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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

雇用創出 少子高齢化への対応

＜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】

人間らしい雇用のルールをつ
くることが求められています。
この10年間で大企業の利益
は2倍になり、内部留保も1.6
倍に急増しています。ところ
が労働者の報酬は10%も減ら
されて貧困と格差が広がって
います。雇用は「正社員が当
たり前」の社会にし、国民の
暮らしが守れるようにすること
が最重要です。

これから年金、医療及び介護
の社会保障給付の増加が見
込まれるため、将来世代に負
担を先送りしないために、保
育所や病院、老人ホーム、デ
イサービスセンター等の整備
で新たな雇用を創出するな
ど、少子高齢化対策と景気対
策をセットで実行する必要が
あると考える

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

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】

米軍の駐留部隊は、海兵遠
征軍、空母打撃軍、遠征打撃
軍、航空宇宙遠征軍などで、
世界のどこで紛争が起こって
も、真っ先に殴りこむことを任
務とした部隊です。日本の平
和を守るための軍隊ではあり
ません。

アジア太平洋地域の平和と安
定、抑止力の維持を図るため
に必要

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。

大企業や一部の大金持ち優
遇税制を改めて税収を確保
し、軍事費や政党交付金など
の無駄の削減を徹底して進
めます。

次代を見据えた財政構造改
革が必要

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

＜その他具体的に＞ 地域に住む国民
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 道州制導入の推進

＜その他具体的に＞
自治体が独自の施策に取り
組むための財源措置

そう考える理由を一言でお答えく
ださい。【必須回答】

自公が進めた構造改革路線
は、地方交付税の削減などで
地方自治体をも疲弊させまし
た。民主党の一括交付金制
度も同じく自治体への財政措
置を削減するものです。地方
分権を確かなものにするため
には財源保障が不可欠で
す。

基礎自治体と道州に、権限の
移譲、財源、人を移すことが
可能となる道州に、権限、財
源、人間の３ゲンをパッケー
ジで移すことができる

あなたは、消費税の増税に賛成で
すか、反対ですか

反対 賛成※１

「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。

消費税増税と法人税の減税
がセットで出されています。消
費税増税分は法人税の減税
分の穴埋めに使われてしまい
ます。消費税は、所得の低い
人ほど負担が重くのしかかる
のに、大企業は1円も負担せ
ず、中小業者と消費者、国民
だけが負担する最悪の"不公
平税制"です。

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。

社会保障の給付水準は欧州
諸国の60～70％（ＧＤＰ比）程
度で、大変遅れた状況にあり
ます。税負担を応能負担の原
則に立ち、保険料制度の改
革、徹底した浪費の洗い出し
で、社会保障を拡充する財源
は確保できます。

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※２

「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
保育サービスの拡充などの
現物給付

＜その他具体的に＞
総合的な子育て支援を国の
責任で行う

「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

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

米価を維持するために生産
調整を堅持すべき

＜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※３

問7

問8

問9

問10

Copyrights(c) Genron-NPO All Rights Reserved



奈良県

太田　あつし 山田　衆三 前川　清成
奈良県 奈良県 奈良県

日本共産党 自由民主党 民主党

候補者氏名
選挙区分

所属政党

そう考える理由を一言でお答えく
ださい。【必須回答】

兼業や家族経営が圧倒的に
多く、しかも小規模営農が日
本農業の特徴です。再生産
が可能な所得補償、価格保
障などを通じて、担い手を育
成することが必要です。

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】

官僚が敵と言うものではあり
ません。政官財の癒着を断ち
切り、政治家がしっかりとした
方針を持って国政に臨むこと
が求められています。

普天間基地移設問題や口蹄
疫問題の対応から官僚を活
用できていないことは明ら
か。官僚を排除するのではな
く適切に使いこなす。真の政
治主導が政権政党には不可
欠。

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 回答無効※４

＜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 回答無効※４
＜2番目に重要＞その他具体的に

※１　これから増加が見込ま
れる年金、医療及び介護の
社会保障給付と少子化対策
の費用を将来世代に負担を
先送りせず、持続可能な社会
保障制度を確立するため
※２　真に公助が必要な方々
への手厚い支援を第一に、
「自助」、「共助」、「公助」のバ
ランスのとれた社会を目指す
べきだと考えている
※３　「専業農家」「兼業農家」
「小規模農家」「新規参入者」
を選択。日本農業は、地域、
作物により多様であり、努力
する農家はすべて大事だが、
一律の対策ではなく、それぞ
れの特性を生かした政策をう
つべき
※４　「秘書と政治家の連帯
責任の明確化」「個人献金の
普及促進」を選択
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