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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

その他 その他

＜その他具体的に＞
労働者派遣法を抜本
改正して「派遣切り」を
やめさせます

社会保障の立て直しと
ムダの削減

そう考える理由を一言でお答えく
ださい【必須回答】

毎週の「反貧困ボラン
ティア活動」を若い人た
ちと一緒に続けてきま
した。安定した雇用とそ
れを守るルール作り
は、国民の暮らしを守
り、内需主導の経済成
長を図る上で最重要課
題です。

底の抜けた年金・医
療・介護を立て直し、持
続可能な社会保障の
確立に向けてしっかり
と取り組むことが必要

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

どちらも重要 どちらも重要

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

不要 必要

そう考える理由を一言でお答えく
ださい。【必須回答】

米軍基地は、日本防衛
とは無縁の「殴り込み」
部隊の出撃、補給拠点
として恒久化されようと
しています。日米軍事
同盟は世界とアジアの
平和と安定を脅かすも
のとなっており、憲法9
条を生かした平和外交
こそ必要です。

最近の北東アジアの安
全保障環境には不安
定性、不確実性が強く
残っており、在日米軍
の抑止力は、地域にお
ける不足の事態の発
生等の抑止にも寄与し
ている。

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

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。

大企業、大金持ち優遇
税制、軍事費など歳
入、歳出の改革を実行
すれば、景気改善によ
る税収の回復と社会保
障等の予算を確保した
うえで、計画的に債務
増加を抑制し、財政赤
字額を着実に縮小でき
ます

ムダづかいの根絶を引
き続き強力に進めると
ともに、経済成長や雇
用創出への寄与度を
勘案した予算編成を行
う。あわせて、安心でき
る年金・医療・介護等
の社会保障の確立が
経済発展にも資するそ
の考え方に立ち、消費
税を含む税制の抜本
改革について、広く国
民的な議論をスタート
していきたい。消費税
について、もちろん、低
所得者対策や食料品・
生活必需品への配慮
も含めて、逆進性対策
を行うことは必要不可
欠である

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

＜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。

その他
中央からの権限や財
源の移譲

問4

候補者氏名
選挙区分
所属政党
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＜その他具体的に＞

地方切り捨ての「構造
改革」路線を転換し、
地方が独自施策を展
開できる財源を保障し
ます。

あなたは、消費税の増税に賛成で
すか、反対ですか

反対 賛成

「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。

自民党が提案している
10%を一つの参考にし
ながら、国民的な議論
をスタートしていきた
い。一方で、低所得者
対策や食料品、生活必
需品への配慮も含めて
逆進性対策を行うこと
が必要である。

「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。

消費税増税はくらしと
営業をこわし、景気回
復に逆行するとともに、
大企業減税の穴埋め
のためであり、財政再
建にも社会保障の財
源にもなりません。

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。

説明する必要はない よくわからない

「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。

そもそも日本の社会保
障はヨーロッパ諸国と
比べても大きく立ち遅
れています。歳入、歳
出の改革とともに、くら
し応援で日本経済が家
計、内需主導の健全な
成長の軌道に乗れば、
税収増が見込め安定し
た財源は作れます

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

日本の将来にとって決
定的に大きな課題であ
る
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「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

その他

＜その他具体的に＞

不妊治療支援、出産一
時金増額、保育所の増
設・定員増、子ども手
当支給、高校実質無料
化など、子どもの育ち
を社会全体で見守るた
めに、切れ目ない施策
を講じる

「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。

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

＜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。

差をつけず全農家 差をつけず全農家

そう考える理由を一言でお答えく
ださい。【必須回答】

日本農業は圧倒的に
多い兼業、家族経営に
支えられています。多
様な家族経営の維持
を担い手対策の中心
に据え、農業を続けた
い人すべてを応援すべ
きです。

農林水産業は生活の
基礎であり、これから
の成長産業として発展
させることが必要であ
り、多様な担い手が求
められる。農業に携わ
る方々が安心して、続
けられる施策を充実さ
せる必要がある

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 そう思う

そう考える理由を、一言でお答えく
ださい。【必須回答】

公務員は「全体の奉仕
者」です。現在の官僚
制度は、一部の特権官
僚を中心に一部政治
家や財界、企業のため
の存在となっており、国
民本位の公務員制度
改革のためには、「政
官業の癒着」を断ち切
ることが必要です。

政務三役と官僚は、そ
れぞれの役割と責任の
下、相互に緊密な情報
共有、意志疎通を図
り、一体となって、政策
運営を行っていくこと
が、真の政治主導のた
めには必要である。
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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＞

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＞
政党助成金制度の見
直し

個人献金の普及促進

＜2番目に重要＞その他具体的に

※「5000円」の根拠が
明らかでないため、答
えようがない。どのよう
な年金制度にしていく
のか、「新年金制度に
関する検討会」の基本
方針をベースとしなが
ら、一元化に向けて超
党派での協議を早急に
進めていく必要があ
る。

問13

備考
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