

　ここに記載するのは
多くの皆様からの声を、１２のテーマ　３つの希望にまとめ、「希望あ
ふれる日本」を目指し、その実現を求めて行動する私たちの「希望運動」
のすべてです。
　行動の原点は「投票実践行動学」と「富士山頂論」。
　２０１１年６月から始めた第１ステージの活動の中から生まれた思
想です。
　そのもとに６つの委員会やテーマ分科会などを通じて多くの仲間が
集い、語り合い、第２ステージの「希望運動」を発進いたします。
　「希望あふれる日本」を目指し、より多くの同志、仲間が集まり、力
を合わせ、一歩一歩前進していくことを宣言します。
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１章

「希望日本」とは何か
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希望あふれる日本にしたい

私たちの願いはただ一つ、それだけです

その実現のため「希望運動」をみんなで推進しよう

希望運動

「希望を、託せる政治家に、投票する」

みんなで現在や将来を語り合い

それをこうなってほしいという希望にまとめ

それを賛同してくれる政治家に託し

その政治家をみんなの投票行動で国会に送り

政策にして実現してもらう

このようにして希望あふれる日本の実現を一歩一歩進めていく

これが希望あふれる日本を目指す

私たち希望日本投票者の会の「希望運動」です

「希望運動」は具体的に「希望日本　５つの活動」と

「投票に行こう国民運動」を進めています

　　　　　　　希 望 日 本
一般財団法人　希望日本投票者の会
　　　　　　　　代表　　志太　勤
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―――　希望あふれる日本へ　―――

＜希望日本　５つの活動＞と＜投票に行こう国民運動＞

１．オンラインプログラム希望大学
　　 ① 身の回りのことから政治を考えよう
　　 ② 有権者から投票者へ
　　 ③ かしこい投票者に

２．希望日本の会　　　　　

　　 ① 多くの同志が集い語り合う場
　　 ② 投票実践行動学・富士山頂論の学習
　　 ③ ３つの希望・１２のテーマの学習と語らい

３．希望日本会議
　　 ① 賛同国会議員との語らい
　　 ② 私たちの現場を知っていただく
　　 ③ 議員立法などにより国の政策に反映していただく

４．賛同国会議員活動報告サポートプロジェクト
　　 ① 賛同議員プラットホームの創設
　　 ② 賛同議員の活動報告ページの創設
　　 ③ 希望日本のネット技術などの研修の実施
　　 ④ 地方議員対象ネット戦略講座の実践

５．希望拓志塾
　　 ① 希望日本５つの活動の学習
　　 ② 「希望あふれる日本へ」同志の発掘と育成
　　 ③ 希望日本の志を世に拓く定礎となる

※投票に行こう国民運動
　　 ① 有権者４５％の棄権する人達の自覚を促す
　　 ② インターネットや集会などによる啓発運動の実施
　　 ③ 健全な日本を創る国民運動の展開
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「有権者から投票者へ」
　
　これまでの選挙で、おおよそ１０人のうち４人の人たちが投票をしており
ません。
　その人たちに、「どうして？」と聞くと

①政治がよくわからない、　②投票したい人がいない、　③どうせ
投票しても政治は変わらないと答える人がほとんどです。
　政治がよくわからない私たちも、安心安全な生活をおくりたい、安心安全
な国になってほしい、子供達孫達の代までそういう国を引き継いでいきたい
といった希望を、みんなが考え、抱いていると思います。
私たち「希望日本」は、私たちがこうしてほしいと思っていること・希望を
実現してくださる政治家を見つける方法に気づきました。

まず、私たちの原点となる活動、現在・将来について語り合い、私た
ちの希望を整理しました。
現段階で、それは大まかに集約すると３つになりました。１つは私たちが安
心して住める日本はこんな国であってほしい。２つは日本人はこんな生き方
をしてほしい。そして私たちの生活を守る経済・財政はこんな風にしっかり
してほしい、の３つです。

　次に、政治家に私たちのこの「３つの希望」に賛成して実現に努力して
いただけるかを聞きました。そして、その実現に努力すると約束して下さっ
た政治家を、私たちは投票行動で応援するという仕組みを考えたのです。
この仕組みならば、政治がわからない、また投票したい人がいない、という
人の不満は無くなるはずだと思います。
　いま私たちが作った「３つの希望」に賛同し、実現に努力して下さっている
国会議員は党派関係なく９１名います（２０１４年６月末現在）。私たちの考え
方に賛同していただける政治家はこれからまだ増えると考えています。

私たちのすることは、自分たちの「希望」を語り合い、まとめる
こと。そして選挙の時には私たちの「希望」に賛同していただけ
る政治家に投票するだけです。
　私たちの希望を実現させるためには、より多くの託せる政治家を国会に送
り出すことが求められ、そのためにも多くの仲間が必要です。
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「投票に行こう国民運動」とは
　
　過去２回の国政選挙の投票率平均は約５５％です。４５％の人たちは投票
に行っていません。日本の有権者は約１億人ですので４５％、４５００万人
が投票に行かず棄権しているのです。４５％もの人たちの棄権は少数の組織
票が国の政治を決めてしまうおそれがあり、それはとりもなおさず民主主義
の崩壊につながります。
　私たち一人ひとりが自覚し、自分が持つ権利を放棄してはなりません。
　いや投票は、民主主義における国民の義務だと考えなければならないと思
います。
　自分の国・国民の生活を守るために私たちに代わって活動してくださる
政治家を、自らが選び投票する、これが民主主義の基本であり、私たちの義
務だと考えます。
　この「投票に行こう国民運動」は、国民の義務を果たす運動で、政治活動
ではありません。
　「希望日本５つの活動」は、私たちの希望を実現すると、賛同してくださっ
た政治家に投票する活動であり、この運動とは異なります。
　２０歳代の投票率は３５％、３０歳代は４６％と、若者の投票率は非常に
少なく、将来の日本を考えると大きな問題です。
　ましてや憲法改正の国民投票は１８歳以上になるようです。近い将来には
選挙権年齢も１８歳になるといわれています。
　一方、地方選挙では最近３７％のところがある、という報道もあります。
　健全な日本、「希望あふれる日本」を実現するために、これから始めるイン
ターネットや集会などによる啓発運動「投票に行こう国民運動」へ、ぜひみ
なさんご参加ください。
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２０１１年からの２年半にわたる第１ステージでの多くの
みんなの声を以下のテーマに希望日本研究所でまとめま
した。第２ステージでも多くの皆様からの声を、広く集
め、以下のテーマをブラッシュアップしていきます。

［国のあり方］
１. 新しい時代に合わせた憲法のあり方を検討する
２. 外交は孤立を避け、自主自立精神のもと毅然たる行動を
３. 時代に合わせ国政制度を改革する
４. 既得権益構造体質や成長を阻害する規制の撤廃

［日本人のあり方］
５. 歴史を学び、有徳と日本人の自覚を持たせる教育制度に
６. 国民一人ひとりが考える力を持ち、自主自立の精神を養い、
　 国家の一翼を担う気概と責任を持つ
７. 世界を学び、国際人・日本人としての誇りと自信を持つ
８. 男女共同参画社会を実現する

［日本の経済・財政などのあり方］
９. 実質ＧＤＰ２％以上の経済成長、雇用の安定などによる国民の生活 
　  の向上を図り、 プライマリーバランスを確立させる
10. 技術革新や社会構造の転換により、現状の原子力に依存した経済構
　  造からの脱却を図り、「脱・原発依存」社会を目指す
11. 災害等に敏速に対応できる体制を確立する
12. 公平で長期的に安心できる社会保障制度の確立

第１ステージでのみんなの声　１２のテーマ
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広い視点から整理し、 １２のテーマを下記の３つの希望に
まとめました。
私たちは、「希望あふれる日本」を目指し、「私たちの
３つの希望」の実現を求め行動します

１.　国のあり方
国政に関する制度の改革、既得権益構造を守る体質や成長を阻害する
規制を廃止し、新しい時代に合わせた憲法のあり方を検討する。自主
自立の毅然たる態度と行動を維持して、共存共栄精神のもとに世界の
平和と繁栄に貢献する国をつくる

２.　日本人のあり方
日本の伝統・文化・歴史を尊重し、有徳と自立共助の精神のもとに、
国民一人ひとりが考える力を持ち、自主自立の精神を養い、国家の一
端を担う気概・責任・自覚を身に付け、国際人としての誇りと自信を
持つ日本人となる

３.　日本の経済・財政などのあり方
一定の経済成長のもと、財政の健全化を確保し、技術革新のもと「脱・
原発依存」社会を目指しつつ、雇用の安定などによる国民の生活の向
上を図り、国民がそれぞれの立場で活躍できる経済と社会保障制度を
実現する

　私たちの行動により実現する「希望あふれる日本」を、
誇りを持って次の世代に残せるようにします。

３つの希望（12 のテーマの集約）
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希望日本はなぜ生まれたか
～第１ステージの活動～

　東日本大震災は２０１１年３月に起こりました。同年６月、福島の地に立った
とき、私が見た荒廃した光景は第二次世界大戦敗戦時に焼け野原となった東京
の姿と重なりました。併せて私の１０歳の時の敗戦により日本が占領された惨
めな状況を思い出しました。これが大きなきっかけとなり、強い日本にしなけ

ればという一念から２０１１年６月、インターネットとリアルとを融合した「希
望日本投票者の会」の運動を始めました。

　「希望日本」の運動が求める「希望あふれる日本」の実現とは、国のあり方、
日本人のあり方、日本の経済・財政などのあり方、という私たちみんなでまと
めた「３つの希望」を実現することです。

　世論や学識者・文化人の声、デモ行動では政治の流れは変えられません。
投票者の会としたのも、政治は私たち一人ひとりの投票でなければ変えら
れない、他に方法はないと強く実感したからです。

　同時に、現代の民主主義では代議制が大前提ですから、「投票者」と「政
治家」というそれぞれの立場を踏まえた実効ある手段を考えなけ
ればならないとも思いました。国会や議会で法律や政策を決められるの
は政治家だけです。また、それが政治家の役割でもあります。一方、国民・
投票者はその政治家を選挙によって国会に送り出す役割を持っています。

　この役割分担を改めて強く自覚しなければなりません。加えて私たち投
票者は専門的な分野の詳しい中身を完全に知ることは実際には難しいの

で、学習し、できる限り基本的知識を得つつ、現在・将来につい
て語り合い、「３つの希望」という大枠を示し、それに賛同する
政治家を「託せる政治家」として投票行動で支援し、国会に送り、
法律や政策を考え、決め、実行してもらうことが現実的だと思います。
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　私たちは投票行動によって「３つの希望」実現に向けて前進します。これ
を実効あらしめるためには、より多くの同じ志の仲間が集まって政治を動か
す原動力になることが必要です。

　とはいえ、行動をおこすためには私たち投票者自身が「かしこい投票者」
にならなければなりません。そこで「希望日本投票者の会」では、「かしこい

投票者」を増やすために「希望日本研究所」を設立し、国会の近くに１
００人収容できる学習プラザとネット映像制作のスタジオをつくり、ネット上

で誰でも無料で学べる「希望大学」を開設しました。毎週、学習会および
識者による講座等の映像配信を行い、すでに学習回数は１５７回（２０１
４年４月末現在）を超え、参加者は４７１５人となりました。学習会では
私たちの原点である活動、現在・将来についての語り合いも行っています。

　さらに賛同議員と希望日本投票者の会のメンバーとの勉強組織「希望日
本会議」を設け、その勉強会を行うとともに、賛同議員の政策や考え方を
講演いただき、それを映像化して週１～２回公開しています。

　また、希望日本研究所では賛同議員の国会・委員会等での活動情報をモニ
タリングし、それをネット上で公開しています。

　投票者が集まる力こそが政治を動かす原動力になるという考え方、すなわ
ち現在の政治システムである「政党が政策を発表し、これに賛成して投票する」

ではなく、従来の発想を逆転させ、「国民・投票者側が国民の目線で、
国のあるべき姿、希望・課題の大筋を提示し、それに賛同する政
治家・国会議員を求め、その政治家を選挙での投票行動で応援し
て国会に送り出す。そして政策化により私たちの希望を実現する」こと、
こうした考え方を「投票実践行動学」として形成しました。

　主権在民は民主主義の基本であり、 国家の基本は国民・投票者ですから選
挙における投票者の責任は非常に重いと考えています。
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　私たちの願いはただひとつ、希望あふれる日本にしたい、ただそれだけです。
一人ひとりの投票者が政治家に唯一モノを言える行為が投票です。
　この冊子ではまず私たちの活動をご理解いただき、そして「投票実践行動学」
の実践活動の必要性を掲げて、投票者と政治家の役割分担を明確化、両者が
ともに緊張ある関係を維持して希望あふれる日本実現を目指す考え方を示し

ました。実践行動の積み重ねを経て、「投票実践行動学」の確立や、「希
望拓志塾」といった学究・専門家養成組織設立をいたします。

　「希望日本」の活動は２０１１年にスタートし、２０１４年より第２ステージが始
まっています。より多くの同じ志の仲間が集まることをテーマとした第２ス
テージでは、「希望日本」スペシャルパートナーが中心となり６委員会を設け、
賛同する企業などの協力を得ながら全国に拠点を設け、普及のための活動を
してまいります。現在・将来についての語り合いは本会の原点と考え、引き
続き行ってまいります。また基本となる私たちの投票での応援以外にも、賛
同議員の選挙区ごとのサポート（賛同国会議員活動報告サポートプロジェク
ト）も行っていきたいと考えています。

　皆様には、この活動の真意をご理解いただき「希望日本」の活動に参加いた
だければ幸いです。参加方法にも数多くのバリエーションを持たせております。

　富士山に登る道は８つあります。
　頂上を目指す目的は同じなのです。だから自分の登りやすいところから登
れば良いのです。私、志太勤の信条「富士山頂論」です。
　同じように「希望あふれる日本」を実現しようという目的は同じなのだから、
どんなやり方でも自分のやりやすい方法でやれば良いと思います。
　「希望あふれる日本」実現に向け一歩一歩前進していきましょう。
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ネット時代の世界の新潮流と第２ステージ

　インターネットの爆発的な普及により、ビジネスや生活環境が様変わりし
たように、政治の世界も例外でなく大きく変化し新しいムーブメントが世界
中に起きています。
　民主主義・主権在民の原点のもとに、ネット時代の新しい価値観と、政治へ
の国民の不信から、有権者の意識の変化による新しい時代のムーブメントです。

　欧州諸国に広がった、ある政党は、通常の選挙のあり方を逆転させ、市民
が考えた政策を政党がまとめて公約としています。日本にも同じような動き
があります。

　有権者の意識の変化、政治不信という環境の中で、世界のムー
ブメントと同様のネットによる新たな活動を私たち「希望日本」
も行ってきたことに改めて気付かされます。
　ただ、「有権者が中心」は同じですが、私たちは、あくまで投票者集団であ
りつづけ、党派はつくらない、ここが世界の動きと異なる重要なポイントと
考えています。

　私たちは、私たちの考えに賛同して下さる、理念を同じくする超党派の政
治家を、私たちの投票行動で国会に送り、私たちの希望を実現して頂く、と
いう考え方に基づく希望運動を推進しています。

　私たち「希望日本」は交流会とネットを両立させた、２０１１年６月からの
３年近い活動により、「希望あふれる日本」を実現するためには、私たちの願
い３つの希望に賛同してくださる政治家を、投票行動で国会に送るという「投
票実践行動学」の実践が最も広く、強く有権者の意志を表す考え方と確信し、
その普及活動すなわち希望運動をスタートしています。

　２０１４年からの第２ステージでは、考え方のベースとなる「投票実
践行動学」の確立・普及を行う。そしてより多くの同じ志の仲間
が集まって政治を動かす原動力となるという２つの考え方をベー
スに希望日本５つの活動を進めていきます。
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私たちの希望を実現する「投票実践行動学」

　現代日本においてデモや、学識者の議論や世論だけでは政治の流れを変え
られないことが実態です。 政治に対しては、 実際には選挙の投票以外には何
もできないということも 動かしがたい現実です。

　現代の民主主義においては代議制が大前提です。 投票する 「投票者」 と投票
される 「政治家」 に分かれて、 それぞれ異なる役割を果たしています。
　党派を超えた投票者運動である 「希望日本」 では従来とは発想を逆転させ、
国民・投票者側が国のあるべき姿、希望、課題をまとめ、提示し、それに賛
同する政治家・議員を選挙での投票行動で応援していきます。

　とはいえ私たち投票者は専門的なことは完全には理解できないということ
も自覚しなければなりません。学習により基本的知識を得ながらも、専門的
なことは政治家と各専門家に考えてもらいましょう。

私たち投票者に求められるのは、 大枠の 「私たちの３つの希望」
（国のあり方、 日本人のあり方、 日本の経済・財政などのあり方）
をしっかりまとめ、その実現に向けて「希望運動」に賛同する「託
せる政治家」 を見つけ、 私たちが投票行動で応援し国政に送り出
すこと です。

私たちの願い・希望であり、私たちがみんなでまとめた
「３つの希望」に賛同し、その実現に努力すると約束して

下さった政治家を、全員の投票行動で応援し国会に送り込む。
そして政策化により私たちの希望を実現する。

それが「投票実践行動学」の要諦です
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　これこそが「投票実践行動学」の実践にほかなりません。すなわち、「投票
実践行動学」の実践活動とは、「代議制における投票者の立場を自覚し、より
多くの同じ志を持つ投票者が集って、『３つの希望』実現に向けた運動に賛同
する『託せる政治家』を、投票行動によって国会に送る。そして政策化によ
り希望あふれる日本を１つずつ実現していくこと」です。

　また、「託せる政治家」とは

「日本、 世界、 国民の未来のために、 勇気と創造力と断固たる気概
を持って、国のあり方、日本人のあり方、日本の経済・財政など
のあり方を、考え、これらの実現に向けて全力で実行できる人」 
です。

　投票せずに棄権してきた４０００万人以上の有権者、 政治が良くわからな
い、 選挙でだれに投票すればいいのかわからないという有権者を、 「投票実践
行動学」に導き、希望あふれる日本を実現 しなければなりません。

　弱体化しつつあるとされながら も既得権益構造はいまだに強固です。 それ
を打破することが、 「投票実践行動学」 を提唱する私たちが、 成し遂げなけれ
ばならない大きなテーマなのです。

熱気あふれる交流会
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希望を実現するための第２ステージの活動

　「希望日本」 は２０１１年６月からの３年近い活動を経て、 ２０１４年からの活動
を第２ステージと位置付けます。

　第２ステージでは、 以下の希望日本の会の活動をベースとし、 委員会活動、
希望日本会議の活動と、賛同国会議員活動報告サポートプロジェクト、そし
て研究所・本部事務局の活動を確実なものにしていきます。

１． 希望日本の会の活動

①  「あなたの声をきかせてください！」 と、呼びかけ国民の希望を広く
　  集める。メディアの活用、本部や各地で交流会やイベントを開催。
②  寄せられた希望をデータベースに蓄積し、集約した私たちの希望を
　  希望日本ブックにまとめることを本会活動の基本とし、参加者に伝える。
③  私たちの希望を国会議員に伝える。
④  私たちの希望の進捗を参加者に報告する。
⑤  参加者を集めたイベントや勉強会などの開催。
⑥  希望日本の全国の活動や他団体との有機的な連携を図り、展開する。

２． 委員会活動

　希望日本投票者の会を普及拡大する為に、 当会のリーダーであるスペシャ
ルパートナーの中から委員会活動への参加者を募り、 以下６つの委員会と２
つの小委員会、テーマ部会による 活動を推進する。

①－１  普及委員会
希望日本交流会を開催・統括する委員会。分科会などを定期的に会を開催し、 
説明会＆交流会に多くのメンバーの参加を求め、パートナーの拡大・育成を 
図る。普及拡大に必要な仕組みを研究し、企画・実践していく。
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① －２   若者普及小委員会
若者への希望日本普及拡大を図るため、 研究および行動する小委員会。 若者
の特性や他の事例を研究し、 独自の戦略によって若者が参加しやすい仕組み
と環境を構築する。

① －３   女性普及小委員会
女性への希望日本普及拡大を図るため、研究および行動する小委員会。女性
の特性や他の事例を研究し、 独自の戦略によって女性が参加しやすい仕組み
と環境を構築する。

②　ＳＰミーティング委員会
当会のリーダーであるスペシャルパートナー （ＳＰ） の拡大・育成に関わる
活動を開催・統括する委員会。定期的に会を開催し、パートナーの中からＳ
Ｐ候補の発掘と育成を図る。

③　全国拡大委員会
希望日本のメンバーの広域的拡大を図る委員会。 現在東京本部を中心に展開
している希望日本の会の活動を、関東地区以外のエリアで、 賛同する企業な
どの協力を得ながら全国各都道府県に拠 点を設け、広域的に展開し、弊会の
活動趣旨を全国的に広く伝える。

④ 　他団体との連携委員会
希望日本の活動趣旨と理念を共有できる団体・グループと連携を図り、 当会
の普及拡大を推進する委員会。相互の互恵関係を構築しながら弊会の活動趣
旨を広く伝え、 希望日本の会への賛同の輪を広げてい く。

⑤　普及拡大イベント委員会
希望日本の会、 希望大学学習者、 希望日本投票者の会メンバーなどの増加拡
大と普及を目的とするイベントの企画・運営を担当する委員会。普及委員会、
全国拡大委員会、他団体との連携委員会、希望日本研究所、 本部と連携して 
パートナーの拡大を図る。

⑥　財政研究委員会
希望日本の会を運営していくための財政を検討する委員会。公益的・社会的
な活動における他の事例や時流に合わせた仕組みの研究を行い、実現化する。
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３． 希望日本会議の活動

・２０１３年９月発足、３つの希望に賛同いただいた９１人の国会議員と
　希望日本メンバーからなる学習の場
・現場の声を伝え、賛同国会議員と語り合い、政策として実現してもらう
・賛同議員活動は 「国会発言データベース」 で公表
・賛同国会議員の講演内容を動画映像として公開
・２０１４年１０月第２回大会開催予定、その後毎年年１回開催
・議員立法などにより国の政策に反映

４． 賛同国会議員活動報告サポートプロジェクト

　希望運動に賛同する国会議員を、国会に送り、私たちの希望を政策化によ
り実現していただくため、選挙区内の有権者とのコミュニケーションを一層
深め強力な支援者になっていただくように、希望日本が得意とするネット技
術を提供しサポートする。

５．希望日本研究所および本部事務局の活動

　　①  希望大学の内容を一層充実する
　　②  希望日本の会への支援活動を充実し、参加者の普及拡大を図る
　　③  「希望日本会議」は賛同国会議員とメンバーによる現場の声を伝える
　　　  学習の場として効果的なものにする
　　④  賛同国会議員活動報告サポート
　　⑤  希望拓志塾の開設
　　⑥ 「投票に行こう国民運動」の推進
　　⑦  「投票実践行動学」を実践する人たちの育成
　　⑧  テーマを定めメンバー独自の分科会活動をスタートさせる
　　⑨  参与の協力を得つつ啓蒙普及を図る
　　⑩  希望あふれる日本へネットワークの推進
　　⑪  サンキューレポート（リアル版・Ｗｅｂ版）の実施
　　⑫  議員立法などのための各種支援（希望日本会議部会活動などを通じ）
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２章

希望日本　５つの活動

　　１. 希望大学

　　２. 希望日本の会　　　　　

　　３. 希望日本会議　　　　　

　　４. 賛同国会議員活動報告サポートプロジェクト

　　５. 希望拓志塾

　　※投票に行こう国民運動（概要は７頁参照）
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１．「かしこい投票者」になる学習の場

オンラインプログラム「希望大学」

　まず日本のこと、 政治や経済のことを広く学ぼう―
無料で学べるオンライン学習プログラム ‟希望大学” で学習

希望日本投票者の会は、 「有権者から投票者へ」 を促進するため、
希望日本研究所が担当する、 ネット上で誰でも社会的課題や政治
の現状を無料で学べる 「希望大学」 を 開設しています。

　「希望大学」 は無料で公開しているオンライン学習プログラムで、 氏名 ・ 
メールアドレス・郵便番号を登録するだけで、 どなたでも、場所や時間の制
約もなく日本のこと、 生活のことから政 治や経済のことまで幅広く学ぶこと
ができます。
　内容は、 識者などによる講座等と、その映像配信を行い、 講座等の数は
１０８本（２０１４年４月末現在）に達しています。
　特に人気のあるプログラムとして、 「新聞社説読み比べ」 （希望日本研究所
所長による大手新聞社説の比較説明） や、 超党派からなる希望日本の賛同国
会議員による各専門分野を テーマとした講演映像、 「私たちの３つの希望」 に
沿った、道徳教育の在り方、 日本の伝統文化の学習などがあり、大変興味深
いものとなっています。
　これからも週２回ほどのペースで講座などを設け、 映像の制作と配信をし
てまいります。
　まずは身近なことから日本を知り 「かしこい国民」 になりたいと考える
方々にとり、非常に簡単に、 しかも完全無料で日本のことを勉強することが
できる仕組みです。ぜ ひ、お気軽に受講ください。内容は以下のアドレスか
らご覧下さい。
http://www.kibounippon.jp/college/

賛同国会議員３氏による新春座談会
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２．みんなの声、希望日本を話し合う交流会
　　「希望日本の会」

①　「あなたの声」を聞かせてください！
　私たち「希望日本」では、日々の暮らしの中であなたが感じている不安や問題
点を希望へと変え、「希望あふれる日本」を実現させようという呼びかけを続けて
きました。 これまでにもたくさんの方から希望の 声をお寄せいただきました。当
面の課題を中心に１２のテーマにまとめ、それを集約したものが３つの希望です。
　私たちは、 これからもこの呼びかけを続けていきます。本部や各地で交流会やイ
ベントを開催し、メディアやインターネットも活用し、身近に参加できる機会を
増やしていきます。こうした皆様の声を集約し、１年～２年に１度、希望日本ブッ
クにまとめ、本会の原点としたいと思います。
もっともっとたくさんの「あなたの声」が集まれば、希望あふれる日
本がより具体的に実現されることになるのです。
未来の日本を創るのはあなたです。 あなたが描く将来の「希望あふれる日本」を教
えてください。

②　集めた声をどうするの？私たちの希望に集約
　みなさんからいただいた 「あなたの声」 は希望日本の会データベースに蓄
積されます。 本部や希望日本研究所で話し合い、 時代に合わせた私たちの希
望に集約し、 ホームページなどで発表します。
　私たちの希望は、 国会議員に届けられ、 日本を変える原動力へと姿
を変えます。 それが国会議員の発言になった時、賛同議員国会発言モニタリ
ングを通じてあなたにお伝えします。また政策として実現するようになった
場合、その情報はあなたにお伝えいたします。

③　そして希望あふれる日本へ
　希望日本のイベントや勉強会を開催し、「あなたの声」を応募してくださっ
た方々が「希望あふれる日本」を創る仲間として交流できる機会を増やして
いきます。そこでは「投票実践行動学」や「富士山頂論」の学習も行ってい
きます。また、希望日本の他の活動や他団体との有機的な連携を図ります。

この活動はあなたが主役。
力を合わせて「希望あふれる日本」を実現しましょう。

21



22

３．賛同議員と国民・投票者の学習の場
　　「希望日本会議」

①  目的
　　⑴現場の生の声を理念を同じくする賛同国会議員に聞いていただく
　　⑵希望日本投票者の会メンバーが賛同国会議員の活動内容を知り、 賛同
　　　議員とメンバーとの学習・交流を通じて語り合う
　　⑶語り合いの中から賛同議員の 「３つの希望」政策化・議員立法により
　　　 「希望あふれる日本」を目指す

②  設立
　　「３つの希望」 に賛同いただいた超党派からなる９１人の国会議員と希望
　　日本投票者の会メンバーで構成する「希望日本会議」は２０１３年９月２０日
　　に設立、同日に第１回会議を開催

③  活動内容
　　⑴賛同国会議員が話す専門分野などの動画映像をメンバーなどに知らせる
　　・国会議員の専門分野
　　・国会議員の政策・主張
　　（２０１４年４月末現在）
　　・国会議員講座１３人登壇
　　・新春座談会「平成２６年、さらに日本を取り戻す」
　　　登壇国会議員塩崎恭久氏、小池百合子氏、伊藤達也氏
　　⑵議員と語り合い、現場の生の声を伝える
　　　「希望日本会議」開催、「希望日本会議  テーマ別勉強会」など
　　⑶賛同議員の国会での発言内容をネット上に公開（モニタリング）
　　・「希望日本賛同議員国会発言データベース」：２０１４年２月スタート
　　・延べ９５人の賛同議員発言を掲載（２０１４年４月末現在）
　　⑷議員立法などによる政策化
　　・希望日本投票者の会委員会・テーマ部会
　　　などを通じたテーマ検討
　　・希望日本会議・テーマ部会を通じた議員
　　　立法化など

希望日本会議・発足の会



４．賛同国会議員活動報告サポートプロジェクト

【目的】

１． 希望日本の会運動に賛同する国会議員を国会に送ることを第一の目的として活動
　　する
２． 選挙区内の有権者に賛同国会議員の正しい情報を伝え、強力な支持者になってい
　　ただくことを目的として活動する
３． 有権者の半数近くが投票に行かない現状から、その人々を目覚めさせ、投票に行
　　かせ、そして賛同国会議員に投票していただくことを目的として活動する

【サポートプログラムの内容】

１． 希望日本賛同国会議員のプラットホームを設け、それに連動する各議員の活動報
　　告ページを設ける
　[ トップページの内容 ]
２． 選挙区別賛同議員の一覧紹介
３． かしこい投票者づくりが目的の希望大学へのリンク
４． 希望日本からの情報配信
　[ 賛同議員活動報告ページの内容 ]
５． 議員のプロフィール
６． 個人ホームページへリンク
７． 希望日本会議および賛同議員の国会での発言データベース
８． 賛同議員のツイッター投稿の掲載
９． 賛同議員の FB へのリンク
10.  賛同議員のメッセージを動画配信
　　（※未収録の場合は必要により希望大学の紹介動画などを配信させていただきます）
　　（※賛同議員の要請により活動スケジュールなどを配信）
　[ その他サポート内容 ]
11.  希望日本研究所で賛同議員担当者などを対象としたインターネット・SNS 技術な
　　どの研修の実施
12.  希望日本賛同議員のスタジオでの映像製作の協力と配信
13.  本目的達成のため、議員・秘書・希望日本・研究所との連携活動を活発化し、
　　実効を高める
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５．「投票実践行動学」 専門家として実践する人たち
　　「希望拓志塾」

①　目的
「投票実践行動学プロフェッショナル」の資格の取得
「希望日本会議」がテーマとする議員立法などのための人材育成

②　求める人材
入塾時、１８歳以上で、「希望あふれる日本へ」の思いに共鳴して、

「希望日本５つの活動」、「投票実践行動学」をそれぞれ理解し、
その活動をプロフェッショナルとして推進していこうとする、
志・行動力・責任感・自立心を有する者。

③　カリキュラム
　　（1）ネット動画学習 （講師は各分野の第一人者を予定）　
　　　・「希望日本５つの活動」の動画学習
　　　・「投票実践行動学」の理論の動画学習
　　　・「富士山頂論」の動画学習
　　　・「投票者基礎知識」の動画学習
　　（2）学習会 （塾生同士の学びの場）
　　　・スクーリング学習会（半年に１回）
　　　・合宿学習会（１年に１回）
　　（3）修了レポート・発表会（希望拓志塾で学んだこと、将来の展望等）　
　　（4）教科書：志太勤著『投票実践行動学のススメ』（仮）発刊予定

④　開講内容等（予定）
　　　開講予定：平成２６年１０月、学費：無料
　　　期間：１年間（単位制）、年２回入学

⑤　修了後の進路
　　・投票実践行動学プロフェッショナル
　　・ 投票実践行動学を修めた政治家秘書
　　・ 投票実践行動学を修めた政治家



補足

　　　　１．３つの希望・１２のテーマ

　　　　２．富士山頂論

　　　　３．インターネットの活用

　　　　４．モニタリング

　　　　５．地方議員対象ネット戦略講座

　　　　６．議員立法など
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１．希望日本の３つの希望 ・ １２のテーマ

【国のあり方】

① 新しい時代に合わせた憲法のあり方を検討する
新しい国のかたちを考えるため、 憲法についての議論を活性化し、
真に将来の日本にふさわしい憲法のあり方を検討する。

② 外交は孤立を避け、 自主自立精神のもと毅然たる行動を
世界有数の経済大国となった日本には、 共存共栄の精神のもとに世界の平和
と繁栄に貢献する役割が強く求められている。 したがって、 日本の経済力や
技術力を積極的に海外に提供していくべきである。 ただし外交においては、 
周辺国の状勢を見極め、 孤立を避けつつも国益を守りながら、 自主自立の毅
然たる態度と行動を維持して臨まなければならない。

③ 時代に合わせ国政制度を改革する
国政選挙制度および各省庁、 公務員制度、 外郭団体等も含めた国政に関する
すべての制度を現状に即して改革する。

④ 既得権益構造体質や成長を阻害する規制の撤廃
既得権益構造を守る体質や成長を阻害する規制を廃止する方向を目指し自由
な企業活動を促進して経済活性化を図り、 公平な水準の所得税や法人税によ
る 「経済を成長させる税制」 も導入する。
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【日本人のあり方】

⑤ 歴史を学び、 有徳と日本人の自覚を持たせる教育制度に
わが国の伝統・文化・歴史を尊重し誇りと希望を持つことのできる教育を行う。 
特に従来怠りがちであった近現代史の教育に力を入れる。

⑥ 国民一人ひとりが考える力を持ち、自主自立の精神を養い、
　 国家の一翼を担う気概と責任を持つ
国民一人ひとりに考える力を付け自主自立の精神を養った上で、 愛国心・郷
土愛・責任感・規範意識を身に付ける有徳教育を施し、 国の一翼を担う気概・
責任・自覚を身に付けた日本人を育てる。

⑦ 世界を学び国際人・ 日本人としての誇りと自信を持つ
人を思いやる気持ち、 自然と共生し、資源を無駄にせず、モノを大事にする、
日本人が本来持っていたすばらしい姿を再生しながら、同時にその姿・精神
を世界へ広げていくことが今の日本に課せられている。そのため若者を中心
に世界を学ぶことなどにより、 これからの日本人は国際人・日本人としての
誇りと自信を持つ必要がある。

⑧ 男女共同参画社会を実現する
男女ともに性差の自覚を持ちつつ、その差別をなくし、女性の経済的自立を
支援し、 男女がそれぞれの能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現
を図る。
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【日本の経済・財政などのあり方】

⑨ 実質ＧＤＰ２％以上の経済成長、雇用の安定などによる
　 国民の生活の向上を図り、プライマリーバランスを確立させる
常に実質ＧＤＰ（国内総生産） ２％以上の経済成長率を目指し、雇用の安定、
収入確保などによる国民の生活の向上を図るとともに、健全財政のためにプ
ライマリーバランスの均衡を確保する。

⑩ 技術革新や社会構造の転換により、現状の原子力に依存した
　 経済構造からの脱却を図り、「脱・原発依存」 社会を目指す
安全・安心なエネルギー社会への転換が必要であるが、この転換には、新た
な技術・設備投資が求められる。すなわち「脱・原発依存」社会を目指す。
日本はもとより世界の英知を集め再生可能エネルギーの普及・促進、省エネ
ルギーの推進を目指し、 変革を阻止する壁を技術革新によって乗り越えると
きである。それが日本 が技術立国として世界に貢献しうる道でもある。

⑪ 災害等に敏速に対応できる体制を確立する
首都圏直下地震や南海トラフ等で想定される大災害対策を明らかにし、縦割
りでない一元的防災体制を確立する。国家的な緊急時には自衛隊出動が迅速
に行える制度などを確立する。

⑫ 公平で長期的に安心できる社会保障制度の確立
現行の年金や医療保険における負担と受給の公平性を、 世代間を含め確保し、
社会保障国民会議の議論を加速させて、わかりやすく持続可能な社会保障制
度を確立していく。
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２． 富士山頂論と具体的施策について

富士山への登山口は８つある。頂上を目指す目的が同じなら、どこから登っ
ても良いという富士山頂論のもとに生まれた希望日本の大局合意の精神によ
り希望あふれる日本を目指す目的のもと多くの同志がともに行動していく。

（細かい具体的な政策の中身は政治家・学者・専門家などの判断に任せる）

　希望あふれる日本を実現するためには、 政治 ・ 行政のなかで数多くの具体
的な政策が展開されていくことは言うまでもありません。ただ、 「投票実践行
動学」 の実践活動は、 私たちの原点の 活動、 現在・将来についての語り合い
に立脚します。学習により基本的知識を得ながらも、 個々の具体的な細かい
政策は打ち出していかなくても良いと考えています。
　というのもまず１つには、 すでに共産主義か資本主義かといったような大
きなイデオロギーの対立がなくなっており、その結果、大きな政策的な違い
も出なくなってきたからです。また、つねに時代は動いており、それととも
に時代に合った細かい具体的な政策も変わっていくからです。
　とすれば、 個々の細かい具体的な政策は政治家あるいは各分野の学者や専
門家などに委ねたほうが現実に適合します。また、政治家・学者・専門家な
どであればこそ現場から政策を発想することができるはずです。
　希望運動の政策面での方針としては、 柱となる大枠の政策項目は私たちが
学習により基本的知識を得ながら掲げ、 細かい具体的な政策では学者や専門
家の提案のなかから、 私たちが 推薦した政治家の判断に任せていくことにな
ります。細部の議論より、多くの人々の参集を求める「希望日本」の富士山
頂論の考え方、「大局合意」の精神に基づくものです。
　そのような観点から、 希望日本投票者の会では、 希望日本会議を通じ国会
議員に対し現場の実情を伝える活動をしていくことも大切な責務だと考えて
います。
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３． インターネットの特性を活かしてＳＮＳを活用し投票行動に
　新聞、 電報、 電話、 ラジオ、 テレビ、 インターネットなどのメディアは、そ
の出現が政治にも大きな影響を与えました。特に新聞、 ラジオ、 テレビ、イ
ンターネットなど大衆を相手にする メディアは政治の発展にも重要な役割を
果たしてきました。また、今でも果たし続けています。逆に言うと、政治が
より多くの国民の声を吸い上げるためにはそうしたメディアの力が絶対に欠
かせません。
　現代の最も新しいメディアこそがインターネットです。 これは多様な情報
を受け手に直接発信でき、受け手からも直接反応を得ることができます。 し
かも瞬時の伝達能力があり、大きなコストもか からず、通信での時間的な制
約もまったくありません。
　「投票実践行動学」 の実践活動すなわち希望運動は、 このインターネットを
使い、特にフェイスブックやツイッター、ＬＩＮＥなどの人類の英知に
より開発されたＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーク・サービス）を大いに活用
していきます。
　ただしリアルの活動は欠かすことはできません。
　希望日本投票者の会は 「希望あふれる日本へ」 の強い熱意と志、 責任感のも
とに、ＳＮＳを最大に活用しリアルとネットを融合した両輪の活動を力強
く進めて行きます。

４． 政治家をモニタリングし、 投票者が託せる政治家に
　「投票実践行動学」 の実践活動においては投票者が 「託せる政治家」 を選ぶわけで
すが、 一度選んで終わりではありません。
　その政治家には「託せる政治家」であり続けてもらう必要がありますので、
　「投票実践行動学」 の実践活動に基づき、 つねに政治家をモニタリングして
いきます。 もちろん、 そのためのシステムも具体的な形で構築しました。賛同国会
議員の国会・委員会等での発言を基本的にネッ ト上に公開します。
　モニタリングの結果、 「託せる政治家」であり続けるなら次の選挙でも支援し、 
引き続き活躍いただきたいと思います。 賛同議員として約束と異なる発言をするな
ど、 言動に疑問が生 じた政治家については、 次の選挙での対応を考えなければなり
ません。
　このようにモニタリングによって「政治家を選ぶ投票者」と「投票者に選ばれ
る政治家」 との間で良好な緊張関係が生まれれば、 その緊張関係のなかで政治
家はしっかりした仕事をして私たちの想いや希望を実現してくれるはずです。
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「投票実践行動学」 の理論と実践

１． 「３つの希望」 実現のための投票行動を
　   起こしていく

　現代の民主主義においては代議制が大前提です。 投票する 「投票者」 と投票
される 「政治家」 に分かれてそれぞれ異なる役割を果たしています。
　そこで、 党派を超えた投票者運動である 「希望運動」 では従来とは発想を逆
転させ、 国民・投票者側が国民の目線で不安・希望についての語り合いを経
て国のあるべき姿、 希望、 課題を提示し、 それに賛同する政治家・議員を選挙
で応援し、 国会へ送り、 私たちの希望を政策に反映し実現していただくこと
が私たちの運動と考えています。
　希望運動すなわち、 「投票実践行動学」 の実践活動の考え方では、 代議制に
おける投票者の立場を自覚し、 より多くの同じ志を持つ投票者が集って「３

つの希望」実現のための投票行動を実践していきます。
　「３つの希望」とは、国のあり方、 日本人のあり方、 日本の経済・財政など
のあり方です。 「３つの希望」 の実現に向けて希望運動に賛同する 「託せる国
会議員」を私たちの投票行動によって支援していきます。
　民主主義の多数決の原理に基づき多くの国会議員を国会へ送るためには投

票行動を行う投票者の数こそが決め手であり、力であります。「希望日本」
では週２回学習交流会を開催、 ネット上で誰でも無料で学べる 「希望
大学」 なども開設、 リアルとネットを融合した活動を進めています

２. 全国の投票者に投票の義務を訴えて、 
　  棄権をなくしていく

　衆議院総選挙 ・ 参議院選挙という 国政選挙では日本人有権者のうちのおお
よそ半数が投票を棄権しているのが現状です。 また政治が良くわからない、 
選挙でだれに投票すればいいのかわからないという有権者が多いことも事実
です。希望あふれる日本にするためには国民自身が積極的に政治に関心を持

たなければなりません。その大前提が選挙での投票です。投票しない人
には政治への発言権はありません。            
　とすれば、 投票権は権利というより も国民の義務であり、 投票者にはきち
んと投票権を行使することが強く求められます。政治をより身近なものと考
え、この投票の義務を果たしてもらい、棄権をなくしていくことが、そもそ
も「投票実践行動学」の実践活動の基本的な考え方であります。「希望日本投
票者の会」 では託せる政治家を選ぶことができるため投票者として積極的に
行動していくことができます。

３． 投票者の希望を託せる政治家に実行してもらう

　勉強していない政治家は秀才揃いの官僚に言いくるめられてしまいます。
そうなると投票者の想いや希望を政治で実現するどころか、 官僚組織からコ
ントロールされるようになってしまうでしょう。 これまで官僚組織と既得権
益層の拡大が防げなかったのもそのためもあったと思います。

　「投票実践行動学」 の実践活動に基づき、 国民の声を聞き、 政治家にしっ
かりと把握してもらい、 それによって官僚組織をコントロールしていただ
き、投票者の想いや希望を実現していくように動いてもらうことが重要です。
　こうした考え方から私たち国民・投票者の現場をよりよく知ってもらえる

ように、国会議員と希望日本メンバーで構成する 「希望日本会議」 を設立
しました。まずは、 構成賛同議員が 「希望日本」 で独自に講演した内容を動画
映像として公開しています。

５．地方議員（希望日本賛同国会議員推薦者）対象
　　インターネットコミュニケーション戦略講座
　

　現在、希望日本の会運動に賛同する国会議員を国会に送ることを第一の目的と
する「賛同国会議員活動報告サポートプロジェクト」を実施しています。賛同国
会議員が推薦する地方議員およびスタッフを対象とする、希望日本の会が推進す
る「投票実践行動学」や「富士山頂論」などについても学ぶ、「地方議員対象・インター
ネットコミュニケーション戦略講座」を開催します。

　① 内容
　　（１）「地方議員のためのインターネット情報戦略」講習
　　
　　（２）「地方議員のためのインターネット活用法」講習
　　
　　（３）「地方議員のための効果的な動画・写真活用法」講習
　　
　② 開講時期
　　・平成２７年１月頃予定
　　　　　　　
　③ 対象
　　・希望日本賛同議員が推薦する地方議員およびスタッフ

　④ 場所
　　・希望日本投票者の会本部（赤坂三会堂ビル 2 階　プラザスタジオ）
　　・インターネットをフルで活用

　⑤ 費用
　　・無料
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「投票実践行動学」 の理論と実践

１． 「３つの希望」 実現のための投票行動を
　   起こしていく

　現代の民主主義においては代議制が大前提です。 投票する 「投票者」 と投票
される 「政治家」 に分かれてそれぞれ異なる役割を果たしています。
　そこで、 党派を超えた投票者運動である 「希望運動」 では従来とは発想を逆
転させ、 国民・投票者側が国民の目線で不安・希望についての語り合いを経
て国のあるべき姿、 希望、 課題を提示し、 それに賛同する政治家・議員を選挙
で応援し、 国会へ送り、 私たちの希望を政策に反映し実現していただくこと
が私たちの運動と考えています。
　希望運動すなわち、 「投票実践行動学」 の実践活動の考え方では、 代議制に
おける投票者の立場を自覚し、 より多くの同じ志を持つ投票者が集って「３

つの希望」実現のための投票行動を実践していきます。
　「３つの希望」とは、国のあり方、 日本人のあり方、 日本の経済・財政など
のあり方です。 「３つの希望」 の実現に向けて希望運動に賛同する 「託せる国
会議員」を私たちの投票行動によって支援していきます。
　民主主義の多数決の原理に基づき多くの国会議員を国会へ送るためには投

票行動を行う投票者の数こそが決め手であり、力であります。「希望日本」
では週２回学習交流会を開催、 ネット上で誰でも無料で学べる 「希望
大学」 なども開設、 リアルとネットを融合した活動を進めています

２. 全国の投票者に投票の義務を訴えて、 
　  棄権をなくしていく

　衆議院総選挙 ・ 参議院選挙という 国政選挙では日本人有権者のうちのおお
よそ半数が投票を棄権しているのが現状です。 また政治が良くわからない、 
選挙でだれに投票すればいいのかわからないという有権者が多いことも事実
です。希望あふれる日本にするためには国民自身が積極的に政治に関心を持

たなければなりません。その大前提が選挙での投票です。投票しない人
には政治への発言権はありません。            
　とすれば、 投票権は権利というより も国民の義務であり、 投票者にはきち
んと投票権を行使することが強く求められます。政治をより身近なものと考
え、この投票の義務を果たしてもらい、棄権をなくしていくことが、そもそ
も「投票実践行動学」の実践活動の基本的な考え方であります。「希望日本投
票者の会」 では託せる政治家を選ぶことができるため投票者として積極的に
行動していくことができます。

３． 投票者の希望を託せる政治家に実行してもらう

　勉強していない政治家は秀才揃いの官僚に言いくるめられてしまいます。
そうなると投票者の想いや希望を政治で実現するどころか、 官僚組織からコ
ントロールされるようになってしまうでしょう。 これまで官僚組織と既得権
益層の拡大が防げなかったのもそのためもあったと思います。

　「投票実践行動学」 の実践活動に基づき、 国民の声を聞き、 政治家にしっ
かりと把握してもらい、 それによって官僚組織をコントロールしていただ
き、投票者の想いや希望を実現していくように動いてもらうことが重要です。
　こうした考え方から私たち国民・投票者の現場をよりよく知ってもらえる

ように、国会議員と希望日本メンバーで構成する 「希望日本会議」 を設立
しました。まずは、 構成賛同議員が 「希望日本」 で独自に講演した内容を動画
映像として公開しています。

６．議員立法など
　　～希望実現に向けた政策化の具体的方法～
　

希望あふれる日本を実現するには、みんなで現在や将来を語り合い、それをこ
うなってほしいという希望にまとめ、それを賛同してくれる政治家に託し、そ
の政治家をみんなの投票行動で国会に送り、政策として実現してもらうことが
必要です。政策実現の具体的方法が賛同議員による議員立法などです。希望日
本は、議員立法などのため大きく３つの活動を推進していきます。

　第 2 ステージ新たな 3 つの活動
　１. 希望日本メンバーと賛同国会議員との連携活動、すなわち希望日本会議
　 　 テーマ部会での議論などを深め、国の政策に反映、賛同国会議員による
　 　 議員立法などを具体化させる
　２. 希望日本会議の活動を活発化させ、希望日本メンバーを増やし同時により
　 　 多くの国会議員に賛同いただくことで組織充実を図り、国の政策への反映、
　 　 賛同国会議員による議員立法化などを高める
　３. 賛同国会議員による議員立法などの支援のため、希望拓志塾で政策立案に
　 　 寄与できる人材の育成と、具体的な議員立法などの作成への協力を行う
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「投票実践行動学」 の理論と実践

１． 「３つの希望」 実現のための投票行動を
　   起こしていく

　現代の民主主義においては代議制が大前提です。 投票する 「投票者」 と投票
される 「政治家」 に分かれてそれぞれ異なる役割を果たしています。
　そこで、 党派を超えた投票者運動である 「希望運動」 では従来とは発想を逆
転させ、 国民・投票者側が国民の目線で不安・希望についての語り合いを経
て国のあるべき姿、 希望、 課題を提示し、 それに賛同する政治家・議員を選挙
で応援し、 国会へ送り、 私たちの希望を政策に反映し実現していただくこと
が私たちの運動と考えています。
　希望運動すなわち、 「投票実践行動学」 の実践活動の考え方では、 代議制に
おける投票者の立場を自覚し、 より多くの同じ志を持つ投票者が集って「３

つの希望」実現のための投票行動を実践していきます。
　「３つの希望」とは、国のあり方、 日本人のあり方、 日本の経済・財政など
のあり方です。 「３つの希望」 の実現に向けて希望運動に賛同する 「託せる国
会議員」を私たちの投票行動によって支援していきます。
　民主主義の多数決の原理に基づき多くの国会議員を国会へ送るためには投

票行動を行う投票者の数こそが決め手であり、力であります。「希望日本」
では週２回学習交流会を開催、 ネット上で誰でも無料で学べる 「希望
大学」 なども開設、 リアルとネットを融合した活動を進めています

２. 全国の投票者に投票の義務を訴えて、 
　  棄権をなくしていく

　衆議院総選挙 ・ 参議院選挙という 国政選挙では日本人有権者のうちのおお
よそ半数が投票を棄権しているのが現状です。 また政治が良くわからない、 
選挙でだれに投票すればいいのかわからないという有権者が多いことも事実
です。希望あふれる日本にするためには国民自身が積極的に政治に関心を持

たなければなりません。その大前提が選挙での投票です。投票しない人
には政治への発言権はありません。            
　とすれば、 投票権は権利というより も国民の義務であり、 投票者にはきち
んと投票権を行使することが強く求められます。政治をより身近なものと考
え、この投票の義務を果たしてもらい、棄権をなくしていくことが、そもそ
も「投票実践行動学」の実践活動の基本的な考え方であります。「希望日本投
票者の会」 では託せる政治家を選ぶことができるため投票者として積極的に
行動していくことができます。

３． 投票者の希望を託せる政治家に実行してもらう

　勉強していない政治家は秀才揃いの官僚に言いくるめられてしまいます。
そうなると投票者の想いや希望を政治で実現するどころか、 官僚組織からコ
ントロールされるようになってしまうでしょう。 これまで官僚組織と既得権
益層の拡大が防げなかったのもそのためもあったと思います。

　「投票実践行動学」 の実践活動に基づき、 国民の声を聞き、 政治家にしっ
かりと把握してもらい、 それによって官僚組織をコントロールしていただ
き、投票者の想いや希望を実現していくように動いてもらうことが重要です。
　こうした考え方から私たち国民・投票者の現場をよりよく知ってもらえる

ように、国会議員と希望日本メンバーで構成する 「希望日本会議」 を設立
しました。まずは、 構成賛同議員が 「希望日本」 で独自に講演した内容を動画
映像として公開しています。

解説編

「投票実践行動学」　の理論と実践　
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「投票実践行動学」 の理論と実践

１． 「３つの希望」 実現のための投票行動を
　   起こしていく

　現代の民主主義においては代議制が大前提です。 投票する 「投票者」 と投票
される 「政治家」 に分かれてそれぞれ異なる役割を果たしています。
　そこで、 党派を超えた投票者運動である 「希望運動」 では従来とは発想を逆
転させ、 国民・投票者側が国民の目線で不安・希望についての語り合いを経
て国のあるべき姿、 希望、 課題を提示し、 それに賛同する政治家・議員を選挙
で応援し、 国会へ送り、 私たちの希望を政策に反映し実現していただくこと
が私たちの運動と考えています。
　希望運動すなわち、 「投票実践行動学」 の実践活動の考え方では、 代議制に
おける投票者の立場を自覚し、 より多くの同じ志を持つ投票者が集って「３

つの希望」実現のための投票行動を実践していきます。
　「３つの希望」とは、国のあり方、 日本人のあり方、 日本の経済・財政など
のあり方です。 「３つの希望」 の実現に向けて希望運動に賛同する 「託せる国
会議員」を私たちの投票行動によって支援していきます。
　民主主義の多数決の原理に基づき多くの国会議員を国会へ送るためには投

票行動を行う投票者の数こそが決め手であり、力であります。「希望日本」
では週２回学習交流会を開催、 ネット上で誰でも無料で学べる 「希望
大学」 なども開設、 リアルとネットを融合した活動を進めています

２. 全国の投票者に投票の義務を訴えて、 
　  棄権をなくしていく

　衆議院総選挙 ・ 参議院選挙という 国政選挙では日本人有権者のうちのおお
よそ半数が投票を棄権しているのが現状です。 また政治が良くわからない、 
選挙でだれに投票すればいいのかわからないという有権者が多いことも事実
です。希望あふれる日本にするためには国民自身が積極的に政治に関心を持

たなければなりません。その大前提が選挙での投票です。投票しない人
には政治への発言権はありません。            
　とすれば、 投票権は権利というより も国民の義務であり、 投票者にはきち
んと投票権を行使することが強く求められます。政治をより身近なものと考
え、この投票の義務を果たしてもらい、棄権をなくしていくことが、そもそ
も「投票実践行動学」の実践活動の基本的な考え方であります。「希望日本投
票者の会」 では託せる政治家を選ぶことができるため投票者として積極的に
行動していくことができます。

３． 投票者の希望を託せる政治家に実行してもらう

　勉強していない政治家は秀才揃いの官僚に言いくるめられてしまいます。
そうなると投票者の想いや希望を政治で実現するどころか、 官僚組織からコ
ントロールされるようになってしまうでしょう。 これまで官僚組織と既得権
益層の拡大が防げなかったのもそのためもあったと思います。

　「投票実践行動学」 の実践活動に基づき、 国民の声を聞き、 政治家にしっ
かりと把握してもらい、 それによって官僚組織をコントロールしていただ
き、投票者の想いや希望を実現していくように動いてもらうことが重要です。
　こうした考え方から私たち国民・投票者の現場をよりよく知ってもらえる

ように、国会議員と希望日本メンバーで構成する 「希望日本会議」 を設立
しました。まずは、 構成賛同議員が 「希望日本」 で独自に講演した内容を動画
映像として公開しています。
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「投票実践行動学」 の理論と実践

１． 「３つの希望」 実現のための投票行動を
　   起こしていく

　現代の民主主義においては代議制が大前提です。 投票する 「投票者」 と投票
される 「政治家」 に分かれてそれぞれ異なる役割を果たしています。
　そこで、 党派を超えた投票者運動である 「希望運動」 では従来とは発想を逆
転させ、 国民・投票者側が国民の目線で不安・希望についての語り合いを経
て国のあるべき姿、 希望、 課題を提示し、 それに賛同する政治家・議員を選挙
で応援し、 国会へ送り、 私たちの希望を政策に反映し実現していただくこと
が私たちの運動と考えています。
　希望運動すなわち、 「投票実践行動学」 の実践活動の考え方では、 代議制に
おける投票者の立場を自覚し、 より多くの同じ志を持つ投票者が集って「３

つの希望」実現のための投票行動を実践していきます。
　「３つの希望」とは、国のあり方、 日本人のあり方、 日本の経済・財政など
のあり方です。 「３つの希望」 の実現に向けて希望運動に賛同する 「託せる国
会議員」を私たちの投票行動によって支援していきます。
　民主主義の多数決の原理に基づき多くの国会議員を国会へ送るためには投

票行動を行う投票者の数こそが決め手であり、力であります。「希望日本」
では週２回学習交流会を開催、 ネット上で誰でも無料で学べる 「希望
大学」 なども開設、 リアルとネットを融合した活動を進めています

２. 全国の投票者に投票の義務を訴えて、 
　  棄権をなくしていく

　衆議院総選挙 ・ 参議院選挙という 国政選挙では日本人有権者のうちのおお
よそ半数が投票を棄権しているのが現状です。 また政治が良くわからない、 
選挙でだれに投票すればいいのかわからないという有権者が多いことも事実
です。希望あふれる日本にするためには国民自身が積極的に政治に関心を持

たなければなりません。その大前提が選挙での投票です。投票しない人
には政治への発言権はありません。            
　とすれば、 投票権は権利というより も国民の義務であり、 投票者にはきち
んと投票権を行使することが強く求められます。政治をより身近なものと考
え、この投票の義務を果たしてもらい、棄権をなくしていくことが、そもそ
も「投票実践行動学」の実践活動の基本的な考え方であります。「希望日本投
票者の会」 では託せる政治家を選ぶことができるため投票者として積極的に
行動していくことができます。

３． 投票者の希望を託せる政治家に実行してもらう

　勉強していない政治家は秀才揃いの官僚に言いくるめられてしまいます。
そうなると投票者の想いや希望を政治で実現するどころか、 官僚組織からコ
ントロールされるようになってしまうでしょう。 これまで官僚組織と既得権
益層の拡大が防げなかったのもそのためもあったと思います。

　「投票実践行動学」 の実践活動に基づき、 国民の声を聞き、 政治家にしっ
かりと把握してもらい、 それによって官僚組織をコントロールしていただ
き、投票者の想いや希望を実現していくように動いてもらうことが重要です。
　こうした考え方から私たち国民・投票者の現場をよりよく知ってもらえる

ように、国会議員と希望日本メンバーで構成する 「希望日本会議」 を設立
しました。まずは、 構成賛同議員が 「希望日本」 で独自に講演した内容を動画
映像として公開しています。
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「投票実践行動学」 の理論と実践

１． 「３つの希望」 実現のための投票行動を
　   起こしていく

　現代の民主主義においては代議制が大前提です。 投票する 「投票者」 と投票
される 「政治家」 に分かれてそれぞれ異なる役割を果たしています。
　そこで、 党派を超えた投票者運動である 「希望運動」 では従来とは発想を逆
転させ、 国民・投票者側が国民の目線で不安・希望についての語り合いを経
て国のあるべき姿、 希望、 課題を提示し、 それに賛同する政治家・議員を選挙
で応援し、 国会へ送り、 私たちの希望を政策に反映し実現していただくこと
が私たちの運動と考えています。
　希望運動すなわち、 「投票実践行動学」 の実践活動の考え方では、 代議制に
おける投票者の立場を自覚し、 より多くの同じ志を持つ投票者が集って「３

つの希望」実現のための投票行動を実践していきます。
　「３つの希望」とは、国のあり方、 日本人のあり方、 日本の経済・財政など
のあり方です。 「３つの希望」 の実現に向けて希望運動に賛同する 「託せる国
会議員」を私たちの投票行動によって支援していきます。
　民主主義の多数決の原理に基づき多くの国会議員を国会へ送るためには投

票行動を行う投票者の数こそが決め手であり、力であります。「希望日本」
では週２回学習交流会を開催、 ネット上で誰でも無料で学べる 「希望
大学」 なども開設、 リアルとネットを融合した活動を進めています

２. 全国の投票者に投票の義務を訴えて、 
　  棄権をなくしていく

　衆議院総選挙 ・ 参議院選挙という 国政選挙では日本人有権者のうちのおお
よそ半数が投票を棄権しているのが現状です。 また政治が良くわからない、 
選挙でだれに投票すればいいのかわからないという有権者が多いことも事実
です。希望あふれる日本にするためには国民自身が積極的に政治に関心を持

たなければなりません。その大前提が選挙での投票です。投票しない人
には政治への発言権はありません。            
　とすれば、 投票権は権利というより も国民の義務であり、 投票者にはきち
んと投票権を行使することが強く求められます。政治をより身近なものと考
え、この投票の義務を果たしてもらい、棄権をなくしていくことが、そもそ
も「投票実践行動学」の実践活動の基本的な考え方であります。「希望日本投
票者の会」 では託せる政治家を選ぶことができるため投票者として積極的に
行動していくことができます。

３． 投票者の希望を託せる政治家に実行してもらう

　勉強していない政治家は秀才揃いの官僚に言いくるめられてしまいます。
そうなると投票者の想いや希望を政治で実現するどころか、 官僚組織からコ
ントロールされるようになってしまうでしょう。 これまで官僚組織と既得権
益層の拡大が防げなかったのもそのためもあったと思います。

　「投票実践行動学」 の実践活動に基づき、 国民の声を聞き、 政治家にしっ
かりと把握してもらい、 それによって官僚組織をコントロールしていただ
き、投票者の想いや希望を実現していくように動いてもらうことが重要です。
　こうした考え方から私たち国民・投票者の現場をよりよく知ってもらえる

ように、国会議員と希望日本メンバーで構成する 「希望日本会議」 を設立
しました。まずは、 構成賛同議員が 「希望日本」 で独自に講演した内容を動画
映像として公開しています。
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「投票実践行動学」 の理論と実践

１． 「３つの希望」 実現のための投票行動を
　   起こしていく

　現代の民主主義においては代議制が大前提です。 投票する 「投票者」 と投票
される 「政治家」 に分かれてそれぞれ異なる役割を果たしています。
　そこで、 党派を超えた投票者運動である 「希望運動」 では従来とは発想を逆
転させ、 国民・投票者側が国民の目線で不安・希望についての語り合いを経
て国のあるべき姿、 希望、 課題を提示し、 それに賛同する政治家・議員を選挙
で応援し、 国会へ送り、 私たちの希望を政策に反映し実現していただくこと
が私たちの運動と考えています。
　希望運動すなわち、 「投票実践行動学」 の実践活動の考え方では、 代議制に
おける投票者の立場を自覚し、 より多くの同じ志を持つ投票者が集って「３

つの希望」実現のための投票行動を実践していきます。
　「３つの希望」とは、国のあり方、 日本人のあり方、 日本の経済・財政など
のあり方です。 「３つの希望」 の実現に向けて希望運動に賛同する 「託せる国
会議員」を私たちの投票行動によって支援していきます。
　民主主義の多数決の原理に基づき多くの国会議員を国会へ送るためには投

票行動を行う投票者の数こそが決め手であり、力であります。「希望日本」
では週２回学習交流会を開催、 ネット上で誰でも無料で学べる 「希望
大学」 なども開設、 リアルとネットを融合した活動を進めています

２. 全国の投票者に投票の義務を訴えて、 
　  棄権をなくしていく

　衆議院総選挙 ・ 参議院選挙という 国政選挙では日本人有権者のうちのおお
よそ半数が投票を棄権しているのが現状です。 また政治が良くわからない、 
選挙でだれに投票すればいいのかわからないという有権者が多いことも事実
です。希望あふれる日本にするためには国民自身が積極的に政治に関心を持

たなければなりません。その大前提が選挙での投票です。投票しない人
には政治への発言権はありません。            
　とすれば、 投票権は権利というより も国民の義務であり、 投票者にはきち
んと投票権を行使することが強く求められます。政治をより身近なものと考
え、この投票の義務を果たしてもらい、棄権をなくしていくことが、そもそ
も「投票実践行動学」の実践活動の基本的な考え方であります。「希望日本投
票者の会」 では託せる政治家を選ぶことができるため投票者として積極的に
行動していくことができます。

３． 投票者の希望を託せる政治家に実行してもらう

　勉強していない政治家は秀才揃いの官僚に言いくるめられてしまいます。
そうなると投票者の想いや希望を政治で実現するどころか、 官僚組織からコ
ントロールされるようになってしまうでしょう。 これまで官僚組織と既得権
益層の拡大が防げなかったのもそのためもあったと思います。

　「投票実践行動学」 の実践活動に基づき、 国民の声を聞き、 政治家にしっ
かりと把握してもらい、 それによって官僚組織をコントロールしていただ
き、投票者の想いや希望を実現していくように動いてもらうことが重要です。
　こうした考え方から私たち国民・投票者の現場をよりよく知ってもらえる

ように、国会議員と希望日本メンバーで構成する 「希望日本会議」 を設立
しました。まずは、 構成賛同議員が 「希望日本」 で独自に講演した内容を動画
映像として公開しています。

４． ポピュリズムからの脱却を目指し、そして
　　「有権者から投票者へ」 を目指して
　　「かしこい投票者」 となる

　日本は民主主義社会ですが、最近では民主主義の悪い側面である衆愚状況
が広がってきていることも残念ながら否定できません。 このままいくと、政
治は衆愚政治、あるいはポピュリズム （大衆迎合主義） へと堕落してしまい
ます。
　これを阻止するためには投票者がまず政治をよく学び、 「託せる政治家」 を
選ぶという投票者による表裏一体の行為が絶対に求められます。
　投票者も 「託せる政治家」 をきちんと選べるように政策の基本を学ぶなど
勉強を重ねていかなければなりません。希望日本では、 ポピュリズムから脱
却するために「かしこい投票者」 の育成を行います。   
　そもそも現在、 約４０％・４０００万人ほどの人たちが投票をしておりま
せん。４割の方々の棄権は、少数の組織票で国の政治が決まってしまうこと
を意味し、それはとりもなおさず民主主義の危機・崩壊につながります。投
票せずに棄権してきた４０００万人の有権者、政治が良くわからない、選挙
でだれに投票すればいいのかわからないという有権者を 「有権者から投票者」 
に導き、 希望あふれる日本を実現しなければなりません。
　そのためにまず私たちの原点としての活動、 現在・将来についての語り合
いを行い、またネット上で「希望大学」を設け、さらには「希望拓志塾」を
開設してまいります。 「希望大学」は、 「かしこい投票者」をつくるべく、 ネッ
ト上で誰でも無料で学べるフランクな学習機関。実践活動を積み重ねる中か
ら学問 「投票実践行動学」 の確立を目指してまいりますが、 同学を究めたいと
考える方々向けに 「希望拓志塾」 という学究の場も設けます。
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「投票実践行動学」 の理論と実践

１． 「３つの希望」 実現のための投票行動を
　   起こしていく

　現代の民主主義においては代議制が大前提です。 投票する 「投票者」 と投票
される 「政治家」 に分かれてそれぞれ異なる役割を果たしています。
　そこで、 党派を超えた投票者運動である 「希望運動」 では従来とは発想を逆
転させ、 国民・投票者側が国民の目線で不安・希望についての語り合いを経
て国のあるべき姿、 希望、 課題を提示し、 それに賛同する政治家・議員を選挙
で応援し、 国会へ送り、 私たちの希望を政策に反映し実現していただくこと
が私たちの運動と考えています。
　希望運動すなわち、 「投票実践行動学」 の実践活動の考え方では、 代議制に
おける投票者の立場を自覚し、 より多くの同じ志を持つ投票者が集って「３

つの希望」実現のための投票行動を実践していきます。
　「３つの希望」とは、国のあり方、 日本人のあり方、 日本の経済・財政など
のあり方です。 「３つの希望」 の実現に向けて希望運動に賛同する 「託せる国
会議員」を私たちの投票行動によって支援していきます。
　民主主義の多数決の原理に基づき多くの国会議員を国会へ送るためには投

票行動を行う投票者の数こそが決め手であり、力であります。「希望日本」
では週２回学習交流会を開催、 ネット上で誰でも無料で学べる 「希望
大学」 なども開設、 リアルとネットを融合した活動を進めています

２. 全国の投票者に投票の義務を訴えて、 
　  棄権をなくしていく

　衆議院総選挙 ・ 参議院選挙という 国政選挙では日本人有権者のうちのおお
よそ半数が投票を棄権しているのが現状です。 また政治が良くわからない、 
選挙でだれに投票すればいいのかわからないという有権者が多いことも事実
です。希望あふれる日本にするためには国民自身が積極的に政治に関心を持

たなければなりません。その大前提が選挙での投票です。投票しない人
には政治への発言権はありません。            
　とすれば、 投票権は権利というより も国民の義務であり、 投票者にはきち
んと投票権を行使することが強く求められます。政治をより身近なものと考
え、この投票の義務を果たしてもらい、棄権をなくしていくことが、そもそ
も「投票実践行動学」の実践活動の基本的な考え方であります。「希望日本投
票者の会」 では託せる政治家を選ぶことができるため投票者として積極的に
行動していくことができます。

３． 投票者の希望を託せる政治家に実行してもらう

　勉強していない政治家は秀才揃いの官僚に言いくるめられてしまいます。
そうなると投票者の想いや希望を政治で実現するどころか、 官僚組織からコ
ントロールされるようになってしまうでしょう。 これまで官僚組織と既得権
益層の拡大が防げなかったのもそのためもあったと思います。

　「投票実践行動学」 の実践活動に基づき、 国民の声を聞き、 政治家にしっ
かりと把握してもらい、 それによって官僚組織をコントロールしていただ
き、投票者の想いや希望を実現していくように動いてもらうことが重要です。
　こうした考え方から私たち国民・投票者の現場をよりよく知ってもらえる

ように、国会議員と希望日本メンバーで構成する 「希望日本会議」 を設立
しました。まずは、 構成賛同議員が 「希望日本」 で独自に講演した内容を動画
映像として公開しています。

５． 「託せる政治家」 を選択し、 新しい投票先を求めて
　　いる人たちの投票の受け皿となる

　棄権する人たちは現状に対する認識から既得権益層を支持しなくなったた
めに投票先を見失っています。また、農業関係団体、医療関係団体、原子力ムラ、
労働関係団体など既得権益層の構成員総数は以前よりも減少しました。 これ
は実際の選挙の投票数にも現れています。
　投票せずに棄権してきた多くの日本国民も、 軍事力をアピールする中国な
どを前にして不安を感じるようになってきました。 そのため日本の安全もこ
のままでは守れないと気付いて政治に関心を持つようになっています。
　とすれば、 棄権している人たち、さらに既得権益層を支持しなくなった人
たちは今、新しい投票先を探し求めていると言えるでしょう。 そこで、 投票

すべき政治家を選択し、 この新しい投票先としての受け皿になることが
やはり 「投票実践行動学」 の実践活動を掲げる 「希望日本投票者の会」 の大き
な役割です。
　この投票すべき政治家とはもちろん、 「託せる政治家」 のことを指していま
す。重ねて言えば、「託せる政治家」とは「日本、世界、国民の未来のために、
勇気と創造力と断固たる気概を持って、 国のあり方、 日本人のあり方、 日本の
経済・財政などのあり方を考え、 これらの実現に向けて全力で実行できる人」
です。 
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あなたも「希望運動」に、ぜひご参加ください。
そして一緒に、希望あふれる日本をつくりましょう！

■希望日本の活動についてはホームページ等で詳細を公開しています。

※検索エンジンで「希望日本」で検索、
トップに掲載される「希望日本チャンネル（kibo チャン！）」をご覧ください。

「希望日本チャンネル」から、

　・交流会の申込み
　・希望日本のメールマガジンの申込

が出来ます。また、

　・希望日本投票者の会の活動内容
　・無料オンライン講習動画配信の希望大学
　・希望日本賛同議員の国会での発言を検索できる希望日本研究所

などの情報を掲載していますので是非ご覧ください。

検 索希望日本
Click!!

みんなで行動しよう！！

■ＱＲコードでのご登録はこちらから

http://www.kibounippon.jp/

「投票実践行動学」 の理論と実践

１． 「３つの希望」 実現のための投票行動を
　   起こしていく

　現代の民主主義においては代議制が大前提です。 投票する 「投票者」 と投票
される 「政治家」 に分かれてそれぞれ異なる役割を果たしています。
　そこで、 党派を超えた投票者運動である 「希望運動」 では従来とは発想を逆
転させ、 国民・投票者側が国民の目線で不安・希望についての語り合いを経
て国のあるべき姿、 希望、 課題を提示し、 それに賛同する政治家・議員を選挙
で応援し、 国会へ送り、 私たちの希望を政策に反映し実現していただくこと
が私たちの運動と考えています。
　希望運動すなわち、 「投票実践行動学」 の実践活動の考え方では、 代議制に
おける投票者の立場を自覚し、 より多くの同じ志を持つ投票者が集って「３

つの希望」実現のための投票行動を実践していきます。
　「３つの希望」とは、国のあり方、 日本人のあり方、 日本の経済・財政など
のあり方です。 「３つの希望」 の実現に向けて希望運動に賛同する 「託せる国
会議員」を私たちの投票行動によって支援していきます。
　民主主義の多数決の原理に基づき多くの国会議員を国会へ送るためには投

票行動を行う投票者の数こそが決め手であり、力であります。「希望日本」
では週２回学習交流会を開催、 ネット上で誰でも無料で学べる 「希望
大学」 なども開設、 リアルとネットを融合した活動を進めています

２. 全国の投票者に投票の義務を訴えて、 
　  棄権をなくしていく

　衆議院総選挙 ・ 参議院選挙という 国政選挙では日本人有権者のうちのおお
よそ半数が投票を棄権しているのが現状です。 また政治が良くわからない、 
選挙でだれに投票すればいいのかわからないという有権者が多いことも事実
です。希望あふれる日本にするためには国民自身が積極的に政治に関心を持

たなければなりません。その大前提が選挙での投票です。投票しない人
には政治への発言権はありません。            
　とすれば、 投票権は権利というより も国民の義務であり、 投票者にはきち
んと投票権を行使することが強く求められます。政治をより身近なものと考
え、この投票の義務を果たしてもらい、棄権をなくしていくことが、そもそ
も「投票実践行動学」の実践活動の基本的な考え方であります。「希望日本投
票者の会」 では託せる政治家を選ぶことができるため投票者として積極的に
行動していくことができます。

３． 投票者の希望を託せる政治家に実行してもらう

　勉強していない政治家は秀才揃いの官僚に言いくるめられてしまいます。
そうなると投票者の想いや希望を政治で実現するどころか、 官僚組織からコ
ントロールされるようになってしまうでしょう。 これまで官僚組織と既得権
益層の拡大が防げなかったのもそのためもあったと思います。

　「投票実践行動学」 の実践活動に基づき、 国民の声を聞き、 政治家にしっ
かりと把握してもらい、 それによって官僚組織をコントロールしていただ
き、投票者の想いや希望を実現していくように動いてもらうことが重要です。
　こうした考え方から私たち国民・投票者の現場をよりよく知ってもらえる

ように、国会議員と希望日本メンバーで構成する 「希望日本会議」 を設立
しました。まずは、 構成賛同議員が 「希望日本」 で独自に講演した内容を動画
映像として公開しています。
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て国のあるべき姿、 希望、 課題を提示し、 それに賛同する政治家・議員を選挙
で応援し、 国会へ送り、 私たちの希望を政策に反映し実現していただくこと
が私たちの運動と考えています。
　希望運動すなわち、 「投票実践行動学」 の実践活動の考え方では、 代議制に
おける投票者の立場を自覚し、 より多くの同じ志を持つ投票者が集って「３

つの希望」実現のための投票行動を実践していきます。
　「３つの希望」とは、国のあり方、 日本人のあり方、 日本の経済・財政など
のあり方です。 「３つの希望」 の実現に向けて希望運動に賛同する 「託せる国
会議員」を私たちの投票行動によって支援していきます。
　民主主義の多数決の原理に基づき多くの国会議員を国会へ送るためには投

票行動を行う投票者の数こそが決め手であり、力であります。「希望日本」
では週２回学習交流会を開催、 ネット上で誰でも無料で学べる 「希望
大学」 なども開設、 リアルとネットを融合した活動を進めています

２. 全国の投票者に投票の義務を訴えて、 
　  棄権をなくしていく

　衆議院総選挙 ・ 参議院選挙という 国政選挙では日本人有権者のうちのおお
よそ半数が投票を棄権しているのが現状です。 また政治が良くわからない、 
選挙でだれに投票すればいいのかわからないという有権者が多いことも事実
です。希望あふれる日本にするためには国民自身が積極的に政治に関心を持

たなければなりません。その大前提が選挙での投票です。投票しない人
には政治への発言権はありません。            
　とすれば、 投票権は権利というより も国民の義務であり、 投票者にはきち
んと投票権を行使することが強く求められます。政治をより身近なものと考
え、この投票の義務を果たしてもらい、棄権をなくしていくことが、そもそ
も「投票実践行動学」の実践活動の基本的な考え方であります。「希望日本投
票者の会」 では託せる政治家を選ぶことができるため投票者として積極的に
行動していくことができます。

３． 投票者の希望を託せる政治家に実行してもらう

　勉強していない政治家は秀才揃いの官僚に言いくるめられてしまいます。
そうなると投票者の想いや希望を政治で実現するどころか、 官僚組織からコ
ントロールされるようになってしまうでしょう。 これまで官僚組織と既得権
益層の拡大が防げなかったのもそのためもあったと思います。

　「投票実践行動学」 の実践活動に基づき、 国民の声を聞き、 政治家にしっ
かりと把握してもらい、 それによって官僚組織をコントロールしていただ
き、投票者の想いや希望を実現していくように動いてもらうことが重要です。
　こうした考え方から私たち国民・投票者の現場をよりよく知ってもらえる

ように、国会議員と希望日本メンバーで構成する 「希望日本会議」 を設立
しました。まずは、 構成賛同議員が 「希望日本」 で独自に講演した内容を動画
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希望
『志の鐘』

成功は「志」の強さで決まる
常に明確な「志」を持ち
それに向かって顔を上げ

「今」に集中し一歩一歩、歩み続けよう
そこには必ず到達する
私はそう信ずる

一般財団法人　希望日本投票者の会

代表　志太 勤

中伊豆ワイナリー　シャトーT.S（伊豆）にある希望「志の鐘」

希望日本



私たちの希望に賛同してくれる
政治家と希望日本会議で語り合い
政治に反映してもらう

賛同政治家にみんなで投票、
国会に送り、私たちの希望を
実行してもらう

声をみんなで出し、
交流会やネットで
集い、学び、希望を語り合い、
それをまとめる

みんなで乗り込もう
希望三段ロケット
私たち「希望日本」の目標はただ一つです。
それは「希望あふれる日本」をつくること。
そのために「希望を、託せる政治家に、投票する」という
三段ロケットの、シンプルで明確な活動を行います。
この考え方が私たちの「投票実践行動学」です。

賛同政
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