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参議院議員に選ばれた際に、あな
たがこの１年間で優先的に取り組も
うと考えている課題は何ですか。

経済成長戦略の策定と実
行

その他 雇用創出
政治改革の推進（政治とカ
ネの問題を含む）

公務員制度改革

＜その他具体的に＞ 社会保障の充実

そう考える理由を一言でお答えくだ
さい【必須回答】

経済のパイを大きくしなけ
れば財政再建、安定した
社会保障、景気回復を実
現できないから。

今の閉塞感を打破し、将
来に希望を持たせるため
に、セーフティネットの充
実、社会保障の充実が重
要。

派遣など非正規労働者が
３人に１人、若者では２人
に１人という異常社会を正
すことが急務。政府の「抜
け穴」だらけの派遣法改正
案では救えない。抜本的
な改正と大企業がため込
んだ内部留保を雇用確保
に使わせ、「正社員が当た
り前」の社会にすること
が、日本経済にとっても重
要。

今回、選挙直前に退陣し
たのは、民主党鳩山総
理、小沢幹事長の政治と
お金の問題でした。今こ
そ、この政治をお金の問
題を総理が変わったからと
言ってうやみやにすべきに
せずに、会社、団体の献
金を禁止、政、官、業、労
組の癒着を断ち切ります。
金のかからない選挙をい
たします。

公務員改革を断行し、「小
さな政府」を目指す。公務
員の人件費削減、天下り
の根絶、独立行政法人の
廃止、民営化等国民に無
理を求める前にまずは無
駄を削り、官から民への流
れをつくる「国家のリスト
ラ」を進める

問2
あなたは、日米関係と日中関係は
どちらが重要だと考えていますか。

どちらも重要 どちらも重要 どちらも重要 日米関係 日米関係

あなたは、米軍基地が日本に存在
することは必要だと考えています
か。

必要 必要 不要 必要 必要

そう考える理由を一言でお答えくだ
さい。【必須回答】

日米同盟を堅持する上で
欠かせないから。

北東アジア情勢は未だに
不安定であり、抑止力の
維持の点から必要

戦後６５年を経て、いまだ
に１３３件もの米軍基地が
全国におかれている現状
は異常。こんな国は世界
になく、独立国とはいえな
い。とくに、その７５％が沖
縄に集中しており、普天間
基地の無条件撤去は絶対
にの課題だ。

日本の周辺には、中国、
ロシア、北朝鮮と３カ国の
核保有国があり、いつも危
険と対峙してます以上、日
本の国民の生命、財産、
安全を守るため、しっかり
とした日米関係を堅持す
べきです

深刻な国際経済の危機、
中国等新興国の台頭、北
朝鮮の問題など日本が直
面する国際環境は厳し
い。まずは日米安保体制
を基軸に、安全保障環境
について国民的論議を喚
起したい。米軍基地の負
担軽減等についてはその
上で検討する

あなたは、日本の財政は持続可能
だと考えていますか。

このままでは持続可能で
はなく、破たんする

持続可能である
このままでは持続可能で
はなく、破たんする

持続可能である
このままでは持続可能で
はなく、破たんする

「このままでは持続可能ではなく、
破たんする」と回答した方にお聞き
します。あなたは、この課題に対し
てどのような方策を打つべきだと考
えていますか。一言でお答えくださ
い。

歳入歳出の一体改革が必
要。行政の無駄削減はも
とより「子ども手当」などの
バラマキ政策をやめる

借金依存度４８%の国家予
算、国・地方の借金残高
850兆円。自民党政権が
無駄な大型公共事業、５
兆円に達する軍事費、大
企業減税を続けた結果
だ。民主党政権も軍事費と
大企業を「聖域」にしてい
る。軍事費の削減、ゆきす
ぎた大企業減税をやめ、
財源をつくり、財政再建も
すすめる。

バラマキ政策を実施する
ために赤字、借金が増大
している。デフレ続きで回
復は望めない。赤字借金
を減らすには、資産の売
却、公務員改革、地域主
権、経済成長戦略が必要
である。

あなたは、地方分権の主役は誰だ
と考えていますか。

住民 住民 住民 住民 住民

＜その他具体的に＞

あなたは、地方分権を進めるため
にカギとなる課題は何だと考えてい
ますか。

中央からの権限や財源の
移譲

中央からの権限や財源の
移譲

中央からの権限や財源の
移譲

地方議会の改革
中央からの権限や財源の
移譲

＜その他具体的に＞

そう考える理由を一言でお答えくだ
さい。【必須回答】

権限だけでなく、財源を移
譲させることが大事。権
限、財源の移譲で地方自
治体に体力ができる。

地方分権で必要なことは、
①ひもつき補助金の一括
交付金化　②国の出先機
関の廃止等と考える。

自民党政権の「三位一体
改革」も、民主党政権の
「地域主権」も、福祉や教
育への国の責任放棄・国
の負担軽減で共通してい
る。地方切り捨て路線を転
換し、地域の活性化と地
方自治の発展のために
は、地方交付金の拡充、
国庫補助金・負担金など
の地方財源を保障するこ
とが必要だ。

地方議会の抵抗が強く、
大阪府知事橋本氏のよう
な強い指導力を持った指
導者（リーダー）が必要だ
と思います

中央集権で全国一律の施
策を実施することに無理
がある。権限と財源と人間
を移譲し、その地域にあっ
た施策を実行することで、
無駄を削って何倍もの成
果を上げることができる

あなたは、消費税の増税に賛成で
すか、反対ですか

賛成※１ わからない 反対 反対 反対

問4

候補者氏名

選挙区分

所属政党

問1

問3

問5

問6
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「賛成」と回答した方にお聞きしま
す。消費税増税の幅として、どの水
準まで許容しますか。

10%以上～15%未満

「反対」と回答した方にお聞きしま
す。その理由はなぜですか。一言
でお答えください。

消費税は低所得者ほど負
担が重く、大企業は１円も
負担しない不公平税制。
導入依頼、国民が納めた
税額は累計２２４兆円、大
企業減税などによるこの
間の法人３税減収２０８兆
円。消費税は大企業減税
の穴埋めにされた。今回
の消費税増税でも同じこと
が狙われており、絶対に
許せない。

現在の様の経済環境で
は、まず景気回復を優先
すべきです

増税の前にまずは官僚や
国会議員が自ら身を切る
改革と、経済成長戦略を
徹底的に実施すべき。増
税の議論はそれから

現行の社会保障制度は、若い世代
が高齢者を支える仕組みとなって
いますが、少子高齢化の進展によ
り、その持続可能性が危ぶまれて
います。あなたは、若い世代の負
担を減らすために、地元の年金受
給者に「皆さんの年金を月5,000円
減らします」と説明できますか。

よくわからない できる 説明する必要はない できない できる

「できない」「説明する必要はない」
と回答した方にお聞きします。その
理由はなぜですか。一言でお答えく
ださい。

年金・医療など社会保障
の再生・拡充は国政の最
優先課題、財政も優先して
確保すべき。日本共産党
は、全額国庫負担の最低
保障年金制度を創設して
無年金者をなくし、給付水
準を引き上げ、受給条件
を２５年から１０年に引き下
げるなど拡充を実行する。
受給者の負担増は必要な
い。

現在の年金制度を廃止し
て、年金一元化で、年金
は全員に満額支給する形
に変更します

あなたは、少子高齢化による人口
減少という現実に対して、どのよう
に考えていますか。

日本の将来にとって決定
的に大きな課題である※２

日本の将来にとって決定
的に大きな課題である

日本の将来にとって決定
的に大きな課題である

日本の将来にとって決定
的に大きな課題である

日本の将来にとって大き
な課題とはいえない

「日本の将来にとって決定的に大き
な課題である」と回答した方にお聞
きします。少子化対策として、どの
ような政策手段をとるのが適当と考
えますか。

保育サービスの拡充など
の現物給付

保育サービスの拡充など
の現物給付

無回答
子育てＮＰＯの育成等を通
じた子育てのためのネット
ワークの拡充

＜その他具体的に＞

「日本の将来にとって大きな課題と
はいえない」と回答した方にお聞き
します。その場合、あなたは、どの
ような社会を目指すべきだと考えて
いますか。一言でお答えください。

人口減少社会に見合った
規模の経済活動を行う。ま
た、移民の受け入れでは
なくアジアを市場に見立
て、国内市場と一体化して
経済を活性化し、少子高
齢化に対応する

あなたは、日本の農業政策（生産
調整）についてどう思いますか。

選択的な生産調整で継続
すべき

選択的な生産調整で継続
すべき

段階的に廃止すべき
選択的な生産調整で継続
すべき

段階的に廃止すべき

＜その他具体的に＞

あなたは、今後の日本の農業の担
い手を考えた場合、どの部分の人
たちを大事にするべきだと思います
か。

わからない 差をつけず全農家 差をつけず全農家 新規参入者 新規参入者
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問9

問10
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そう考える理由を一言でお答えくだ
さい。【必須回答】

全ての生き方に応じてバ
ランスよく発展させること
が大事。

国民の生命を支える農業
の再生は不可欠。農業全
体が一丸となって、「農業
の六次産業化」など新産
業の創出に取り組んでいく
べき。

これまでの農政は、専業
農家、大規模農家中心
だったが、日本農業は多く
の兼業農家、小規模農家
とともに成り立っており、こ
れらの全体を支援すること
が重要だ。新規就農者の
確保・育成・定着をめざ
し、新規就農者に月１５万
円、３年間支援する制度も
創設するべきだ。

農業に従事したい人が農
業に従事できるような環境
をつくるべき（企業の参入
も含めて）

株式会社による農業参入
を促進し、マーケット型農
業を育成する。ここで雇用
も確保する

現在の日本の政治が、官僚たたき
だけに傾斜しており、政治家が優
秀な官僚を活用しきれていないとい
う意見がありますが、あなたはこの
意見に対してどう考えますか。

そう思う そうは思わない そうは思わない そう思う そうは思わない

そう考える理由を、一言でお答えく
ださい。【必須回答】

民主党は法律の執行者で
ある行政に耳を傾けない
のは危険。三権分立の趣
旨を踏まえた政治主導を
確立すべし。

官僚は優秀な政策集団で
あり、政治家が活用してい
る場面も多々あると考え
る。

民主党の「脱官僚」は、表
面的。部分的な「官僚排
除」でしかない。大事なの
は、一部官僚を中心とした
政官財の癒着を打ち破る
ことだ。癒着の接着剤の
「天下り」「企業・団体献
金」、政府・与党の大企業
いいなり政治を正し、「全
体の奉仕者」として、公務
員の役割を果たせるべき
だ。

官僚には、非常に優秀な
人もいるので、きっちりと
方向性を打ち出せば、国
民のために頑張ってくれる
と考えます

政治家もマスコミも官僚に
丸め込まれている。官僚を
民間並みの人事で厳しく
選び真に改革マインドの
ある官僚を育てるべき

あなたは、「政治とカネ」をめぐる問
題で国民の信頼を回復するため
に、どんな方策が必要だと考えてい
ますか。最も重要だと思うものを二
つ選び、優先順位をつけて回答し
てください。
＜最も重要＞

無回答
企業・団体献金禁止の徹
底

企業・団体献金禁止の徹
底

企業・団体献金禁止の徹
底

企業・団体献金禁止の徹
底

＜最も重要＞その他具体的に

＜2番目に重要＞ 回答無効※３
政党への独立機関による
監査制度の導入

政党助成金制度の見直し
政党への独立機関による
監査制度の導入

個人献金の普及促進

＜2番目に重要＞その他具体的に

※1　年１兆円社会保障費
が増える。これには安定し
た財源となる消費税の引
き上げが必要。
※２　基本的には個人が
自律し、セーフティネットが
しっかりめぐらされている
社会
※３　秘書と政治家の連帯
責任の明確化、政党助成
金制度の見直し

問11

問12

問13

備考
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