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ボクらのチカラをひとつに＠参議院 2019  解散について 

日頃よりわたしたちの活動へのご理解と報道を頂きありがとうございます。 
現在、安倍政権による政権運営に疑問は持ちながらも、旧民進党の離合集散に象徴

される野党への不信感により、圧倒的多くの無党派層が形成されています。 
わたしたちは、この状況を受けて昨年 5月の参加呼びかけ記者会見以降、今年 7月

に予定されている参議院議員選挙の岡山県選挙区においての勝利の道筋として、市民
による無所属での候補者の擁立を目指してきました。 
そして、その候補者が無党派層にとって魅力ある受け皿となり、自公連立の対抗軸

となる「みんなの候補者」として市民も野党もチカラをひとつにしていくための活動
を行ってきました。 
その活動の中で、わたしたちは、市民の候補者として元NPO法人ユースクリエイ

ト代表の原田謙介氏へ出馬要請を行い、一旦は無所属での出馬を決意していただきま
した。
しかしながら、このたびの立憲民主党による参議院岡山県選挙区での原田謙介氏の

公認発表を受けて、これ以上の活動の継続が困難だと判断しました。 
わたしたちは、本日（2019 年 1 月 16 日）をもって「ボクらのチカラをひとつに＠

参議院 2019」を解散いたします。 
※参議院選挙に向けて目指していたこと、これまでの活動経過については別紙資料
にまとめています。

また、今後の参議院選挙への取り組みについては、過去 2 回の国政選挙にて「市民
による政策提案」を行い、それを実現するために野党共闘の活動をしてきた「おかや
まいっぽん」へ託すこととします。 
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ボクらのチカラをひとつに＠参議院2019資料 

 

１，設立背景 
安保法制の廃止と立憲主義の回復という目的を達成するために、2016 年 2 月におかや

まいっぽんを設立して、市民の新しい政治参加の形を模索してきました。同時に 2016

年参院選／2017 年衆院選では市民と立憲政党がチカラを合わせ統一候補で選挙に取り組

みました。 

この 2回の選挙を通じて、統一候補の実現の過程で市民が政党の間に入り調整をする

という役割をする中で、共通政策の提案をしながら政党との信頼関係も築いてきまし

た。 

2017 年の衆院選では比例復活という状況ではありますが岡山県第 1区において統一候

補の高井たかし氏が当選し、衆議院へ送り出すことができました。これにより、わたし

たちの衆議院議員と継続的にコミュニケーションを取りながら国政との繋がりを作るこ

とが出来ました。 

 

国政では約 5年間の安倍内閣による政権運営で国の形を変えるような重要法案を違憲

状態のまま強行に成立させています。さらに防衛省ではシビリアンコントロールに疑問

符がつき、文科省・財務省では政権によって行政が歪められたのではないかという疑惑

が深まっています。そんな中、2017 年の衆院選直前の民進党の分裂など、次の政権を担

っていくための野党の連携は不透明な状況です。 

 

２，設立目的 
わたしたちは、現在の政治情勢と過去 2回の国政選挙での取り組みを踏まえて、自分

たちで作った政策を国政で実現するための候補者を擁立し、その候補者を統一候補とし

て、市民と政党がチカラを合わせて国政へと送り出すことを目指します。 

そのための議論の場と議論した内容を実践していくためのプラットフォームとして新

組織の設立をしました。 

 

３，設立した組織概要 
新組織は賛同する個人・団体・政党により構成します。随時入会または退会の手続き

が出来ます。 
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４，参院選に向けた過程 

 

・	設立に向けた準備・参加呼びかけ 

・	新組織設立 

・	共通政策（第 1次）作成 

・	統一候補選定開始 

・	統一候補発表 

・	統一候補政治活動支援 

・	共通政策（第 2次・第 3次）作成 

 

５，ボクらのチカラをひとつに＠参議院 2019 設立趣意 
わたしたちは、現在のように立憲主義が破壊され、まともな議論が成り立たないまま

国会の運営や法案の審議などが行われている状態を、見過ごすことはできません。 

 

過去 2回の国政選挙では、市民から政党へ呼びかけ「安保法制の廃止」と「立憲主義

の回復」の 2つの政策を軸として統一候補を作り、チカラを合わせて取り組みました。

しかしながら十分な結果は得られませんでした。 

 

そこで、わたしたちはこれまでの成果を引き継ぎ、2019 年の参議院選挙勝利のため

の、新しい枠組みを模索してきました。 

 

その結果、よりフラットかつオープンな場で、個人も団体も政党も参加して、自分た

ちの政策を議論すること、それを国政で実現するための候補者を擁立すること、その候

補者をみんなの統一候補として、チカラを合わせて国政へと送り出すこと、を目的と

し、そのための議論の場とそれを実践するプラットフォーム「ボクらのチカラをひとつ

に＠参議院 2019」を設立しました。 

 

６，共通政策（第１次） 
1. 憲法違反の安保法制を上書きする形で、安倍政権がさらに進めようとしている憲法
改正とりわけ第９条改正への反対。 

2. 特定秘密保護法、安保法制、共謀罪法など安倍政権が行った立憲主義に反する諸法
律の白紙撤回。 

3. 福島第一原発事故の検証のないままの原発再稼働を認めず、新しい日本のエネルギ
ー政策の確立と地域社会再生により、原発ゼロ実現を目指すこと。 

設⽴準備 新組織設⽴ 統⼀候補発表 活動⽀援
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4. 森友学園・加計学園及び南スーダン日報隠蔽の疑惑を徹底究明し、透明性が高く公
平な行政を確立すること。 

5. この国のすべての子ども、若者が、健やかに育ち、学び、働くことを可能にするた
めの保育、教育、雇用に関する政策を飛躍的に拡充すること。 

6. 雇用の不安定化と過密労働を促す『働き方改革』に反対し、8時間働けば暮らせる
働くルールを実現し、生活を底上げする経済、社会保障政策を確立すること。 

7. ＬＧＢＴに対する差別解消施策をはじめ、女性に対する雇用差別や賃金格差を撤廃
し、選択的夫婦別姓や議員男女同数化を実現すること。 

※2017 年 10 月 7 日に、立憲民主党、社会民主党、日本共産党の各県組織と、第 48 回衆

議院議員総選挙岡山県選挙区での政策協定書として、安保法制の廃止と立憲主義の回復を

求めるおかやまいっぽんの会が取り交わした内容と同じ 

 

７，呼びかけ内容 
新組織の目的に賛同する個人・団体・政党に対して参加を呼びかけます。 

可能な限り多様なコミュニティから意見を集約して政策を作成し、それを実現するた

めの「みんなの候補者」を国政へ送り出すための活動を一緒に担ってください。 

 

８，共同代表（2019 年 1 月 16 日現在）
伊東朋子 ホームメイドのら代表 

岩野しのぶ おかやまいっぽん津山世話人 

賀川進太郎 弁護士 

田中芙実枝 母 

田淵泰子 元万成病院多機能型事業所「ひまわり」施設長 

広畑周子 岡山県退職女性教員の会 会長 

宮本龍門 長泉寺住職、おかやまいっぽん共同代表 

森本栄 元連合岡山会長 

山口二郎 法政大学教授、市民連合 呼びかけ人 

吉岡康祐 弁護士、おかやまいっぽん共同代表 

 

９、活動履歴 

・参院選 2019 市民協力懇談会 第１回準備会 

日時：2018 年 4 月 7日（土）10:00-12:00 

会場：林道倫精神科神経科病院 MTGルーム３ 
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・参院選 2019 市民協力懇談会 第２回準備会 

日時：2018 年 4 月 15 日（日）9:00-11:00 

会場：民主会館 3 階会議室 

 

・参院選 2019 市民協力懇談会 第３回準備会 

日時：2018 年 4 月 24 日（日）18:30-20:30 

会場：民主会館 3 階会議室 

 

・参院選 2019 市民協力懇談会 第４回準備会 

日時：2018 年 5 月 2日（日）18:30-20:30 

会場：民主会館 3 階会議室 

 

・ボクらのチカラをひとつに＠参議院 2019（仮）参加呼びかけ記者会見 

日時：2018 年 5 月 9日（水）11:00－12:00 

会場：岡山国際交流センター5F 会議室（3） 

 

・参院選 2019 市民協力懇談会 第５回準備会 

日時：5月 16 日（水）13:00- 

会場：民主会館 3階 民医連会議室 

 

・参院選 2019 市民協力懇談会 第６回準備会 

日時：5月 29 日（火）13:30- 

会場：民主会館 3階 民医連会議室 

 

・参院選 2019 市民協力懇談会 第７回準備会 

日時：2018 年 6 月 6日（水）14:00- 

会場：民主会館 3階 民医連会議室 

 

・参院選 2019 市民協力懇談会 第８回準備会 

日時：2018 年 9 月 18 日（火）15:00- 

会場：民主会館 3階 会議室 

 

・ボクらのチカラをひとつに＠参議院 2019 第 1 回会議 

日時：2018 年 10 月 26 日（金）13:30-15:30 

会場：岡山市民会館 103 会議室 
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・ボクらのチカラをひとつに＠参議院 2019 第２回会議 

日時：2018 年 11 月 12 日（月）15:00-17:00 

会場：民主会館３F 会議室 

 

・ボクらのチカラをひとつに＠参議院 2019 第３回会議 

日時：12 月 1 日（土）13:30-15:30 

会場：勤労者福祉センター 5 階 第 3 会議室 

 

・ボクらのチカラをひとつに＠参議院 2019 第４回会議 

日時：2018 年 12 月 16 日（日）14:30-16:30 

会場：勤労者福祉センター 4 階 第 1 会議室 

 

・ボクらのチカラをひとつに＠参議院 2019 第５回会議 

日時：12 月 29 日（土）10:00- 

会場：民主会館 3階 会議室 

 

・ボクらのチカラをひとつに＠参議院 2019 第６回会議 

日時：2019 年 1 月 12 日（土）13:30- 

会場：岡山国際交流センター 4 階 交流サロン 
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