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私には悩みがあります。参政党をうまく人に勧めることができないのです。理由を考えてみま
した。自分は参政党に希望を感じているが、そのイメージを伝えられないことが原因ではないかと
思い至りました。この文書で自分のイメージを書き出して見ました。その結果、今の参政党に必
要なのは全党的な情報交換システム (掲示板) であるという結論に至りましたので提案させて頂き
ます。
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候補者を予備選挙で決める
参政党は近代政党です。議員の互助会ではありません。それが最も端的に現れるのが 予備選挙で
す。参政党の動画で何度も述べられているので実施できる状況になれば実施されるはずです。
∗

運営党員、熊本市在住、所属:chatwork 九州ブロック、啓発班、熊本 Zoom ミーティング
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党議拘束は行わない
国会での投票を党の決定どおりに行わせるのが党議拘束です。違反すれば罰則 (訓告〜除名等) が
あります。篠原丈一郎氏が動画で近代政党には党議拘束は合わないのではないかと言った時、ホォ
と思いました。アメリカの共和党、民主党にも党議拘束は無いので参政党では党議拘束は行わない
と思っています。
私は党議拘束は無いほうが良いと考えています。理由は予備選挙の際、議員を選びやすくなるか
らです。予備選挙の時、議員に国会での各法案への投票の理由を聞くことができます。党議拘束が
あると「党の決定だから仕方なかった」と答えられてしまいます。

では参政党執行部は何をするのか
党議拘束が無いので参政党執行部が政策を決めても投票を強制できません。では執行部は何をす
るのでしょうか？

政策を提供し議論を行います
党内のシンクタンクおよび党外のシンクタンクで政策を作成し提供します。それを党員で議論し、
賛成意見と反対意見を整理し党内で投票を行い、政策の支持状況を明らかにし、結果を議員に提供
し、国会での活動につなげてもらいます。

選挙活動をします
予備選挙で決まった候補者の選挙活動を行います。党が主体となり、ボランティアも募り活動を
行います。

党内の政治活動のサポートをします
参政党には様々な意見を持った人が集まって来ます。「NHK を解体したい」、
「憲法を改正した
い」、
「拉致被害者をとり戻したい」
、
「文科省を解体したい」
、
「歴史教育を正しくしたい」
、
「少子化
問題を解決したい」、
「減税、規制廃止」
、
「レジ袋有料義務廃止」
、
「日本を豊かにしたい」など様々
な意見があると思います。そういう人が意見を発表、議論し、仲間を見つけ、グループを作る政治
活動のサポートします。サポートする方法は色々あると思いますが私が具体的に考えているのは掲
示板 (党内情報交換システム) の提供です。

2/4

提案 : 掲示板 (党内情報交換システム) を作りましょう
党員が発信可能な情報システムとしては地区ごとの Chatwork があります。これが出来たおかげ
で多少なりとも情報の伝達が可能になりました。しかし全ての発信が全員に届いてしまうので重要
な情報でなければ発信を躊躇してしまいます。テーマごとにチャンネルを分けることができる啓発
班の slack もありますが利用者が限られますし、利用も多くありません。チャンネルもたくさんあ
り分かりづらいです。

提案する掲示板システムは 90 年代のネットニュースのイメージ
私が提案する掲示板システムは 1990 年代に流行ったネットニュース*1 のイメージです。記事は
階層的に構成されたニュースグループに分類され、ニュースグループごとに購読・非購読を設定で
きます。ニュースグループ中の記事はタイトルが関連する記事とツリー状に表示されるので関係は
わかり易いです。毎日膨大な記事が流れてきましたが、リーダーがよく出来ていているので、毎日

100 以上の記事を読むのも苦になりませんでした。

ニュースグループ
参政党 . 雑談 (10)
参政党 . 勉強会 (1)
参政党 . 地方 (40)
参政党 . 地方 . 九州 . 熊本 (5)
参政党 . 選挙 . 県市区村町議員 (2)
参政党 . 選挙 . 県市区村町首長 (0)

記事タイトル
記事 1: 相談なんですが

鈴木です。

記事 2: > Re: 相談なんですが
記事 10: なんと申しましょうか
記事 3: 研究会のお知らせ
記事 4: 参加します。

> 4 月 19 日 ( 月 ) 20:00 より
> Zoom ミーティングを行います。
> 発表したい内容がある方はご連絡ください。

記事 5: 発表します。
30 分枠 1 件発表させてください。

参政党 . 選挙 . 衆議院 (4)

大量で階層化されたニュースグ
ループ。未読記事数を表示

記事内容

内容は近日中に連絡します。

記事のタイトルをツリー表示

図1

ネットニュースのイメージ

同様の掲示板のシステムがあるのであれば利用し、無ければ開発したいと考えています。参政党
であれば、図 2 のようなニュースグループはどうでしょうか。

*1

fj.*などのニュース、https://ja.wikipedia.org/wiki/ネットニュース 参照
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参政党. 雑談
参政党. 勉強会
参政党. 地方
参政党. 地方. 九州
参政党. 地方. 九州. 熊本
参政党. 選挙
参政党. 選挙. 県市区村町議員
参政党. 選挙. 県市区村町首長
参政党. 選挙. 衆議院
参政党. 選挙. 参議院
参政党. 質問
参政党. ニュース
参政党. ニュース. 党内

参政党. ニュース. 国内
参政党. ニュース. 海外
参政党. 論説
参政党. 論説. 海外翻訳班
参政党. 技術.IT
参政党. 娯楽
参政党. 娯楽.TV
参政党. 娯楽. マンガ
参政党. 娯楽. アニメ
参政党. 娯楽. 動画
参政党. 娯楽. 野球
参政党. 娯楽. テニス
参政党党外から. 質問

図 2 ニュースグループ案 (一部)

掲示板を外部に公開するか
掲示板の公開は以下のように考えています。

• 読み出しは自由。誰でも読める。党外からも読める。
• 書き込みには登録・ログインが必要。党外からも一部のニュースグループに書き込みを許す。
掲示板が活発に利用されるようになった時、外部から読むことができると参政党の活動を知って
もらうことができます。誰が書き込んだのかを表示するために書き込みは登録・ログインが必要だ
と思います。党外の人も登録すれば限定したニュースグループ「党外から. 質問」などに書き込み
可能にすれば、外部からの質問が来るかもしれません。

最後に
私の至らない意見をお読み頂きありがとうございます。この文書で書いた理想の参政党は自分の
イメージなので皆様のイメージとは違いがあると思います。皆様の参政党の理想のイメージも教え
ていただければ幸いです。
掲示板開発の協力者を募集します。私の提案する掲示板システムに興味がある、協力しても良い、
使用可能な既存システムを知っているという方がいらっしゃれば連絡*2 をお願い致します。システ
ム開発やプログラミングはできないけれど試しに使ってみたいと言う方、協力はしないけれど話は
聞いても良いという方も歓迎します。
*2

連絡はメールで nari@mxb.mesh.ne.jp 宛、 表題:”参政党有志掲示板” でお願いします。
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