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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。

雇用のセーフティネットの
整備

財政再建の道筋をつける 医療崩壊への対応

＜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】

私は、景気悪化を口実に
解雇された労働者の救済
に取り組んできました。一
握りの大企業だけが膨大
な儲けをあげながら、そこ
で働く労働者は首切りや
賃下げが押しつけられる。
そんな社会の構造を変え
なければ、暮らしも経済も
展望は開けません。

経済成長の足かせとなっ
ており、国民の不安も高
まっているため

最も大切にされるべき「い
のち」が、最優先にされて
いない現状を絶対に変え
なければならない

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

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。

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】

沖縄をはじめ日本中で、
「基地あるがゆえ」の苦し
みが国民に押し付けられ
ています。日米軍事同盟
から抜けだし、日本を外国
の軍隊のいない本当の独
立国家にし、世界とアジア
の平和に貢献することが
大切です。

現行憲法の財政の制約の
下で、国土、国民を守るた
め必要。

現在の状況においては、
安全を国家の努力なしに
守れる状態ではないから

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

「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。

軍事費、大型開発などの
無駄をなくし、大企業や大
金持ちに「能力に応じた負
担」を求め、財政を健全化
させます。消費税増勢は
許しません。

経済成長と国民負担増

現在の、政策目的が不明
確なバラマキでは次の世
代に「つけ」が残るだけだ
から

あなたは、地方分権の主役は誰だ
と考えていますか。

住民 その他 住民

＜その他具体的に＞ すべて

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

＜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】

地方自治体が「住民福祉
の増進」の精神を発揮し、
安心して暮らせる住民
サービスの充実と生活基
盤の整備、地域経済の振
興、雇用の確保で元気な
地域づくりなどを進められ
る財源保障を軸に、自治
権の拡充を図るべきで
す。

無回答

国の役割は外交、防衛に
しぼり、権限、財源、人間
を徹底的に地方に移譲す
ることが必要不可欠

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※１ 反対

「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
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「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、所得の少ない
人に重くのしかかる最悪
の不公平税制。今回法人
税減税とセットで出されて
おり、法人税減税の穴埋
めに消えてしまい、財政再
建にも社会保障財源にも
役に立ちません。

国民に負担を求める前
に、公務員改革や行財政
改革を行うなどやるべきこ
とがある

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 できる※２ 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。

自公政権の社会保障削減
路線が生み出した数々の
「負の遺産」を是正し、削
減から拡充へ転換しま
す。全額国庫負担で当面
月５万円を保障し、支払っ
た保険料に応じた金額を
上乗せする、最低保障年
金制度をつくります。

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

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」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。

その他 回答無効※３
保育サービスの拡充など
の現物給付

＜その他具体的に＞

仕事と子育ての両立、経
済的負担の軽減など、総
合的な子育て支援を進め
ることが必要です。

「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。

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。

差をつけず全農家 回答無効※４ 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】

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
べてを応援します。地域
農業の重要な担い手であ
る、大規模農家や生産組
織等が果たしている役割
を正当に評価し、支援を
強めます。

無回答

日本の食料自給率をあげ
るため、一次産業の活性
化にとにかく力を入れる必
要があり、どの立場の農
家の方も応援したい

問11

問7

問8

問9

問10
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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。

回答無効※ 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】

「政官業の癒着」に根本か
らメスを入れなければ、い
くら「官僚＝国民の敵」と
いう図式をつくろうとしても
政治はよくなりません。特
権的な官僚システムを根
本から改善し、公務員が
憲法の定める「全体の奉
仕者」の役割を果たせる
条件を整えることが必要
です。

官僚たたきは安っぽい大
衆迎合の極み！

政治家より現場をよく知る
行政職員の働きなくして社
会がよりよく変わることは
ないから

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

政党への独立機関による
監査制度の導入

＜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
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

＜2番目に重要＞その他具体的に

※該当するものなし

※1　今後増える社会保障
費の積上げ等により
※2　いますでにしている
※3　全て重要。何よりも
未来への希望を持てるよ
うなビジョンを提示し、ま
た、経済を回復し、家計の
所得を増やすことが重要
だ。
※4　「専業農家」「兼業農
家」（中山間地では兼業農
家も重要）
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